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まずはお気軽にお問い合わせください

【本社】
〒670-0934 兵庫県姫路市朝日町54
TEL : 079-226-1271

TEL:079-226-1271

リモート面談も
随時実施中！

ラッキー工芸

ご予約はHPより

はやく
わかりやすく
ムダなく
チェーン店のメンテナンス事業（看板）
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面談・リモート面談 大歓迎！！
まずはお気軽にお問い合わせください。

日々の業務におけるお困りごと、お悩みごとをお聞かせください。

業務の取捨選択・交換

適正価格の見直し過剰品質の見直し

コスト削減

対面でも リモートでも

コンプライアンス対応

業務フローの改善提案

チェーン店の看板メンテナンス業務に関する

お困りごと・お悩みごとを解決しませんか？ step2
対話を重ねて丁寧な基盤づくり、
信頼構築
メンテナンス業務は、量が多くスピードが求められる業務です。

業務を円滑に行うために、取引開始初期は一つ一つの業務にじっくりと対応し、

双方で業務調整をすることで、ミス・やり直しを少なくします。
わかりやすい データ蓄積と集計

step3
問題発見・課題解決
業務における様々な問題・課題に対して一緒に考え、一緒に対応します。

コスト削減
（人件費削減・業務時間削減・スケールディスカウント）

もっとわかりやすく
（修理内容・修理原因と対策）

スピードＵＰ
（停滞防止・解決促進）

コンプライアンス対応
（申請・違反看板・危険看板）

データ蓄積・集計
（修理件数・内容・原因のまとめ）
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-FLOW-業務の流れ

-SOLUTION-課題解決の例

改善のサイクルを作って「はやく・わかりやすく・ムダなく」

改善提案課題抽出業務スピードUP業務調整丁寧な基盤づくり目的共有ヒアリング

スケールメリット
計画修理で、コストを削減します

業務停滞防止・改善
チーム運営をしながら、どんどん改善を進めます

保守計画立案
蓄積した点検情報から、傾向と対策をご提案いたします

屋外広告物の申請対応や行政指導 による是正勧告への対応を行います

新店からメンテナンスまでの
一気通貫の業務体制

法令順守と 是正提案

申請期日前の点 検を実施します

申請と点検 計画の調整

** years later...

対面またはリモートにて面談を実施します。

日々の業務のお困りごと、お悩みごとをお聞きします。

クライアント様とつくり上げた丁寧な業務基盤をもとに、

スピードUPに向けて業務調整を行います。

業務の中で出てきた問題・課題を抽出し、

改善に向けて一緒に考え、一緒に対応します。step2 step3step1
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誠実なコンプライアンス管理（法令順守）で、
クライアント様のリスク軽減のために全面的にサポートいたします。

看板・サインの維持補修のあれこれ

ラッキー工芸におまかせください！法令チェック
サインに関する法律や条例違反や無申請などのリスク管理面で全ての店舗、全ての看板サインの法律適合化をチェッ
クし、申請業務代行や継続申請などを進める体制を整えています。また、予防的な安全点検も積極的にご提案しており、
総合的なリスク管理を行うための必要不可欠なサポート体制をご提供いたします。

定期点検することで美観の維持だけでなく、経年劣化による看板の不具合など、目視だけでは把握することが難しい看板内部の
構造物などの腐食を、専門の資格と経験を持つ技術者が診断します。触診・目視点検・写真撮影に加え、点検の専用機器を用いて
測定結果を数値化して安全を評価する手法を導入しており、クライアント様の要望に合わせた様々な点検メニューをご提案します。

各種申請代行
設置対象地住所確認→社
内にて「条例確認シート」を作
成→内容チェックを行います。
各法令に適合しているか、新
規申請の必要性など細かな
確認を行っています。

安全管理
クライアント様に代わり申請
代行業務を行い、役所などの
承認を得られるようサポート。
「安全点検」の実施、報告、改
修工事を行っています。

リスク管理
安全点検、看板管理をスケ
ジュール化して実施しています。
当社独自のクラウド型管理
システムにより、店舗看板の
一元管理が可能になります。

-COMPLIANCE-コンプライアンス

当社では看板の維持管理を安全に行うために、定期的な安全点検の実施を推奨します。

-SAFETY-安全管理

目視点検新規設置 触診・詳細点検
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