Corporate Outline

Name:

HANDY TECHNO Co., Ltd.

会社称号

ハンディテクノ株式会社

所在地

<Headquarters>

Woody Nampeidai Bldg.,
15-8 Nampeidai-cho,Shibuya-ku,Tokyo,Japan

本社 〒150-0036
東京都渋谷区南平台町15-8
ウッディ南平台ビル
ＴＥＬ 03-5784-3913
ＦＡＸ 03-5784-3973

<Techno Lab.>
<Chubu Plant>
<Kanto Plant>

Woody Nampeidai Bldg. 1st Floor
Toyohashi-shi, Aichi-ken
Isezaki-shi, Gunma-ken

テクノラボ 本社１Ｆ
中部工場 愛知県豊橋市
関東工場 群馬県伊勢崎市

Establishment:

November 11th, 2004

Capital:

1 million yen (as of May 2012)

Board Members:
President
Executive Director
Director
Director
Director
Auditor
Auditor

Masayuki Kamite
Hideyuki Ohtake
Satoru Yamanaka
Jiro Shiroiwa
Hideaki Miki
Hiroshi Akutagawa
Yasuo Nagasaka

設立年月日 平成16年11月11日
1億円(平成24年3月末現在)
資本金
役員

代表取締役
常務取締役
取締役
取締役
取締役
監査役
監査役

役職員数

35名

主な事業

1.建築材料の開発、製造、販売
2.廃棄物を材料として再利用する
建築材料及び製品の開発、製造、販売
3.インテリア用品、家具、日用品雑貨の
製造及び販売
4. 前各号に揚げる商品に関する
製造設備の開発、輸出入及び販売
5.前各号に係るノウハウ及び国内外の
工業所有権に関する調査、取得、売買、
賃貸、維持、管理、仲介業務
6.建築工事・土木工事の企画、設計、
施工、監理及び請負
7.総合レンタル業務
8.前各号に関するコンサルタント業務
9. 前各号に付帯・関連する一切の業務

許認可

建設業許可特定建設業
東京都知事許可(特-23)125860
一級建築士事務所登録
東京都知事登録 51579号

Number of employees: 35
Main Business:
1. Development, production and sale of building materials.
2. Development, production and sale of building materials and
product that made from materials of recycled wastes.
3. Production and sale of interior goods, furniture,
daily commodities, etc.
4. Development of production facilities, export and import,
and sale on the each item listed above.
5. Investigation, acquisition, buying and selling, lease,
maintenance, management and broking business concerning
domestic and foreign industrial property, and know-how on
the each item listed above.
6. Plan, design, construction, management and
undertake of engineering works and construction works.
7. General rental business
8. Consulting business on the each item listed above.
9. All business accompanied and related to the each item listed above.
Construction industry permission:
Specific construction industry Tokyo governor permission
(Toku-18) No. 125860
Senior authorized architect office registration:
Tokyo governor registration No. 51579
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上手正行
大竹 秀幸
山中 悟
白岩 二郎
三木 英明
芥川 寛
長坂 泰郎

Access

HANDY TECHNO Co., Ltd.
Woody Nampeidai Bldg., 15-8 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0036 Japan

ＴＥＬ ＋81-3-5784-3913
ＦＡＸ ＋81-3-5784-3973
ハンディテクノ株式会社
本社 〒150-0036
東京都渋谷区南平台町15-8 ウッディ南平台ビル
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