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お客様の成功が、
私たち山英の成長の糧。
歴史をつなぎ、新たな地平を切り拓きます。
当社はイベントや展示会の装飾施工・

山英-SANEI-は、昭和五十八年に創業い

デザインを中核として、木工製作からサ

たしました。まだ日本が「昭和」という逞

イン制作、施工・管理の分野で三十有

しい日常を活き活きと過ごしていた時代で

余年の歴史を持っています。製造会社

す。そのとき私は四十歳。修行時代から鍛

としての私たちの使命は、お客様にとっ

えたこの腕と、贔屓にしてくださるお客様

ての晴れの舞台を現実のカタチとして

の存在だけを頼りに、不惑の男の果敢な

世に送り出すこと。長年にわたり積み重

挑戦は始まりました。それはいま思い返し

ねた技術と経験、
そして尽きることのな

ても多難の日々ではありましたが、いつで

い仕事への情熱がそれを実現します。

も私は前向きでした。温かく見守ってくれ

私たちが「空間コミュニケーション」と

たお客様と、共に汗を流した多くの仲間

呼ぶその技術と情熱は、お客様の檜舞

たちの存在が私と山英に力を与えてくれた

台を文字通り裏で支えることだけのため

のだと思います。山英の仕事は、お客様の

にあります。
そのことを誇りに思い、お客

成功があって初めて実を結ぶもの。あくま

様の成功をわが身の栄誉としてこれか

でも裏方に徹する、という真摯な姿勢こそ

らも業務に邁進してまいります。2020年

が今も昔も山英の歩むべき唯一の道であ

の東京オリンピック開催やインバウンド

りました。新しい世代はまた、私以上に深

需要の拡大など、私たちのビジネスには

い愛着をもってこの仕事に取り組んでいま

新たな地平が広がっています。これから

す。これからも一層のご愛顧を賜りますよ

の山英にどうぞご期待ください。

う平にお願い申し上げる次第です。

代表取締役社長

金久保 貢

代表取締役会長

私たちは、空間コミュニケーションで
顧客満足を創生します。

価値創造

ヒト

コト

【空間創造】
経験に裏打ちされた確かな技術で「空

山英の仕事は、空間を創造しコミュニケーションの輪を広げ
ること。それは顧客との対話から始まり、イベントや展示会
の会場に集まるお客様一人ひとりの体験を通じて世界に広
がっていくものです。そうしたコミュニケーションの輪は、文
化として再び私たちに還ってくるでしょう。自然木の香り芳し
い仕事場には、コミュニケーションの広がりを予期する“空
間以前”の部品や部材がところ狭しと並べられています。そ
れらに息を吹き込み、カタチなき空間をコミュニケーション
の場へと創造していく。私たちの仕事を「空間コミュニケー
ション」と呼ぶ理由がそこにはあります。

モノ

【価値創造】
未だカタチをもたないアイデアを現実の

【魅力創造】
コミュニケーションの輪を広げることは、

間」を創造し、
顧客の満足を創生します。 「空間」にするために、山英は「ヒト・

すなわち人の輪を広げることです。山英

創り出した「空間」は、今日もどこかで新

モノ・コト」の三つに注力します。真

は製作という仕事を通じて、社会に人と

しいコミュニケーションを生んでいることで

の顧客満足を実現するためには、お

のつながりを提供しています。魅力的な

しょう。製造拠点を東京 23 区内に持つ

預りした図面をカタチにするだけでは

空間を創造することで、楽しい時間が

ことの意味は、計り知れません。イベント

足りません。アイデアが持つ良い点・

共有されます。そこに人は集まり、空間

や展示会の屋台骨を支える私たちだから

悪い点を見つけ出す眼力は、山英の誇

こそ、フットワークとスピードが最重要の

る「ヒト」の力。ヒトが、価格と安心

が活性化することで、新たな出会いも生

課題となるのです。長年培った信頼と実

を両立する「モノ」をつくり、価値あ

績は、いかなる要望にも柔軟かつ迅速

るモノを通じてコミュニケーションとい

に応える全国規模のサポートネットワー

う「コト」が発動する。コトは常に“自

クを実現しました。まずは皆様のアイデア

分ゴト”として考え、ヒトの力につなげ

をお聴かせください。どんな内容にも真

ていく。山英流の価値創造のスパイラ

摯にご対応いたします。

ルがここにはあります。

まれることでしょう。顧客から戴く高いリ
ピート率は、山英が魅力の創造に長け
ていることを表しています。イベント産業
に関わるもののつとめとして、魅力あるヒ
トの育成、魅力あるモノの提供、魅力
あるコトの創造に心を砕く毎日です。

株式会社山英の沿革
■１９８３年（昭和５８年）４月
「有限会社 ディスプレイ山英」足立区鹿浜に設立。
山岡 英明 代表取締役に就任。
■１９８４年（昭和５９年）４月
足立区江北に「第１工場」を設立。
足立区鹿浜に「第２工場」を設立。
■１９８５年（昭和６０年）１０月
そごう横浜店オープンに伴い「第３横浜工場」を設置。
■１９８８年（昭和６３年）１月
足立区鹿浜３丁目に「第４工場」を設置。
■１９８９年（平成元年）９月
営業部を独立。荒川区西日暮里に営業所を設置。
■１９９１年（平成３年）１０月
営業域拡大に伴い台東区上野に営業所を設置。
■１９９３年（平成５年）３月
ゆらぎ画サインボード開発部を設置。

■１９９４年（平成６年）３月
リース会社「日本レンタルシステム 株式会社」を設立。
■１９９５年（平成７年）１月
鹿浜６丁目に「第５工場」を設置。
■１９９９年（平成１１年）５月
「日本システムレンタル 株式会社」を「株式会社 エヌエスアール」に
社名変更し、オクタノルムシステムを導入。
■２０１１年（平成２３年）１月
アクリル成型会社「株式会社 ミスズ」を設立。
サイン製作会社「東京富士見工房 株式会社」を設立。
■２０１４年（平成２６年）３月
山岡 英明 代表取締役会長に就任。
金久保 貢 代表取締役社長に就任。

会社概要
商 号

株式会社 山英 （さんえい）

本社所在地

〒102-0071
東京都千代田区富士見2丁目4番6号

■２０１４年（平成２６年）４月
「株式会社 山英」本社登記を千代田区富士見２－４－６に移転。
■２０１５年（平成２７年）１２月

■１９９４年（平成６年）１月

足立区鹿浜６丁目に新社屋が完成し、本社事務機能、営業所機能を

増資し、社名を「株式会社 山英」とする。

統括する。

年 商

平成27年度

従業員数

３５名（グループ総数 約60名）

壱拾億円

工場所在地

〒123-0864

営業事務所

〒123-0864

内装工事の設計・施工

東京都足立区鹿浜6丁目21番2号

サイン工事

設 立

昭和58年4月11日 （1983年登記）

前記各号の付帯業務全て

資本金

七千弐百萬円

役 員

代表取締役会長

山岡 英明

代表取締役社長

金久保 貢

東京富士見工房 株式会社 （出力サイン）

常務取締役

石黒 岳

株式会社 ミスズ （アクリル、
切り抜き文字）

取締役

戸崎 由美子

取締役

行方 俊一

取締役

姥久手 崇

東京都足立区鹿浜6丁目4番10号

事業内容

グループ会社

展示会、見本市、
ディスプレイの設計・製作・施工

株式会社 NSR （システム工事）

京成本線

堀切駅

451

牛田駅
【本社】
〒102-0071
東京都千代田区
富士見2-4-6

【営業所】
〒123-0864
東京都足立区鹿浜6-21-2
TEL:03-3857-3344
FAX:03-3857-3354

【工場】
〒123-0864
東京都足立区鹿浜6-4-10
TEL:03-3857-3377
FAX:03-3857-3351

北千住駅

http://kk-san-a.com
449

小菅駅

314

JR 常磐線

東京メトロ千代田線

318

467

五反野駅

梅島駅

青井駅

足立区
環七

北綾瀬駅
６

307

綾瀬駅

首都
高
速
６号三
郷線

中川

六町駅

日光街道

4

466

グループ会社
【本社】〒113-0022東京都文京区千駄木1-11-9
【営業所】〒123-086 東京都足立区鹿浜6-21-2

【本社】〒113-0022東京都文京区千駄木1-11-9
【営業所】〒123-086 東京都足立区鹿浜6-21-2

【本社】〒116-0001 東京都荒川区町屋8-18-15-201
【営業所】〒121-0831 東京都足立区舎人5-23-21

