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阪急阪神ホールディングス
グループ経営理念

使　命

「安心・快適」、そして「夢・感動」をお届けすることで、
お客様の喜びを実現し、社会に貢献します。

行動規範

（2006年10月1日制定）

私たちは何のために集い、何をめざすのか

私たちは何を大切に考えるのか

「価値観」を守り、「使命」を果たしていくために、
私たちはどのように行動するのか

①私たちは、出会いを大切にし、お客様の立場に立って最善を尽くします。

②私たちは、法令遵守はもとより、社会的責任を自覚して行動します。

③私たちは、仕事に責任と誇りを持ち、迅速にやり遂げます。

④私たちは、目先のことのみにとらわれず、中長期的な視点で考えます。

⑤私たちは、現状に満足することなく、時代の先を見据えて取り組みます。

⑥私たちは、思いやりの心を持ち、お互いを認め合います。

⑦私たちは、活発にコミュニケーションを行い、風通しのよい職場をつくります。

⑧私たちは、グループ全体の発展のために力を合わせます。

お客様原点
すべてはお客様のために。 これが私たちの原点です。

誠実
誠実であり続けることから、私たちへの信頼が生まれます。

先見性・創造性
時代を先取りする精神と柔軟な発想が、新たな価値を創ります。

人の尊重
事業にたずさわる一人ひとりが、かけがえのない財産です。

価値観
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コーポレート･ガバナンス

コーポレート･ガバナンスに関する基本的な考え方

　阪急阪神ホールディングスグループでは、「お客様を始めとする皆様から信頼される企業グループでありつづける」ために、

経営の透明性・健全性を一層高めることや、法令等の遵守、適時適切な情報開示等を通じて、コーポレート・ガバナンスの

強化・充実を図っています。

コーポレート･ガバナンス体制

　阪急阪神ホールディングスは、グループ経営機能を担う純粋持株会社であり、ガバナンス体制は監査役設置会社制度を採

用しています。当社では、当社及び当社グループの経営方針、経営戦略等に関わる事項や各事業の経営計画につき承認す

る権限を保持するとともに、グループ会社における投資案件等について適時事業執行会社から報告を求めることで、各会社を

監視・監督し、グループ全体のガバナンスの向上を図ることとしています。

　そのため、上記事項については、社外取締役を加えて構成された取締役会を承認又は報告の場とするとともに、その前置機

関として、当社グループの各コア事業の責任者もメンバーに加えたグループ経営会議を設置しています。

　また、監査役にもそれらの会議に出席を求めるなどにより、監査役の機能の強化を図っています。

内部統制体制

●コンプライアンス
　コンプライアンス経営に関する体制としては、コンプライアンス担当部署を設置して、啓発マニュアルの作成・配布や、

研修を実施することにより、コンプライアンスに関する意識の高揚を図っています。

　また、内部通報制度として、「企業倫理相談窓口」を設置し、コンプライアンス経営の確保を脅かす事象を速やかに認識する

よう努めるとともに、重大な事象が発生した場合、対処方法等を検討する委員会を速やかに設置することとしています。

　なお、監査専任スタッフからなる社長直轄の内部監査部門を設置し、規程を整備したうえで、内部監査を実施しています。

●リスク管理
　リスク管理体制については、組織横断的なリスクについてはリスク管理担当部署が、各部門所管業務に関するリスクにつ

いては各担当部門が、それぞれリスク想定・分析を行うとともに、不測の事態が発生した場合に適切な情報伝達が可能となる

体制を整備することとしています。さらに、重大なリスクが具現化した場合には、社長を対策本部長とする危機対策本部を設置

して､損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整備することとしています。

取締役会については、14名の取締役のうち、社外取締役2名を含めた監視・監督機能を主たる職務とする
非常勤の取締役を、合計9名選任して構成しています。

監査役会については、社外監査役３名を含む５名の監査役で構成しています。

取締役会1

監査役会2
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株 主 総 会

取締役会
取締役 14名

（うち社外取締役2名）

監査役会
監査役 5名

（うち社外監査役3名）

社　長グループ
経営会議

グループ
監査部

グループ各社

監査

監査

監査

連携

会計監査人



社会貢献活動と環境保全への取り組み

社会貢献活動～阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト

　私たち阪急阪神ホールディングスグループは、１００年
以上の長きにわたり、阪急阪神沿線を中心とした地域社
会に育まれながら事業を営み、信頼関係を築いてきまし
た。これからの１００年も、この地域社会の一員として歩ん
でいくために、阪急阪神沿線を中心に、私たち一人ひとり
が関わる地域において、「未来にわたり住みたいまち」をつ
くることを目指し、2009年4月よりグループ各社が力を合わ
せ、社会貢献活動「阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェク
ト」を推進しています。

環境保全への取り組み

　阪急阪神ホールディングスグループでは、グループが発足した2006年10月、環境委員会（委員長：阪急阪神ホールディング
ス社長）を設置し、グループ全体で環境保全への取り組みを推進しています。環境委員会は各コア事業の環境保全活動を統
括し、グループ各社はコア事業単位での環境保全活動を推進します。

環境基本理念・環境基本方針
　阪急阪神ホールディングスでは、グループとしての「環境基本理念」及び「環境基本方針」を制定しています。また、グループ
各社においては、このグループ共通の環境基本理念・環境基本方針のもと、必要に応じ各社・各事業の特性に応じて個別に
環境理念・環境方針等を定め、環境保全活動を推進しています。

　阪急阪神ホールディングスグループは、地球環境の保全は人類共通のテーマであるとの認識のもと、よりよい地球・生活環境を
次世代に引き継ぐため、環境に配慮した事業活動を推進し、持続的発展が可能な社会づくりに貢献します。

環境基本理念

　以下の方針に基づき、環境保全に向けた取組みを実施し、継続的に改善していきます。
　　（1） 事業の環境負荷を把握し、その低減を図ります。 
　　（2） 環境に関する法令その他の社会的要請を正しく理解し、それを遵守します。 
　　（3） 従業員一人ひとりが環境に配慮した行動ができるよう、従業員の意識向上に努めます。

環境基本方針

グループ各社が行う約80件の社会貢献活動を、
グループ連携により推進しています。

従業員・OBの就業時間外のボランティア活動
等を推進するため、ボランティア日数に応じた
ポイント付与や事業所でのチャリティイベント
等を行っています。

従業員からの寄付積立額に、阪急阪神ホール
ディングスからも同額を上乗せして、阪急阪神
沿線の市民団体を助成しています。
（2011年度末累計28団体1,300万円）

環境づくり
地域に密着した事業を行ってきたグループ
として、地域コミュニティが安全・安心かつ
文化的で、環境に配慮しながら発展する、
持続可能なまちづくりに取り組みます。

人づくり
未来の地域社会を担う人材である子ども
たちが、夢をもって健やかに成長する機会
を創出します。

市民団体への助成プログラム
（未来のゆめ・まち基金）
〈地域社会（ＮＰＯ等）〉

グループ各社の
社会貢献活動の促進

〈企業〉

社会貢献活動ポイント制度
〈従業員〉

プロジェクトの重点領域

活動の柱未来のゆめ･まちプロジェクト
シンボルマーク

阪急阪神ホールディングスグループ 環境活動 ＵＲＬ ： http://holdings.hankyu-hanshin.co.jp/eco/

「阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト」ＵＲＬ ： http://www.hankyu-hanshin.co.jp/yume-machi/
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会社の概況

阪急阪神ホールディングスグループ　概略体系図

阪急阪神東宝グループの概要

阪急阪神ホールディングスグループ
阪急電鉄、阪神電気鉄道、阪急阪神交通社ホールディングス、阪急阪神ホテルズの
４つの会社を中心とするグループ。都市交通、不動産、エンタテインメント・コミュニ
ケーション、旅行･国際輸送、ホテル、流通を主たる事業として幅広く展開しています。

●グループ会社数：１12社4団体
●グループ従業員数：２0,811人
●グループ売上高：６,497億円

阪急阪神ホールディングス株式会社　Hankyu Hanshin Holdings, Inc.
　「阪急電鉄株式会社」「阪神電気鉄道株式会社」「株式会社阪急阪神交通社ホールディングス」
　「株式会社阪急阪神ホテルズ」の4社を中核会社とする純粋持株会社として、グループ全体の
　事業戦略の策定や経営管理、経営資源の最適配分を行っています。
1907年10月19日
〒563-0056　大阪府池田市栄町1番1号
〒530-0012　大阪府大阪市北区芝田1丁目16番1号　TEL／06・6373・5100
〒100-0006　東京都千代田区有楽町1丁目5番2号　
　　　　　　　東宝ツインタワービル5階　TEL／03・3503・1568
994億74百万円（2012年3月31日現在）

社      名

会 社 創 立
登 記 上 本 店
本 社 事 務 所
人 事 総 務 部
東 京 統 括 室
資 本 金

阪急電鉄 阪神電気鉄道

阪急阪神ホールディングス

阪急阪神交通社
ホールディングス 阪急阪神ホテルズ

阪急阪神ホールディングスグループホームページ ： http://holdings.hankyu-hanshin.co.jp/
阪急阪神ホールディングスグループポータルサイト  ＠HANKYU+HANSHIN ： http://www.hankyu-hanshin.co.jp/

阪急阪神ホールディングス

東宝グループ
東宝を中心とするグループ。映画製作・配給・興行、演劇製作・興行の
事業を有楽町マリオン・日比谷シャンテなどの不動産賃貸事業が堅実
に支え、DVDソフトの製作・販売やシネマコンプレックス網の拡充にも
力を注ぎ、幅広いお客様にエンタテインメントを提供しています。

●グループ会社数：43社
●グループ従業員数：3,171人
●グループ売上高：1,813億円

エイチ・ツー・オー リテイリンググループ
エイチ・ツー・オー リテイリングのもと、阪急百貨店と阪神百貨
店を核に百貨店事業、スーパーマーケット事業、個別宅配事業、
ショッピングセンターの経営など、小売に関連した事業を展開し
ています。

●グループ会社数：52社
●グループ従業員数：５,693人
●グループ売上高：5,055億円

グループ会社数：203社4団体
グループ従業員数：29,675人
グループ売上高：１兆3,366億円

※グループ会社数には連結子会社及び持分法適用関連会社を含む。従業員数及び売上高には連結子会社を含む。
　また、阪急阪神東宝グループの数値は、複数のグループにまたがる会社の重複分を除く
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営業収益

阪急バス・阪神バス・阪急
田園バスでは、2012年4月
より、ハウス I Cカード
「hanica」を導入

2013年春完成を目指して、
阪神三宮駅を現在改良工
事中。2012年3月より、東改
札口の供用を開始

都市交通事業

都市交通事業　グループ会社一覧

阪急電鉄㈱
阪神電気鉄道㈱
アルナ車両㈱
池田エルピーガス㈱
大阪空港交通㈱
大阪阪神タクシー㈱
㈱オムテック
北大阪急行電鉄㈱
神戸高速興業㈱
神戸高速鉄道㈱
㈱スマイル
丹後海陸交通㈱

西大阪高速鉄道㈱
西山ドライブウエイ㈱
ニッポンレンタカー阪急㈱
能勢電鉄㈱
㈱ハックス阪神
阪急観光バス㈱
阪急設計コンサルタント㈱
阪急タクシー㈱
阪急田園バス㈱
㈱阪急ドライビングスクール服部緑地
阪急バス㈱
㈱阪急阪神エムテック

㈱阪急阪神電気システム
阪急阪神レールウェイ・テクノロジー㈱
㈱阪急レールウェイサービス
阪神車両メンテナンス㈱
㈱阪神ステーションネット
阪神タクシー㈱
阪神バス㈱
北神急行電鉄㈱
リッツ㈱

̶以上33社

阪急電鉄、阪神電気鉄道の全線が乗り放題となる企画乗車券「阪急阪神１dayパ
ス」の有効区間に神戸高速線を新たに追加し、販売を開始

2014年度末の全面工事竣
工を目指して、2012年5月
より阪急梅田駅のリファイン
工事に本格着手

大阪梅田と神戸・宝塚・京都を結ぶ阪急電鉄、

阪神間を結び、関西私鉄で唯一大阪キタとミナミの２大都心に乗り入れる阪神電気鉄道の両社を中心に、

グループ内の鉄道、バス、タクシー、レンタサイクルなど多彩な都市交通サービスが連携して、

京阪神を中心とした関西圏において一大交通ネットワークを形成しています。

2009年に開通した阪神なんば線は、阪神間から大阪ミナミ、

さらに奈良をダイレクトに結ぶことで新しい人の流れを作り出すなど、

関西の活性化に大きな役割を果たしています。

これからも、鉄道を中心とした総合交通サービスの充実を通じて、

お客様の利便性の向上に努め、魅力ある沿線づくりを進めてまいります。

2,000

1,500

1,000

500

1,929 1,927
（億円）

0

阪急電鉄 都市交通事業 URL： http://dentetsu.hankyu.co.jp/jigyo/toshi.html
阪神電気鉄道 都市交通事業 URL： http://www.hanshin.co.jp/group/business/traffic/

2010 2011（年度）

U r b a n  T r a n s p o r t a t i o n
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営業収益

阪急不動産 ジオシリーズマンション　　　　　URL： http://www.geohankyu.com/lp/
阪神電気鉄道 HAPIA  web （阪神電気鉄道分譲情報） URL： http://www.hanshin-hapia.jp/

阪急電鉄㈱
阪神電気鉄道㈱
阪急不動産㈱
大阪ダイヤモンド地下街㈱
阪急阪神ビルマネジメント㈱
阪急リート投信㈱

〈その他の団体〉
公益財団法人 都市活力研究所

阪急インベストメント・パートナーズ㈱
阪神不動産㈱
阪急阪神クリーンサービス㈱
阪急阪神テクノサービス㈱
阪急阪神ハイセキュリティサービス㈱
国際文化公園都市㈱

千里朝日阪急ビル管理㈱
㈱梅田センタービル
㈱阪急ハウジングサポート
㈱阪急仁川スポーツガーデン

̶以上16社1団体

２０１１年10月より、
マンション
「ジオタワー天六」
の販売を開始

ハービスENTなど、
大阪梅田を中心と
する大規模開発

不動産事業

阪急電鉄・阪神電気鉄道の創業時から鉄道事業とともに発展した不動産事業は、

商業施設やオフィスビルの開発・賃貸・運営管理事業をはじめ、

マンション・戸建分譲などの住宅関連事業および不動産ファンド事業などを展開しています。

商業施設やオフィスビルの開発・賃貸・運営管理では、梅田阪急ビル、阪急三番街、

ハービスOSAKA・ハービスENT、阪急西宮ガーデンズなど、大阪梅田や沿線を中心に多くの実績を有しています。

また、住宅関連では、「ジオ」ブランドのマンション分譲事業や、「ハピア」ブランドの戸建分譲事業などを、

京阪神エリアおよび首都圏に展開し、高い評価を得ています。

長きにわたり蓄積してきた企画開発力を背景とする「沿線価値創造力」を強みとして、

まちににぎわいをもたらす魅力ある大規模開発を着実に推進しています。

不動産事業　グループ会社一覧

2,000

1,500

1,000

500

1,527

1,761

（億円）

0

2010年7月より、
「大阪中島公園都市 ハピアガーデン四季のまち」
の販売を開始

2010 2011（年度）

R e a l  E s t a t e

2013年春竣工に向け、うめきた（大阪
駅北地区）先行開発区域プロジェクト
｢グランフロント大阪｣ 建設工事中

２０１２年１１月下旬の百貨店グランド
オープンを目指し、「阪急百貨店Ⅱ期棟」
建設工事中

06Group Guide 2012

http://www.geohankyu.com/lp/
http://www.hanshin-hapia.jp/


1,200

900

600

300

1,034 1,023

（億円）

0

営業収益

甲子園歴史館では、高校野球、阪神タイガース、
甲子園球場の歴史を紹介。ガイドが案内する
「スタジアムツアー」も実施

阪急コミュニケーションズでは、宝塚歌劇関
連出版物のほか、多彩なジャンルの各種出版
物を刊行

地域に密着した番組を提供する
姫路ケーブルテレビやベイ・コミュ
ニケーションズ。地域にとってかけ
がえのない存在を目指しています。

六甲山上の各施設では現代アート
の祭典｢六甲ミーツ･アート 芸術散
歩｣などの催しを開催

宝塚歌劇 URL ： http://kageki.hankyu.co.jp/
阪神タイガース URL ： http://hanshintigers.jp/
阪神甲子園球場 URL ： http://www.hanshin.co.jp/koshien/

エンタテインメント･
コミュニケーション事業

エンタテインメント･コミュニケーション事業　グループ会社一覧

阪急電鉄㈱
阪神電気鉄道㈱
アイテックソフトウェア㈱
アイテック阪急阪神㈱
アイテック阪急阪神戦略パートナーズ投資事業組合
㈱ウエルネス阪神
㈱梅田芸術劇場
㈱エフエム・キタ

〈その他の団体〉
宝塚歌劇団

㈱システム技研
㈱宝塚クリエイティブアーツ
㈱宝塚舞台
㈱鳴尾ウォーターワールド
㈱阪急アドエージェンシー
㈱阪急アミューズメントサービス
㈱阪急コミュニケーションズ
阪神ケーブルエンジニアリング㈱

（学）宝塚音楽学校

㈱阪神コンテンツリンク
阪神総合レジャー㈱
㈱阪神タイガース
姫路ケーブルテレビ㈱
㈱ベイ・コミュニケーションズ
ユミルリンク㈱
六甲摩耶鉄道㈱

̶以上23社2団体

宝塚歌劇は、宝塚大劇場、東京宝塚劇場の両専
用劇場での通年公演のほか、全国各地でも公演

阪神タイガースは、プロ野球を通じて、お客様に感
動と喜びを与える、健全で優れたエンタテインメント
を提供

2011年にリニューアルされた、阪急梅田駅大型
映像媒体「BIG MAN（ビッグマン）」。特色ある広
告媒体を通じ、沿線に向けた情報発信を展開

全国的な人気を誇るプロ野球チーム「阪神タイガース」と、同球団のホームグラウンドであり、

また、春・夏の高校野球の舞台としても多くの野球ファンに親しまれている阪神甲子園球場、

「清く 正しく 美しく」をモットーに歴史を刻み、２０１４年には１００周年を迎える「宝塚歌劇」のほか、

演劇事業、音楽事業などを通じてさまざまな「ライブ」の感動をお届けしています。

また、沿線の魅力あふれる観光資源 神戸・六甲山では、

山上の自然や気候を巧みに生かした一大レジャー・文化ゾーンを形成しています。

さらに、広告事業や出版・ケーブルテレビなどのメディア事業に加え、

鉄道・病院などのシステムからE-コマースといったBtoCのＩＴソリューションに至るまで、

幅広い分野で情報通信事業を展開しています。

2010 2011（年度）

E n t e r t a i n m e n t  &  C o m m u n i c a t i o n s
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阪急阪神ビジネストラベル URL ： http://www.hhbt.co.jp/
阪急交通社 URL ： http://www.hankyu-travel.com/

阪急阪神エクスプレス URL ： http://www.hh-express.com/jp/

㈱阪急阪神交通社ホールディングス
㈱阪急交通社
㈱阪急阪神エクスプレス
㈱阪急阪神ビジネストラベル
㈱阪急トラベルサポート
㈱エアサーブ
阪神トラベル･インターナショナル㈱
㈱阪急阪神ロジパートナーズ
㈱スカイパッキング
㈱ホップス
阪急国際旅行社（中国）有限公司
ビアヘス阪神

HHE（英国）
HHE（ドイツ）
HHE（オランダ）
HHE（タイランド）
HHE（マレーシア）
HKL（マレーシア）
HHE（シンガポール）
HHE（フィリピン）
HCB（フィリピン）
HHL（フィリピン）
HHE（インドネシア）
HHE（ベトナム）

HHE（インド）
HHE（北京）
HHＳ（上海）
HIL（上海）
HHE（上海）
HHE（広州）
HHE（香港）
HHE（台湾）
HHE（韓国）
HHE（米国）

̶以上34社

〈各旅行ブランド〉

HKL＝HANKYU LOGISTICS
HHS＝HANKYU HANSHIN SINOTRANS INTERNATIONAL TRANSPORT

HCB＝HANKYU CUSTOMS BROKERAGE
H I L＝HANKYU HANSHIN INTERNATIONAL LOGISTICS

HHE＝HANKYU HANSHIN EXPRESS
HHL＝HANKYU HANSHIN LOGISTICS

阪急交通社では、主にトラピックスを
はじめ５ブランドの旅行商品を販売
展開しています。

阪急阪神ビジネストラベルは、国内・海外のネットワークを生かし
ビジネス旅行に必要なあらゆる手配とサポート体制を充実しています。 高度な情報ネットワークとグローバルネットワー

ク、主要拠点にある倉庫、空・海・陸の多種多
様な輸送モードを効率よく組み合わせたカスタ
ムメイド･ロジスティックで、お客様の要求に応え
物流におけるコスト削減と収益チャンスの拡大
を力強くサポートします。

旅行･国際輸送事業

旅行・国際輸送事業では、阪急交通社が旅行事業を、

阪急阪神エクスプレスが国際輸送事業を展開しています。

阪急交通社は、募集型企画旅行・手配団体旅行・外国人旅行などの企画旅行を取り扱い、

その子会社の阪急阪神ビジネストラベルが法人向け業務渡航を取り扱っています。

阪急阪神エクスプレスは、多様化する国や地域ごとのニーズに即応するため、

米州、欧州、東アジア、アセアン、日本・韓国の五極体制を確立し、

世界各地に現地法人や駐在員事務所を設置。経験豊かなスタッフが

グローバルネットワークを活用した物流全般のコーディネートを行い、

海外ビジネスを展開されているお客様を強力にサポートしています。

旅行･国際輸送事業　グループ会社一覧

2010 2011（年度）

T r a v e l  &  I n t e r n a t i o n a l  T r a n s p o r t a t i o n
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営業収益

ザ･リッツ･カールトン大阪 「大阪新阪急ホテル」の
客室改装は2012年
3月に完了

ホテル事業

ホテル事業　グループ会社一覧

㈱阪急阪神ホテルズ
㈱天橋立ホテル
㈱有馬ビューホテル
京浜サービス㈱

㈱高知新阪急ホテル
㈱第一ホテル九州
第一ホテルサービス㈱
宝塚ホテルサービス㈱

㈱阪急阪神レストランズ
㈱阪神ホテルシステムズ
㈱レムホテルズ西日本

̶以上11社

阪急阪神第一ホテルグループ URL： http://www.hankyu-hotel.com/
ザ・リッツ・カールトン大阪 URL： http://www.ritz-carlton.co.jp/

ホテル阪急インターナショナル 第一ホテル東京 2012年9月21日に、JR新大阪駅直結、
総客室数296室の「レム新大阪」が開業

阪急阪神第一ホテルグループは、直営ホテル17、

フランチャイズ方式などのチェーンホテル31の計48ホテルからなり、

総客室数10,000室を超える日本屈指のホテルグループです。（2012年7月末日現在）

総合機能型シティホテルから宿泊主体型のビジネスホテルまで幅広い業態のホテルを展開しており、

今後のチェーン規模の拡大に向けては、

「快眠」をコンセプトとする新業態ホテル「remm（レム）」を主軸に据え、ご好評をいただいている

日比谷、秋葉原、鹿児島に続き、2012年9月21日には新大阪で開業します。

また、阪急沿線を中心に、カジュアルなレストランやカフェなどの飲食事業も展開しています。

上記以外にも国際的な高級ホテルチェーンと提携して運営している「ザ・リッツ・カールトン大阪」があり、

開業以来、高い評価を得ています。
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営業収益

流通事業 URL： http://dentetsu.hankyu.co.jp/jigyo/retail.html

㈱阪急リテールズ 阪神商事㈱㈱いいなダイニング㈱ブックファースト ̶以上4社

「ダブルデイ」は新しさと懐かしさのMIXを表す「Retro 
Fusion～レトロフュージョン～」をブランドコンセプトと
するライフスタイルショップ。計17店舗を展開し、アン
ティーク家具や、インテリア雑貨などを取り揃え上質で
ベーシックなライフスタイルを提案しています。

日ごろ駅をご利用の方に便利なサービスと品揃えを提供する「す
てき生活」応援ショップ「アズナス」。2012年3月にリニューアル
した阪急梅田駅にある「アズナス 梅田3階店」では、環境に配
慮し、LED照明などを導入したほか、大型デジタルサイネージで
の情報発信で常に一歩先の利便性･快適性を提供しています。

お惣菜やお弁当など、バラエティ豊かな商品をリーズ
ナブルな価格で提供している「クックデリ御膳」。
2012年5月には、「クックデリ御膳 住道店」、7月には
「クックデリ御膳 岸和田カンカン店」をオープンし、計
23店舗展開しています。

阪急阪神沿線を中心に、首都圏にも展開する「ブック
ファースト」。新宿店ではポイントサービスを導入したほ
か、2012年2月には全店オンライン注文サービス
（e-hon）を開始するなど、より良いサービスの提供を目
指しています。

化粧品を中心に、バッグやアクセサリーなどのファッ
ショングッズを取り揃える「カラーフィールド」。駅ナカ
だけでなく、ショッピングセンターにも展開しています。
2012年3月には、「カラーフィールド 東梅田店」がリ
ニューアルオープンしました。

自分らしさを大切にする大人の女性に向けてのブラン
ド「キュール」は、エレガントをベースにしながらも
「キュート」「ラグジュアリー」「リラックス」をキーワード
に、遊びごころのあるディテールにこだわった商品で
スタイリッシュなカジュアルスタイルを提案しています。

流通事業
R e t a i l i n g

阪急リテールズでは、阪急阪神沿線を中心に、化粧品・服飾雑貨「カラーフィールド」、

首都圏および九州にも出店する家具・インテリア雑貨「ダブルデイ」、

コンビニエンスストア「アズナス」などの小売店舗を展開しています。

ブックファーストは書店「ブックファースト」の書籍販売事業を首都圏・関西圏で展開。

また、いいなダイニングは惣菜「クックデリ御膳」や「おにぎり家一粒」のショップ事業のほか、

炊飯・米飯惣菜の卸事業や給食事業を営んでおり、

阪神商事はレディスファッション「ルベール」、「アンドア」、「キュール」などを

首都圏・関西圏で展開しています。

流通事業　グループ会社一覧
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営業収益

駅徒歩0分、時間内手数料0円
どこよりも近くて便利な駅ナカATM
「Ｐａｔｓａｔ（パッとサッと）」

中央電設が施工した阪神甲子園球場の
太陽光発電設備

定期的に見学会などのイベントを開催している
葬祭サービス「エテルノ」

ＳＴＡＣＩＡカード URL： http://stacia.jp/

その他の事業

その他の事業　グループ会社一覧

㈱あしすと阪急
尼崎築港㈱
㈱池田名店街
オーエス㈱
関西テレビ放送㈱
神戸電鉄㈱
山陽自動車運送㈱
㈱シネモザイク

〈その他の団体〉
公益財団法人 阪急文化財団

㈱ステーションネットワーク関西
宝塚映像㈱
中央電設㈱
㈱東京楽天地
㈱鳥取砂丘会館
阪急コンストラクション・マネジメント㈱
阪急産業㈱
㈱阪急阪神カード

㈱阪急阪神ビジネスアソシエイト
㈱阪急阪神フィナンシャルサポート
阪急阪神保険サービス㈱
㈱阪急阪神ポイント
㈱阪急メディアックス
阪神園芸㈱
㈱ハンシン建設
阪神トラック㈱

̶以上24社1団体

（注）セグメント別営業収益のグラフは、セグメント間の内部取引などを含みます

電車でも百貨店でもポイントがたまる阪急阪神
エメラルドＳＴＡＣＩＡカード

ハンシン建設が施工した名塩道路下山口
改良下部工事

阪神園芸が植栽管理する西梅田地下道

阪急阪神カードでは、グループカード「STACIAカード」の発行ならびにSTACIAポイントの展開を通じて、

阪急阪神沿線を中心としたお客様からの支持向上と、阪急阪神ホールディングスグループ全体を横断した

販売促進活動を推し進めています。

また、阪急阪神沿線から広く展開する駅ナカＡＴＭ「Ｐａｔｓａｔ（パッとサッと）」を運営する

ステーションネットワーク関西や土木建築請負のハンシン建設、電気・設備・計装工事請負の中央電設、

造園緑化工事の阪神園芸、葬祭サービス「エテルノ」を提供する阪急メディアックスなど、

さまざまな分野で事業を展開しています。
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■アイテックソフトウェア（株）
TEL.06-6456-5618　FAX.06-6456-5250
〒553-0001　大阪府大阪市福島区海老江１丁目1番31号（阪神野田センタービル）
http://www.itec-software.co.jp/

■アイテック阪急阪神（株）
TEL.06-6456-5200　FAX.06-6456-5250
〒553-0001　大阪府大阪市福島区海老江１丁目1番31号（阪神野田センタービル）
http://www.itec.hankyu-hanshin.co.jp/

■アイテック阪急阪神戦略パートナーズ投資事業組合
TEL.03-6214-0260　FAX.03-6214-0261
〒104-0031　東京都中央区京橋1丁目4番13号（セントラル京橋ビル2階）

■（株）あしすと阪急
TEL.06-6373-5636　FAX.06-6373-5637
〒530-0012　大阪府大阪市北区芝田1丁目16番1号（阪急電鉄本社ビル12階） 
http://www.assist-hankyu.co.jp/

■尼崎築港（株）
TEL.03-5420-6381　FAX.03-5420-6383
〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿1丁目24番14号
http://www.amachiku.co.jp/
 
■（株）天橋立ホテル
TEL.0772-22-4111　FAX.0772-25-1681
〒626-0001　京都府宮津市字文珠310番地
http://www.amanohashidate-htl.co.jp/

■（株）有馬ビューホテル
TEL.078-904-2295　FAX.078-904-0993
〒651-1401　兵庫県神戸市北区有馬町池の尻292番2 
（有馬温泉 太閤の湯）http://www.taikounoyu.com/　（有馬ビューホテル うらら）http://www.arima-view.com/

■アルナ車両（株）
TEL.06-6383-1811　FAX.06-6383-1891
〒566-0013　大阪府摂津市阪急正雀1番2号（阪急電鉄株式会社正雀工場内）

■（株）いいなダイニング
TEL.06-6307-1391　FAX.06-6307-1394
〒532-0024　大阪府大阪市淀川区十三本町3丁目7番36号
http://www.iina-dining.co.jp/

■池田エルピーガス（株）
TEL.072-762-5451　FAX.072-762-5452
〒563-0035　大阪府池田市豊島南2丁目10番15号

■（株）池田名店街
TEL.072-751-7211　FAX.072-754-0020
〒563-0056　大阪府池田市栄町2番1号

■（株）ウエルネス阪神
TEL.0798-40-5070　FAX.0798-40-5575
〒663-8177　兵庫県西宮市甲子園七番町1番27号 
http://www.wellness-h.com/

■（株）梅田芸術劇場
TEL.06-6377-3824　FAX.06-6377-3889
〒530-0013　大阪府大阪市北区茶屋町19番1号
http://www.umegei.com/

■（株）梅田センタービル
TEL.06-6373-9981　FAX.06-6373-9983
〒530-0015　大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号（梅田センタービル内） 
http://www.ucb.co.jp/

■（株）エアサーブ
TEL.03-6745-8230　FAX.03-6745-8234
〒153-0042　東京都目黒区青葉台3丁目6番28号（住友不動産青葉台タワー5階）
http://www.airserve.co.jp/

■（株）エフエム・キタ
TEL.06-6343-7890　FAX.06-6343-7895
〒530-8281　大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号（ハービスPLAZA3階） 
http://www.be-happy789.com/

■オーエス（株）
TEL.06-6361-3554　FAX.06-6361-2886
〒530-0017　大阪府大阪市北区角田町1番1号（東阪急ビル） 
http://www.osgroup.co.jp/

■大阪空港交通（株）
TEL.06-6845-7085　FAX.06-6849-1745
〒563-0034　大阪府池田市空港1丁目9番10号 
http://www.okkbus.co.jp/

■大阪ダイヤモンド地下街（株）
TEL.06-6348-8931　FAX.06-6348-8930
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1丁目　大阪駅前ダイヤモンド地下街1号 
http://www.diamor.jp/

■大阪阪神タクシー（株）
TEL.06-6996-3233　FAX.06-6996-7976
〒570-0041　大阪府守口市東郷通3丁目8番18号
http://www.hanshin.co.jp/taxi-osaka/

■（株）オムテック
TEL.06-6843-8645　FAX.06-6843-8652
〒563-0034　大阪府池田市空港2丁目1番11号（大阪国際空港内） 
http://www.omtec.co.jp/

■関西テレビ放送（株）
TEL.06-6314-8888　FAX.06-6314-8118
〒530-8408　大阪府大阪市北区扇町2丁目1番7号
http://www.ktv.co.jp/ 

■北大阪急行電鉄（株）
TEL.06-6865-0601　FAX.06-6866-0254
〒561-0872　大阪府豊中市寺内2丁目4番1号（緑地駅ビル8階） 
http://www.kita-kyu.co.jp/

■京浜サービス（株）
TEL.03-3597-9577　FAX.03-3506-0444
〒105-0004　東京都港区新橋1丁目17番8号（TKK新橋ビル4階）

■（株）高知新阪急ホテル
TEL.088-873-1111　FAX.088-873-1145
〒780-8561　高知県高知市本町4丁目2番50号
http://hotel.kochi-newhankyu.co.jp/

■神戸高速興業（株）
TEL.078-371-1011　FAX.078-351-1607
〒650-0015　兵庫県神戸市中央区多聞通3丁目3番9号
http://www.kobe-kousoku.jp/

■神戸高速鉄道（株）
TEL.078-351-0881　FAX.078-351-1607
〒650-0015　兵庫県神戸市中央区多聞通3丁目3番9号
http://www.kobe-kousoku.jp/

■神戸電鉄（株）
TEL.078-576-8651　FAX.078-576-8759
〒652-0811　兵庫県神戸市兵庫区新開地1丁目3番24号
http://www.shintetsu.co.jp/ 

■国際文化公園都市（株）
TEL.06-6949-1201　FAX.06-6945-7211
〒540-0012　大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号（NSビル8階）
http://www.saito-kokubun.co.jp/

■山陽自動車運送（株）
TEL.06-6458-5522　FAX.06-6458-6299
〒553-0002　大阪府大阪市福島区鷺洲1丁目9番2号
http://www.sanyo.hanshin.co.jp/

■（株）システム技研
TEL.06-6344-2875　FAX.06-6344-2698
〒553-0001　大阪府大阪市福島区海老江１丁目１番31号（阪神野田センタービル）
http://www.sys-giken.co.jp/

■（株）シネモザイク
TEL.078-360-0700　FAX.078-360-0702
〒650-0044　兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目6番1号（MOSAIC内）
http://www.kobe-mosaic.co.jp/

■（株）スカイパッキング
TEL.0479-76-6031　FAX.0479-76-6032
〒289-2231　千葉県香取郡多古町飯笹字蛭ヶ谷36-5

■（株）ステーションネットワーク関西
TEL.06-6292-0310　FAX.06-6374-8530
〒530-0012　大阪府大阪市北区芝田1丁目4番8号（北阪急ビル8階）
http://www.patsat.co.jp/

■（株）スマイル
TEL.06-6866-3150　FAX.06-6866-3149
〒561-0832　大阪府豊中市庄内西町5丁目1番24号（阪急バス株式会社内）
http://smile.hankyu.co.jp/

■千里朝日阪急ビル管理（株）
TEL.06-6873-2608　FAX.06-6873-2614
〒560-0082　大阪府豊中市新千里東町1丁目5番3号（千里朝日阪急ビル内）
http://www.senri-asahi-hankyu-bld.co.jp/

■（株）第一ホテル九州
TEL.0823-20-1111　FAX.0823-20-1120
〒737-0051　広島県呉市中央1丁目1番1号
（呉阪急ホテル）http://www.kurehankyu.jp/

■第一ホテルサービス（株）
TEL.03-3591-9855　FAX.03-3591-9890
〒105-0004　東京都港区新橋1丁目2番6号
http://www.dhservice.co.jp/

■宝塚映像（株）
TEL.0797-87-1551　FAX.0797-85-6817
〒665-0845　兵庫県宝塚市栄町2丁目10番14号（宝塚新興産ビル）

■（株）宝塚クリエイティブアーツ
TEL.0797-85-6810　FAX.0797-85-6399
〒665-0845　兵庫県宝塚市栄町1丁目1番57号
http://www.tca-pictures.net/ 

■（株）宝塚舞台
TEL.0797-85-6230　FAX.0797-85-6235
〒665-0845　兵庫県宝塚市栄町1丁目1番57号（ちどりビル3階）
http://www.takarazuka-butai.co.jp/

■ 宝塚ホテルサービス（株）
TEL.0797-85-2604　FAX.0797-85-7760
〒665-0004　兵庫県宝塚市梅野町1番46号（宝塚ホテル内）

■丹後海陸交通（株）
TEL.0772-42-0326　FAX.0772-42-0349
〒629-2301　京都府与謝郡与謝野町字上山田641番地1
http://www.tankai.jp/
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■中央電設（株）
TEL.06-6453-8720　FAX.06-6453-8740
〒553-0001　大阪府大阪市福島区海老江1丁目1番31号（阪神野田センタービル14階） 
http://www.cde.co.jp/

■（株）東京楽天地
TEL.03-3631-3122　FAX.03-3632-3121
〒130-8535　東京都墨田区江東橋4丁目27番14号
http://www.rakutenchi.co.jp/

■（株）鳥取砂丘会館
TEL.0857-22-6835　FAX.0857-27-8090 
〒689-0105　鳥取県鳥取市福部町湯山2164番地 
http://www.sakyu.gr.jp/ 

■（株）鳴尾ウォーターワールド
TEL.0798-42-2161　FAX.0798-42-2162
〒663-8142　兵庫県西宮市鳴尾浜3丁目13番地
http://www.reso.jp/

■西大阪高速鉄道（株）
TEL.06-6345-0655　FAX.06-6345-0656
〒553-8553　大阪府大阪市福島区海老江1丁目1番24号
http://www.nishiosaka-railway.co.jp/

■西山ドライブウエイ（株）
TEL.075-311-3731　FAX.075-311-3378
〒615-0063　京都府京都市右京区西院北井御料町10番地 
http://www.parkway-hankyu.com/

■ニッポンレンタカー阪急（株）
TEL.06-6853-2704　FAX.06-6853-2719
〒563-0034　大阪府池田市空港1丁目9番10号
http://www.nr-hankyu.com/

■能勢電鉄（株）
TEL.072-792-7200　FAX.072-792-7760
〒666-0121　兵庫県川西市平野1丁目35番2号
http://noseden.hankyu.co.jp/

■（株）ハックス阪神
TEL.0798-49-2214　FAX.0798-40-0655
〒663-8142　兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目1番地12

■（株）阪急アドエージェンシー
TEL.06-6373-6801　FAX.06-6373-3803
〒530-0012　大阪府大阪市北区芝田1丁目4番8号（北阪急ビル9階）
http://www.hankyu-ad.jp/

■（株）阪急アミューズメントサービス
TEL.0797-85-6212　FAX.0797-85-6300
〒665-8558　兵庫県宝塚市栄町1丁目1番57号
http://www.gardenfields.jp/

■阪急インベストメント・パートナーズ（株）
TEL.06-6341-8950　FAX.06-6341-8956
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1丁目12番39号（新阪急ビル7階）
http://www.hankyu-ip.com/

■阪急観光バス（株）
TEL.06-6458-7683　FAX.06-6458-7893
〒531-0071　大阪府大阪市北区中津7丁目7番19号
http://www.hankyu.k-bus.co.jp/

■（株）阪急交通社
TEL.06-4795-5700　FAX.06-4795-5724
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号（ハービスOSAKA内）
http://www.hankyu-travel.com/

■（株）阪急コミュニケーションズ
TEL.03-5436-5701　FAX.03-5436-5746
〒153-8541　東京都目黒区目黒1丁目24番12号
http://www.hankyu-com.co.jp/

■阪急コンストラクション・マネジメント（株）
TEL.06-4397-0800　FAX.06-4397-0801
〒542-0076　大阪府大阪市中央区難波4丁目7番14号（難波阪神ビル8階）
http://www.hankyu-cm.jp/ 

■阪急産業（株）
TEL.06-6377-1196　FAX.06-6377-1159
〒530-0013　大阪府大阪市北区茶屋町19番19号（アプローズタワー12階）
http://www.hsangyo.co.jp/

■阪急設計コンサルタント（株）
TEL.06-6359-2752　FAX.06-6359-2781
〒530-0012　大阪府大阪市北区芝田1丁目4番8号（北阪急ビル4階） 
http://sekkei.hankyu.co.jp/

■阪急タクシー（株）
TEL.06-6863-6007　FAX.06-6863-5455
〒561-0853　大阪府豊中市服部南町3丁目5番12号 
http://www.hankyu-taxi.co.jp/

■阪急田園バス（株）
TEL.0797-91-0414　FAX.0797-91-1308
〒669-1211　兵庫県宝塚市大原野字南大中8番地の1
http://bus.hankyu.co.jp/denen/denen.html

■阪急電鉄（株）
TEL.06-6373-5085　FAX.06-6373-5670
〒530-8389　大阪府大阪市北区芝田1丁目16番1号
http://dentetsu.hankyu.co.jp/

■（株）阪急ドライビングスクール服部緑地
TEL.06-6863-4490　FAX.06-6863-5537
〒561-0811　大阪府豊中市若竹町2丁目1番3号 
http://www.hankyu-ds.co.jp/

■（株）阪急トラベルサポート
TEL.06-4795-5740　FAX.06-4795-5742
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号（ハービスOSAKA14階）
http://www.hts-net.co.jp/ 

■（株）阪急仁川スポーツガーデン
TEL.0798-53-3211　FAX.0798-53-3212
〒662-0811　兵庫県西宮市仁川町6丁目15番22号 
http://www.nigawa-tennis.com/

■（株）阪急ハウジングサポート
TEL.06-6313-8987　FAX.06-6313-8982
〒530-0017　大阪府大阪市北区角田町1番1号（東阪急ビルディング内）
http://www.hankyu-hs.co.jp/

■阪急バス（株）
TEL.06-6866-3112　FAX.06-6866-3142
〒561-8561　大阪府豊中市庄内西町5丁目1番24号
http://bus.hankyu.co.jp/

■（株）阪急阪神エクスプレス
TEL.06-4795-5700　FAX.06-4795-5724
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号（ハービスOSAKA内）
http://www.hh-express.com/jp/

■（株）阪急阪神エムテック
TEL.072-641-0311　FAX.072-641-0322
〒567-0065　大阪府茨木市上郡2丁目14番4号
http://www.mtech.hankyu-hanshin.co.jp/

■（株）阪急阪神カード
TEL.06-6373-5737　FAX.06-6373-5738
〒530-0012　大阪府大阪市北区芝田1丁目16番1号（阪急電鉄本社ビル6階） 
http://stacia.jp/

■阪急阪神クリーンサービス（株）
TEL.06-6343-9057　FAX.06-6343-8779
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1丁目12番39号（新阪急ビル12階）

■（株）阪急阪神交通社ホールディングス
TEL.06-4795-5700　FAX.06-4795-5724
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号（ハービスOSAKA16階）
http://hhe-hd.hankyu-hanshin.co.jp/ 

■阪急阪神テクノサービス（株）
TEL.06-6343-9173　FAX.06-6343-8783
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1丁目12番39号（新阪急ビル12階）

■（株）阪急阪神電気システム
TEL.06-4805-6605　FAX.06-4805-6607
〒532-0024　大阪府大阪市淀川区十三本町3丁目7番11号
http://www.hhes.hankyu-hanshin.co.jp/

■阪急阪神ハイセキュリティサービス（株）
TEL.06-6110-5590　FAX.06-6110-5589
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1丁目12番39号（新阪急ビル2階）

■（株）阪急阪神ビジネスアソシエイト
TEL.06-6373-5556　FAX.06-6373-5742
〒530-0012　大阪府大阪市北区芝田1丁目16番1号（阪急電鉄本社ビル14階）
http://www.hhba.hankyu-hanshin.co.jp/

■（株）阪急阪神ビジネストラベル
TEL.06-4795-5781　FAX.06-4795-5789
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号（ハービスOSAKA9階）
http://www.hhbt.co.jp/

■阪急阪神ビルマネジメント（株）
TEL.06-6343-9003　FAX.06-6343-8525
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1丁目12番39号（新阪急ビル）
http://www.hhbm.hankyu-hanshin.co.jp/

■（株）阪急阪神フィナンシャルサポート
TEL.06-6373-5067　FAX.06-6373-5042
〒530-0012　大阪府大阪市北区芝田1丁目16番1号（阪急電鉄本社ビル5階）

■阪急阪神保険サービス（株）
TEL.06-6345-8832　FAX.06-6345-8877
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1丁目12番39号（新阪急ビル）
http://hoken.hankyu-hanshin.co.jp/ 

■（株）阪急阪神ホテルズ
TEL.06-6372-5231　FAX.06-6372-5234
〒530-8310　大阪府大阪市北区芝田1丁目1番35号
http://www.hankyu-hotel.com/

■（株）阪急阪神ポイント
TEL.06-6373-0521　FAX.06-6373-5738
〒530-0012　大阪府大阪市北区芝田1丁目16番1号（阪急電鉄本社ビル６階）

■阪急阪神レールウェイ・テクノロジー（株）
TEL.06-6889-8310　FAX.06-6889-8322
〒532-0024　大阪府大阪市淀川区十三本町3丁目1番14号

■（株）阪急阪神レストランズ
TEL.06-6343-6780　FAX.06-6343-6787
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1丁目12番39（新阪急ビル8階）
http://www.hhr.co.jp

■（株）阪急阪神ロジパートナーズ
TEL.06-6614-7056　FAX.06-6614-7060
〒559-0031　大阪府大阪市住之江区南港東4-11-93(阪急阪神大阪カーゴターミナル内)
http://www.hh-express.com/hlp/

■阪急不動産（株）
TEL.06-6313-3340　FAX.06-6313-1283
〒530-0017　大阪府大阪市北区角田町1番1号（東阪急ビルディング内）　 
http://www.hankyurealty.jp/

■（株）阪急メディアックス
TEL.0798-66-8835　FAX.0798-66-8836
〒663-8202　兵庫県西宮市高畑町2番27号
http://www.eterno.jp/

■阪急リート投信（株）
TEL.06-6376-6821　FAX.06-6376-6850
〒530-0013　大阪府大阪市北区茶屋町19番19号（アプローズタワー19階）
http://www.hankyu-rt.jp/
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http://www.hankyu-com.co.jp/
http://www.hankyu-cm.jp/
http://www.hsangyo.co.jp/
http://sekkei.hankyu.co.jp/
http://bus.hankyu.co.jp/denen/denen.html
http://www.hankyu-taxi.co.jp/
http://dentetsu.hankyu.co.jp/
http://www.hankyu-ds.co.jp/
http://www.hts-net.co.jp/
http://www.nigawa-tennis.com/
http://www.hankyu-hs.co.jp/
http://bus.hankyu.co.jp/
http://www.hh-express.com/jp/
http://www.mtech.hankyu-hanshin.co.jp/
http://stacia.jp/
http://hhe-hd.hankyu-hanshin.co.jp/
http://www.hhes.hankyu-hanshin.co.jp/
http://www.hhba.hankyu-hanshin.co.jp/
http://www.hhbt.co.jp/
http://www.hhbm.hankyu-hanshin.co.jp/
http://hoken.hankyu-hanshin.co.jp/
http://www.hankyu-hotel.com/
http://www.hhr.co.jp
http://www.hh-express.com/hlp/
http://www.hankyurealty.jp/
http://www.eterno.jp/
http://www.hankyu-rt.jp/


グループ一覧 ■中核会社　■都市交通事業　■不動産事業　■エンタテインメント・コミュニケーション事業　■旅行・国際輸送事業　■ホテル事業　■流通事業　■その他の事業

■（株）阪急リテールズ
TEL.06-6373-5346　FAX.06-6373-5639
〒530-0012　大阪府大阪市北区芝田1丁目16番1号（阪急電鉄本社ビル10階）
http://www.hankyu-retails.co.jp/

■（株）阪急レールウェイサービス
TEL.06-6373-5325　FAX.06-6373-5279
〒530-0012　大阪府大阪市北区芝田1丁目16番1号（阪急電鉄本社ビル内）

■阪神園芸（株）
TEL.0798-47-3538　FAX.0798-41-4116
〒663-8165　兵庫県西宮市甲子園浦風町16番24号 
http://www.hanshin.co.jp/engei/

■阪神ケーブルエンジニアリング（株）
TEL.0798-48-1320　FAX.0798-48-1811
〒663-8186　兵庫県西宮市上鳴尾町27番11号
http://www.hanshin.co.jp/hce/

■（株）ハンシン建設
TEL.06-6105-3030　FAX.06-6473-3380
〒555-0001　大阪府大阪市西淀川区佃2丁目10番5号
http://www.hanshin-const.co.jp/

■（株）阪神コンテンツリンク
TEL.06-6347-6514　FAX.06-6456-3027
〒553-0001　大阪府大阪市福島区海老江1丁目1番31号（阪神野田センタービル10階）
http://www.hcl-c.com/

■阪神車両メンテナンス（株）
TEL.06-6481-7793　FAX.06-6481-2909
〒660-0826　兵庫県尼崎市北城内116番地 
http://hccweb5.bai.ne.jp/~hel77101/

■阪神商事（株）
TEL.06-6458-1391　FAX.06-6458-4013
〒553-0003　大阪府大阪市福島区福島6-2-6（大阪安藤ビル2階）
http://www.hanshin-shouji.com/

■（株）阪神ステーションネット
TEL.06-6347-6603　FAX.06-6347-6605
〒553-0001　大阪府大阪市福島区海老江1丁目1番31号（阪神野田センタービル15階）
http://www.hanshin-stationnet.co.jp/

■阪神総合レジャー（株）
TEL.06-6456-5020　FAX.06-6453-3201
〒553-8553　大阪府大阪市福島区海老江1丁目1番24号

■（株）阪神タイガース
TEL.0798-46-1515　FAX.0798-46-3555
〒663-8152　兵庫県西宮市甲子園町2番33号
http://hanshintigers.jp/

■阪神タクシー（株）
TEL.0798-46-6021　FAX.0798-47-2202
〒663-8142　兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目1番地の12
http://www.hanshin-taxi.co.jp/

■阪神電気鉄道（株）
TEL.06-6457-2123　FAX.06-6457-2141
〒553-8553　大阪府大阪市福島区海老江1丁目1番24号
http://www.hanshin.co.jp/

■阪神トラック（株）
TEL.075-312-6671　FAX.075-315-3251
〒615-0042　京都府京都市右京区西院東中水町8番地

■阪神トラベル・インターナショナル（株）
TEL.03-3538-0650　FAX.03-3538-0668
〒104-0031　東京都中央区京橋2丁目9番2号（第一ぬ利彦ビル9階）
http://www.hanshin-travelintl.com/

■阪神バス（株）
TEL.06-6416-1351　FAX.06-6412-0335
〒660-0072　兵庫県尼崎市大庄川田町108番地の１
http://www.hanshin-bus.co.jp/

■阪神不動産（株）
TEL.06-4798-7601　FAX.06-4798-7602
〒553-0001　大阪府大阪市福島区海老江1丁目1番31号（阪神野田センタービル17階） 
http://www.hanshin.co.jp/fudo/

■（株）阪神ホテルシステムズ
TEL.06-6347-6259　FAX.06-6347-6272
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号

■姫路ケーブルテレビ（株）
TEL.079-282-2111　FAX.079-224-6633
〒670-0964　兵庫県姫路市豊沢町135番地（姫路大同生命ビル7階）
http://www.winknet.ne.jp/

■（株）ブックファースト
TEL.06-6373-5375　FAX.06-6373-5018
〒530-0012　大阪府大阪市北区芝田1丁目16番1号（阪急電鉄本社ビル10階）
http://www.book1st.net/

■（株）ベイ・コミュニケーションズ
TEL.06-6450-1173　FAX.06-6450-1181
〒553-0001　大阪府大阪市福島区海老江1丁目1番31号（阪神野田センタービル4階）
http://baycom.jp/

■北神急行電鉄（株）
TEL.078-581-1070　FAX.078-583-5269
〒651-1243　兵庫県神戸市北区山田町下谷上字大橋27番地
http://www.hokushinkyuko.co.jp/

■（株）ホップス
TEL.03-6745-7507　FAX.03-6745-7508
〒105-0003　東京都港区新橋3丁目3番9号（KHD東京ビル8階）
http://www.hops-japan.com/

■ユミルリンク（株）
TEL.03-6820-0088　FAX.03-5791-3262
〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿4丁目3番8号（KDX恵比寿ビル4階）
http://www.ymir.co.jp/

■リッツ（株）
TEL.06-6845-7140　FAX.06-6845-0626
〒560-0034　大阪府池田市空港1丁目9番10号
http://www.lits.co.jp/

■（株）レムホテルズ西日本
TEL.06-6372-5231　FAX.06-6372-5234
〒530-8310　大阪府大阪市北区芝田1丁目1番35号

■六甲摩耶鉄道（株）
TEL.078-894-2071　FAX.078-894-2088
〒657-0101　兵庫県神戸市灘区六甲山町一ヶ谷1番32号（六甲山上駅2階）
http://www.rokkosan.com/

■宝塚歌劇団
〒665-8585　兵庫県宝塚市栄町1丁目1番57号
http://kageki.hankyu.co.jp/

■（学）宝塚音楽学校
TEL.0797-85-6378　FAX.0797-84-5878
〒665-0844　兵庫県宝塚市武庫川町1番1号 
http://www.tms.ac.jp/

■公益財団法人 阪急文化財団
TEL.072-751-3185　FAX.072-751-3302
〒563-0058　大阪府池田市栄本町12番27号
http://www.hankyu-bunka.or.jp/

■公益財団法人 都市活力研究所
TEL.06-6344-2665　FAX.06-6344-2668
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1丁目12番39号（新阪急ビル9階）
http://www.urban-ii.or.jp/

阪急交通社 海外現地法人その他の団体
■ HANKYU INTERNATIONAL CHINA CO., LTD. 
BEIJING OFFICE 
TEL.86-10-8454-9169　FAX.86-10-8454-9190 
7C Oriental Kenza Plaza Office 
Building 48 Dongzhimen Wai St. 
Dongcheng District, Beijing, China 

SHANGHAI BRANCH 
TEL.86-21-6380-0278　FAX.86-21-6380-2578 
Room No.1119, 228 Meiyuan Road, Shanghai, 
P.R. of China 

■ VIA JES HANSHIN S.A. 
MADRID BRANCH 
TEL.34-91-445-0028　FAX.34-91-445-4006 
C/Carranza, 25-6-5, 28004
Madrid, Spain

ROMA BRANCH 
TEL.39-06-474-3108　FAX.39-06-474-3126 
VIA TORINO, 150, 00184, 
Roma, Italy
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■MILANO OFFICE 
TEL.39-02-2940-3690　FAX.39-02-2941-9546 
Corso Buenos Aires 2, 20124 Milano, Italy
 
■DUBAI OFFICE 
TEL.971-4-881-9382　FAX.971-4-881-9381 
Room G32 LOB9, Jebel Ali Free Zone, Dubai, 
UAE. 
(M) P.O.Box 61475, Jebel Ali Freezone, U.A.E.
 

■VIENNA OFFICE 
TEL.43-2232-798-11395　FAX.43-2232-798-11397 
C/O CARGO PARTNER GMBH. 
P.O.Box1, Airportstrasse, 
2401 Fischamend, Austria
 
■MOSCOW OFFICE 
TEL.7-495-258-1405　FAX.7-495-258-1405 
office 1225, Entrance6.World Trade Center,
Krasnopresnenskaya Nab.,12.
Moscow 123610 Russia

■旅行・国際輸送事業阪急阪神エクスプレス 海外現地法人 

阪急阪神エクスプレス 海外駐在員事務所  

http://holdings.hankyu-hanshin.co.jp/
阪急阪神ホールディングス グループガイド2012
発行日／2012年9月　発行／阪急阪神ホールディングス株式会社 グループ経営企画部（広報担当）
〒５30-0012　大阪府大阪市北区芝田1丁目16番1号　制作／株式会社阪急アドエージェンシー

■ HANKYU HANSHIN EXPRESS (英国) LTD. 
LONDON HQ 
TEL.44-1753-686-116　FAX.44-1753-681-633 
Unit A1, Calderway, Colnbrook, Slough, 
Berkshire, SL30BQ, U.K.

■ HANKYU HANSHIN EXPRESS (ドイツ) GMBH 
FRANKFURT HQ 
TEL.49-069-968641-0　FAX.49-069-968641-299 
Cargo City Sued, Geb.570, 
60549 Frankfurt, Germany

■ HANKYU HANSHIN EXPRESS (オランダ) B.V. 
AMSTERDAM HQ 
TEL.31-20-500-5300　FAX.31-20-500-5333 
Prestwickweg 2, 1118 LB Schiphol-Zuidoost, The Netherlands

■ HANKYU HANSHIN EXPRESS (タイランド) CO., LTD. 
BANGKOK HQ 
TEL.66-2-650-8010　FAX.66-2-650-7615 
TAC House, 7th Floor, No.1 Soi Ruamrudee, 
Ploenchit Rd, Lumpinee, Pathumwan, 
Bangkok 10330 Thailand
 
■ HANKYU HANSHIN EXPRESS (マレーシア) SDN. BHD. 
KUALA LUMPUR HQ
■ HANKYU LOGISTICS (マレーシア) SDN. BHD. 
TEL.60-3-8024-5088　FAX.60-3-8024-1788 
Lot 556 (1st Floor), Jalan Subang 3, Subang
Jaya Industrial Estate, 47610 Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

■ HANKYU HANSHIN EXPRESS (シンガポール) PTE. LTD.
SINGAPORE HQ 
TEL.65-6543-0688　FAX.65-6542-7183 
#01-10  Changi Cargo Agents Megaplex1, 
119 Airport Cargo Rd, Singapore 918104

■ HANKYU HANSHIN EXPRESS (フィリピン) INC. 
MANILA HQ
■ HANKYU CUSTOMS BROKERAGE (フィリピン) INC.
■ HANKYU HANSHIN LOGISTICS (フィリピン) INC. 
TEL.63-2-846-7205　FAX.63-2-846-7200 
Amvel Business Park,
BRGY.San Dionisio, Sucat,
Paranaque City, Philippines 1700

■ PT. HANKYU HANSHIN EXPRESS (インドネシア) 
JAKARTA HQ 
TEL.62-21-7919-9881　FAX.62-21-5591-1239
Wisma Aldiron Lantai 1 Suite #123, Jl. Gatot Soebroto Kav. 72
Jakarta Selatan 12780 Indonesia

■ HANKYU HANSHIN EXPRESS (ベトナム) CO.,LTD. 
HANOI HQ 
TEL.84-4-3941-3086　FAX.84-8-3948-7500
Dao Duy Anh Tower Room No.01
7th Floor9 Dao Duy Anh Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam      

■ HANKYU HANSHIN EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED. (インド) 
DELHI HQ 
TEL.91-124-473-2700　FAX.91-124-473-2799 
302-303 3rd Floor, JMDRegentPlaza, MG Road, 
Gurgaon, Haryana 122002, India 

■ HANKYU HANSHIN EXPRESS (北京)CO.,LTD.
BEIJING HQ 
TEL.＋86-10-6947-9987　FAX.＋86-10-6947-9976 
Room309-312, HuiYuan Palace Hotel,
No.16 Nanfaxin Fuqianjie, ShunPing Road,
Shunyi District, Beijing 101300, 
P.R.China

■ HANKYU HANSHIN SINOTRANS INTERNATIONAL TRANSPORT CO., LTD.
SHANGHAI HQ 
TEL.86-21-3252-2181　FAX.86-21-3252-2192 
Room A2 & B1-B3, Level 12, V-Capital Bldg, 
No.333 Xianxia Road, 
Changning District, Shanghai, 200336 
P.R.China
 
■ HANKYU HANSHIN INTERNATIONAL LOGISTICS (上海) CO., LTD.
SHANGHAI HQ 
TEL.86-21-3252-2185　FAX.86-21-3252-2192
Room A2 & B1-B3, Level 12, V-Capital Bldg, 
No.333 Xianxia Road,
Changning District, Shanghai, 200336  
P.R.China

■ HANKYU HANSHIN EXPRESS (上海) CO.,LTD. 
SHANGHAI HQ 
TEL.86-21-3252-2180　FAX.86-21-3252-2192 
Room A2 & B1-B3, Level 12, V-Capital Bldg, 
No.333 Xianxia Road, 
Changning District, Shanghai, 200336 
P.R.China

■ HANKYU HANSHIN EXPRESS (広州) LTD. 
GUANGZHOU HQ 
TEL.86-20-8363-4171　FAX.86-20-8363-4566 
Room No.2712 Yi An Plaza, No.33 Jian She 
Liu Ma Rd. Guangzhou, Guangdong, 510060 
P.R.China

■ HANKYU HANSHIN EXPRESS (香港) LTD. 
HONG KONG HQ 
TEL.852-3746-1111　FAX.852-2375-1662 
Unit 1101-1102 & 1117-1120, Level 
11,Tower I, Grand Century Place, 
193 Prince Edward Road West, Mongkok, 
Kowloon, Hong Kong 

■ HANKYU HANSHIN EXPRESS (台湾) LTD. 
TAIPEI HQ 
TEL.886-2-2506-3232　FAX.886-2-2503-5314 
14F.,No.37, Sec.3,Minguan East Rd. 
Zhongshan District,Taipei City,104 
Taiwan R.O.C.

■ HANKYU HANSHIN EXPRESS (韓国) CO., LTD. 
SEOUL HQ 
TEL.82-2-752-1004　FAX.82-2-752-1135 
3rd Floor, Jungan Building, 57-10 
Seosomun-dong, Chung-ku, Seoul, 100-814, 
Korea

■ HANKYU HANSHIN EXPRESS (米国) INC. 
HEADQUARTER 
TEL.1-630-285-7100　FAX.1-630-773-1498 
909 W.Irving Park Road,
Itasca, IL 60143 U.S.A. 
 
 

http://holdings.hankyu-hanshin.co.jp/

