
グループ会社一覧グループ会社一覧

セグ
メント 事  業 会　社　名 セグ

メント 事  業 会　社　名

南海電気鉄道㈱

泉北高速鉄道㈱

阪堺電気軌道㈱

南海バス㈱ 

関西空港交通㈱

徳島バス㈱

和歌山バス㈱ 

南海りんかんバス㈱ 

御坊南海バス㈱ 

熊野交通㈱ 

サザンエアポート交通㈱

南海ウイングバス金岡㈱ 

南海ウイングバス南部㈱ 

和歌山バス那賀㈱

四国交通㈱ 

徳島バス阿南㈱ 

徳島バス南部㈱

南海フェリー㈱

サザントランスポートサービス㈱

㈱南海エクスプレス 

南海車両工業㈱

㈱大阪府食品流通センター

南海不動産㈱

南海リハウス㈱

㈱パンジョ

㈱パンジョイズ

南海商事㈱ 

南海エフディサービス㈱ 

南海フードシステム㈱

泉鉄産業㈱

㈱アビック

南海リテールプランニング㈱

南海フェリー商事㈱ 

㈱新南海ストア

軌道事業

バス事業

海運業

貨物運送業

車両整備業

不動産賃貸業

不動産販売業

不動産仲介業

駅ビジネス事業

その他

運
輸
業

不
動
産
業

流
通
業

レ
ジ
ャ
ー・サ
ー
ビ
ス
業

南海アミューズメント㈱

㈱南海国際旅行 

㈱徳バス観光サービス

㈱南海トラベルサービス

㈱中の島

住之江興業㈱

南海ビルサービス㈱ 

㈱南海ハートフルサービス 

㈱クラカタ商事

㈱TTS

ライフコミュニティ㈱

南海グリーフサポート㈱

南海ゴルフマネジメント㈱

㈱アド南海

南海印刷㈱

南海保険サービス㈱

南海ライフリレーション㈱

熊交商事㈱  

住興商事㈱ 

㈱スミノエマリンシステム

南海辰村建設㈱ 

㈱日電商会 

南海建設興業㈱ 

日本ケーモー工事㈱

㈱京阪電気商会

南海マネジメントサービス㈱ 

㈱シーエス・インスペクター 

建
設
業

そ
の
他
の

事
業

ビル管理
メンテナンス業

ショッピング
センターの経営

※１：運輸・不動産・流通・レジャーサービスの各セグメントに重複して含む
※2：運輸・不動産の各セグメントに重複して含む
※3：持分法適用関連会社

※3

※3

(連結対象会社のみ・平成28年7月1日現在)

※1

※2

遊園事業

旅行業

ホテル・旅館業

葬祭事業

その他

建設業

その他

ボートレース
施設賃貸業
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沿線活性化の取組み

■地域交流
千代田工場で毎年「南海電車まつり」を開催し、ラピート
車内見学会や子ども車掌体験などの各種イベントを通じて
当社への理解を深めていただいています。
　また、沿線の小学生などを対象とした車庫見学会、阪堺
電気軌道「路面電車まつり」スルッとＫＡＮＳＡＩ「バスまつり」
などで沿線のお客さまとの交流の機会を設けています。

■ 沿線振興
１．南海コンサート
　天下茶屋に本拠地を置く大阪フィルハーモニー交響楽
　団のコンサートを、当社協賛で平成2年から定期的に開催
　しています。沿線をはじめ関西における音楽文化の向上
　などを目的としています。

２．南海沿線文化セミナー
　沿線にゆかりのある武将や偉人、名所や旧跡を紹介し、
　沿線の魅力を発見していただくことを目的に、平成２０年
　度から定期的に開催しています。

３．スポーツ振興
　沿線のスポーツ振興を目的に、Ｖ・プレミアリーグ所属の
　堺ブレイザーズと協働で、沿線の中学校男子バレー
　ボール部員への直接指導やバレーボール大会などを
　平成２１年度から実施しています。

４．こうや花鉄道プロジェクト
　高野山への道中、鉄道の魅力や旅行の楽しみを、地域と
　ともに創出する取組みです。
　〈これまでの取組み内容〉

●展望デッキ付列車「天空」運行
●九度山駅「九度山真田花壇」
●高野下駅「南海思い出ミュージアム」
●高野下駅、下古沢駅「花屏風」
●中古沢橋梁展望デッキ設置
●駅や車窓沿いへの花植え・植樹など

こうや花鉄道

バレーボール大会

南海沿線文化セミナー

南海電車まつり



運輸セグメント運輸セグメント
　運輸セグメント34社は、南海グループの核である南海電鉄が提供する鉄道事業をはじめ、軌道、バス、海
運など、利便性の高い公共交通サービスを提供し、地域の足としてお客さまに親しまれています。

　難波から泉州・和歌山を結ぶ南海本線と世界遺産・高野山を結ぶ高野線の2本の基幹路線を軸に、関西国
際空港への重要なアクセスである空港線などの各線からなる南海電鉄は、泉北高速鉄道との相互乗り入れ
やフェリーと連携した四国への連絡輸送など、大阪南部を中心に広域輸送圏を形成しています。

　阪堺電気軌道は、阪堺線（恵美須町～浜寺駅前）
と上町線（天王寺駅前～住吉）の2路線で軌道業を
展開しており、平成26年4月からPiTaPaなどの
ICカードが使えるようになりました。

　バス事業では、平成13年に南海電鉄の直営バ
ス部門を分離・独立し新発足した南海バスをはじめ、
和歌山バス、南海りんかんバス、御坊南海バス、熊
野交通、徳島バスなど、南近畿や四国東部地方に
おける地域のニーズに根ざした路線を設定し、広
範なバスネットワークを構築しています。

また、南海バスや和歌山バスなどが運行している
高速バスは、なんばや和歌山などと全国各地を結
んでおり、さらに、関西空港交通をはじめとする各
社が、関西国際空港と周辺主要都市とを結ぶリム
ジンバス事業を展開しています。

阪堺電気軌道㈱
●〒558-0033　大阪市住吉区清水丘三丁目14番72号 TEL.06(6674)5146  FAX.06(6674)1344
　　  http://www.hankai.co.jp/●資本金／90百万円●従業員／118人
●営業キロ／阪堺線（恵美須町～浜寺駅前間）14.1km、上町線（天王寺駅前～住吉間）4.4km
●保有車両数／38両

●社長／外浜　道明●設立／昭.55. 7. 7

URL

南 海 バス㈱
●〒590-0972　堺市堺区竜神橋町1-2-11 TEL.072(221)0881  FAX.072(221)0251
　　 http://www.nankaibus.jp/●資本金／100百万円●従業員／738人
●保有車両数／ 乗合バス 507両　貸切バス他 51両●グループ会社／南海ウイングバス金岡㈱、南海ウイングバス南部㈱

●社長／桝元　政明●設立／平.13. 5.23

URL

■ 高速バス路線

■ 関西国際空港リムジンバス路線
路　線　名 運賃所要時分

泉北・河内長野・空港線
（南海エアポートリムジン）

河内長野駅前～
1,300円
光明池駅～
1,200円

金剛駅前～
75分

泉ケ丘駅～
60分

南海バス 関西空港交通

鉄道事業

軌道事業

バス事業
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532.7㎞
（9時間11分）

（堺～新宿・東京）
8,260円

往復運賃設定なし
堺・なんば・京田辺～

新宿・東京

147.7㎞
（なんば発3時間）
（梅田発2時間30分）

（なんば～徳島）
3,700円
（6,700円）

200.4㎞
（3時間55分）

（なんば～高松）
3,900円
（7,100円）

なんば～高松・国分寺 560.8㎞
（10時間39分）

（なんば～長野）
6,800円

往復運賃設定なし
なんば・京田辺・京都～

長野・湯田中

563.7㎞
（10時間00分）

（なんば～立川）
8,490円

往復運賃設定なし
三宮・なんば・京都～立川

678.6㎞
（12時間05分）

（なんば～銚子）
10,290円
（17,490円）

なんば・京田辺・京都～
　秋葉原・成田空港・銚子

542.3㎞
（10時間58分）

（堺～藤沢・鎌倉）
8,280円

（14,900円）

堺・なんば・京都～
藤沢・鎌倉

640.3㎞
（11時間15分）

（なんば～長岡）
8,700円

往復運賃設定なし

堺・なんば・京都～
　柏崎・長岡・東三条

なんば・梅田～
　　　 鳴門・徳島・石井

運行キロ程
（所要時間）

運賃
（往復運賃）運 行 区 間 運行キロ程

（所要時間）
運賃

（往復運賃）運 行 区 間

泉北高速鉄道㈱
●〒594-0041 和泉市いぶき野五丁目1番1号  TEL.0725(57)3333   FAX.0725(57)3136
　　  http://www.semboku.jp/company/●資本金／4,000百万円●従業員／312人
●事業内容／鉄道事業（泉北高速鉄道中百舌鳥駅～和泉中央駅間14.3ｋｍ）、物流事業（東大阪流通センター・北大阪流通センター等）ほか
●グループ会社／泉鉄産業㈱、㈱大阪府食品流通センター、㈱パンジョ、㈱パンジョイズ
●保有車両数／108両

●社長／福田　順太郎●設立／昭．40．12．24

泉北高速鉄道7020系特急「ラピート」

阪堺電気軌道「堺トラム」



●社長／大喜多　治●設立／昭.48.12.22サ ザンエアポート交通㈱
●〒598-0034  泉佐野市長滝3963番地の1  TEL.072(466)7701  FAX.072(466)7703
●資本金／20百万円●従業員／35人●保有車両数／貸切バス 15両

●社長／沼守　則幸●設立／昭.17. 2. 4徳 島バス㈱
●〒770-0823  徳島市出来島本町一丁目25番地  TEL.088(622)1811  FAX.088(623)5799
　　  http://www.tokubus.co.jp/●資本金／144百万円●従業員／347人
●保有車両数／路線バスおよび高速バス198両、貸切バス 37両
●グループ会社／㈱徳バス観光サービス、四国交通㈱、徳島バス阿南㈱、徳島バス南部㈱

●社長／岡嶋　信行●設立／昭.18.11.16熊野交通㈱
●〒647-0020  和歌山県新宮市徐福二丁目1番11号  TEL.0735(22)5101  FAX.0735(23)0001
　　  http://www.kumakou.co.jp/●資本金／90百万円●従業員／108人
●保有車両数／路線バス・定期観光バス35両、貸切バス16両、ウォータージェット13隻●グループ会社／熊交商事㈱

●社長／那須　敏明●設立／昭.59. 3. 6御坊南海バス㈱
●〒644-0002  和歌山県御坊市薗37番地  TEL.0738(22)1020  FAX.0738(23)3369
　　  http://www.g-nankai.co.jp/●資本金／50百万円●従業員／78人
●保有車両数／路線バス13両、貸切バス30両、霊柩車1両

関西空港交通㈱
●〒598-0048  泉佐野市りんくう往来北2番地3  TEL.072(461)1371  FAX.072(464)1201
　　  http://www.kate.co.jp/●資本金／96百万円●従業員／198人
●保有車両数／関西国際空港と周辺主要都市を結ぶリムジンバス 78両、貸切バス 22両、特定 2両

○　往復乗車券は、原則として乗車日より14日間有効（※は、30日間有効）。ただし、（　　）は日帰り往復運賃。

●社長／中谷　靖   ●設立／平. 3. 4. 1

URL

往   70分
復   70分

往   80分
復   80分

往   65分
復   65分

往   80分
復   80分

往 165分
復 165分

往 212分
復 212分

往   75分
復   75分

往   48分
復   50分

大阪駅前線
（新阪急ホテル）

神戸線
（神戸三宮）

伊丹線
（大阪空港）

上本町線
（近鉄上本町）

守口線
（京阪守口市駅）

奈良線
（JR奈良駅）

尼崎線
（JR尼崎）

枚方線
（枚方市）

京都線
（京都駅八条口）

和歌山線
（JR和歌山駅）

往   91分
復   91分

往   88分
復   88分

往   50分
復   58分

往   65分
復   65分

往   70分
復   75分

往   51分
復   54分

往   71分
復   72分

往   85分
復   90分

往   65分
復   65分

往   40分
復   40分

■ 関西国際空港リムジンバス路線 （平成28年4月1日現在）
往 関空行
復 関空発

所要時分と運賃は主な停留所 ( )

往  130分
復  130分

運　　賃所要時分路　線　名
（主な停留所）

路　線　名
（主な停留所）運　　賃所要時分

往  215分
復  215分

南港・USJ線
（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）

姫路線
（姫路駅）

岡山線
（岡山駅西口）

大和八木線
(大和八木駅)

高松線
（高松駅）

OCAT線
（なんば（OCAT））

往  105分
復  105分

高野山線
（奥の院前）

西宮線
（阪急西宮北口）

徳島線
（徳島駅前）

茨木線
（JR茨木東口）

学研都市線
（近鉄学園前駅）

往    ―  
復   54分

南海なんば線（深夜バス）
（南海なんば駅）

往   75分
復   70分

東大阪線
（近鉄布施駅）

往  55分
復  70分

あべの橋線
（あべのハルカス）
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南海りんかんバス㈱
●〒648-0073  和歌山県橋本市市脇五丁目1番24号　TEL.0736(33)0056  FAX.0736(32)5565
 　　 http://www.rinkan.co.jp/●資本金／100百万円●従業員／37人
●保有車両数／40両

●社長／坂部　直成●設立／平.4.11.2

徳島バス 和歌山バス

和歌山バス㈱
●〒641-0024　和歌山市和歌浦西一丁目8番1号　TEL.073(445)5245  FAX.073(445)7271
 　　 http://www.wakayamabus.co.jp/●資本金／100百万円●従業員／153人
●保有車両数／105両●グループ会社／和歌山バス那賀㈱

●社長／井上　慎治●設立／昭.50.12.15

南海りんかんバス 御坊南海バス

熊野めぐりレトロバス 瀞峡ウォータージェット船

片道 1,550円
往復 2,760円
（2,000円）

片道 1,950円
往復 3,500円

片道 1,550円
往復 2,800円
（2,000円）
片道 1,850円
往復 2,900円
（2,500円）

片道 1,950円　
　　　　　往復 3,080円※

（2,100円）　
片道 2,050円
往復 3,900円
（2,500円）

片道 1,150円
往復 2,100円

片道 1,550円
往復 2,780円
（2,000円）
片道 2,050円
往復 3,700円
（2,600円）
片道 2,550円
往復 4,180円
（3,000円）
片道 2,050円
往復 3,900円
（2,500円）
片道 2,050円
往復 3,100円
（2,500円）

片道 4,100円
往復 7,400円
（4,650円）

片道 1,750円
往復 3,080円

片道 1,550円
往復 2,700円

片道 5,150円
往復 9,300円
（5,650円）

片道 1,050円　
　　　　　往復 1,850円　

片道 2,000円　
　　　　　予約割引片道　  

 1,800円　

片道 1,950円
往復 3,700円
（2,500円）
片道 3,300円
往復 5,150円
（3,500円）
片道 4,650円
往復 7,700円
（5,700円）

 1,550円

片道 1,600円
往復 2,800円
（2,200円）
片道 1,500円
往復 2,700円
（2,000円）



海運その他の運輸事業

南海フェリー 南海車両工業

南海フェリー㈱
●〒640-8404  和歌山市湊2835番1  TEL.073(422)2160  FAX.073(422)9335
　　  http://www.nankai-ferry.co.jp/●資本金／100百万円●従業員／80人
●保有船舶数／2隻●営業所／和歌山営業所　073（422）2156　徳島営業所　088（636）0750
●グループ会社／南海フェリー商事㈱

●社長／福地　俊明●設立／昭.50. 8.20

㈱南海エクスプレス
●〒556-0011  大阪市浪速区難波中一丁目10番4号  TEL.06(6632)6531  FAX.06(6632)6535
　　  http://www.nankai-express.co.jp/●資本金／100百万円●従業員／164人
●営業所／大阪・東京・名古屋・福岡・沖縄・堺・関西空港・りんくうタウン・成田空港・羽田空港・ロンドン・アムステルダム・デリー　
●現地法人／アメリカ・上海・広州・香港・タイ・マレーシア・シンガポール・ドイツ・インドネシア・ベトナム

●社長／奥　　好夫●設立／平.14. 2.19

　海運業は、南海フェリーが和歌山港と徳島港間
を結ぶフェリーの運航を行っています。
　その他、陸・海・空の国際貨物輸送を取り扱う南
海エクスプレスや、近畿地区を中心に、広大な貨物
運送ネットワークを誇るサザントランスポートサー
ビスが企業物流サービスを提供しています。

　さらに、南海グループを中心に公共交通機関の
車両などのメンテナンスを行う南海車両工業など、
多種多様なサービスを提供しています。

●〒590-0984  堺市堺区神南辺町一丁45番地1  TEL.072(229)8012  FAX.072(229)4023
　　  http://www.southern-t-s.co.jp/●資本金／40百万円●従業員／186人
●保有車両数／81両

●社長／片岡　健治●設立／明.43. 7.12サ ザントランスポートサービス㈱

●〒590-0984  堺市堺区神南辺町一丁24番地1  TEL.072(247)8831  FAX.072(247)8832
　　  http://www.nansya.jp/●資本金／80百万円●従業員／264人

●社長／田中　敏夫●設立／昭.32.10.21南海車両工業㈱
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不動産セグメント不動産セグメント

　不動産セグメント5社は、不動産賃貸・不動産販売業を行い、沿線のお客さまのより豊かな生活環境
づくりに貢献しています。

フレイザーレジデンス南海大阪 パークスタワー

北大阪流通センター

南海ビル

　南海グループの不動産賃貸事業の系譜は、
昭和７年に遡ります。御堂筋の建設など大阪市
の都市基盤づくりが進められる状況下、当時の
最新建築技術を駆使して建設された、４代目難
波駅である「南海ビル」がその始まりです。
　駅のコンコースと一体化した南海ビルは、南
海会館ビル（現在建替工事中）、なんばＣＩＴＹ、
スイスホテル南海大阪とともに、様々な都市機
能を併せ持つ「南海ターミナルビル」を形成し
ており、長年にわたり大阪ミナミ・難波の玄関口
としてお客さまに親しまれています。
　また、沿線の主要ターミナルを中心に、商業・
オフィスビル、マンション、鉄道高架下施設、駐
車場などを経営しているほか、沿線外において
も泉北高速鉄道がトラックターミナルや流通倉
庫、配送センターなどから構成された大規模物
流施設「東大阪流通センター」、「北大阪流通セ
ンター」を運営するなど、幅広い事業展開を進
めています。

　昭和 ７年　南海ビル竣工
　昭和３２年　南海会館ビル竣工
　昭和５３年　なんばＣＩＴＹ竣工
　平成 ２年　スイスホテル南海大阪竣工
　平成１４年　ウインズ難波リニューアルオープン
　平成１５年　パークスタワー開業
　平成２１年　南海ビル外壁美装化完成、
　 なんばガレリア誕生
　平成２２年　フレイザーレジデンス南海大阪開業
　平成30年　南海会館ビル建替計画完了予定
　

不動産賃貸事業

■ 主な賃貸物件のこれまで



■ 大規模住宅開発事業一覧

　「南海橋本林間田園都市」は、和歌山県橋本市
の北部丘陵地を開発するもので、昭和55年に分
譲を開始した城山台にはじまり、最も新しい彩の台
まで、自然と調和した緑豊かな都市の創造を目指
しています。
　彩の台住宅地内には幼保一元化施設「ムーミン
谷こども園」や大規模ショッピングセンター「オー・
ストリート橋本彩の台」などがあり、また「京奈和
自動車道橋本東IC」に近接しているため、住宅地
としての高い利便性も確保しています。さらに、平
成25年には小学校も開校し、着実に街づくりが
進んでいます。
　

■ 南海橋本林間田園都市

和歌山県橋本市城山台

和歌山県橋本市三石台

和歌山県橋本市小峰台

和歌山県橋本市あやの台

大阪府河内長野市美加の台

大阪府泉南郡熊取町つばさが丘

南 海 美 加 の 台

南海くまとり・つばさが丘

所在地 計画面積 計画戸数 計画人口 工事着工 分譲開始

南
海
橋
本
林
間
田
園
都
市

106.7ha

79.0ha

83.6ha

129.4ha

149.0ha

64.0ha

6,500人

6,900人

1,600人

8,400人

12,000人

4,800人

1,750戸

1,850戸

450戸

2,300戸

3,000戸

1,300戸

昭和55年4月

昭和62年9月

平成3年10月

平成13年5月

昭和59年9月

平成12年1月

昭和51年9月

昭和55年2月

昭和61年12月

平成 7年 6月

昭和56年9月

平成6年11月

城 山 台

三 石 台

小 峰 台

彩 の 台

彩の台

　南海グループは、戦前から沿線各地において住
宅開発事業を手がけてきましたが、大規模な街づ
くりは昭和40年代の「南海狭山ニュータウン」の
開発が最初でした。当時としては大阪府下で最大
規模の開発を成功させた後も、「南海くまとりニュー
タウン」や「南海橋本林間田園都市」、「南海美加の
台」、「南海くまとり・つばさが丘」など、沿線各地で
数百から数千戸規模の大規模開発に取り組み、沿
線の発展に寄与してきました。
　一方、分譲マンション事業にも鋭意取り組んで

おり、南海グループによる「VERITE（ヴェリテ）」シ
リーズの分譲マンションを沿線内外で事業展開し
ています。
　また、総合不動産会社である南海不動産は、分
譲住宅・分譲マンション・土地活用からリフォームま
で、住宅と土地に関する事業を幅広く手がけ、さら
に三井不動産販売（現・三井不動産リアルティ）と
の共同出資によって設立した南海リハウスが、不動
産仲介業を行っています。

不動産販売事業

■ その他地区賃貸物件一覧

■ 難波地区賃貸物件一覧

所　　在　　地 賃貸面積（㎡） 竣工年月件　　名

所　　在　　地 賃貸面積（㎡）竣工年月 構　造 階　　層

構　造 階　　層

件　　名

南海住ノ江ビル

南海堺駅ビル

サザンクレスト七道

サザンクレスト堺

ベルメゾン堺

サザンコート堺

南海堺東ビル

南海中百舌鳥ビル

サザンコート石津

ウエストプラザ高石

南海泉佐野ビル

南海河内長野ビル

南海和歌山ビル

南海東京ビル

大阪市住之江区西住之江一丁目1-41

堺市堺区戎島町三丁22番1

堺市堺区三宝町一丁55番

堺市堺区栄橋町一丁8番3号

堺市堺区栄橋町二丁2番23号

堺市堺区熊野町西ニ丁1番11号

堺市堺区三国ヶ丘御幸通59番地

堺市北区中百舌鳥町六丁1012-1

堺市西区浜寺石津町中三丁15番10号

高石市千代田一丁目11番11号

泉佐野市上町三丁目11番25号

河内長野市本町29番16号

和歌山市東蔵前丁3-6

東京都中央区銀座五丁目15番1号

719

9,474

1,622

2,711

3,288

3,505

80,678

1,934

2,486

1,475

2,505

2,135

11,137

※12,115

S造

SRC造、S造

RC造

RC造

RC造

RC造

SRC造、S造

RC造

RC造

SRC造

RC造

SRC造

SRC造

SRC造

昭.61. 7

平.10. 4

平.22.10

平. 8. 6

昭.39.10

平. 3. 6

平. 7. 4

平. 5. 9

平. 6.10

昭.54. 4

昭.48. 5

昭.41.12

南海ビル

南海会館ビル

スイスホテル南海大阪

ウインズ難波

パークスタワー

南海日本橋ビル

南海浪速ビル

葵ビル

南海なんば文化会館ビル

南海不動産なんばビル

南海不動産なんば第二ビル

フレイザーレジデンス南海大阪

大阪市中央区難波五丁目1番60号

大阪市中央区難波五丁目1番60号

大阪市中央区難波五丁目1番60号

大阪市浪速区難波中二丁目10番70号

大阪市浪速区難波中二丁目10番70号

大阪市浪速区日本橋西一丁目3番19号

大阪市浪速区難波中三丁目5番19号

大阪市浪速区難波中一丁目18番3号

大阪市中央区難波千日前15-19

大阪市浪速区難波中二丁目7番2号

大阪市中央区難波千日前15-17

大阪市浪速区難波中一丁目17番11号

SRC造

S造

S造、SRC造

S造、一部SRC造

SRC造

S造

S造、RC造

S造

S造

RC造

RC造

地上7階、地下2階、塔屋3階

地上5～36階、塔屋2階

地上1階、地下2階

地上30階、地下3階、塔屋2階

地上7階、塔屋1階

地上8階、塔屋1階

地上9階、地下2階、塔屋2階

地上6階

地上6階

地上5階

地上13階

地上3階

地上7階、地下2階、塔屋2階

地上7階

地上9階

地上6階、塔屋1階

地上7階

地上3階

地上7階

地上11階、地下1階、塔屋1階

地上7階、地下1階、塔屋1階

地上4階、地下1階、塔屋3階

地上8階、地下1階、塔屋1階

地上9階、地下4階

昭. 7. 7

平. 2. 3

平.14. 9

平.15. 8

平. 9. 3

昭.63. 9

昭.45. 9

昭.48. 6

昭.58. 6

昭.36

平.２２. ７

平.2.3（竣工）
平.20.9（取得）

平.19.3（竣工）
平.22.5（取得）
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地上7階（一部9階）、地下2階、
塔屋1階（一部２階）

※延床面積

※延床面積

49,827

　　　　　　建替工事中

61,557

20,531

36,500

3,229

3,175

1,176

582

※1,546

※1,231

※7,332



流通セグメント流通セグメント
　流通セグメント11社は、当社沿線を中心に高感度なショッピングセンター、コンビニエンスストア、飲食店、
物販店など、幅広い展開に積極的に取り組んでいます。

〔ショッピングセンターの経営〕

　本館・南館の7フロアに有名専門店が出店する大
阪有数のショッピングモールです。難波駅改造工事
にあわせて、昭和53年11月に第1次オープンし、
55年3月に全館完成しました。
　平成28年４月には、開業以来最大規模となる
南館の全面的なリニューアルを実施しました。

　なんばパークスShops＆Dinersは、平成15年
10月に第1期オープン。ファッション、インテリア、
ホビーなどショップバリエーションも楽しめる路面
店感覚のショッピング街と、多彩なシーンにご利用
いただけるレストラン街が軒を連ねています。
　そして、19年4月の全館グランドオープンにより、
玩具・ホビーやインテリア、大型書籍、そして髙島屋
グループがプロデュースする専門店エリア「Ｔ－
terrace」などが新たに加わり、“公園の中のシネコ
ン”「なんばパークスシネマ」がさらなるにぎわいを
もたらしています。

　さらに、27年3月に全館規模のリニューアルを実
施し、フロアごとに衣食住のライフスタイル提案を
強化するとともに、ニューファミリー層に対応する
店舗・サービスを充実させました。
　また屋上部分には、約500種類・約10万株もの
樹木と草花で包まれた約11，500㎡もの屋上公園
「パークスガーデン」が拡がっています。

　南海電鉄は、なんばパークスShops＆DinersやなんばＣＩＴＹ、プラットプラットなど、様々なお客さまの
ニーズに対応できる多角的なショッピングセンターを展開しています。
　また、泉北高速鉄道グループが「パンジョ」「パンジョイズ」を経営しています。

売 上 高

店舗面積

店 舗 数

T E L

約284億円（平成27年度）

約51,800㎡

247店舗

06-6644-7100（インフォメーション）

売 上 高

店舗面積

店 舗 数

T E L

約284億円（平成27年度）

約33,200㎡

約240店舗

06-6644-2960（インフォメーション）

URL

■ヴェリテ河内長野
　「ヴェリテ」は、南海電鉄と南海不動産が「本当
に価値ある住まいをお届けしたい」という思いを
込めたマンションブランドです。
　ヴェリテ河内長野は、南海高野線・近鉄長野線
「河内長野」駅から徒歩４分でありながら、大和川
水系石川のリバーサイドという希少な立地。駅に
近い利便性の高さと、水と緑の潤いを日常として
享受できます。

「南海くまとり・つばさが丘」の街並み

ヴェリテ河内長野

●主な事業所

南海リハウス㈱

南海不動産㈱

●代表／竹内　哲司●設立／平.22.10.14

●社長／口野　　繁●設立／昭.62. 4.24

●〒589-0011  大阪狭山市半田一丁目45番3号  TEL.072(360)1315  FAX.072(360)1318
●資本金／100百万円●従業員／41人

●〒556-0011  大阪市浪速区難波中二丁目7番2号  TEL.06(6633)1055  FAX.06(6633)7275
　　  http://www.nankaifd.co.jp/●資本金／100百万円●従業員／75人

マンション事業部
戸建事業部
くまとり・つばさが丘販売センター
林間田園都市彩の台販売センター

06（4396）8055
06（6633）1085
072（452）9283
0736（34）6870

072（230）3336
0721（54）2406
0742（40）2406
０６（６８５７）２４０６
072（451）3655

泉北リフォームプラザ
河内長野リフォームプラザ
奈良学園前リフォームプラザ
千里豊中リフォームプラザ
くまとりリフォームプラザ

●主な事業所 0120（922）231
0120（923）138

0120（３７３）３２１
0120（９５９）３１３
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■ 南海くまとり・つばさが丘
　関西国際空港を間近に臨み、大阪湾を一望で
きる非常に眺望の良い丘に位置しています。平成
22年には、特に眺望が優れ、平均敷地面積が
120坪を超える新街区“グランビューテラス”の分
譲を開始しました。

金 剛 セ ン タ ー
泉ケ丘センター

なかもずセンター
堺 東 セ ン タ ー



〔その他の流通事業の展開〕
　南海電鉄では、なんばCITYなどの運営するショッピングセンター内などで店舗経営を行っています。具体的
にはフランチャイズ契約形態で「無印良品」２店舗（なんばCITY、堺プラットプラット）を、南海フードシステムに
運営委託して展開しています。
　南海商事では、駅ナカ商業施設「ekimo」や「N.KLASS」、「ショップ南海」、コンビニエンスストア「アンス
リー」、駅売店、飲食店、宝くじ販売をコア事業に運営しています。
　そのほか、日本における本格的地下街の第1号である「NAMBAなんなん」を本拠地に「ホワイティうめ
だ」、「ドージマ地下センター」などで婦人・紳士衣料や靴などの販売を行う新南海ストアなど、様々な分野か
らお客さまに満足いただける商品・サービスの提供に努めています。

なんばEKIKANプロジェクト
　「人と人をつなぐ」をテーマとして、昭和１３年（第
３期エリアの一部は昭和４９年、55年）に竣工した
難波駅南側の歴史ある高架下をリノベーションした
建物に、趣味性の高い店舗が集積し、感度や趣向が
似た人々が店舗を通じて交流する高架下商業ゾー
ンです。
　平成２６年４月に第１期エリア、２７年３月に第２期
エリア、２８年４月に第３期エリアがオープンしました。

店舗面積 約2,400㎡

店 舗 数 9店舗

URL

㈱ パンジョ
●〒５90-0115 堺市南区茶山台一丁2番4号　 TEL.072(294)3150　FAX.072(292)2189
　　   http://www.panjo.co.jp/●資本金／300百万円●従業員／31人
●事業内容／ショッピングセンター「パンジョ」の運営管理ほか●グループ会社／㈱パンジョイズ

●社長／西尾　安弘●設立／昭.47.10. 5

　パンジョは昭和49年、泉北ニュータウンの泉ケ
丘センター施設として開業しました。地上7階建、
延床面積76,652㎡の建物に、髙島屋泉北店の
ほか、銀行や専門店などが入居しています。

売 上 高

店舗面積

T E L

約254億円（平成27年度）

約41,000㎡

072-294-3150

パンジョ

泉ヶ丘ひろば専門店街
　平成２６年８月１日、泉北高速鉄道泉ケ丘駅前の
商業施設「ショップタウン泉ヶ丘（駅南）」および駐
車場施設を取得しました。その後、２７年から２８年
にかけて大規模なリニューアルを行うとともに、施
設名称を「泉ヶ丘ひろば専門店街」に変更しました。

店舗面積

店 舗 数

T E L

約12,000㎡

約８０店舗

072-291-3961
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プラットプラット
　平成12年７月オープンの堺駅直結の商業施設
「プラットプラット」は、２５年９月に大規模なリニュ
ーアルを行いました。施設の外壁が、白を基調とし
た落ち着いたカラーに変更され、カジュアルファッ
ション・雑貨を中心とした店舗がオープンしました。

売 上 高

店舗面積

店 舗 数

T E L

約83億円（平成27年度）

約15,400㎡

約45店舗

072-225-5500

　平成6年9月、泉大津駅東側にある複合都市
施設「アルザ泉大津」内に開業しました。26年
10月に大規模なリニューアルを行い、書店や雑
貨・ファッションの店舗がオープンしました。

売 上 高

店舗面積

店 舗 数

T E L

約10億円（平成27年度）

約2,800㎡

約19店舗

0725-22-9660
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ekimo梅田 南海堺東ビル南館商業施設

アンスリーなんばガレリア店 瀞峡めぐりの里熊野川

施　設　名 店舗数

5

21

14

3

23

1

20

6

18

8

1

2

6

5

6

1

3

開 業 年 月

平.14. 3

平.10. 9 

昭.59.10

昭.62. 3

昭.55. 4

昭.52.11

昭.53. 6

平. 元. 8

昭.61.11

平. 2.12

昭.57. 6

昭.49.11

昭.51. 9 

昭.48.   ４ 

平.１５.   ２

昭.56.　８

昭.5９.　３

平.21. 4

昭.54. 3 

昭.48.  8

昭.57. 4

昭.54.10

昭.52.　9

平.28. 3

昭.59.  6

平.26.  4

昭.53.12

昭.54. 1

昭.49.10

昭.56. 2 

昭.54.12

昭.54.   4

平.  2.　7

施　設　名 店舗数

13

5

5

5

1

3

10

11

12

5

1

4

5

15

9

15

開 業 年 月

●1  ショップ南海天下茶屋北

●2  ショップ南海天下茶屋

●3  ショップ南海粉浜

●4  ショップ南海住吉北

●5  ショップ南海住吉

●6  ショップ南海住吉鳥居前

●7  ショップ南海住ノ江

●8  ショップ南海七道

●9  ショップ南海堺

●10 ショップ南海石津川

●11 ショップ南海北助松

●12 ショップ南海泉大津

●13 ショップ南海忠岡

●14 春木駅前商業施設

●15 ショップ南海岸和田

●16  ショップ南海貝塚

●17 ショップ南海二色浜

●18 ショップ南海泉佐野

●19 ショップ南海羽倉崎

●20 尾崎橋上駅店舗

●21 ショップ南海沢ノ町

●22 ショップ南海あびこ

●23 ショップ南海浅香山

●24 南海堺東ビル南館商業施設

●25 南海堺東駅南ビル

●26 N.KLASS三国ヶ丘

●27 ショップ南海初芝

●28 ショップ南海萩原天神

●29 ショップ南海北野田

●30 ショップ南海さやま

●31 ショップ南海金剛

●32 ショップ南海河内長野

●33 フォレストはしもと

■ ショップ南海一覧（平成28年4月1日現在）

ショップ南海
　通勤や通学などで駅をご利用のお客さまに、気軽にお立ち寄りいただける商業施設を目指して、駅構内の
スペースを有効活用し、集合店舗として沿線各駅にチェーン展開しているのが「ショップ南海」です。

URL

南 海フードシステム㈱
●〒556-0011  大阪市浪速区難波中一丁目10番4号  TEL.06(6643)7731  FAX.06(6630)7411
　　  http://www.nanshoji.co.jp/company/food.html/●資本金／10百万円●従業員／127人

●社長／関本　栄一●設立／平. 7.12.12

●〒556-0011  大阪市浪速区難波中一丁目10番4号  TEL.06(6641)9443  FAX.06(6643)3768 
●資本金／48百万円●従業員／13人

㈱新南海ストア ●社長／常国　富男●設立／昭.32. 7. 5

●社長／細井　康史●設立／昭.44. 8.15

●〒556-0011  大阪市浪速区難波中一丁目10番4号  TEL.06(6633)1419  FAX.06(6631)1630 
　　  http://www.nanshoji.co.jp/●資本金／70百万円●従業員／47人
●グループ会社／南海エフディサービス㈱、南海フードシステム㈱
URL

南 海 商 事 ㈱

URL

南 海 エフディサービス㈱
●〒556-0011  大阪市浪速区難波中一丁目10番4号  TEL.06(6644)7258  FAX.06(6644)7259
　　  http://www.nanshoji.co.jp/company/fd.html/●資本金／10百万円●従業員／118人

●社長／玉田　光弘●設立／平.16.2.25

URL

㈱ アビック
●〒771-0204  徳島県板野郡北島町鯛浜字川久保211番6　TEL.088(698)0775  FAX.088(683)2677 
　　　http://www.avic.co.jp/●資本金／10百万円●従業員／52人

●社長／寺田　　成●設立／平. 5. 9.28

URL

南 海リテー ルプランニング㈱
●〒５４２-００７５ 大阪市中央区難波千日前１５番１９号　 TEL.06(４３９６)７８８５　FAX.06(４３９６)６９３１
　　   http://www.hdpw.co.jp/●資本金／54百万円●従業員／23人

●社長／三谷　良昭●設立／平.12.12. 1



レジャー・サービスセグメントレジャー・サービスセグメント

　レジャー・サービスセグメント23社（３月３１日時点では２２社）は、遊園地や旅行業、ホテル・旅館、ビル管理
メンテナンスなど、お客さまのくらしに潤いを与える様々な事業を展開しています。

　昭和32年4月、創業70周年記念事業として開園。
大阪湾に面した288,000㎡の広大な敷地に、動
物園、遊園地、イルカショー施設「シャイニースタジ
アム」、平成26年9月にオープンした「わくわく電
車らんど」を擁する総合レジャーランドです。
　また、春・秋には催物が開催され、夏には海の見
える大型レジャープール「ぷ～るらんどRiO」を営
業、一年を通じて多くのお客さまでにぎわいます。
　なお、同園の営業管理業務を南海アミューズメ
ントに、施設管理業務を南海ビルサービスに移管し、
運営しています。

●所在地

　大阪府泉南郡岬町淡輪3990番地

●営業時間

　9：30～17：00（状況により変更あり）

●休園日

　不定休（季節により異なります）

●入園料

　おとな（中学生以上）1,350円　こども（3歳以上）700円

●団体入園割引

20人以上　約3割引
　100人以上　約4割引
　200人以上　約5割引

●駐車場料金／1日

　乗用車1,200円　バス2,000円　

●駐車台数

　1,000台

●交通アクセス

　みさき公園駅下車すぐ

●主な施設（平成28年3月末現在）
　①のりもの
　　遊戯具29種類、その他遊戯施設あり
　②動物園
　　哺乳類37種 264点、鳥類28種 137点、爬虫類6種 9点
 　〈主要飼育動物〉
　　アカカンガルー、レッサーパンダ、ライオン、トラ、キリン、ツキノワグマほか多数
　 　・ 動物ふれあい広場（有料）、ロバの広場（有料）
　③イルカ館「シャイニースタジアム」
　　哺乳類3種 15点、鳥類1種 8点
　〈飼育動物〉
　　バンドウイルカ、カマイルカ、カリフォルニアアシカ、フンボルトペンギン
　　 ・ イルカショー（有料）
　④プール（夏季）
　　 プール2種、スライダー類5種
   ⑤わくわく電車らんど（有料）

※学校団体の料金については
　お問い合わせください。

シャイニースタジアム

わくわく電車らんど

■みさき公園

　中の島は、勝浦温泉で「ホテル中の島」を経営しています。
　ホテル中の島は、日本のホテルでは珍しい「一島一館」という
ロケーションであり、天然温泉100％の豊富な湯量を誇る源泉
かけ流しの露天風呂「紀州潮聞之湯」が人気を博しています。

　南海国際旅行は、沿線および東京、福岡に支店、営業所を設け、法人の
お客さまには、業務旅行やＭＩＣＥ（視察、イベント、学会等）といった様々な
ニーズに応えるソリューションサービスを提供。個人のお客さまには、各社
パッケージ商品の店頭販売に加え、WEBサイトでの自社ブランド商品の
販売に注力しています。また、インバウンド事業として、アジアを中心に訪
日旅行やメディカルツーリズムの取扱い拡大に取り組んでいます。
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南海アミューズメント㈱
●〒599-0301  大阪府泉南郡岬町淡輪3990番地  TEL.072(492)1005  FAX.072(492)1263
●資本金／10百万円●従業員／43人

●社長／伊庭　陽一朗●設立／平.12. 6. 2

●〒649-5334  和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦1179番地の9  TEL.0735(52)1111  FAX.0735(52)1633
　　  http://www.hotel-nakanoshima.jp/　
●資本金／100百万円●従業員／107人●客室数／ホテル「中の島」139室

㈱中の島 ●社長／土屋　康平●設立／昭.35. 3.30

㈱南海国際旅行
●〒556-0011  大阪市浪速区難波中一丁目10番4号  TEL.06(6641)6000  FAX.06(6631)3489
　　  http://nanka-e-tabi.com/●資本金／100百万円●従業員／206人
●グループ会社／㈱南海エクスプレス
●南海国際旅行主要営業所

●社長／田中　恒治●設立／昭.25.10. 6

南海トラベルサロン（国内）
南海トラベルサロン（海外）
岸 和 田 営 業 所
大阪南営業支店(一般団体)
大阪南営業支店(教育旅行)
和 歌 山 営 業 支 店

06（6641）0801
06（6641）0787
072（439）1415
072（439）0305
072（439）4050
073（422）7166

大 阪 営 業 支 店
ビジネストラベル支店（大阪）
法人営業第一支店（東京）
法人営業第二支店（東京）
法人営業第三支店（東京）
福 岡 営 業 支 店

06（6633）3388
06（6643）0710
03（3543）3272
03（3543）9677
03（3543）3291
092（751）1151

06（6644）6600
03（3543）3295
092（739）1208
03（3543）9635

URL

Webツアー受付センター（大阪・国内）
Webツアー受付センター（東京・国内）
Webツアー受付センター（福岡・国内）
Webツアー受付センター（海外）

住之江興業㈱ ●社長／山部　　茂●設立／昭.27. 5.15

●〒559-0023  大阪市住之江区泉一丁目1番71号  TEL.06(6682)6200  FAX.06(6683)5368 
　　  http://www.suminoe-kougyo.co.jp/●資本金／400百万円●従業員／43人
●グループ会社／住興商事㈱、㈱スミノエマリンシステム

　住之江興業は、ボートレースの施設賃貸を行っています。ナ
イターレース開催や、SGグランプリ（賞金王決定戦競走）をは
じめ、数々の人気タイトルレースの開催に携わり、また、ボート
ピア梅田の順調な運営に尽力するなど、ボートレース事業の
活性化を図り、「Run to the Future!～お客さまとともに～」
のもと、様々な施策に取り組んでいます。

ボートレース住之江

ボートレース施設賃貸業



　南海ビルサービスは、各種施設の設備管理・警備・清掃などの業務を通じて、お客さまに安全・快適にご利用い
ただける環境づくりに取り組んでいます。
　その他、ゴルフ場「大阪ゴルフクラブ」「橋本カントリークラブ」を経営する南海ゴルフマネジメント、障がい者
雇用を目的に清掃業務や郵便物仕分け業務を行う南海ハートフルサービス、葬儀会館「ティア」を運営する南
海グリーフサポート、各種印刷物の受注・生産を行う南海印刷、広告代理業を営むアド南海、保険専門会社の南
海保険サービス、有料老人ホーム事業や訪問介護事業などを営む南海ライフリレーションなどがあります。

南海グリーフサポート「ティア千代田」

南海ビルサービス㈱
●〒556-0004  大阪市浪速区日本橋西一丁目3番19号　TEL.06(6647)0001  FAX.06(6647)8088 
　　  http://www.nankai-nbs.co.jp/●資本金／100百万円●従業員／949人
●グループ会社／㈱クラカタ商事、㈱TTS、ライフコミュニティ㈱

●社長／廉林　光夫●設立／昭.53. 4. 1

南海ライフリレーションあびこ道

大阪ゴルフクラブ 橋本カントリークラブ

㈱南海ハートフルサービス
●〒556-0004  大阪市浪速区日本橋西一丁目3番19号　TEL／FAX.06(6644)7251 
●資本金／10百万円●従業員／40人

●社長／上田　貴司●設立／平.17. 2. 1

南海ゴルフマネジメント㈱
●〒648-0016  和歌山県橋本市隅田町下兵庫1123番地  TEL.0736(36)1111  FAX.0736(37)3330
●資本金／20百万円●従業員／60人

●社長／竹田　信男●設立／昭.36. 3. 27

㈱アド南海
●〒556-0011  大阪市浪速区難波中一丁目18番3号   TEL.06(6644)7221   FAX.06(6644)7246  
　　  http://www.adnankai.co.jp/●資本金／30百万円●従業員／12人

●社長／津崎　幸雄●設立／平.14. 4. 1

南海印刷㈱
●〒556-0022  大阪市浪速区桜川三丁目8番37号  TEL.06(6568)5454  FAX.06(6568)5954 
●資本金／16百万円●従業員／39人

●社長／宮坂　裕文●設立／昭.24. 8.25

●〒559-0004   大阪市住之江区住之江二丁目10番17号ロイヤル安立1F　 TEL.06(6676)6805　FAX.06(6676)6801
　　   http://nankai-lr.co.jp/●資本金／45百万円●従業員／29人
●事業所名

南海ライフリレーション㈱ ●社長／桐田　　健●設立／平.24. 4.5

有料老人ホーム 南海ライフリレーション あびこ道
指 定 訪 問 介 護 事 業 所
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン

06（6676）6800
06（6676）5805
06（6676）5800

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
就 労 継 続 支 援Ａ型 事 業 所

06（6676）5800
06（6676）6802

南海保険 サービス㈱
●〒556-0011  大阪市浪速区難波中一丁目10番4号  TEL.06(6641)2974   FAX.06(6641)2975 
　　   http://nankaihoken.co.jp/●資本金／50百万円●従業員／23人
●事業所名

●社長／牧村　洋一●設立／平.12.10.31

東 京 支 店 03（3547）1551 新宮営業所 0735（22）7102 徳島営業所 088（652）0663

南海グリーフサポート㈱
●〒559-0005  大阪市住之江区西住之江一丁目1番41号　TEL.06(6676)3200  FAX.06(6676)3177
●資本金／35百万円●従業員／55人
●会館名

●社長／小池　裕司●設立／平.17. 8. 1

ティア橋　本
ティア千代田
ティア泉大津
ティア貝　塚
ティア富田林

0736（37）1600
0721（53）9200
0725（21）1400
072（426）7500
0721（24）8500

ティア住之江
ティア藤井寺
ティア美　原
ティア大野芝
ティア大阪狭山

06（6675）6400
072（930）1500
072（362）9600
０７２（２３４）９７００
０７２（３６０）２６００

ティア岸和田
ティア浜　寺
ティア枚　方

０７２（４３０）６４００
０７２（２６４）２８００
０７２（８０５）６９００

（南海住ノ江ビル2階）
住之江オフィス 06（6676）3200

　　　　　　　　　　　　

34 2016 HAND BOOK NANKAI 352016 HAND BOOK NANKAI

ビル管理メンテナンス業、葬祭事業およびその他のレジャー・サービス業



南海電鉄の
あらまし
南海電鉄の
あらまし

建設セグメント建設セグメント

　その他セグメント4社には、情報システムの開
発・運用・保守や経理業務および各種事務の代行

を行う南海マネジメントサービスなどがあります。

㈱シーエス・インスペクター
●〒542-0075  大阪市中央区難波千日前15番17号 南海不動産なんば第二ビル4階  TEL.06(6644)7210   FAX.06(6644)7210
●資本金／10百万円●従業員／10人

●社長／上畑　直人●設立／平.13.11.14

南海マネジメントサービス㈱
●〒556-0012  大阪市浪速区敷津東二丁目1番41号  TEL.06(6644)7116   FAX.06(6644)7119
●資本金／40百万円●従業員／82人

●社長／関西　節美●設立／平.12. 6.26

●主な事業所／

　建設セグメント5社（３月３１日時点では６社）は、南
海グループの各施設をはじめ、マンション・住宅・施設
の建設やメンテナンスなどを行っています。
　南海辰村建設は、大正12年の創業以来、当社の鉄
道関連工事や大阪での日本万国博覧会・国際花と緑
の博覧会、関西国際空港など、様々な建設工事を通じ
て、積み重ねた豊富な経験・ノウハウを生かし、土木・建
築・電気など建設工事全般を手がける総合建設業を営
んでいます。近年は、建物の外側を断熱材で包み込む
「外断熱工法」の普及・推進に力を注いでおり、同工法
によるマンションなど建物の建設工事を数多く取り扱
っています。

●〒590-0983  堺市堺区山本町一丁36番地6  TEL.072(242)6520   FAX.072(242)6561
　　  http://www.ndsyokai.co.jp/●資本金／30百万円●従業員／34人

●〒556-0011  大阪市浪速区難波中三丁目5番19号  TEL.06(6644)7802  FAX.06(6644)1227  
　　  http://www.nantatsu.co.jp/●資本金／2,000百万円●従業員／505人

㈱日電商会

南海辰村建設㈱

●社長／澤田　敏文●設立／昭.21. 9.15

●社長／猪　　光 一●設立／昭.19. 6.30

その他セグメントその他セグメント

東 京 支 店
横 浜 営 業 所 和歌山営業所

03（3547）4061
045（662）5415 073（423）6536
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南海辰村建設本社ビル

●グループ会社／南海建設興業㈱、日本ケーモー工事㈱、㈱京阪電気商会




