
シュガーレディは、2020年4月1日から「SL Creations」へ
社名を変更いたしました。

株式会社 SL Creations　法人市場開発室

オフィス
プレミアム・フローズン

導入ガイド

©SL Creations CO.,LTD. All right reserved.

月額３万円からはじめられる福利厚生

オフィスで簡単！！いつでも美味しい社食サービス



こんなお悩み抱えてませんか？

上記お悩みにひとつでも
あてはまったら・・・

● 社員食堂を設置したいが、
　 費用やスペースの問題がある。

● 福利厚生を改善し、
　 従業員の満足度を上げたい。

● 従業員の食事において、
　 健康面が心配。

● 手軽に食事ができる環境がない。

● 毎日の食事代の負担が大きい。

● いつでも好きなタイミングで
　 食事がとりたい。

会社の
悩み

社員の
悩み
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会社の
悩み
解決！
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解決！
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解決！
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社員の
悩み
解決！

そのお悩み解決いたします！

社内冷凍庫保管だから、いつでも手軽に簡単準備で食べられる

いつでも多彩なメニューで食事がとれる

導入から運用までらくらく！

福利厚生として従業員の満足度アップが期待できる

運用コスト、商品単価が低価格！

素材から調味料まで安心・安全にこだわった商品が食べられる
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1.冷凍庫から商品を選び、 2.代金箱へお金を入れます

4.電子レンジで温めたら・・・ 5.いただきます！3.容器に盛り付け、

いつでも手軽に簡単に！
忙しい時でもササッと食べられる。朝食、昼食、夕食と時間に縛られない！

ご利用手順

設備外観 冷凍庫内
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１品100円～200円のみ！
１食200円で完結できる商品もあり、バリエーションも豊富！ その一部をご紹介！

栄養豊富な大麦若葉の搾汁液をフレッシュなまま凍結!
そのままか、水または牛乳で希釈して召しあがりください。

バーレーグリーン（青汁）

ひじきの五目煮（新）たらこのパスタ

※商品のご利用はオフィス内に限ります。※企業様ごとで導入している商品は異なるため、冷凍庫にない商品もございます。

レンジで手軽に! 8種類のオーガニック温野菜

1食（270g）=436kcal 1袋（70g）=118kcal

1袋(100g)＝53kcal 1袋(36ml)＝17kcal

450g(1袋)100g=143kcal
えびと野菜の彩りピラフ

200円価格 100円

メニューは
40種以上！

合成着色料不使用のたらこに昆布だしを加えた和風パスタ。

チーズバーガー
1個（110g）=304kcal

イーストフード無添加のこだわりバンズを使用。

天然ひじきと枝豆、人参を彩りよく、薄味に仕上げた煮物。

オーガニック温野菜で野菜不足を解消。

天然由来の調味料で優しい味に仕上げた具だくさんのピラフ。
450ｇのボリュームも魅力的。

麺類 お惣菜類 米飯類

バーガー類 野菜 ドリンク類

※マヨネーズは付いておりません。
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導入要項

導入・運用がらくらく！

すべて担当のスタッフにお任せください！！

設備貸与、消耗品補充、商品入れ替え、代金回収、すべて弊社にお任せ！

冷凍庫
電子レンジの
貸与・設置

商品の補充
入れ替え

商品代金の
回収

消耗品の補充
（耐熱皿・割り箸・
スプーン等）

※ 担当スタッフが伺えない地域は宅配便になります。
    詳しくはお問い合わせください。
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順不同

ご利用企業の声

導入実績

採用の募集をする際に、採用候補
者には事務所内の見学をして頂い
ているのですが、その際にオフィ
ス・プレミアム・フローズンを見せ
ると候補者の方が興味を持ち、好
印象を持って頂いています。

冷凍庫や電子レンジなどの備品の
貸与や在庫管理・現金管理も全て
行ってくれるので、担当者の負担が
無く助かっています。

一日中時間を選ばず利用できる点
は非常にありがたいと思います。ま
た管理栄養士の立場から見ても、合
成添加物を使用していないことが
安心して利用できるポイントです。

一品100～200円の低価格である
ことと、何より一品のボリュームが
多いことが魅力です。特に利用して
いるのが若い世代の為、ボリューム
がある点はありがたいと思います。

早朝シフトの従業員が朝食に利用し
たり、3時の休憩の軽食、また夜勤シ
フト時にも重宝しています。昼の仕
出し弁当以外の時間でも社員が空
腹を満たせるのはありがたいです。

採用候補者に好印象！ スタッフの手間いらず！ ボリュームとコスト
パフォーマンスが魅力！

優しい味で健康面でも
安心！

手軽に食事をとって
元気に仕事！

福利厚生として社員の満足度アップ！
導入企業様からご好評いただいております！

ジャパンアシストインターナショナル株式会社 様 株式会社ウイル・コーポレーション 様 横浜テクノオート専門学校 様 特別養護老人ホーム信愛の園 様 藤澤鋼板株式会社 様
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+初期費用 システム利用料
30,000円0円 ※1

A　冷凍庫１台

サービス・システム利用料（税抜・月額） １台あたりの価格

30,000円
58,000円
84,000円
108,000円
130,000円

１台あたり29,000円 合計  2,000円お得

１台あたり28,000円 合計  6,000円お得

１台あたり27,000円 合計12,000円お得

１台あたり26,000円 合計20,000円お得

B　冷凍庫2台

C　冷凍庫3台

D　冷凍庫4台

E　冷凍庫5台
※ ２台目以降の割引対象は同一住所（同一オフィス）内に冷凍庫を設置した場合
※ 6台目以降は一律25,000円

【企業様の月額利用料】

【導入台数別 月額利用料】

【従業員様の利用料金】

月間お届け商品数 約１５０個
年間契約

お届けは月２回

運用コストと商品単価に自信あり！
企業様負担分と従業員様負担分は下記になります。

商品単価
100円～200円

※1：冷凍庫１台設置の場合（冷凍庫１台につき、電子レンジ１台まで貸与いたします）
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シュガーレディは、2020年4月1日から
「SL Creations」へ社名を変更いたしました。

SL Creationsのこだわり
安心と安全をお届けする

詳しくは当社ホームページへ

https://sl-creations.co.jp/

❶ 当社商品の製造時に、
　 うま味（化学）調味料などの化学的合成添加物を使いません。

❷ 遺伝子組換え原料を主原料として使いません。

❸ 食品の包装材に環境ホルモンの疑いのある物質を使いません。

安心・安全な食材をお届けします！

■食味検査

【各商品について必要な検査を実施しています。】
SL Creationsでは、食味検査・添加物検査から放射能検査まで小売業では稀な自社検査室での各種検査によりお客様が真に安心できる商
品だけをお届けします。

厳格な品質検査体制。万全のチェック体制を完備。

■規格検査 ■合成添加物検査
■微生物検査 ■放射能検査 ■残留抗菌性物質検査

外部検査機関を積極的に活用し、残留農薬検査の実施や検査結果のクロスチェック策を行っています。■外部検査機関の活用
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“担当のスタッフ”が商品をお届け

皆様に“お手間をとらせません”

冷凍庫・電子レンジを置けるスペースのみご用意ください。

健康をサポートし、職場に笑顔をお届けする『食』のコンサルタントが専属のスタッフとして商品をお届け致します。

担当のスタッフが月に2回、商品、容器やスプーン等消耗品を補充、代金の徴収を行いますので皆様にお手間をとらせません。

商品製造時に合成添加物不使用！！主原料に遺伝子組換え食品・梱包材に環境ホルモン作用があると疑われている物質不使用。

システム利用料30,000円（税抜）（企業様の月額利用料）＋商品単価100円～200円（従業員様負担）から始められます。

“月額３万円”ではじめられる福利厚生

“安心・安全”な食材をお届けします！

導入時、ご用意するものは“何もございません”

1
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3
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オフィス・プレミアム・フローズンの強み
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受付時間 9:00 ～ 17:00
(土・日及び夏期休暇・年末年始を除く)通話料無料 0120-010-018

お電話からの場合

インターネットからの場合
検索ポータルサイトで「オフィス・プレミアム・フローズン」と検索、もしくは右記のQRコードをスマートフォンなどで読み取ってください。

https://office-premiumfrozen.jp/URL

導入をご検討される場合は、担当営業よりプランのご提案と、ご試食用のサンプルをお持ちいたします

設置機材の仕様

電子レンジスペック概要（詳細は本体に記載）
消費電力
高周波出力
発振周波数
電源
質量

1.32kW
850W 700～150W相当

2450MHz
交流100V（50Hz/60Hz共用）

約9.4kg
488mm

368mm(391mmドアハンドル含)
279mm

幅315×奥行353×高さ206mm
直径285mm

NE-EH229
年間消費電力1.32kwh
1分=0.0167h
1kwh単価=27円
1.32kw×0.0167h×27
=0.59円／分

電気代

外形寸法

庫内寸法

丸皿寸法

幅
奥行
高さ

※実際にお使いになるときの消費電力は使用回数や使用時間、食品の量、周囲温度などによって変化しますのであくまで目安としてご覧ください。
※設置機材は導入時期によって変更となる場合がございます。

冷凍庫スペック概要（詳細は本体に記載） 電気代

定格内容積[フォースター] 121L＜86L＞
480mm
586mm
1126mm
34kg
100V

50/60Hz共用
67/70W
115/115W
1.95m

外形寸法

質　　量

電動機定格消費電力
電熱装置定格消費電力
電源コード

電　　源

幅
奥行
高さ

定格電圧
定格周波数

MFU12B-S
年間消費電力420kwh
420kwh×27
=11,340円／年
945円／月

弊社HPからPDF資料をダウンロードされた場合は、下記URLをクリックすることで接続できます。

QRコードからの
アクセスはこちら

まずはお気軽にお問い合わせください
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2019.08

本社 株式会社SL Creations
所在地 〒144-0043　東京都大田区羽田4-3-1
電話番号 03-5735-1611（代表）
設立 1970年（昭和45年）

代表者  代表取締役社長　佐藤 健
資本金 1億4,000万円（グループ全体）
従業員数 420名（グループ全体）
販売員数 10,000名（グループ全体）

事業内容 ・安全性を追求した食品・食材、調味料などの宅配サービス
 ・冷凍食品、加工食品、栄養補助食品
 ・キッチンウェア、テーブルウェア
 ・無添加基礎化粧品など

〒144-0043 東京都大田区羽田4-3-1

https://sl-creations.co.jp/ホームページアドレス

東京都大田区羽田4-3-1

神奈川県厚木市長谷260-21

神奈川県横浜市瀬谷区卸本町2161-7

東京都板橋区中丸町11-2　APAワコーレ要町ビル2階

東京都江東区木場6-4-13　タテノビル3階

東京都大田区羽田4-3-1

東京都八王子市散田町3-18-17　ウエストエイトビル5階

埼玉県上尾市浅間台3-3-3

群馬県高崎市中尾町1418-1

栃木県宇都宮市元今泉4-14-23

茨城県つくば市上横場2342-1

千葉県千葉市美浜区中瀬1-3　幕張テクノガーデンD棟7階

静岡県静岡市清水区庵原町148-7

静岡県浜松市東区植松町1475-25

愛知県名古屋市名東区牧の里2-121

大阪府高槻市城北町1-5-25 土屋第3ビル3階

兵庫県西宮市高畑町1-31　高畑ビル

広島県広島市中区舟入中町7-10　エスポワール舟入2階

福岡県福岡市中央区大宮2-5-23　平尾OMビル 

SL Creationsグループ
SL Creations
SL Creations湘南
SL Creations横浜
SL Creations東京
SL Creations城東
SL Creations城南
SL Creations多摩
SL Creations埼玉
SL Creations群馬
SL Creations栃木
SL Creations茨城

SL Creations千葉
SL Creations静岡
SL Creations浜松
SL Creations東海
SL Creations京阪
SL Creations関西
SL Creations広島
SL Creations福岡

会社概要


