
株式会社ワンステップ社名

通販サービス総称 キラット　http://www.kilat.jp

所在地 （本社）兵庫県姫路市北条口2丁目66番地

設立年月日 1990年5月2日

資本金 5,000万円

事業内容 ○紙類及び加工紙・文具・家具・日用雑貨・食品・衣料品・

　ペット用品等・法人及び個人が使用する商品の小売業

○医薬品・医薬部外品・動物用医薬品・健康食品・衛生用品・化粧品の小売業

○高度管理医療機器等の販売業

○酒類販売業

○倉庫業及び倉庫管理業務

○生命保険の募集取扱業務、損害保険代理店業及び紹介業務

○カタログによる通信販売

○インターネットによる通信販売

○太陽光発電事業

○企業主導型保育園事業

○製造小売事業

代表 代表取締役社長　　橋本　昌彦

従業員 約150名（パート含む）

主要銀行 三井住友銀行 姫路支店、中国銀行 姫路支店

仕入先 国分西日本株式会社、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、株式会社PALTAC

国際紙パルプ商事株式会社、株式会社オカムラ、プラス株式会社　他

販売先 日本郵政、日本年金機構、姫路市役所、神戸市役所、姫路小中学校、防衛省
リゾートトラスト株式会社、その他法人・個人一般ユーザー他

加盟団体 日本通信販売協会

免許・許可等取得

2008年10月

2011年3月

2012年2月

2012年2月

2013年4月

『酒類販売業免許』取得

『プライバシーマーク』取得

登録番号：第20001571号

『化粧品製造業許可』取得

許可番号：28CZ200131

許可番号：28CZ200156

『化粧品製造販売業許可』取得

許可番号：28COX10083

『動物用医薬品店舗販売業許可』取得

（ドラッグストア　キラット市川LC店）

許可番号：姫畜第679号

2013年5月

2013年5月

2016年4月

『医薬品販売業許可』取得

（ドラッグストア　キラット市川LC店）

許可番号：00140250019

『高度管理医療機器等販売業許可』取得

（ドラッグストア　キラット市川LC店）

許可番号：00140700030

『古物商許可』取得

許可番号：兵庫県公安委員会　第631601600022号

日本オフィス家具協会

　今から30数年前、通販というものがまだ世間の理解を得られていない時代、他社に先駆けてコピー用紙を

全国のオフィスに直接販売することからワンステップはスタートいたしました。

　そして、これまでご利用いただいたすべてのお客様によるご支援のおかげで、今日に至るまでこの商売を続

けさせていただくことができました。これもひとえに、お客様にとって価値のある通販会社であり続けたいと

常に願い、他社との価格競争や顧客サービスの充実を図ってきたことはもとより、お客様からの厳しいご意見、

時にはご叱咤を頂戴することで、成長させていただくことができたからだと思っております。

　その上で、これからはより一層お客様にとって魅力的な商品・サービスをご提供できるよう、通販の枠にとら

われず新たな事業にも取り組み、さらなる変化・成長をしつづけていきます。

「お客様のために常に変わり続けていくこと」

このことを、ワンステップはお約束させていただきたいと思います。

株式会社ワンステップ社名

本社所在地 兵庫県姫路市北条口2丁目66番地

設立年月日 1990年5月2日

資本金 5,000万円

事業内容 ○紙類及び加工紙・文具・家具・日用雑貨・食品・衣料品・

　ペット用品等・法人及び個人が使用する商品の小売業

○医薬品・医薬部外品・動物用医薬品・健康食品・衛生用品・化粧品の小売業

○高度管理医療機器等の販売業

○酒類販売業

○物流事業

○生命保険の募集取扱業務、損害保険代理店業及び紹介業務

○カタログによる通信販売

○インターネットによる通信販売

○太陽光発電事業

○企業主導型保育事業

○製造小売事業

代表 代表取締役社長　　橋本　昌彦

従業員 約150名（パート含む）

主要銀行 三井住友銀行 姫路支店、中国銀行 姫路支店

仕入先 国分西日本株式会社、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、株式会社PALTAC

国際紙パルプ商事株式会社、株式会社オカムラ、プラス株式会社　他

販売先 日本郵政、日本年金機構、姫路市役所、神戸市役所、姫路小中学校、防衛省
リゾートトラスト株式会社、その他法人・個人一般ユーザー他

加盟団体 日本通信販売協会

免許・許可等取得

2008年10月

2011年3月

2012年2月

2012年2月

2013年4月

『酒類販売業免許』取得

『プライバシーマーク』取得

登録番号：第20001571号

『化粧品製造業許可』取得

許可番号：28CZ200131

許可番号：28CZ200156

『化粧品製造販売業許可』取得

許可番号：28COX10083

『動物用医薬品店舗販売業許可』取得

（ドラッグストア　キラット市川LC店）

許可番号：姫畜第679号

2013年5月

2013年5月

2016年4月

『医薬品販売業許可』取得

（ドラッグストア　キラット市川LC店）

許可番号：00140250019

『高度管理医療機器等販売業許可』取得

（ドラッグストア　キラット市川LC店）

許可番号：00140700030

『古物商許可』取得

許可番号：兵庫県公安委員会　第631601600022号

日本オフィス家具協会

立命館大学中退
（航空大学入学の為）
航空大学校入学
航空会社入社
Boeing767操縦士に
株式会社ワンステップ入社
常務取締役から代表取締役に

2000年

2002年

2006年
2009年

1990年5月

1998年9月

2001年12月

2002年3月

2006年5月

2009年10月

2009年10月

2013年3月　

2016年8月

2017年6月

2018年12月

2019年4月

「株式会社ワンステップ」設立

「キラット」として通販サービス開始

法人向け総合カタログ『キラット』を創刊

本格営業開始

本社ビルを現住所（兵庫県姫路市）に移転

コールセンター（顧客対応窓口）を本社ビル内に開設

兵庫県姫路市に自社物流センター開設

橋本昌彦常務取締役（当時）が代表取締役社長に就任

橋本正道代表取締役社長（当時）が会長に就任

兵庫県神崎郡に市川ロジスティクスセンター開設

太陽光発電事業（メガソーラー）開始

シニア向けお買いもの代行サービス

「いきいき通販」事業を開始

ショッピングサイトをリニューアルオープン

「わたまちキラット保育園」開園

ホテルモントレ姫路
テラッソ姫路

ワンステップ運営サイト一覧

日本初!! 介護施設入居シニア向け通販

“上質”を提案するセレクトショップ

オフィス管理士がトータルプロデュース

ドリンクマルシェ YAHOOショッピング店最安値に挑戦のドリンク専門店

KILAT アマゾン支店

楽天市場ドラッグスーパー
及びまとめ買い専門店

看護師常駐／体調不良児対応
企業主導型保育園

ポンパレモール月間最優秀賞受賞店

1秒でもうにおわない!強力防臭袋

ア ル デ

よろずやマルシェ Yahooショッピング店
個人向け通販

楽天ショップオブザイヤー5回受賞

オフィス用品専門店オフィス用品／現場用品の法人向け通販 かぐの窓口 楽天市場店

個人向け通販 よろずやマルシェ本店

所在地
○本社
〒６７０-０９３５　兵庫県姫路市北条口２丁目６６番地
ＴＥＬ　　０７９-２８８-５３３７
ＦＡＸ　　０７９-２８４-６８６８
ＵＲＬ　　http://www.kilat.jp
e-mail　 order@kilat.co.jp

○市川ロジスティクスセンター ／ 市川ロジスティクス太陽光発電所
兵庫県神崎郡市川町　　※所在地詳細につきましてはお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（079-288-5337　総務担当）

○飾東ロジスティクスセンター
兵庫県姫路市飾東町　　※所在地詳細につきましてはお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（079-288-5337　総務担当）

1990年5月

1998年9月

2001年12月

2002年3月

2006年5月

2009年10月

2009年10月

2013年3月　

2016年8月

2017年6月

2018年12月

2019年3月

2019年4月

「株式会社ワンステップ」設立

「キラット」として通販サービス開始

法人向け総合カタログ『キラット』を創刊

本格営業開始

本社ビルを現住所（兵庫県姫路市）に移転

コールセンター（顧客対応窓口）を本社ビル内に開設

兵庫県姫路市に自社物流センター開設

橋本昌彦常務取締役（当時）が代表取締役社長に就任

橋本正道代表取締役社長（当時）が会長に就任

兵庫県神崎郡に市川ロジスティクスセンター開設

太陽光発電事業（メガソーラー）開始

シニア向けお買いもの代行サービス

「いきいき通販」事業を開始

ショッピングサイトをリニューアルオープン

製造小売事業開始(においバイバイ袋販売開始)

「わたまちキラット保育園」開園

ホテルモントレ姫路
テラッソ姫路

ワンステップ運営サイト一覧

日本初!! 介護施設入居シニア向け通販

“上質”を提案するセレクトショップドリンクマルシェ YAHOOショッピング店

最安値に挑戦のドリンク専門店

よろずやマルシェ アマゾン店

楽天市場ドラッグスーパー
及びまとめ買い専門店

看護師常駐／体調不良児対応
企業主導型保育園

ポンパレモール月間最優秀賞受賞店

1秒でもうにおわない!強力防臭袋

ア ル デ

よろずやマルシェ Yahooショッピング店
個人向け通販

楽天ショップオブザイヤー5回受賞

オフィス用品専門店オフィス用品／現場用品の法人向け通販 かぐの窓口 楽天市場店 個人向け通販 よろずやマルシェ本店

よろずやマルシェ Wouma!店

姫路市内のオフィス環境づくりはお任せ︕

所在地
○本社
〒６７０-０９３５　兵庫県姫路市北条口２丁目６６番地
ＴＥＬ　　０７９-２８８-５３３７
ＦＡＸ　　０７９-２８４-６８６８
ＵＲＬ　　http://www.kilat.jp
e-mail　 order@kilat.co.jp

○市川ロジスティクスセンター ／ 市川ロジスティクス太陽光発電所
兵庫県神崎郡市川町　　※所在地詳細につきましてはお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（079-288-5337　総務担当）
○飾東ロジスティクスセンター
兵庫県姫路市飾東町　　※所在地詳細につきましてはお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（079-288-5337　総務担当）


