鉃鋼ビルディング／会社案内

先進、
それが新たな伝統を創造する
ますます複雑化、多様化していく現代社会。
様々な人がいて、企業があり、経済・文化が築かれています。
移りゆく時代の中で、私たちに求められるニーズもまた多岐に亘っています。
私たち鉃鋼ビルディングが大切にしてきたことは
「先取の心構え」。
培ってきた知恵の伝播と新たな伝統の形成を試みながら、
より良い環境を創造し、提供していきます。
今後さらに、当社が果たす役割も多岐に亘ることを確信しながら、
私たちは、未来に向かって積極的な歩みを続けます。

ADVANCE ‒ The Creation of a New Tradition
Today our society is growing increasingly complex, and lifestyles are
becoming more diversiﬁed. The increasing variety of people and corporations are shaping our economy and culture. With the arrival of every new
age, we also must respond to an evolving and expanding array of needs.
TEKKO BUILDING has always striven to not only satisfy, but also anticipate
expectations by looking and staying a step ahead. While passing on
know-how reﬁned and honed through experience and by exploring the
creation of new traditions, we are creating and providing an ever better
environment for life. As we conﬁdently meet the challenge of fulﬁlling our
expanding role, we will continue our advance into the future.

2

社長挨拶
Message from the President
弊社は1888年創業の増岡商店を前身とし、1949年に創立致しました。増岡商店の時代から130余年、
おかげさまで今日に至っております。
戦後いち早く東京の復興に立ち上がり、地域に根ざしてきた日々を振り返りますと、現在の丸の内・八重洲地域の隆盛は喜びに堪えません。
先人から受け継いだ先取の精神をもって、弊社は時代の変化をいち早くとらえ、鉃鋼ビルディングをご利用いただくすべての方々にとって、
より快適で安全な環境づくりを行ってまいりました。
そして2015年、
まったく新しい大型複合ビルとして生まれ変わりました。
当ビルでは「人・街・時をつなぐ」
をテーマに、
オフィス、サービスアパートメント、商業施設、
ビジネスサポート施設、
リムジンバスターミナルなど、
未来志向の空間と機能を融合させ、
これまでに培ったノウハウを最大限に活用した運営を行っています。
弊社は、
オフィスビル経営と共に、ホテル経営や海外事業を含めたグループ15社のコアカンパニーとして、
人が活躍する場所すべてを業務範囲ととらえ、
その環境価値を創造し、幸福な社会づくりに貢献していきます。
「誰もが輝きだす場所へ。
」は、
その決意を込めたコーポレートスローガンです。
皆様には、今後ともより一層のご支援を賜りますよう、
お願い申し上げます。
株式会社鉃鋼ビルディング 代表取締役社長

増岡 真一

The history of our company spans over 130 years from the founding of our corporate ancestor Masuoka Shoten in
1888 to our incorporation as Tekko Building Co., Ltd. in 1949.
From the rapid recovery of Tokyo in postwar Japan to the current ﬂourishing of the Marunouchi and Yaesu
districts, we take great joy and pride in our deep roots in the community and our role in this achievement.
Inherited from our predecessors, our philosophy is to stay a step ahead of the times. It inspires the thoughts and
actions of everyone at Tekko Building Co., Ltd. This spirit drives us to build an even more comfortable and safer
environment for all who work, visit and enjoy our TEKKO BUILDING property. In 2015, our passion to anticipate the
demands and changes of a new era led to the rebirth of this landmark as a new large-scale mixed-use building.
In this building which bears our company name, we have embodied our corporate mission of “Linking people, the
city and the time in every era” by fusing future-ready space and functionality. Our management of this seamless
synergy of state-of-the-art oﬃce space, serviced apartments, retail space oﬀering a diversity of shops and restaurants, business support facilities, and even a limousine bus terminal reﬂects all the know-how and experience
gained and reﬁned in over 70 years of business since our incorporation.
Tekko Building Co., Ltd. is the core of a group of 15 companies. Together we do much more than develop and
manage oﬃce building properties. We are also engaged in hotel management and diverse overseas business
projects. The scope of business extends to everywhere people are actively pursuing life and dreams. In these
places, we create innovative environmental value to enhance their activities and interaction and to contribute to
building a happier society. Our corporate slogan “For a place where all shine brighter” embodies our commitment
to creating space and places that facilitate and augment the skills and joy of everyone. By bringing out our best for
you, we hope to continue earning your support and encouragement in the future.

Shin-ichi Masuoka

President & Representative Director Tekko Building Co., Ltd.
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会社概要

CORPORATE PROFILE

社 名／ 株式会社鉃鋼ビルディング

主要取引銀行／ ■ みずほ銀行 丸之内支店

創 立／ 昭和24年9月16日

■ 三菱UFJ銀行

資本金／ 200,000,000円

■ りそな銀行

営業種目／ 不動産の売買、
賃貸、
仲介及び鑑定

本店
東京中央支店

■ 三井住友銀行

日比谷支店

並びに不動産コンサルティングに関する事業
土地の造成及び販売に関する事業
ホテル、
食堂、
売店の経営、
管理に関する事業

本 社／ 〒100-0005
東京都千代田区丸の内

建設工事の設計、
管理、
施工、
請負に関する事業

一丁目8番2号

上項に関連する一切の業務

電話：03-6630-2800

役 員／ ■ 代表取締役会長

増岡 祥文

■ 代表取締役社長

増岡 真一

■ 代表取締役副社長

増岡 聡一郎

広島県呉市中央

■ 常務取締役

増岡 隆一

一丁目1番17号

■ 取締役相談役

増岡 駿治

電話：0823-25-2207

■ 取締役

増岡 義裕

FAX：0823-25-4833

■ 取締役

増岡 立子

■ 取締役

増岡 英一

■ 取締役

増岡 洋志

■ 取締役

増岡 裕隆

FAX：03-6630-2801
広島支店／ 〒737-0051

URL／ http://www.tbg.co.jp

Corporate name／ Tekko Building Co., Ltd.
Establishment／ September 16, 1949
Registered Capital／ JPY200,000,000
Main business／ Real estate sales, acquisition, leasing, brokering and appraisal, and related consulting
services; real estate development and sales project planning and execution; operation and
management of hotels, dining facilities and retail kiosks; construction-related design,
supervision, construction execution, and contracting; and all business related to the above.
Board of Directors／ ■ Chairman & Representative Director
Yoshifumi Masuoka
■ President & Representative Director
Shin-ichi Masuoka
■ Executive Vice President
& Representative Director
Soichiro Masuoka
■ Managing Exective Oﬃcer & Director
Ryuichi Masuoka
■ Senior Adviser & Director
Shunji Masuoka
■ Director
Yoshihiro Masuoka
■ Director
Ryuko Masuoka
■ Director
Eiichi Masuoka
■ Director
Yoji Masuoka
■ Director
Hirotaka Masuoka
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Main Bank／■ Mizuho Bank, Ltd.
[Marunouchi Branch]
■ MUFG Bank, Ltd.
[Head Oﬃce]
■ Resona Bank, Limited.
[Tokyo Chuo Branch]
■ Sumitomo Mitsui Banking
Corporation [Hibiya Branch]
Head oﬃce／1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Tel: 03-6630-2800
Fax: 03-6630-2801
Hiroshima 1-1-17 Chuo, Kure-shi,
branch／Hiroshima-ken 737-0051
Tel: 0823-25-2207
Fax:0823-25-4833
URL／http://www.tbg.co.jp

沿

革

CORPORATE MILESTONES

明治21年 増岡商店創設 ＊写真1

Establishment of Masuoka Shoten. (See Photo 1)

1888

Reorganization under the direction Tosaku Masuoka and the launch of construction business
and pursuit of business as an oﬃcial naval contractor.

1908

Establishment of branch oﬃces in Osaka, Yokosuka, Iwakuni, Hiroshima, and Hiro.

1932

昭 和 7 年 大阪・横須賀・岩国・広島・広に出張所設置

Establishment of branch oﬃces in Tokyo, Sasebo, and Korea (Jhinhae).

1935

昭和10年 東京・佐世保・朝鮮（鎮海元山）に出張所設置

Establishment of the Central Committee of the Association to Regulate Japanese Civil Engineering
and Construction as a wartime collaboration system.

1943

昭和18年 日本土木建築統制組合中央会創会

Establishment of the Kure City Recovery Construction Association at the end of the war.

1945

昭和20年 呉市において呉復興建設組合を創設いち早く、戦後復興に立ち上がる

1900

明治41年 増岡登作、増岡商店を改組（建設業を開始）海軍の御用商人として活躍

Corporate registration of Masuoka Shoji Co., Ltd. (originally the logistics department of Masuoka Shoten).

1946

昭和21年 8月 増岡商店納品部を増岡商事株式会社として登記

Decision to establish the Tokyo Branch Oﬃce of Masuoka Shoten. Unveiling of the proposal for the TEKKO BUILDING project.

1947

昭和22年 鉃鋼ビルディング計画が打ち出される

Corporate registration of Masuoka Architectural Contractors Inc. (originally the construction division of Masuoka Shoten).

1948

昭和23年 2月 増岡商店工事部を株式会社増岡組として登記
11月 増岡商店砂利部を中国砂利株式会社（中国物産）
として登記

Corporate registration of Chugoku Jari K.K.
Launch of Tekko Kaikan K.K. (President: Tosaku Masuoka, Address: 7-banchi Shibatori-Shinmachi, Minato-ku, Tokyo).
Capitalized with JPY5,000,000, the company was established to engage in real estate sale/acquisition,
leasing/rental, brokerage services and other businesses related to these ﬁelds.

1. 広島県呉市に創業した増岡商店

戦時協力体制となる

Masuoka Shoten (Kure-shi, Hiroshima)
where it all began.

2. 工事現場を視察する初代増岡社長

Our ﬁrst president Tosaku
Masuoka examines the TEKKO
BUILDING construction site.

昭和24年 9月16日 港区芝通新町7番地に株式会社鉃鋼会館創立

1949

不動産売買、貸借、仲介並びにそれらに附帯する事業を目的とし資本金500万円でスタート
11月 第一鉃鋼ビルディング新築工事起工 ＊写真2

Start of construction of TEKKO BUILDING (No. 1).(See Photo 2)

1950

昭和25年 株式会社鉃鋼ビルディングに社名変更

Corporate name changed from Tekko Kaikan K.K. to the companyʼs current name Tekko Building Co., Ltd.

1950

Completion of TEKKO BUILDING No. 1. (Gross ﬂoor area: 26,835m² ) (See Photo 3)

1951

昭和26年 7月 第一鉃鋼ビルディング新築工事落成（26,835㎡）＊写真3

Completion of TEKKO BUILDING (No. 2). (Gross ﬂoor area of Building No. 1 and 2: 46,368m² )

1954

昭和29年 3月 第二鉃鋼ビルディング新築工事落成（延べ46,368㎡となる）

Completion of TEKKO BUILDING (No. 1) expansion construction. (Gross ﬂoor area of Building No. 1 and 2: 60,943m² )

1958

昭和33年 11月 第一鉃鋼ビルディング増築工事落成（延べ60,943㎡となる）

7月 本店を東京都千代田区丸の内一丁目1番地に移転

Relocation of head oﬃce to 1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo.

Launch of real estate appraisal, site preparation, and sales business.

1964

昭和39年 4月 不動産の鑑定、土地の造成及び販売業を開始

Completion of the 9F extension to TEKKO BUILDING (No. 2). (Gross ﬂoor area of Building No. 1 and 2: 62,766m² )

1969

昭和44年 1月 第二鉃鋼ビルディング9階増築工事落成（延べ62,766㎡となる）

Head oﬃce address changed to 1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo to reﬂect revisions to the Japanese addressing system.

1970

1970

3. 完成した第一鉃鋼ビルディング全景

Panoramic view of TEKKO BUILDING
(No. 1) soon after completion.

昭和45年 1月 本店、住居表示変更により、東京都千代田区丸の内一丁目8番2号となる
6月 第一鉃鋼ビルディング9階増築工事落成（第一・第二の面積総計66,280㎡となる）＊写真4

Completion of the 9F extension to TEKKO BUILDING (No. 1). (Gross ﬂoor area of Building No. 1 and 2: 66,280m² ) (See Photo 4)

11月 広島支店（広島県広島市紙屋町一丁目2番22号）を開設

Establishment of the Hiroshima branch oﬃce (1-2-22 Kamiyacho, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken).
Registration as a licensed real estate broker (Tokyo Metropolitan Government).

1971

昭和46年 宅地建物取引業（東京都）免許取得

Registration as a licensed real estate appraiser (Tokyo Metropolitan Government).

1972

昭和47年 8月 不動産鑑定業（東京都）登録

Establishment of Biru Kanzai Co., Ltd., and assignment of building maintenance work to this company.

1977

昭和52年 8月 株式会社ビル管財を設立、ビルメインテナンスを委託

Building acquisition (Nishi-Chuo 1-Chome, Kure-shi).

1979

昭和54年 呉市西中央一丁目所在のビル取得

4.9 階増築後の第一・第二鉃鋼ビルディング全景

Opening of the Kure Hankyu Hotel.

1992

平 成 4 年 6月 呉阪急ホテル開業

View of TEKKO BUILDING (No. 1 and 2)
after completion of the 9F addition.

Completion of the triple-level parking facility on the west side of TEKKO BUILDING (No. 2).

1997

平 成 9 年 12月 第二鉃鋼ビルディング西側三段式立体駐車場竣工

Renewal construction work on the façade of TEKKO BUILDING (No. 2).

2000

2000

平成12年 9月 第二鉃鋼ビルディング外壁リニューアル工事

5. 現在の鉃鋼ビルディング全景

View of the current TEKKO BUILDING.

Completion of the connecting hall with Otemachi Station.

2002

平成14年 9月 大手町駅連絡ホール通路竣工

Relocation of the Hiroshima branch oﬃce to 1-1-17 Chuo, Kure-shi, Hiroshima-ken.

2004

平成16年 広島支店、広島県呉市中央一丁目１番17号に移転

Temporary relocation of the head oﬃce to 2-6-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo during the redevelopment of TEKKO BUILDING.

2012

平成24年 4月 鉃鋼ビルディング建替に伴い本社を東京都千代田区大手町二丁目6番2号に移転

Launch of construction of the new TEKKO BUILDING.

2013

平成25年 4月 新鉃鋼ビルディング起工

Completion of the new TEKKO BUILDING Main Tower and South Tower. (See Photo 5)
70th anniversary

Tekko Building will continue to strive in a New Era.

平成27年 10月 鉃鋼ビルディング本館・南館竣工 ＊写真5

2015
2019

2019

令和元年 9月 創業70周年を迎える

株式会社鉃鋼ビルディングは新たな時代も前進し続けます
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建物概要

BUILDING PROFILE
所在地／ 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
竣工／ 平成27年10月末
主要用途／ 本館：事務所・店舗・貸会議室・駐車場
南館：サービスアパートメント・ラウンジ・フィットネス・店舗・空港リムジンバス発着場
構造／ 地下：鉄骨鉄筋コンクリート造 地上：鉄骨造
地下 3 階、
塔屋 1 階 南館：地上 20 階、
地下 3 階、
塔屋 1 階
階数／ 本館：地上 26 階、
最高高さ／ 本館：約135m 南館：約100m
（2,238.4 坪）
敷地面積／ 7,399.67 ㎡
（35,687 坪）
延床面積／ 117,972.2 ㎡
Address／ 1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
Date of completion／ October 31, 2015
Main use／ Main Tower: Oﬃce, retail, rental conference rooms, parking;
South Tower: Serviced apartments, lounge space, ﬁtness, retail, airport limousine bus terminal
Structure／ Underground: Steel frame/SRC structure; Above ground: Steel frame
Number of ﬂoors／ Main Tower: 26 ﬂoors above ground, 3 basement ﬂoors, 1-story roof structure;
South Tower: 20 ﬂoors above ground, 3 basement ﬂoors, 1-story roof structure
Max. height／ Main Tower: approx. 135m; South Tower: approx. 100m
Site area／ 7,399.67㎡ (2,238.4 tsubo)
Gross ﬂoor area／ 117,972.2㎡ (35,687 tsubo)

関連事業

OTHER BUSINESSES

■ホテル事業
HOTEL BUSINESS

OVERSEAS OFFICE BUILDINGSOVERSEAS SERVICED APARTMENTS

■海外サービスアパートメント事業
OVERSEAS SERVICED APARTMENTS

［ 1&2 Columbia Place ］
［ Hai Duong Garden ］

［ Hai Duong Garden ］

広島県呉市中央一丁目1番17 号

401 West A Street. San Diego, No 54, Do Ngoc Du Street,

No 54, Do Ngoc Du Street,

Kure Hankyu Hotel

California USA

Tan Binh Ward, Hai Duong City,

Tan Binh Ward, Hai Duong City,

1-1-17 Chuo, Kure-shi, Hiroshima-ken

2009 年よりハイテク企業の集積地、米国カ

Hai Duong Province. Vietnam

Hai Duong Province. Vietnam

［ 呉阪急ホテル ］

呉阪急ホテルは、呉の表玄関にふさわしい呉駅前という好立地に
都市型ホテルとして、1992 年に開業しました。訪れていただいた
全てのお客様にご満足をいただきますよう、誠意をもってサービス
を提供しています。
［客室 70 室／駐車場 94 台収容／結婚式場 2 会場、
宴会場 9 室（最
大 600 名収容）
、レストラン 6 店舗を併設］
Opened in 1992, Kure Hankyu Hotel is an urban-type hotel ideally located in front of Kure Station,
the gateway to the city. With the aim of delivering exceptional guest satisfaction, the hotel provides
a level of quality and range of services above and beyond expectations. Oﬀering the hospitality of 70
guestrooms and convenient parking for 94 vehicles, the hotel complex also has 2 wedding halls,
9 banquet rooms (max. capacity of the largest room: 600 persons) and a choice of 6 restaurants.
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■海外オフィスビル事業■海外サービスアパートメント事業

リフォルニア州オレンジ郡アーバインの複合
ベトナム社会主義共和国のハノイ東郊、ハイズオン市
開発市域内にある、オフィスビルへの共同
にて 2013 年より日本人滞在者のためのサービスアパー
出資に参画しています。
トメント事業を展開しています。
Since 2009, TEKKO BUILDING has jointly
［客室 63 室／日本食レストラン・ジム・ミニショップを
invested in oﬃce building properties in a
併設］
mixed-use development project in Irvine
City in Orange County, California ‒ home
Located
Hai Duong
Province
- a quiet suburb of Hanoi in the Socialist Republic of
to a in
growing
high-tech
community.
Vietnam, this integrated 63-guestroom serviced apartment complex that includes a
Japanese restaurant, a gym, a mini-shop and other facilities has been providing
hospitality to Japanese residents since 2013.

ベトナム社会主義共和国のハノイ東郊、ハイズオン市
にて 2013 年より日本人滞在者のためのサービスアパー
トメント事業を展開しています。
［客室 63 室／日本食レストラン・ジム・ミニショップを
併設］
Located in Hai Duong Province - a quiet suburb of
Hanoi in the Socialist Republic of Vietnam, this
integrated 63-guestroom serviced apartment
complex that includes a Japanese restaurant, a gym,
a mini-shop and other facilities has been providing
hospitality to Japanese residents since 2013.

関連会社

GROUP COMPANIES & AFFILIATES

■国内
東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

代表取締役社長 : 増岡 聡一郎

不動産売買・斡旋管理
創立 : 明治 41 年 ／土木建築工事の設計施工、

広島県広島市中区鶴見町４番 25 号

代表取締役社長 : 村田 和茂

創立 : 明治 41 年 ／コンクリート用骨材類一式の生産販売

株式会社 鉃鋼ビルサービス

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

代表取締役社長 : 木村 直裕

土地建物及び付帯設備の営繕修理
創立 : 昭和 52 年 ／土地建物及び付帯設備の保守管理、

増岡商事株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

代表取締役社長 : 増岡 聡一郎

賃貸及び管理
創立 : 明治 41 年 ／不動産の所有、

広島県広島市中区鶴見町４番 25 号

代表取締役社長 : 平佐 敬

創立 : 昭和 60 年 ／有線テレビジョン放送事業に関するコンサルティング・設計施工

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

代表取締役社長 : 増岡 祥文

創立 : 昭和 60 年 ／不動産に関する一切の業務・損害保険代理業

株式会社増岡組
中国物産株式会社

株式会社ダック
株式会社 増栄不動産

広島県広島市中区光南六丁目1 番 68 号 代表取締役社長 : 沖田 和也

創立 : 昭和 25 年 ／旅客自動車運送業・自動車修理業・旅行業

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

代表取締役社長 : 増岡 隆一

賃貸借、仲介などの不動産事業
創立 : 平成 13 年 ／不動産の売買、

広島県広島市中区鶴見町４番 25 号

代表取締役社長 : 三浦 英幸

鋼材・機械・器具並びに建築材料の輸入及び販売、
創立 : 平成 19 年 ／セメント及び二次製品の販売及び代理業、

広島県広島市中区鶴見町４番 25 号

代表取締役社長 : 迫 清孝

創立 : 平成 28 年 ／土木建築工事の施工図の作成

ダックリアルティ株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

代表取締役社長 : 増岡 聡一郎

管理、売買、
賃貸、仲介及び鑑定
創立 : 平成 30 年 ／不動産の所有、

TM ベトナム開発有限会社

No54, Do Ngoc Du Street,Tan Binh Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province. Vietnam

広島バス株式会社
IAM 株式会社
株式会社 増岡マテリアルズ

土木建築工事の請負業務、設計及び監理業務

＆リノベーション
株式会社 ADO プランニング

■海外
エイペックス建築設計事務所

9F，148 Tower，148 Hoang Quoc Viet，
Nghia Tan Ward，Cau Giay District，
Ha Noi，Vietnam
／ 1. ソフトウェア
（CAD 等）
を使用した建設技術図面及び技術的な図面の作成

MAPS株式会社

会長 : 増岡 祥文
社長 : 遠藤 裕視

創立 : 平成 23 年／長期及び、短期滞在型ホテルの開発及び運営
創立 : 平成 22 年

2. 技術的な図面に関するサービス
（ただし、
建設プロジェクトの設計や車両の設計サービスを除く）

Ward 331, Building B, Phnom Penh Center, Corner of Sothearos and Sihanouk Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

会長 : 齋藤 佳則

創立 : 平成 29 年

／不動産の仲介、
販売代理、設計、
プロジェクトマネジメント、
コンサルティング

■ DOMESTIC
MASUOKA Architectural Contractors Inc. 1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo / President & Representative Director Soichiro Masuoka Established: 1908
/ Design and construction of civil engineering and construction projects; real estate sales/purchases, and brokerage management
CHUGOKUBUSSAN Corporation 4-25 Tsurumi-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken / President & Representative Director Kazushige Murata Established: 1908 / Production and sales of various types of aggregate for concrete
TEKKO BUILDING SERVICE Co., Ltd. 1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo / President & Representative Director Naohiro Kimura Established: 1977
/ Maintenance management of land, buildings and ancillary facilities; maintenance and repair of land, buildings and ancillary facilities
Masuoka Shoji Co., Ltd. 1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo / President & Representative Director Soichiro Masuoka Established: 1908 / Real estate ownership, leasing/rental and management
DAC Corporation 4-25 Tsurumi-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken / President & Representative Director Takashi Hirasa Established: 1985 / Consultations, design and construction work related to the cable television broadcasting business
ZOUEI FUDOUSAN Co., Ltd. 1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo / President & Representative Director Yoshifumi Masuoka Established: 1985 / All business operations related to real estate; non-life (property) insurance agency
HIROSHIMA-BUS Co., Ltd. 6-1-68 Konan, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken / President & Representative Director Kazuya Okita Established: 1950 / Passenger vehicle transportation business; automobile vehicle maintenance; travel/tour business
IAM Corporation 1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo / President & Representative Director Ryuichi Masuoka Established: 2001 / Real estate business including sales, acquisition, leasing/rental and brokerage services
Masuoka Materials &

4-25 Tsurumi-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken / President & Representative Director Hideyuki Miura Established: 2007 / Sales and agency for cement and related secondary products;

Renovation Co., Ltd.

import and sales of steel materials, machinery, instruments and construction materials, operations related to civil engineering and construction contracts; design and supervision operations
ADO Planning Corp. 4-25 Tsurumi-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken / President & Representative Director Kiyotaka Sako Established: 2016 / Production of construction drawings
DAC Realty Corp. 1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo / President & Representative Director Soichiro Masuoka Established: 2018 / Real estate ownership, management, sales/acquisition, leasing, brokerage and appraisal

■ OVERSEAS
TM Vietnam Development Co., Ltd. No. 54, Do Ngoc Du Street, Tan Binh Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province, Vietnam / Chairman Yoshifumi Masuoka Established: 2011
/ Development and management/operation of hotels for long-term (residential-type) and short-term stays
ADO INC. 9F，148 Tower，148 Hoang Quoc Viet, Nghia Tan Ward，Cau Giay District，Ha Noi，Vietnam / President Hiromi Endo Established: 2010
/ (1) Production of architectural and other technical drawings using software (CAD, etc.);
(2) Services related to production of technical drawings (with the exception of construction project and automobile design services)
Masuoka Asia Property Service Co., Ltd. Ward 331, Building B, Phnom Penh Center, Corner of Sothearos and Sihanouk Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia / Chairman Yoshinori Saito Established: 2017
/ Real estate brokerage, sales agency, design, project management and consultations

〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

Marunouchi 1-8-2, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005

Tel:03-6630-2800

