Corporate Profile

プロフィール

グループネットワーク

■ 会社概要

Joshinグループネットワーク
（合計234店舗）

社
名
本 社 所 在 地
創
設
売

業
立
高

上

資
本
金
上場証券取引所
従 業 員 数

上新電機株式会社／Joshin Denki Co.,Ltd.
〒556-8550 大阪市浪速区日本橋西1-6-5
TEL 06-6631-1221
昭和23年（1948年）5月11日
昭和25年（1950年）2月2日
3,723億85百万円・連結（平成27年3月期）
3,644億73百万円・単体（平成27年3月期）
151億21百万円
東証1部
2,888名（男子 2,515名、女子 373名／平成27年3月末、役員除く）
連結ベース

役

グ
事

員

ル
業

ー
内

プ
容

（ 平成27年3月末現在）
234店舗（RC 184、関係会社 38、FC 12）
24カ所（平成27年6月15日現在）

子会社・関係会社

北信越ジョーシン株式会社
ジョーシンサービス株式会社
ジョーシンテック株式会社
ジェー・イー・ネクスト株式会社
兵庫京都ジョーシン株式会社
東海ジョーシン株式会社
関東ジョーシン株式会社
滋賀ジョーシン株式会社
和歌山ジョーシン株式会社
中四国ジョーシン株式会社
ジェイ・ホビー株式会社
ジャプロ株式会社

社員数3,698名（平成27年3月期末）
平均臨時従業員数3,351名（平成27年3月期末）

代表取締役会長
代表取締役社長
代表取締役副社長
代表取締役専務
常務取締役
取締役		
取締役		
取締役		
取締役		
取締役		
社外取締役
監査役（常勤）
社外監査役（常勤）
監査役（常勤）
社外監査役

土井
中嶋
金谷
宇多
西岡
横山
尾上
浄弘
前平
田中
岩田
山﨑
保田
杉原
表

栄次
克彦
隆平
敏彦
裕
晃一
公一
晴義
哲男
幸治
直樹
岩夫
春久
宣宏（予定）
久守

家電製品、情報通信機器、エンターテインメント商品
および住宅設備機器とこれらに関連する商品の販売
と付帯事業。配送、据付、修理および保守業務。子会社、
FCへの商品供給。長期修理保証業務。

■ 組織図

店
舗
数
サービスセンター

取締役会

フランチャイズ

株式会社オオカド
あさか電器株式会社
トヨタ生活協同組合
株式会社三河シーエルイー
有限会社舞鶴電気商会
北電商販株式会社
株式会社ムラウチ電気
株式会社サンワドー

取

りそな銀行
三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
名古屋銀行 他

引

銀

行

ホームページアドレス

取締役会長

取締役社長

家電・AV・情報機器の販売をベースにしたJoshinをはじめ、

中古買取カウンターといったコーナーブランドを取り揃え、
幅広いお客さまのニーズにお応えしております。

4,500
4,000

関西営業部

CS推進部
商品部
販売促進部
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経常利益︵百万円︶

売上高︵億円︶

8,000

0
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（計画）
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リユースビジネス推進センター

12,000

3,500

500

■ 136店舗
■ 12店舗
■ 3店舗

東北地区
■ 2店舗
■ 1店舗

■ 2店舗
関東地区
■ 17店舗
■ 1店舗
四国地区

東海地区

■ 2店舗

■ 29店舗
■ 3店舗

マザーピア
医薬品はもちろん、化粧品、ベビー
用品、生活雑貨、そして人気の100
円ショップなど、多彩な品揃えで、
幅広い年代層の方から支持をいた
だいております。

J＆P

中古買取カウンター

パ ーソナ ル ユ ー スからビジ ネス
ユースまで、高速ブロードバンド時
代の快適なパソコン環境を提案す
る情報機器およびデジタル商品の
専門店です 。パソコン、デジタル
カメラの高額買取も実施していま
す。

パソコン・デジタルカメラ・液晶／
プラズマTV・ブルーレイ／DVDレ
コーダーなどをリユースすること
により、資源の有効活用と循環型
社会の構築に協力しています。

DISC・PIER

メガウォッチ

音楽・映像ソフト・TVゲームを豊富
に取り揃え、あらゆるジャンルにわ
たるファンのニーズにお応えして
います。

腕時計・ブランドバッグ・アクセサ
リーの専門コーナー。人気商品の
充実した品揃えはもちろん、長期
保証制度で高級腕時計のご購入に
も安心のサービスを提供していま
す。

キッズランド

BOOK-OFF

ファミリー志向の総合エンターテ
インメントショップ 。おもちゃ、模
型、TVゲームの専門店です。

中古書の買取・販売の専門ショッ
プのBOOK-OFFにフランチャイ
ジー加盟しています。

スマートライフ推進部

14,000

H：平成
売上高
経常利益

■ 2店舗

あらゆる世代に対応する生活シー
ンを提案。商品の販売はもちろん、
お届けから工事、修理まで一貫し
た体制で、お客さまのさまざまな
ニーズにスピーディーにお応えし
ます。

JFC営業部

5,000

北海道地区

■ 14店舗

Joshin

法人営業部

■ 業績／売上高の推移
（連結）

■ 10店舗
北陸地区

さまざまなストアブランドやキッズランド、
メガウォッチ、

J-web営業部

平成27年4月1日現在

信越地区

J＆PやDISC・PIER 、マザーピア、Joshin OUTLETなど

J＆E営業部

監査役

近畿地区

中国地区

東京東海営業部
監査役会

時代やニーズに即した、
ストアブランドを取り揃えています。

http://www.joshin.co.jp/

営業本部

※平成27年3月末現在

■ レギュラー店舗
■ 関係会社店舗
■ フランチャイズ店舗

地域営業支援本部

営業統轄部
物流管理センター

※スーパーキッズランドは「 キッズランド」業態
の単独店舗です。

でんでんタウン協栄会事務局
経営企画本部

経営企画部
開発部
建設部
総務部

経営管理本部

経理部
情報システム部

Joshin OUTLET

TSUTAYA

循環型社会をめざし、独自に構築
した社内流通システムにより、お客
さまに
“より安く”商品を提供いた
します。

DVDやCDなどパッケージメディ
ア を 集 積したレン タ ル ショップ
TSUTAYAにフランチャイジー加
盟しています。

CSR推進室
監査部
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グループネットワーク
尼崎杭瀬店

〒660-0821 兵庫県尼崎市梶ケ島19-1

06-6481-2411

和歌山県

半田店

〒475-0805 愛知県半田市浜田町3-8-1

0569-26-1811

つかしん店

〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1

06-6426-2211

和歌山北店

〒640-8442 和歌山市平井120-1

073-455-6111

小牧店

〒485-0033 愛知県小牧市郷中1-50

0568-71-5911

西宮ガーデンズ店 〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14-2

0798-68-6311

和歌山店

〒641-0006 和歌山市中島368

073-425-1414

高蔵寺店

〒487-0011 愛知県春日井市中央台1-2-2

0568-91-8611

■ 関西営業部

西宮今津店

0798-32-8001

海南店

〒642-0031 和歌山県海南市築地1-97

073-483-3551

稲沢店

〒492-8601 愛知県稲沢市長野7-1-2

0587-22-3111

〒556-8550 大阪市浪速区日本橋西1-6-5

伊丹昆陽イオンモール店 〒664-0027 兵庫県伊丹市池尻4-1-1

072-778-6911

有田川店

〒643-0032 和歌山県有田郡有田川町天満291-1

0737-52-4911

蟹江店

〒497-0038 愛知県海部郡蟹江町桜1-212

0567-94-2011

中山寺店

〒665-0874 兵庫県宝塚市中筋5-10-27

0797-89-0211

御坊店

〒644-0002 和歌山県御坊市薗336-1

0738-23-2111

■ 上新電機
（株）本社
〒556-8550 大阪市浪速区日本橋西1-6-5

06-6631-1221

大阪市

岐阜県

川西店

〒666-0024 兵庫県川西市久代6-1-5

072-758-7211

田辺店

〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町1619-1

0739-24-1924

J&Pテクノランド

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-6-7

06-6634-1211

川西ダイエー店

〒666-0124 兵庫県川西市多田桜木1-1-1

072-793-1401

有田店

〒649-0316 和歌山県有田市宮崎町102-1

0737-82-3011

瑞穂店

日本橋１ばん館

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-1-11

06-6634-2111

豊岡店

〒668-0013 兵庫県豊岡市中陰553

0796-26-5211

岩出店

〒649-6235 和歌山県岩出市西野25

0736-61-7411

岐阜カラフルタウン店 〒501-6115 岐阜市柳津町丸野3-3-6

058-388-9911

新大阪店

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-2-17

06-6399-7511

三田店

〒669-1543 兵庫県三田市下深田386-1

079-563-7111

橋本店

〒649-7202 和歌山県橋本市高野口町伏原818 0736-43-2351

岐阜羽島店

058-393-3611

せんばやし店

〒535-0012 大阪市旭区千林2-11-24

06-6955-6161

篠山店

〒669-2436 兵庫県篠山市池上421

079-552-8600

蒲生店

〒536-0004 大阪市城東区今福西3-2-24

06-6936-2001

氷上店

〒669-3467 兵庫県丹波市氷上町本郷300

0795-82-9811

三重県
名張店

鶴見店

〒538-0054 大阪市鶴見区緑1-18-11

06-6930-0021

姫路東店

〒670-0826 兵庫県姫路市楠町140-1

079-287-2911

はりなかの店

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里1-1-4

06-6703-2211

手柄店

〒670-0966 兵庫県姫路市延末205-1

079-225-6711

平野加美店

〒547-0001 大阪市平野区加美北5-6-40

06-6796-6411

姫路大津イオンモール店 〒671-1146 兵庫県姫路市大津区大津町2-5

079-238-5911

岡山県

平野うりわり店

〒547-0024 大阪市平野区瓜破4-2-8

06-6701-1411

山崎イオン店

〒671-2545 兵庫県宍粟市山崎町中井7-4

0790-64-3111

市岡店

〒552-0012 大阪市港区市岡2-4-25

06-6571-8511

三木青山イオン店 〒673-0521 兵庫県三木市志染町青山3-9

南津守店

〒557-0063 大阪市西成区南津守5-2-14

06-6653-0211

社店

〒673-1431 兵庫県加東市社1102-1

住吉店

〒558-0042 大阪市住吉区殿辻1-8-21

06-4700-3111

明石大久保店

〒674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通3-2

078-937-0811

大阪府

〒501-0223 岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110-1
〒501-6264 岐阜県羽島市小熊町島1-43

058-327-1911

大垣イオンモール店 〒503-0933 岐阜県大垣市外野2-100

0584-89-0771

各務原イオンモール店 〒504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町3-8

058-389-5521
0572-25-6601

〒518-0445 三重県名張市瀬古口226

0595-61-2411

多治見店

岡山岡南店

〒700-0866 岡山市北区岡南町2-5-44

086-212-0511

東員イオンモール店 〒511-0255 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510-1 0594-86-0711

0794-87-2551

アリオ倉敷店

〒710-0813 岡山県倉敷市寿町12-2

086-435-7511

桑名イオンモール店 〒511-0863 三重県桑名市新西方1-35

0795-42-5711

岡山商品センター 〒701-0206 岡山市南区箕島2441-3（株）ソーデン社箕島営業所内

086-282-3900

鈴鹿店

〒507-0022 岐阜県多治見市上山町1-176

三重県

イオンタウン加古川店 〒675-0052 兵庫県加古川市東神吉町出河原862

079-433-4711

■ アウトレット

加古川店

〒675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺440-1

079-441-3411

アウトレット池田店 〒563-0031 大阪府池田市天神1-1-7

072-762-8011

〒513-0833 三重県鈴鹿市庄野共進2-7-9

0594-25-3011
059-375-1911

津城山イオンタウン店 〒514-1112 三重県津市久居小野辺町1130-7

059-254-5711

明和イオンモール店 〒515-0348 三重県多気郡明和町中村1223

0596-55-8111

松阪店

0598-56-1711

〒515-2122 三重県松阪市久米町1174-3

吹田上新庄店

〒564-0034 大阪府吹田市西御旅町6-5

06-4860-7811

西脇店

〒677-0017 兵庫県西脇市小坂町142

0795-25-0411

アウトレット北花田店 〒591-8002 大阪府堺市北区北花田町2-185-1 072-255-8100

千里丘店

〒565-0811 大阪府吹田市千里丘上5-5

06-6878-9021

赤穂店

〒678-0176 兵庫県赤穂市南野中784

0791-46-2011

アウトレット西宮店 〒662-0861 兵庫県西宮市河原町5-11

緑地公園店

〒565-0852 大阪府吹田市千里山竹園1-1-1

06-6330-8511

福崎店

〒679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原2906

0790-24-3411

南摂津店

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西5-5-5

072-654-6611

竜野ダイエー店

〒679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本字五反田250-1 0791-62-5311

いばらき店

〒567-0829 大阪府茨木市双葉町2-18

072-632-8741

南いばらき店

〒567-0864 大阪府茨木市沢良宜浜2-1-2

072-638-8511

高槻大塚店

〒569-0034 大阪府高槻市大塚町5-1-5

072-672-2911

九条烏丸店

075-693-5711

東京都

高槻店

〒569-1144 大阪府高槻市大畑町24-10

072-693-3111

桂川イオンモール店 〒601-8601 京都市南区久世高田町376-1

075-933-1311

アウトレット三鷹店 〒181-0014 東京都三鷹市野崎1-20-17

0422-31-6251

〒556-8550 大阪市浪速区日本橋西1-6-5

大日イオンモール店 〒570-0016 大阪府守口市大日東町1-18

06-4252-1411

山科店

〒607-8134 京都市山科区大塚北溝町20

075-593-1101

つるかわ店

042-734-4751

ディスクピア日本橋店 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-9-5

門真店

072-886-1151

六地蔵店

〒611-0001 京都府宇治市六地蔵奈良町18-1

0774-32-6301

ホームズ寝屋川店 〒572-0028 大阪府寝屋川市日新町3-15

072-827-7811

宇治店

〒611-0021 京都府宇治市宇治樋ノ尻79-1

0774-21-9311

寝屋川店

〒572-0834 大阪府寝屋川市昭栄町18-1

072-820-5611

大久保バイパス店 〒611-0033 京都府宇治市大久保町旦椋93-11 0774-44-1211

港北インター店

東香里店

〒573-0073 大阪府枚方市高田1-20-50

072-807-2411

伏見店

〒612-8393 京都市伏見区下鳥羽渡瀬町101

075-605-1711

厚木下荻野店

くずは店

〒573-1118 大阪府枚方市楠葉並木2-22-1

072-866-7311

京都１ばん館

〒615-0014 京都市右京区西院巽町38

075-323-1511

相模原小山店

枚方店

〒573-1162 大阪府枚方市田口3-41-7

072-848-1211

ながおか店

〒617-0823 京都府長岡京市長岡2-1-30

075-955-8401

大東店

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町2-8

072-870-6711

長岡京店

〒617-0833 京都府長岡京市神足四ノ坪1-2

075-958-2301

千葉県

高井田店

〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通4-2-5

06-6787-1811

福知山店

〒620-0922 京都府福知山市字岩井小字秋道81-1

0773-24-4770

市川大野店

東大阪店

〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町3-1-7

06-6736-6111

亀岡店

〒621-0806 京都府亀岡市余部町樋又80

0771-21-0211

新石切店

〒579-8026 大阪府東大阪市弥生町16-12

072-985-5721

久宝寺店

〒581-0061 大阪府八尾市春日町1-4-28

072-922-4311

滋賀県

外環柏原店

〒582-0001 大阪府柏原市本郷5-969

072-920-6011

西大津店

〒520-0002 大津市際川4-11-1

077-510-2811

埼玉県

藤井寺店

〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2-1-33

072-938-2111

堅田店

〒520-0232 大津市真野2-29-1

077-574-3344

アリオ川口店

羽曳が丘店

〒583-0864 大阪府羽曳野市羽曳が丘10-17-1 072-956-4511

近江今津店

〒520-1621 滋賀県高島市今津町今津1688

0740-22-2911

浦和美園イオンモール店 〒336-8760 さいたま市緑区大字大門3710

048-878-7311

■ リユースビジネス推進センター

富田林店

〒584-0025 大阪府富田林市若松町西1-1816-1 0721-23-3511

彦根店

〒522-0052 滋賀県彦根市長曽根南町472-2

0749-23-5411

草加まつばら店

〒340-0043 埼玉県草加市草加3-9-13

048-944-9411

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-6-7

河内長野店

〒586-0026 大阪府河内長野市寿町1-8

0721-52-2111

近江八幡店

〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町1278-3

0748-37-8911

こしがや店

〒343-0805 埼玉県越谷市神明町2-87-1

048-966-1221

美原店

〒587-0051 大阪府堺市美原区北余部140-1

072-369-0911

守山店

〒524-0012 滋賀県守山市播磨田町68

077-582-0351

羽生イオンモール店 〒348-0039 埼玉県羽生市川崎2-281-3

048-563-3141

■ J-web営業部

狭山店

〒589-0031 大阪府大阪狭山市池之原3-1052-1 072-368-1621

草津店

〒525-0051 滋賀県草津市木川町389

077-565-4711

アウトレット入間サイオス店 〒358-0003 埼玉県入間市豊岡2-1-1

04-2963-3811

〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-1-15 なんばビル

堺インター店

〒590-0151 大阪府堺市南区小代74

072-292-5311

草津イオンモール店 〒525-0067 滋賀県草津市新浜町300

077-569-4611

アウトレット所沢店 〒359-1143 埼玉県所沢市宮本町2-22-34

04-2925-1911

泉南イオンモール店 〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3-12

072-482-9911

長浜店

〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町55

0749-62-9911

北本店

〒364-0013 埼玉県北本市中丸3-138-1

048-590-3811

■ 法人営業部

中環堺店

〒591-8012 大阪府堺市北区中村町607-1

072-251-5711

水口店

〒528-0058 滋賀県甲賀市水口町北泉1-131

0748-63-8061

鴻巣店

〒369-0131 埼玉県鴻巣市袋763-2

048-549-3811

〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-1-15 なんばビル

06-6634-0911

三国ケ丘店

〒591-8031 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町1-25-1

072-251-3011

東京法人営業所

〒160-0015 東京都新宿区大京町23-3

03-5363-5611

高石店

〒592-0012 大阪府高石市西取石8-4-20

072-262-2311

奈良県

名古屋法人営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須4-2-48

052-262-9111

鳳店

〒593-8328 大阪府堺市西区鳳北町9丁510

072-262-5711

登美ヶ丘イオンモール店

〒630-0115 奈良県生駒市鹿畑町3027

0743-78-1711

光明池店

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町824-36

0725-55-5411

東生駒店

〒630-0201 奈良県生駒市小明町745-1

0743-73-8211

岸和田店

〒596-0826 大阪府岸和田市作才町1-3-12

072-437-1021

奈良店

〒630-8013 奈良市三条大路4-1-58

0742-33-2611

愛知県

物流管理センター 〒559-0031 大阪市住之江区南港東5-2-46

06-6613-0400

072-467-1411

富雄南イオンタウン店 〒631-0054 奈良市石木町100-1

0742-53-7311

アクロス豊川店

〒442-0823 愛知県豊川市正岡町池田700

0533-83-5511

関西物流センター 〒559-0031 大阪市住之江区南港東5-2-46

06-6613-3343

桜井店

〒633-0061 奈良県桜井市上之庄206

0744-42-3151

新安城店

〒446-0072 愛知県安城市住吉町荒曽根43

0566-97-8211

枚方物流センター 〒573-0094 大阪府枚方市南中振3-3-1三井倉庫ロジスティクス（株）大阪営業所内 072-831-8575

0744-24-6601

ひとつぎ店

〒448-0003 愛知県刈谷市一ツ木町3-10-4

〒571-0077 大阪府門真市大橋町27-35

日根野イオンモール店 〒598-0021 大阪府泉佐野市日根野2496-1
兵庫県
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〒663-8226 兵庫県西宮市今津港町1-26

伊勢ララパーク店 〒516-0007 三重県伊勢市小木町字曽袮538

0596-36-9211

0798-71-1171
静岡県

■ 東京東海営業部 東京エリア

焼津インター店

〒160-0015 東京都新宿区大京町23-3

浜松商品センター 〒435-0002 静岡県浜松市東区白鳥町字松下423名鉄急配（株）浜松支店内

〒425-0092 静岡県焼津市越後島385

054-626-2211
053-422-6211

京都府
〒601-8041 京都市南区東九条南烏丸町31

■ J&E営業部
〒195-0072 東京都町田市金井8-15-5

06-6634-1161

キッズランド大須店 〒460-0011 名古屋市中区大須4-2-48

052-262-1203

スーパーキッズランド本店 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-12-4

06-6634-0041

〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町191 045-478-0611

スーパーキッズランドキャラクター館 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-10-1

06-6648-1411

〒243-0203 神奈川県厚木市下荻野1200-1

046-243-2811

マザーピア寝屋川店 〒572-0022 大阪府寝屋川市緑町4-20

072-832-7211

〒252-0205 神奈川県相模原市中央区小山3-37-1

042-770-1511

マザーピア西岩田店 〒578-0947 大阪府東大阪市西岩田町4-6-26

06-6781-4311

神奈川県

マザーピア津久野店 〒593-8322 大阪府堺市西区津久野町1-26-27 072-272-5211
マザーピア和泉府中店 〒595-0021 大阪府泉大津市東豊中町1-6-24

0725-46-4511

047-303-6811

マザーピア深井店 〒599-8236 大阪府堺市中区深井沢町3237

072-279-1411

八千代イズミヤ店 〒276-0028 千葉県八千代市村上1245

047-486-8201

マザーピア新大宮店 〒630-8001 奈良市法華寺町83-5

0742-36-3811

アウトレット浦安店 〒279-0004 千葉県浦安市猫実1-21-32

047-353-3461

〒272-0805 千葉県市川市大野町1丁目19-1

■ スマートライフ推進部
〒556-8550 大阪市浪速区日本橋西1-6-5
〒332-0033 埼玉県川口市並木元町1-79

06-6644-1515

048-257-4811

■ 東京東海営業部 東海西・東海東エリア

06-6631-5011

06-6633-1111

〒460-0011 名古屋市中区大須4-2-48
■ 物流センター

橿原店

〒634-0843 奈良県橿原市北妙法寺町555-1

0566-27-8611

日本橋商品管理センター 〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東3-2-21

三宮１ばん館

〒651-0085 神戸市中央区八幡通3-2-16

078-231-2111

大和高田店

〒635-0026 奈良県大和高田市大字神楽250-1 0745-21-5511

名古屋みなとイオンモール店 〒455-0055 名古屋市港区品川町2-1-6

052-654-7011

東北物流センター 〒981-1225 宮城県名取市飯野坂3-4-41三井倉庫ロジスティクス（株）東北営業所内 022-381-5911

藤原台店

〒651-1302 神戸市北区藤原台中町1-4-1

078-982-2121

斑鳩店

〒636-0154 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西5-4-14 0745-75-8111

熱田千年イオンタウン店

〒456-0054 名古屋市熱田区千年1-16-30

052-652-1611

東京物流センター 〒344-0042 埼玉県春日部市増戸820-1三井倉庫ロジスティクス（株）内 048-755-4811

神戸岩岡店

〒651-2404 神戸市西区岩岡町古郷1474-6

078-967-4711

上牧店

〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧1853 0745-70-5711

白土店

〒458-0836 名古屋市緑区白土803

052-878-2411

淡路店

〒656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田117-1

0799-44-2711

郡山イオンモール店 〒639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町741-170

0743-54-8611

鳴海店

〒458-0847 名古屋市緑区浦里3-232

津名店

〒656-2224 兵庫県淡路市大谷940-10

0799-60-4711

郡山店

〒639-1115 奈良県大和郡山市横田町693-1

0743-59-2221

大高イオンモール店 〒459-8001 名古屋市緑区大高町奥平子1-1

052-623-7411

灘店

〒657-0864 神戸市灘区新在家南町1-2-2

078-843-7711

新庄店

〒639-2113 奈良県葛城市北花内40-1

0745-69-4551

日進香久山店

052-847-2811

〒470-0134 愛知県日進市香久山4-201-3

06-6634-3322

052-892-6811
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フランチャイズ

■ 北信越ジョーシン
（株）
〒930-0834 富山市問屋町1-9-24

アフターサービスコールセンター		
076-451-9191

0570-0556-31

■ カスタマーサービス部 関西エリア
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-8-12

06-6644-2244

■ 営業部 北信エリア

愛知県

■ 北電商販
（株）

名古屋南サービスセンター 〒476-0001 愛知県東海市南柴田町リノ割363-9 052-689-0411

〒061-1121 北海道北広島市中央2-1-2

011-373-1291

名古屋南サービスステーション 〒476-0001 愛知県東海市南柴田町リノ割363-9

岩内店

〒045-0032 北海道岩内郡共和町老古美79-3

0135-62-5757

北広島店

〒061-1121 北海道北広島市中央2-1-2

011-372-2424

名古屋サービスセンター
大阪府

〒930-0834 富山市問屋町1-9-24

0587-32-4411

名古屋サービスステーション 〒492-8082 愛知県稲沢市下津下町西3-41

大阪中央サービスセンター 〒559-0031 大阪市住之江区南港東5-2-46
富山県

〒492-8082 愛知県稲沢市下津下町西3-41

立山店

〒930-0275 富山県中新川郡立山町利田633

076-462-2711

北大阪サービスセンター

〒569-0043 大阪府高槻市竹の内町74-1

富山本店

〒930-0985 富山市田中町4-14-83

076-442-2131

北大阪サービスステーション

〒569-0043 大阪府高槻市竹の内町74-1

高岡蓮花寺店

〒933-0802 富山県高岡市蓮花寺210-1

0766-22-8611

八尾サービスセンター 〒581-0056 大阪府八尾市南太子堂6-4-25

高岡店

〒933-0904 富山県高岡市新成町1-12

0766-25-6003

八尾サービスステーション 〒581-0056 大阪府八尾市南太子堂6-4-25

魚津店

〒937-0041 富山県魚津市吉島928

0765-22-1411

南大阪サービスセンター

砺波店

〒939-1363 富山県砺波市太郎丸2-5

0763-34-5811

南大阪サービスステーション 〒596-0827 大阪府岸和田市上松町247

富山南店

〒939-8072 富山市堀川町355-3

076-495-9101

ビジネス開発 大阪営業所 〒581-0056 大阪府八尾市南太子堂6-4-25

〒596-0827 大阪府岸和田市上松町247

■（株）
サンワドー

06-6613-1211

大阪中央サービスステーション 〒559-0031 大阪市住之江区南港東5-2-46
072-672-7411
072-993-8211

三重県

〒038-0003 青森市大字石江字三好69-1

017-782-3200

三重サービスセンター 〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町2892-36 059-238-7711

サンワドー青森中央店 〒030-0846 青森市青葉3-5-6 青森中央2号館

017-762-2118

■ カスタマーサービス部 北信越エリア
〒930-0834 富山市問屋町1-9-24

■（株）
ムラウチ電気
076-451-3377

072-427-1711
072-993-9211

富山サービスセンター 〒930-0834 富山市問屋町1-9-24

076-451-3377

兵庫県

金沢本店

〒920-0069 金沢市戸板西2-7

076-268-5533

神戸サービスセンター 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町3-1-8

寺地店

〒921-8178 金沢市寺地2-3

076-247-2524

神戸サービスステーション 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町3-1-8

野々市店

〒921-8825 石川県野々市市三納1-144

076-246-8555

尼崎サービスセンター 〒661-0965 兵庫県尼崎市次屋2-2-33

加賀店

〒922-0013 石川県加賀市上河崎町47-1

0761-72-7222

尼崎サービスステーション 〒661-0965 兵庫県尼崎市次屋2-2-33

羽咋店

〒925-0026 石川県羽咋市石野町ト5

0767-22-3866

姫路サービスセンター 〒671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原611-3

福井県
福井本店

〒910-0837 福井市高柳1-201

0776-54-6800

敦賀店

〒914-0045 福井県敦賀市古田刈28-1-1

0770-25-1733

長野県
長野インター店

078-412-2131

石川サービスセンター 〒920-0027 金沢市駅西新町2-2-5
06-6496-0711

076-223-3901

石川サービスステーション 〒920-0027 金沢市駅西新町2-2-5
能登サービスデポ 〒925-0026 石川県羽咋市石野町ト5

0767-22-8883

079-276-7111

〒675-0018 兵庫県加古川市野口町坂元329-4 079-456-2181

福井県

加古川サービスステーション

〒675-0018 兵庫県加古川市野口町坂元329-4

福井サービスデポ 〒910-0837 福井市高柳1-201

0776-54-6982

新潟県

京都府
075-602-1800

京都サービスステーション 〒612-8236 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内57
〒388-8019 長野市篠ノ井杵淵480-1

026-293-6811
滋賀サービスセンター 〒524-0041 滋賀県守山市勝部4-9-19

〒950-0964 新潟市中央区網川原1-15-23

滋賀サービスステーション 〒524-0041 滋賀県守山市勝部4-9-19

新潟県

077-581-4601

奈良県

長岡川崎店

〒940-0861 新潟県長岡市川崎町1436-5

0258-33-0404

奈良サービスセンター 〒632-0081 奈良県天理市二階堂上ノ庄町441-5

長岡古正寺店

〒940-2103 新潟県長岡市古正寺町217

0258-28-8511

奈良サービスステーション 〒632-0081 奈良県天理市二階堂上ノ庄町441-5

上越店

〒943-0171 新潟県上越市藤野新田1176-2

025-522-8211

柏崎店

〒945-0821 新潟県柏崎市幸町1-28

0257-22-0333

和歌山県

亀貝店

〒950-2033 新潟市西区亀貝1340

025-268-0511

和歌山サービスセンター

〒641-0006 和歌山市中島215-1

新津店

〒956-0022 新潟市秋葉区さつき野4-20-22

0250-25-3911

和歌山サービスステーション

〒641-0006 和歌山市中島215-1

佐渡店

〒952-1302 新潟県佐渡市市野沢99

0259-57-3211

新発田店

〒957-0065 新潟県新発田市舟入町3-8-26

0254-23-0711

■ カスタマーサービス部 東海・関東エリア

燕三条店

〒959-1232 新潟県燕市井土巻4-175

0256-66-0611

〒120-0024 東京都足立区千住関屋町2-16日本通運千住倉庫内

0743-64-6711

〒990-0885 山形市嶋北2-4-15

023-682-7411

米沢店

〒992-0057 山形県米沢市成島町3-2-88-11

0238-21-2511

023-682-7409

03-3881-2611

53

〒470-0431 愛知県豊田市西中山町道貝101

0565-76-6895

メグリア本店

〒471-0833 愛知県豊田市山之手8-92

0565-28-8744

■（株）
オオカド
〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原2172-6

077-587-1215

東近江店

0748-48-5911

〒529-1404 滋賀県東近江市宮荘町65

■（有）
舞鶴電気商会
〒625-0036 京都府舞鶴市浜177

0773-62-7297

東舞鶴店

0773-62-3666

0256-45-6711

〒625-0036 京都府舞鶴市字浜54

■ ファクトリーサービス部
〒559-0031 大阪市住之江区南港東5-2-46

06-6613-6500

■ あさか電器
（株）

修理センター

〒559-0031 大阪市住之江区南港東5-2-46

06-6613-1511

〒772-0032 徳島県鳴門市大津町吉永236-3

088-685-1090

テクニカルセンター

〒559-0031 大阪市住之江区南港東5-2-46

06-6613-6500

ASAKAとくしま店 〒771-0142 徳島市川内町沖島124-1

088-665-8611

パーツセンター

〒559-0031 大阪市住之江区南港東5-2-46

06-6613-5511

ASAKAなると店

088-685-1090

大阪宅配便センター

〒559-0031 大阪市住之江区南港東5-2-46

06-6613-2400

〒556-8550

大阪市浪速区日本橋西1-6-5

大阪市浪速区日本橋西1-6-5

BOOKOFF滋賀水口店
BOOKOFF江坂駅前店

〒772-0032 徳島県鳴門市大津町吉永236-3

06-6644-4141

〒528-0033 滋賀県甲賀市水口町綾野3-40

06-6631-1160
0748-62-3511
06-6634-5422

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町14-9

06-4861-7361
06-6909-0811

東東京サービスセンター

〒120-0024 東京都足立区千住関屋町2-16日本通運千住倉庫内 03-3881-2611

BOOKOFF門真古川橋店 〒571-0039 大阪府門真市速見町9-12

西東京サービスセンター

〒184-0002 東京都小金井市梶野町1-7-35

0422-36-2411

BOOKOFF堺御陵前店

ビジネス開発 東京営業所 〒184-0002 東京都小金井市梶野町1-7-35

0422-36-5511

BOOKOFF PLUS堺もず 〒593-8302 大阪府堺市西区北条町1-23-7

072-278-5611

TSUTAYA草津店

077-565-9011

神奈川県

〒590-0964 大阪府堺市堺区新在家町東1-1-22 072-233-0711
〒525-0027 滋賀県草津市野村2-20-28

TSUTAYA大阪難波中店 〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-1-15
〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬5-37-1 044-580-3611

■ ジョーシンサービス
（株）
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-8-12

06-6644-2244

埼玉県

技術課

06-6643-4822

埼玉サービスセンター 〒344-0042 埼玉県春日部市増戸820-1

技術研修センター 〒581-0056 大阪府八尾市南太子堂6-4-25

0565-28-4817

メグリア藤岡店

■ ジェー・イー・ネクスト
（株）

神奈川サービスセンター

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-9-8

■ トヨタ生活協同組合
〒470-1201 愛知県豊田市豊栄町2-111

長岡サービスセンター 〒959-1155 新潟県三条市福島新田丁2170 朝日物流（株）内

〒556-8550

■ サービスセンター
山形配送センター 〒990-0885 山形市嶋北2-4-15

0566-99-5111

〒444-1154 愛知県安城市桜井町阿原28-2

■ ジョーシンテック
（株）
073-425-2411

東京都

山形嶋店

0566-99-5111

安城桜井店

新潟サービスセンター 〒950-1237 新潟市南区北田中字宮下497-42 城西物流倉庫（株）内 025-362-3611

BOOKOFF大阪難波中店 〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-1-15
山形県

■（株）
三河シーエルイー
〒444-1154 愛知県安城市桜井町阿原28-2

上越サービスセンター 〒942-0022 新潟県上越市下荒浜296-1 朝日物流（株）内 025-545-6711

滋賀県
■ 営業部 北越エリア

042-642-6211

石川県

加古川サービスセンター

京都サービスセンター 〒612-8236 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内57

042-642-6211

ムラウチジョーシン八王子本店 〒192-0045 東京都八王子市大和田町5-1-21
富山県
富山サービスステーション 〒930-0834 富山市問屋町1-9-24

石川県

〒192-0045 東京都八王子市大和田町5-1-21

048-752-0311

06-6634-7433

TSUTAYA八尾老原店 〒581-0092 大阪府八尾市老原1-13-2

072-924-5101

TSUTAYA大蔵谷店 〒651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬599-1

078-975-2662

TSUTAYA姫路車崎店 〒670-0053 兵庫県姫路市南車崎1-2-43

079-295-1881

TSUTAYA加古川店 〒675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家2700 079-454-0411

072-993-8255
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会社沿革
大阪市浪速区日本橋筋4丁目33番地にて
「上新電気商会」
を創業

昭和25年 2月

法人組織に改組し、
「 上新電機産業株式会社」
を設立

昭和29年 12月

パーツ販売店より、家電専門店に転換

平成10年 4月

ビジネスユース対象の保証制度
「3ロングラン」
をスタート

昭和31年 8月

他社に先がけて、
サービス部門を開設

平成11年 2月

物流サービスの拠点として
「関西物流センター」
を開設

昭和33年 4月

商号を
「上新電機株式会社」
に改称

平成12年 1月

昭和38年 5月

茨木市に衛星都市進出第1号店として
「茨木店」
を開設

昭和39年 3月

社是
「愛」
および経営理念を制定

を開設。家電専門店チェーン展開第1号店
12月 「寝屋川店」

平成9年

6月
10月

5年間修理保証制度
「5ロングラン」
をスタート

持込修理品の進捗状況をインターネットで

3月
5月

自己申告制度を発足
取締役社長に淨弘博光が就任

昭和44年 9月

社内報
「新友」
第1号を発行

カード会員500万人突破で

昭和46年 2月

社員資格制度を発足させ、昇格試験を実施

新ポイントカード
「JoshinポイントカードEX」
を発行

昭和47年 1月

営業のキャッチフレーズ
「まごころサービス」
を制定
株式を大証市場第2部に上場
配送部門を
「上新サービス株式会社」

10月

を開設
平成13年 6月 「Joshin web」
9月

11月
昭和51年 3月
7月

業界に先がけて無利息クレジット
（らくらくクレジット）
を開始

10月

新シンボルマークを策定

11月

大型店第1号店
「日本橋本店」
（現スーパーキッズランド本店）
を開設

昭和54年 10月

大阪地区最大の立体駐車場付き大型店舗
「日本橋1ばん館」
を開設

昭和55年 8月

株式を大証市場第1部に上場

昭和56年 10月

大型パソコン専門店
「Ｊ＆Ｐ」
（現J&Pテクノランド）
を開設

11月

関東地区進出第1号店として
「みたか店」
（現アウトレット三鷹店）
を開設

7月

上新電機共済会が発足

昭和59年 1月

売上高500億円を突破

4月

サービス部門を分離独立させ
「ジョーシンサービス
（株）
」
として設立

ナルスと業務提携
「ＮＡＬＵＸ柏崎店」
を
昭和60年 4月 （株）
開設
（現北信越ジョーシン
（株）
）
滋賀県の大型家具専門店
（株）
大安とFC契約締結、FC事業開始
5月
12月

POS物流システム稼働
株式を東証市場第1部に上場

ブックオフコーポレーション
（株）
とFC契約を締結し、
J・E・NEXT
（株）
の第1号店
「BOOK-OFF滋賀水口店」
を開設
「JoshinポイントカードEX」
会員向けに
「ウイルス・ピックアップ・サービス」
を開始

6月

PDAを利用した店舗システムを全店に導入

阪神タイガースと
「選手ヘルメット」
平成15年 2月 （株）
「球団ユニフォーム
（平成16年から）
」
に

平成16年 5月
平成17年 4月

平成19年 3月
6月

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針
（買収防衛策）
を導入

12月
平成20年 5月
11月

2月

創業60周年

焼津市に静岡県進出第1号店として
「焼津インター店」
を開設

3月

売上高2000億円を突破

平成6年

7月

京都地区最大の店舗
「京都1ばん館」
を開設

平成7年

3月

ドラッグストア
「マザーピア」
を開設

4月

カルチュアコンビニエンスクラブ
（株）
とFC契約を締結し、
AVソフトレンタル店を開始

平成9年

5月

保険業務を営む
「ジョーシンテック
（株）
」
を設立

4月

J-UPカードにポイントシステム導入

Joshinは、一人一人の個性を尊重し、
ともに成長することを目指します。

は社是
「愛」
の精神のもと、
まごころサービスの実現に向け、挑戦し続けます。

製品安全対策優良企業表彰 経済産業大臣賞を
初の連続受賞
（大企業小売販売事業者部門）

平成23年 4月

省エネ型製品普及推進優良店表彰で
「省エネルギーセンター会長賞」
を
ジョーシン加古川店
（平成22年）
に続き、
ジョーシン大和高田店が受賞

を受賞
9月 「大阪府ハートフル企業・教育貢献賞」
「 EV・PHV充電システム」
事業を本格稼働
平成24年 4月 「ホームメンテナンスサービス」
「ジョーシン・トレーニングハウス」
において
物品搬入訓練家屋構造の特許取得

を増床し、
リフレッシュオープン
10月 「Ｊ＆Ｐテクノランド」
1月

■社員とともに

「滋賀ジョーシン
（株）
」
を設立

「ジョーシンサービス株式会社」
を設立
平成4年

Joshinは、透明な企業経営により、株主・投資家の理解と共感を得る行動に努めます。

製品安全対策優良企業表彰 経済産業大臣賞

ジョーシン加古川店が
「省エネルギーセンター会長賞」
を受賞
11月

ＰＯＳによる顧客管理の高度化等のため、
上新物流
（株）
とジョーシンサービス
（株）
を統合し

■ 株主・投資家への誓い

ロボット専門コーナー
「ロボット専科」
をJ＆Pテクノランドに開設

大企業小売販売事業者部門で金賞を受賞

郡山インター店にホビー専門の
「キッズランド」
を開設

ジョーシンメンバーズカードを発行
平成2年

Joshinは、総ての取引先・提携先とのよきパートナーシップを大切にします。

（株）
「
」東海ジョーシン
（株）
」
を設立
8月 「関東ジョーシン

省エネ型製品普及推進優良店表彰で、

「Ｊ＆Ｐ大須店」
（現キッズランド大須店）
を開設

■ 取引先・提携先への誓い

売上高3000億円を突破

平成22年 2月

6月

Joshinは、安心・快適かつ健康に暮らせる環境の維持・創造に努めます。

大阪・日本橋に開設

売上高1000億円を突破

名古屋市に東海地区進出第1号店として

Joshinは、社会的正義を尊重し、法令およびその精神を遵守します。

業態の単独店
「スーパーキッズランド本店」
を
平成18年 10月 「キッズランド」

昭和63年 1月

ジョーシンナルス
（株）
（現北信越ジョーシン
（株）
）
設立

■ 社会への誓い

（株）
（
」現兵庫 京都ジョーシン
（株）
）
を設立
5月 「ジェイ・パートナーズ

エコビジネス活動の一環として中古携帯電話事業に参入

5月

Joshinならではの安心と満足を提供し、いつも選ばれるJoshinを目指します。

家電量販店初の
「プライバシーマーク」
を取得
クレジット機能付ポイントカード
「Joshin Credit＆Point Card」
を発行

平成21年 8月

1月

Joshinは、お客様のニーズを先取りし、楽しく快適で豊かなライフスタイルを提案します。

を制定
8月 「ジョーシングループ行動宣言」

音楽ソフト専門店
「ディスクピア」
（現ディスクピア日本橋店）
を開設

平成1年

■ お客様への誓い

第1回省エネ型製品普及推進優良店舗に9店舗認定を受ける

カメラ・ビデオ専門店
「Ｘ'ＣＩ
Ｔ」
を開設

神戸・三宮に大型店舗
「さんのみや1ばん館」
を開設

（平成16年8月制定）

ロゴマークを掲出するスポンサー契約を締結

昭和62年 6月
6月

ジョーシングループ行動宣言

を制定
9月 「個人情報保護方針」

昭和61年 10月

11月

どこよりも 笑顔ともてなしの あふれるジョーシン！
どこよりも 感動がある商品提案の できるジョーシン！
どこにも負けない 納得の サポートサービス完備！

「 業績主義」
を基本とした新人事制度を導入
平成14年 4月 「能力主義」

を発行しキャッシングサービスを開始
昭和57年 8月 「ＪＣカード」
三共
（本社 富山市）
に資本参加し、系列化(現北信越ジョーシン
（株）)
昭和58年 1月 （株）

■ お客様への3つのお約束

リフレッシュオープン
12月

業界初のテレビショッピングを開始

の結成
8月 「上新電機労働組合」

ジョーシングループの繁栄と我々の幸せ
そして社会奉仕のために
今日も一日最善を尽くそう！

新会社
「J・E・NEXT
（株）
」
を設立

エアコン売上日本一を達成
全店オンラインPOSシステムが完成

■ 綱領

業界初の家電アウトレット店
「ジョーシン アウトレット」
を開設

を次世代ブロードバンド対応として
10月 「J＆Pテクノランド」

（現ジョーシンサービス
（株）
）
として設立
昭和49年 7月

競争のある所に 進歩あり
協調のある所に 繁栄あり
実行のある所に 成果あり

自社修理サービス部門が国際規格Ｉ
ＳＯ9002
（現 ISO9001）
を認証取得

昭和43年 2月

9月

■ 経営理念

インターネットショッピングサイトを大幅にリニューアルした

昭和41年 1月

社員持株会発足

■ 社是

本社ビルが環境マネジメントシステム国際規格Ｉ
ＳＯ14001を認証取得

無線サービスカーを導入

7月

社是・経営理念・綱領・お客様への3つのお約束

リアルタイム検索できるサービスを開始

昭和40年 9月

昭和48年 11月
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持込修理専門店
「修理1ばん館」
を開設

昭和23年 5月

11月

製品安全対策優良企業表彰 経済産業大臣賞を初の
3連続受賞
（大企業小売販売事業者部門）

12月
平成25年 8月

阪神タイガース初のオフィシャルスポンサー企業となる
日経ビジネス
「2013年版アフターサービス満足度ランキング」
で
ネット部門2年連続第1位、
店舗部門第2位の評価

事業を本格化
平成26年 2月 「まごころリフォーム」
6月

経済産業省主催の製品安全対策優良企業表彰において、
新たに創設された
「製品安全対策ゴールド企業マーク」
を授与される

● 編集方針

● 編集担当からのお願い

平成16年に制定した
「ジョーシングループ行動宣言」
は、私たちのCSRに関する考え方と指針を規定したものです。
「Joshin まごころCSR報告書」

本書を手にとってくださった皆さまからのご意見を承るため、ア

は、
この
「ジョーシングループ行動宣言」
に明記した事項について私たちがどのように取り組み、実践しているかを報告書としてまとめ、開示するもの

ンケート用紙をはさんでいます。ご覧いただいたご感想 、ご意

です。平成18年に初めてのCSR報告書を発行して以来、今回で10冊目になります。編集にあたっては、
「 GRIサステイナビリティリポーティング ガイ

見、ご質問がございましたら、ぜひ、お寄せください。皆さまから

ドラインG4」
「 環境省：環境報告書ガイドライン2012年版」
「 日本弁護士連合会：CSRガイドライン2009」
「 ISO26000
（社会的責任に関する手引）
」

のご意見を真摯に受けとめ、私たちの今後の取り組みの参考に

を参考に、経済・社会・環境の３分野に関する情報について、当社がマテリアリティを規定し、開示内容についても代表者の承認を受けています。また、

させていただきます。

当社が定義する主なステークホルダー別に、その取り組みの主なものを開示しつつ、幅広い読者を想定して読みやすさにも配慮しました。

CSR推進室

お問い合わせ先

〒556-8550

報告書の範囲

報告対象期間 : 平成26年4月1日〜平成27年3月31日 ただし、一部の報告については平成27年4月以降について触れているものもあります。

報告対象組織

上新電機株式会社およびその子会社

発

平成27年6月
（前回の発行日：平成26年6月）

行

日

大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目6番5号

上新電機株式会社 CSR推進室

TEL 06-6631-1122

報 告 サイクル

年1回

ホームページ

当社のCSR報告書はホームページからダウンロードできます。 http://www.joshin.co.jp/joshintop/csr.html

名畑 和世

FAX 06-6644-3626
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