
会社概要

会 社 名　　 株式会社 日本プロフィックス・エンジニアリング（英文表記 : Japan Profix Engineering Co., Ltd. ）
役　　員　　 取締役会長／池田  剛 
　　　　　　 代表取締役社長／山口 直樹
　　　　　　 取締役／磯田 芳樹
設 立 日　　 平成 6 年 12 月 9 日 
資 本 金　　 1,000 万円 
取引銀行　　 みずほ銀行（九段支店）／三井住友銀行（神田支店） 
所 在 地　　 〒102-0073  東京都千代田区九段北 北の丸グラスゲート6階A
　　　　　　 電話: 03-3221-1116 （代表）／ FAX : 03-3222-4798
　　　　　　 URL : http://www.j-profix.co.jp/
事業内容　　 PCB含有機器処理に関するコンサルティング事業
　　　　　　 非破壊検査に関わるコンサルティング事業
　　　　　　  一般廃棄物処理に関するコンサルティング事業
　　　　　　 Webソリューション事業
　　　　　　 人材派遣事業（般13-303510）
　　　　　　 職業紹介事業（13-ユ-302976）
関連企業　　 プロフィックス・アイベリー 株式会社（事業開発コンサルティング、研修プログラム開発）
　　　　　　 株式会社 明報プロフィックスアソシエイツ（トータルマーケティング事業、ITメディア事業、研修・教育事業）
　　　　　　 株式会社 メディカル・プロフィックス（保険調剤薬局、医療関連事業開発）
　　　　　　 株式会社 ファーマ・プラス（保険調剤薬局）
研究機関　　 メタウェブ・テクノロジー（Webビジネスモデルの研究開発）
　　　　　　 学び総合研究所（職業観育成カリキュラムの研究開発）



 時代に向き合い、人々が安心・安全に暮らせる未来を創造します。

  「廃棄物の処理にお困りの保管者様に、最適な処理プランをご提供する」

  これが日本プロフィックス・エンジニアリングのコンサルティング事業です。

株式会社日本プロフィックス・エンジニアリングは、

2027年3月に処理期限として、処分を急がれているPCB（ポリ塩化ビフェニル）の処理やそれに伴う産業廃棄物の

処理をすすめ、人々が安心・安全に暮らせる未来に貢献することを目的としています。

PCBは、毒性の極めて強いダイオキシン類の一つですが、

昭和32年の生産開始から生産が中止される昭和47年までの15年間に生活資材品の中に幅広く使われ、

その多くが処理されないまま保管され続けています。

早期に処理しなければいけない社会の残したいわば「負の遺産」です。

生産終了から30年以上経過しており、使用中や保管中にいつ漏洩するか分からない危険な状況ですが、

莫大な処理費用がかかるために処理の進捗は思わしくありません。

処理のペースがこのままでは、処理期限とされる2027年3月までの全廃棄に間に合わないことが予想されます。

私たち日本プロフィックス・エンジニアリングは、

PCBという現代社会の「負の遺産」と向き合い、環境を配慮し、

一日でも早く安心な社会を創造するためのご提案を行ってまいります。

併せてPCBの処理をお考えの保管事業者様にコストミニマムなご提案を実現いたします。



 PCB含有機器処理に関するコンサルティング事業
40年以上前に生産が中止されたPCB含有機器の保管に関しては、

管理状況、また保管状態によって保管事業者様自体が全てを把握されていないケースが多々あります。

我々は専門的な知識の基、作業環境に関してPCB汚染拡散防止、

並びに安全作業対策を徹底して行っております。

また、お客様の保管実態を短期間で実地検査し、届出台帳と管理台帳の整合性を精査いたします。 

対象機器に関してはPCB含有・非含有を明確にした上、保管事業者様の更なるコスト削減のご提案も可能です。

国が定める法律・通達を順守し、様々なPCB含有機器に関して、

保管状況・処理・運搬方法に至るまで最適なソリューションとコストミニマムなご提案を実現いたします。

 非破壊検査に関わるコンサルティング事業
非破壊検査とは “対象物を壊さずに ”その内部や表面の傷あるいは劣化の状況を調べる検査技術のことです。

弊社の非破壊検査は、PCB含有機器の内部に触れることなくPCBが漏洩していないかを確認することができます。

また、含有機器の内部形状異常を外部から発見し、

異常なPCB含有物機器に関しては別管理をし汚染拡散防止を徹底いたしております。

PCBの漏洩を確実に確認することで、お客様に安全な対策をご提案いたします。

 一般廃棄物処理に関するコンサルティング事業
人々の安全・安心な暮らしのために、地球環境への負荷の軽減に貢献し、

お客様の廃棄物処理の問題に対し、最適なソリューションをご提案して参ります。

※ PCB廃安定器の正しい分別方法や、処理費用削減効果が高い分別等の推進を図る為、中間貯蔵・環境安全事業株式会社及び
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が共済する「廃安定器の適正処理推進に関する研修会」参加企業として
中間貯蔵・環境安全事業のホームページに掲載されました。



 Webソリューション事業
私たちはビジネス活動を通して、日々さまざまな形式をとった「情報」を大量にやり取りしています。

なかには広告宣伝など、「情報」のやり取りそのものがビジネスの中核をなす場面も少なくありません。

「情報」の扱い方、利活用方法は、現代の企業活動にとって重要な意味を持っています。

近年は情報通信技術の発展、特にWeb技術の発展により、

「情報」を集約・加工・共有する規模や方法論は飛躍的な進化を遂げました。

私たちは、オープンソースとクラウドコンピューティングを活用した、

低コストで安定したWebソリューションを提供し、

「情報」分野における適切なサポートを行って参ります。

●Webシステム開発・保守・管理

   オープンソースを活用したWebシステムの開発を行います。
   システムが必要とされる背景を細かくヒアリングさせていただき、目的に沿った最適なシステム開発を
   ご提案いたします。

●システムの保守・管理

   クラウドコンピューティング基盤を活用し、安定かつ拡張性に富んだ、
   保守・管理サービスをご提供します。
   また、お客様のBCP(Business Continuity Plan)に沿った、
   データや情報処理基盤を地理的に分散したバックアップ体制の構築もご提案して参ります。

●Webクリエイティブ

   タブレットやスマートフォンなどのマルチデバイスに合わせて最適な表示に自動的に変換する
   レスポンシブデザインや、スマートフォン専用サイトの構築など、
   目的に即した、最適なWebクリエイティブを行います。



 技術系人材派遣業務　人材派遣事業（般13-303510）

お客様のご要望に最適な技術者派遣スタッフを、

きめ細やかなサポート・管理体制を通して、迅速・安定して派遣いたします。

「雇用形態にとらわれず自分らしく仕事がしたい」、「仕事を通して自分の新しい可能性を探したい」、

「常に自分を磨き続けられるような仕事がしたい」、

そんな方々を人材派遣を通じて応援しています。

 技術系人材紹介業務　職業紹介事業（13-ユ-302976）

親身かつ実践的なキャリアコンサルティングにより、高いモチベーションを持つ意欲的な人材を、

お客様のニーズに併せてタイムリーにご紹介させて頂きます。

幅広い分野での厳選された企業求人情報をご提供し、 

担当コンサルタントが、経験、知識、人脈を活かし、

ご登録者の立場に立った親身で丁寧なキャリアプランのアドバイスを行います。



グループ企業

株式会社メディカル・プロフィックス
調剤薬局の運営及び薬局経営全般におけるコンサルティング業務。 

＜企業データ＞
会社名　　 株式会社メディカル・プロフィックス　　　　　　　　　      代表者 　   代表取締役　池田  剛 
設立日　　 平成 13 年 5 月 30 日                                              資本金　　 1,000 万円
所在地
　　　　　  ＜本　社＞
　　　　　〒101-0051  東京都千代田区神田神保町2-21 　野ビル3F　　TEL :03-3221-1130／FAX : 03-3222-4798
　　　　　 URL : http ://www.medical-profix.co.jp/
　　　　　＜本　店＞エンジェル薬局 東大島店＞                
　　　　　〒136-0072  東京都江東区大島9-3-1　　TEL:03-5628-6670／FAX:03-5628-6680

株式会社 ファーマ・プラス 
群馬を中心とした調剤薬局事業・医療コンサルティング業務。

＜企業データ＞
会社名　　 株式会社ファーマ・プラス　　　　　　　　　　　　　　   代表者　　 代表取締役　亀川  裕 
設立日　　 平成 2 年 3 月 22 日　　　　　　　　　　　　　　　　 資本金　　 1,000 万円 
所在地　　 
                ＜本　社＞
　　　　　〒101-0051  東京都千代田区神田神保町2-21 　野ビル3F　　TEL :03-3556-1530／FAX :03-3222-4798
　　　　　＜本　店・群馬営業所＞プラス薬局
　　　　　〒370-2128  群馬県高崎市吉井町本郷65-1　　TEL :027-388-1170／FAX :027-388-1171
　　　　　 URL : http ://www.pharma-plus.co.jp/



グループ企業

プロフィックス・アイベリー 株式会社
事業開発コンサルティング、組織活性化コンサルティング、医療事業コンサルティング、Webソリューション事業。

＜企業データ＞
会社名　　 プロフィックス・アイベリー 株式会社　　　　　　　　　    代表者　　 代表取締役　池田  剛 
設立日　　 平成 12年 4 月 7 日　　　　　　　　　　　　　　　　 資本金　　 1,000 万円 
所在地　　 〒102-0073  東京都千代田区九段北1-4-5 北の丸グラスゲート6階A　　TEL:03-3221-1082／FAX:03-3222-4798
　　　　    URL: http ://www.profix-gr.co.jp/
＜研究機関＞
メタウェブ・テクノロジー研究所     URL : http : //www.profix-gr.co.jp/randd2.html
学び総合研究所     URL : http : //www.profix-gr.co.jp/randd.html

株式会社 明報プロフィックスアソシエイツ
トータルマーケティング事業、ITメディア事業、研修・教育事業。

＜企業データ＞
会社名　　 株式会社 明報プロフィックスアソシエイツ　　　　　　  代表者　　 代表取締役　池田  剛
設立日　　 平成 6 年 4 月 5 日　　　　　　　　　　　　　　　　　資本金  　  1,500 万円
所在地　　 〒102-0073  東京都千代田区九段北1-4-5 北の丸グラスゲート6階A　　TEL:03-3222-4791／FAX:03-3222-4798
　　　　    URL: http ://www.m-profix.co. jp/

Information EnvironmentMedical R&D

お客様のビジネスをトータル・バックアップ

事業開発コンサルティング
プロフィックス・アイベリー 株式会社

トータルマーケティング事業、ITメディア事業
株式会社 明報プロフィックスアソシエイツ

薬局運営
株式会社ファーマ・プラス 

薬局運営、医療関連事業開発
株式会社 メディカル・プロフィックス

PCB含有機器処理に関するコンサルティング事業、
Webソリューション事業、人材派遣・紹介

株式会社 日本プロフィックス・エンジニアリング

職業観育成カリキュラムの研究開発
学び総合研究所

Webビジネスモデルの研究開発
メタウェブ・テクノロジー研究所


