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2008年 01月 01日 

小沼社長より年頭のご挨拶 

新年を迎えて  

新年明けましておめでとうございます。旧年中は皆様のご支援を賜りまして洵に有難うございました。心から感謝申し上

げます。 

 

さて、昨年の日本経済を振り返りますと、年の前半こそここ数年の景気回復過程が続き、建設業を取り巻く業界環境も堅

調に推移しましたが、年の後半は、原 油価格の高騰や米国の住宅市場のバブル崩壊に伴う影響がわが国の実体経済に急速

に押し寄せてきました。加えて 9月以降は、コンプライアンス問題に端を発す る建設業者の業務停止問題や建築基準法改

正の影響によるに建築着工件数の極端な落ち込みが現れ、第 3 四半期（7－9 月）までは比較的に順調に推移していた 建

設業界も 10月以降は低迷を余儀なくされました。 

 

2008年の新しい年は、昨年後半に生じたこうした厳しい環境要因がどのように改善されるかが注目されます。こうしたな

かで、アクティオは、社員の一人 ひとりが常にコンプライアンスを意識し、業界トップ企業としての総合力と“レンサル

ティング®”を活用して更にお客様各位のお役に立てる企業を目指して邁 進する所存でございます。 

 

お客様各位と弊社がお互いにwin-winの関係を構築し、相互の発展に繋がるよう全社員が心を合わせて努力してまいりま

すので、引き続き皆様のご支援 ご鞭撻を頂戴いたしたくお願い申し上げます。 

 

末筆ながら、新年の皆様の益々のご繁栄とご健勝を心からお祈り申し上げます。 

2008.1.1新春 

 

株式会社  アクティオ 

代表取締役 小沼 光雄 
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2008年 01月 25日 

株式会社イブキ産業がアクティオグループに加わりました 

岩手県の沿岸地区を営業基盤とする総合レンタル会社「株式会社イブキ産業」がアクティオグループに加わりました。 

＜詳しい情 報はこちらへ＞ 

 

2008年 01月 25日 

十和田営業所、新規オープンのお知らせ 

十和田営業所が青森県十和田市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 十和田営業所 

所在地 ： 〒034-0003 青森県十和田市元町東 2-1-6 

電 話番号 ： 0176-21-5881 

FAX番号 ： 0176-21-5882 

 

皆様のご来店をお待ちし ております。 

 

  

http://www.aktio.co.jp/company/group/
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2008年 01月 29日 

株式会社アイテック・マシナリーを設立致しました 

株式会社アイテック・マシナリー設立について 

ごあいさつ 

建設機械レンタルのリーディングカンパニーであるアクティオのクレーン事業部と、建設機械専門商社である伊藤忠建機

のタワークレーン部門が統合し、新た に株式会社アイテック・マシナリーとしてスタートしました。 

本事業統合により中・大型クレーンの保有台数においては、業界トップクラスに位置づけられることとなりました。その

規模のメリットを最大限に活かしつ つ、これまで以上により質の高いきめ細かなサービスをお客様に提供してまいります。

また、タワークレーンのレンタル事業を通じて、企業としての社会的責任 を果たし、豊かな社会環境の創造に取り組んで

まいります。 

企業概要 

商号 株式会社アイテック・マシナリー 

本社所在地 東京都中央区日本橋 3-12-2 朝日ビルヂング 7F 

設立 2008年 1月 4日 

資本金 100百万円 

株主 
株式会社アクティオ 70% 

伊藤忠建機株式会社 30% 

事業内容 タワークレーンのレンタル事業 

役員 

代表取締役 小川 剛 

取締役 小沼 範子 

取締役（非常勤） 寺田 順三 

取締役 中野 一孝 

取締役（非常勤） 内田 芳治 

取締役（非常勤） 小泉 政夫 

監査役 関根 元 
 

事業所一覧 

本社 

〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-12-2 

朝日ビルヂング 7F 

TEL:03-6854-1423 / FAX:03-3276-3288  

石岡事業所 

第 1機械センター 
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〒311-3411 茨城県小美玉市野田字大沼頭 1556-1 

TEL:0299-58-6022 / FAX:0299-58-5997  

第 2機械センター 

〒319-0106 茨城県小美玉市堅倉 1235 

TEL:0299-35-7033 / FAX:0299-35-7016  

保有タワークレーン台数 

区分 性能 台数 計 

大型 

1000 t-m 1 台 

77 台 

900 t-m 3 台 

560 t-m 5 台 

460 t-m 6 台 

400 t-m 22 台 

320 t-m 6 台 

300 t-m 6 台 

240 t-m 7 台 

230 t-m 2 台 

200 t-m 1 台 

180 t-m 7 台 

160 t-m 7 台 

120 t-m 4 台 

小型 

90 t-m 1 台 

23 台 

50 t-m 1 台 

40 t-m 14 台 

30 t-m 2 台 

15 t-m 4 台 

10 t-m 4 台 

保有台数 100 台 
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2008年 02月 01日 

大阪北営業所、新規オープンのお知らせ 

大阪北営業所が大阪府大阪市北区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 大阪北営業所 

所在地 ： 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津 7-10-4 

電話番号 ： 06-6452-1171 

FAX番号 ： 06-6452-1170 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2008年 02月 01日 

2009年度 新卒採用特設サイトを掲載しました 

2009年度の採用情報・企業案内等を掲載しております。 

 

 

2008年 02月 01日 

関西支店、移転のお知らせ 

関西支店が大阪府大阪市北区に移転オープン致しました！ 

移転に伴い、所在地、電話番号、FAX番号が変更となっておりますのでご注意ください。 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 関西支店 

所在地 ： 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津 7-10-4 

電話番号 ： 06-6452-1788 

FAX番号 ： 06-6452-1780 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 
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2008年 03月 03日 

川口営業所、移転のお知らせ 

川口営業所が埼玉県川口市青木に移転オープン致しました！ 

移転に伴い、所在地、電話番号、FAX番号が変更となっておりますのでご注意ください。 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 川口営業所 

所在地 ： 〒332-0031 埼玉県川口市青木 5-14-15 

電話番号 ： 048-257-1441 

FAX番号 ： 048-257-1455 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2008年 03月 10日 

「アクティオの森」の森林整備協定を締結しました 

アクティオが森を育てます！ 

山梨県笛吹市、檜峰神社、弦間林業(有)と森林整備協定を締結 

この度、株式会社アクティオは、京都議定書で定められた温室効果ガス６％削減のために「やまなし森づくりコミッショ

ン」の活動に賛同し、森林整備活動を 支援し参加することとなりました。 

弊社が森林整備活動を支援する「アクティオの森」は、山梨県笛吹市御坂町の檜峰神社の荘厳な森林内に位置しておりま

すので、景観保全の観点からも皆伐は 行わずに間伐・植林を繰り返すことにより森林を管理していくこととします。 

また、間伐材の伐採や搬出には環境に優しい高性能機械を導入し、低コスト搬出システム及び林業機械化モデル林として、

林業関係者様や一般の方々にも広く ＰＲを図っていきます。 

「アクティオの森」森林整備協定締結式 

1. 締結日 

２００８年３月１０日（月） 午後１時３０分～ 

2. 締結場所 

学びの社みさか（講座教室） 

山梨県笛吹市御坂町夏目原７４４（ＴＥＬ ０５５－２６３－０３６３） 
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3. 出席者 

荻野 正直 様（笛吹市長） 

高野 正興 様（檜峰神社・宮司） 

弦間 和仁 様（弦間林業有限会社 代表取締役） 

内田 健 様（やまなし森づくりコミッション会長・山梨県議会議長） 

小沼 直人（株式会社アクティオ 取締役副社長） 

ほか 

4. 締結式内容 

来賓・関係者の紹介、協定書署名、関係者挨拶、立会人挨拶、来賓祝辞、記念撮影 

  

「アクティオの森」概要 

 所 在 ： 山梨県笛吹市御坂町大字上黒駒字原久保５１２４及び字大洞５１２５地内 

 所有者 ： 檜峰神社 

 面 積 ： 約５ｈａ 

 植栽樹種 ： カラマツ、ヒノキ 

 林 齢 ： ２０年～５０年生 

 現地へのアクセス ： 一宮御坂インターから車で約３０分 

（現地近くまで普通乗用車が通行可能） 

 森林の指定状況 ： 水源涵養保全林 
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2008年 04月 10日 

矢板営業所、新規オープンのお知らせ 

矢板営業所が栃木県さくら市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 矢板営業所 

所在地 ： 〒329-1411 栃木県さくら市鷲宿 4505-1 

電話番号 ： 028-686-7585 

FAX番号 ： 028-686-7560 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

2008年 04月 11日 

熊谷電機工業株式会社がアクティオグループに加わりました 

西日本で活躍している、【水処理・給排水機械・環境関連機器】のご提案が出来るレンタル会社「熊谷電機工業株式会社」

がアクティオグループに加わりました。 

豊富な経験と実績で培った技術で、お客様のニーズにお応え いたします。  

＜詳しい情報はこちらへ＞ 

 

2008年 05月 27日 

仙台西多賀出張所、新規オープンのお知らせ 

仙台西多賀出張所が宮城県仙台市太白区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 仙台西多賀出張所 

所在地 ： 〒982-0804 宮城県仙台市太白区鈎取谷地田８４ 

電話番号 ： 022-307-0511 

FAX番号 ： 022-307-0512 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

http://www.aktio.co.jp/company/group/
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2008年 06月 01日 

環境機器の整備運用を開始しました 

エンジニア事業部において、環境問題の計画・調査・分析から専用機器のレンタルまでの、一貫したサービスのご提供を

開始しました。 

詳しい情報はこちらへ 

 

2008年 06月 02日 

福岡道路営業所、新規オープンのお知らせ 

福岡道路営業所が福岡県粕屋郡に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 福岡道路営業所 

所在地 ： 〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野 402-1 

電話番号 ： 092-934-7077 

FAX番号 ： 092-934-7078 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2008年 06月 02日 

大阪営業所、移転のお知らせ 

大阪営業所 が大阪府大阪市大正区南恩加島に移転オープン致しました！ 

移転に伴い、所在地、電話番号、FAX番号が変更となっておりますのでご注意ください。 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 大阪営業所  

所在地 ： 〒551-0021 大阪府大阪市大正区南恩加島 4-2-3 

電話番号 ： 06-6554-0212 

FAX番号 ： 06-6553-0519 

 

 

  

http://www.eg.aktio.co.jp/index.html
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2008年 06月 02日 

小型機械大阪センター、移転のお知らせ 

小型機械大阪センターが大阪府大阪市大正区南恩加島に移転オープン致しました！ 

移転に伴い、所在地、電話番号、FAX番号が変更となっておりますのでご注意くだ さい。 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 小型機械大阪センター 

所在地 ： 〒551-0021 大阪府大阪市大正区南恩加島 4-2-3  

電話番号 ： 06-6552-8055 

FAX番号 ： 06-6552-8044  

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2008年 06月 09日 

小平出張所、移転のお知らせ 

小平出張所が東京都東村山市に移転オープン致しました！ 

移転に伴い、店舗名称、所在地、電話番号、FAX番号が変更となっておりますのでご注意ください。 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 北多摩営業所 

所在地 ： 〒189-0002 東京都東村山市青葉町 1-20-17 

電話番号 ： 042-398-4601 

FAX番号 ： 042-398-4604 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2008年 06月 16日 

清水出張所、移転のお知らせ 

清水出張所が静岡県静岡市清水区に移転オープン致しました！ 

移転に伴い、所在地、電話番号、FAX番号が変更となっておりますのでご注意ください。 
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[店舗情報] 

店舗名 ： 清水出張所 

所在地 ： 〒424-0114 静岡県静岡市清水区庵原町 146-2 

電話番号 ： 0543-64-7080 

FAX番号 ： 0543-64-7062 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2008年 07月 01日 

EG北海道営業所、移転のお知らせ 

EG北海道営業所が静岡県静岡市清水区に移転オープン致しました！ 

移転に伴い、所在地、電話番号、FAX番号が変更となっておりますのでご注意ください。 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： EG北海道営業所 

所在地 ： 〒064-0809 北海道札幌市中央区南九条西 11-1-5 きだパレス 3F-B 

電話番号 ： 011-513-1411 

FAX番号 ： 011-513-1535 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2008年 07月 08日 

アクティオ商品カタログ WEB版を Vol.28に改版いたしました 

レンタル商品カタログWEB版を、冊子版の VOL.28の内容に改版しました。 

 

2008年 08月 01日 

弊社営業部、名称変更のお知らせ 

８月１日より弊社営業部の名称を下記の通り改名いたします。 

 

（新）広域営業推進部・・・（旧）営業第一部 

 



2008 年度ニュース一覧 

ゼネコン関連の建築・土木を中心とするお得意様への営業窓口 

 

TEL 03-6854-1417 FAX 03-5255-3001 

部長 田仲浩一 

 

（新）産業設備部・・・（旧）営業第二部 

 

コンビナート（プラント関連）・工場設備等のお得意様への営業窓口 

 

TEL 03-6854-1416 FAX 03-5255-3001 

部長 加納高良 

 

それぞれの営業目的を部署名に表現することで、より一層のサービス向上を目指してまいります。 

 

 

2008年 08月 29日 

那須黒磯営業所、移転のお知らせ 

那須黒磯営業所が栃木県那須塩原市に移転オープン致しました！ 

移転に伴い、所在地、電話番号、FAX番号が変更となっておりますのでご注意ください。 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 那須黒磯営業所 

所在地 ： 〒325-0025 栃木県那須塩原市下厚崎 326-19 

電話番号 ： 0287-62-4001 

FAX番号 ： 0287-62-4870 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2008年 09月 01日 

山口建機リース株式会社、統合のお知らせ 

山口建機リース株式会社をアクティオに統合し、アクティオ九州支店管轄の拠点、大牟田営業所、人吉営業所として発足

致しました！ 

 

[店舗情報] 
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店舗名 ： 大牟田営業所 

所在地 ： 〒836-0073 福岡県大牟田市船津町３８８ 

電話番号 ： 0944-57-0250 

FAX番号 ： 0944-57-0260 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 人吉営業所 

所在地 ： 〒868-0095 熊本県球磨郡相良村柳瀬１０３４－７５ 

電 話番号 ： 0966-28-3347 

FAX番号 ： 0966-28-3348 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2008年 09月 09日 

四日市南営業所、新規オープンのお知らせ 

四日市南営業所が三重県四日市市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 四日市南営業所 

所在地 ： 〒510-0845 三重県四日市市海山道町 1-1441-3  

電話番号 ： 059-349-4552 

FAX番号 ： 059-349-4553 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 


