
ご挨拶
本店所在地
支店・営業所

建築部門
不動産流通部門

新築・建替事業部門
リフォーム事業部門
土地活用事業部門
不動産売買・賃貸・管理部門
お客様生活サポートシステム
損害保険代理店業務

太平住宅総合サービス㈱
新宿区新宿3-35-4TEL03-3354-6451
                           FAX03-3354-7491
                    http://www.taihei-ss.com

会社概要会社概要

事業内容事業内容組織体系組織体系

未来・暮らしの夢づくり

太平住宅総合サービス経営の理念に「人との"出会い""ふれあい"を大切にし、誠実な
お役立ちの心をもって豊かな住環境と潤いのある生活社会創生に寄与する」を挙げて
います。私達の果たす役割は、満足いただける「住まい」を提供すること。お客様の
目線に立ち、方向性を共有していき信頼関係を結び育てていくことが企業を経営する
意味だと考えております。
当社は情報のキーステーションとして一貫したバックアップシステムによりお住まい
・土地有効利用・不動産情報等の提供により、皆様のお役立ち企業として、尚一層の
努力をして参りますので何卒ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

太平住宅総合サービス株式会社　会社概要

設立年月日

本店所在地

支店・営業所

代表取締役

一級建築士事務所

取引銀行

平成2年12月1日

東京都新宿区新宿3-35-4

●東京支店
◎前橋営業所◎横浜営業所◎水戸営業所◎つくば営業所
●富山営業所
◎金沢営業所
●名古屋営業所
●中国営業所
◎岡山営業所◎丸亀営業所◎浜田営業所◎松江営業所
◎岩国営業所

佐藤康一

東京都知事登録
第47492号

三井住友銀行
UFJ銀行
りそな銀行
ゆうちょ銀行

資本金　　　　4,000万円

TEL03-3354-6541　FAX03-3354-7491

建設業許可  国土交通大臣（特－26）
　　　　　　第21165号
宅建免許　　国土交通大臣（4）5675号
住宅性能保証制度登録
　　　　　　第21015224号

建築部門

不動産
流通部門

住宅リフォーム

住宅インテリア
住宅増改

住宅建替

土地建物売買業務

テナントビル店舗入居者募集

建物管理業務

アパート・マンション入居者募集

中古住宅・マンション売買業務

ご家族の健康にも、地球環境にもやさしい個性的な住まいがほしい・・・。
そんな希望にお答えするフリープラン設計の快適・健康住宅を提案します。
インテリア・エクステリア等の相談にも、専門スタッフがビジュアルなご
提案から施工までトータルに行っています。

リフォームをお考えのお客様に対して、必ずご満足いただける空間演出を
お手伝いいたします。お気軽にご相談ください。

土地の資産活用に有効なアパート・マンション経営。立地条件による最適
な設計からご希望の工法・税制・経営のご相談まで、経営をトータル的に
バックアップいたします。

太平トライアングルネットワークサービス（TTNS）
全国支店網とともに（財）不動産流通経営協会に加入。土地、建物、アパ
ート、マンションをお探しの方や転勤でお住まいを貸したい、故郷に土地
建物を予定したい等、当社のネットワークがご利用いただけます。
また、土地の有効活用をお考えのお客様などへの優良テナント店のご紹介
など売買、仲介、賃貸管理、定期借地権住宅の開発など行っています。

●お客様の日常生活におけるお住まいで何か困ったことが出来た場合など。
●お住まいの設備等、故障や不具合が起きた時。
●お掃除、片付け、エアコンクリーニング、お引越し、不用品の処分等、
　おなたに代わって対応するホームサービスシステムです。

①新築・建替事業部門

②リフォーム事業部門

③土地活用事業部門

④不動産売買・賃貸・管理部門

⑤お客様生活サポートシステム

環境共生住宅・デザイナーズ住宅

住宅戸建・マンション
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