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アゼアス株式会社

〒111-8623 東京都台東区蔵前四丁目13 番7号

TEL  （03） 3865-1311（代表）

FAX （03） 3865-1188（代表）

1947年5月31日

大阪事業所
〒542-0081  大阪府大阪市中央区南船場4-7-6 心斎橋中央ビル2 階
TEL （06） 6244-1222 　FAX （06） 6244-1737

岡山事業所
〒719-0301  岡山県浅口郡里庄町里見9065-1
TEL （0865） 64-6300 　FAX （0865） 64-6305

札幌営業所
〒003-0827  北海道札幌市白石区菊水元町七条2-9-16
TEL （011） 879-1621 　FAX （011） 874-7805

仙台営業所
〒981-0924  宮城県仙台市青葉区双葉ヶ丘1-22-5 ガーデンシティ3階
TEL （022） 727-5285 　FAX （022） 274-5122

アゼアスデザインセンター秋田
〒014-0801  秋田県大仙市戸地谷字大和田176-1
TEL （0187） 66-3170 　FAX （0187） 66-3171

関東物流センター
〒345-0023  埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷字東中464
TEL （0480） 34-5331 　FAX （0480） 34-5348

西日本物流センター
〒719-0301 岡山県浅口郡里庄町里見9065-1
TEL （0865） 64-5776 　FAX （0865） 64-5836

丸幸株式会社
本社
〒373-8551 群馬県太田市清原町5-11
TEL （0276） 37-8311 　FAX （0276） 37-8305

東京支店
〒111-0051 東京都台東区蔵前4-13-7
TEL （03） 3865-4391 　FAX （03） 3865-4395

ベトナム
アゼアス株式会社 ベトナム駐在員事務所
Room 1.04, Phuong Tower, 31C Ly Tu Trong, 
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

中国
日里貿易（上海）有限公司
上海市徐匯区漕宝路82号光大会展中心E座1405室
TEL （86） 21-54885999 　FAX （86） 21-54886278

大連保税区日里貿易有限公司
日里服装輔料(大連)有限公司
大連経済技術開発区万宝街10-2-2号
TEL （86） 411-87643972 　FAX （86） 411-87643975

取締役会長

代表取締役社長

取締役

取締役

監査役

監査役

監査役

鈴木　裕生

斉藤　文明

羽場　恒彦

藤本　凱也（非常勤）

奥山　智砂

加毛　修　（非常勤）

髙橋　章夫（非常勤）

会 社 名

本 社

設 立

887,645,391円

102億円（2021年4月期）

4月30日

224名 （2021年4月30日現在、役員を除く）

ISO9001認証取得（2004年12月）

資 本 金

売 上 高

決 算 期

従 業 員 数

ISO認証取得

会 社 概 要

事 業 所 及 び 国 内 子 会 社

海 外 部 門 役 員

2022年5月



防護服・環境資機材事業
・ 化学防護服（デュポンTM

  タイベック®製 等）の製造、販売・ 環境対策用資機材の製造・販売

ヘルスケア製品事業
・不織布マスク等ヘルスケア製品の製造、販売

ライフマテリアル事業
　アパレル資材
　・ 裏地、芯地、袋地（ポケット地）、腰裏ベルト、型カット品、その他繊維副資材の製造、販売
　機能性建材
　・ 畳表、畳床用ポリスチレンフォーム、インシュレーションボード、畳糸、畳縁、畳機械その他畳材料の販売
　・ 畳据付工事及び畳下地内装工事の施工

アズワン株式会社

ミドリ安全株式会社

株式会社MonotaRO

蝶理株式会社

株式会社明石スクールユニフォームカンパニー

旭化成アドバンス株式会社

旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社

倉敷繊維加工株式会社

デュポン・スタイロ株式会社

SMB建材株式会社

三井住友銀行  浅草橋支店　　　広島銀行  東京支店　　　みずほ銀行  浅草橋支店　　　栃木銀行  東京支店

東京都千代田区に株式会社千代田屋を設立、資本金18万円
繊維資材部を分離し、株式会社東京千代田屋を設立
畳資材部を分離し、株式会社蔵前千代田屋を設立
防護服事業を開始
株式会社東京千代田屋を合併
株式会社蔵前千代田屋を清算し、大阪営業所を大阪支店として継承
関東物流センターを開設
増資、資本金42,525万円

大阪市に日本裏地株式会社を設立、資本金100万円
ニチウラ株式会社に商号変更
岡山工場を開設
増資、資本金20,150万円
日里服装輔料（上海）有限公司を設立
大連保税区日里貿易有限公司を設立

株式会社千代田屋、ニチウラ株式会社が対等合併し、
ニチウラ千代田屋株式会社として発足、資本金62,675万円
鈴木興産株式会社を合併、減資、資本金53,273万円
自己株式消却による資本減少、資本金49,634万円
日里服装輔料（大連）有限公司を設立
アゼアス株式会社に商号変更
増資、資本金67,144 万円
大阪証券取引所JASDAQ市場（現東京証券取引所JASDAQ（スタンダード））へ上場、
資本金88,764万円
岡山事業所内に西日本物流センターを開設
東京証券取引所市場第二部へ上場
丸幸株式会社を子会社化
ベトナム駐在員事務所を開設
アゼアスデザインセンター秋田を開設
東京証券取引所の市場再編にともない、スタンダード市場に市場変更
アゼアスデザインセンター秋田設備増設

事 業 内 容

ニチウラ株式会社

株式会社千代田屋

アゼアス株式会社

沿 革

取 引 銀 行

主 要 販 売 先 主 要 仕 入 先

昭和22年 5月
昭和47年 5月
昭和47年 10月
昭和50年 10月
昭和52年 10月
昭和59年 4月
平成  4年 6月
平成  4年 12月

昭和29年 1月
昭和39年 3月
昭和59年 7月
平成  2年 1月
平成  6年 5月
平成  9年 8月

平成10年 9月

平成11年 10月
平成13年 8月
平成14年 10月
平成16年 5月
平成18年 4月
平成22年 4月

平成23年 3月
平成24年 6月
平成26年  2月
平成27年  1月
平成28年  3月
令和  4年  4月
令和  4年  5月


