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松本商会 検索

あなたとつくるすまいのかたち。くらしのドアをひらきます。



あなたが歩くこの街と、いつもいっしょの松本です。

魅力ある住まいが暮らしを豊かにするように、私たちの住む街をより良い環境に変えていくのは、人と人とのあたたかいここ

ろのふれあいです。 地域に住む人々が、進んで互いの理解を深め、環境づくりに参加することで、新しいきずなが生まれ、

活気ある街をつくり出します。快適な環境を地域に住む私たち自身の手で育てたい。 ふるさとの一員として、愛する街といっ

しょに歩んでいきたい。松本商会のさまざまな文化活動への取り組みも、そんな積極的な応援の気持ちの表れです。

3Y宣言 Declaration

憩い、くつろぎ、遊べる街づくり。新しい「ふるさと」がまたひとつ生まれます。

住まいの快適を考えるとき、私たちは自分自身をとりまく環境を切り離して語ることはできません。そこにくらす人々が安心し

て憩い、くつろぎ、遊べる街であってこそ、 暮らしの舞台となる家に、住む喜びも生まれてきます。松本商会も、単なる住宅

の枠を越え、人々が豊かにくらす環境づくりに視点を広げ、かずかずの新しい街づくりを手がけました。 住む家が、住む町

が、いつまでもくらしたい「ふるさと」となること。それが松本商会の願いなのです。

01

ＡＭＥＮＩＴＹ-快適に住まう。

自分の気持ちにぴったりと合う。そんな住まい方がみつかります。

住まいには、そこに住む人ひとりひとりの快適のスタイルがあり、生活習慣が息づいています。どんなくらし方をすれば、毎

日がもっと楽しくなるのか。 私たちはお客さまとじっくりコミュニケーションを重ね、新しい快適のかたちをつくりあげます。家

族の年齢やライフスタイルを考えた、くらしよい住まい。 そこには住まう人の満足があります。自分の気持ちにぴったりと合う、

わが家を手にしていただくために、松本商会は住まい選びからアフターサービスにいたるまで、 長いおつきあいをつづけて

いきます。

02

ＦＬＥＸＩＢＩＬＩＴＹ-気持ちよくくらす。

03

ＨＥＡＲＴＹ-こころ、ふれあう。

あったかい家。居心地のいい家。やすらぎのある家。頼もしい家。

私たちが心に描く住まいには、さまざまなかたちがあります。

そんな住まいの理想の姿を、松本商会はお客様と共に考え、

「快適で、ここちよく、心ふれあう生活」

の３つをテーマに、これからの住まいと街づくりを進めます。

空と大地と太陽と

さかのぼること、平成6年（1994年）設立40年目、私たちは、次代へ向か
う新たな決意をシンボルマークに込めました。

流れる空色のラインは、住まいに注ぐ恵みの陽ざし。

上昇する赤い円は、未来への飛翔。

真横に伸びる緑の曲線は、自然と人との和。

そこに広がるのは、明日への希望。そして、住まいづくりに寄せる真摯
なまなざしです。

「しあわせを築くよりよい住まい」を合い言葉に。どんなときにも誠実に、
時代を拓く目をもって。

私たちは、くらしのドアをひらきます。

Symbol



会社概要 Company Profile

商 号
株式会社松本商会
URL: https://www.matsumoto-s.co.jp/

設 立 昭和３０(１９５５)年１０月３日

払込済資本金 １０，０００万円

授権資本金 ４０，０００万円

本社
〒354-0021 埼玉県富士見市鶴馬3468番地
TEL：049-251-0611 FAX：049-251-8800

ピタットハウス鶴瀬店 TEL：049-251-0955 FAX：049-254-2224

ピタットハウス大宮支店
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-5-5 大宮・第11マツモトビル 1F
TEL：048-783-2585 FAX：048-783-2586

東京支店
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-53-10 池袋・第10マツモトビル 9F
TEL：03-5952-8080 FAX：03-5952-8081

営業時間
定休日

営業時間：9:00～17:00
定休日：水曜日、第１・第３木曜日

営業種目

自社ショッピングセンター・ビル・マンションの開発・賃貸
土地建物の売買および媒介
戸建住宅・マンションの分譲
賃貸ビル・マンション等の企画・設計・施工・募集・管理
等価交換・土地有効活用等、開発・コンサルティング
損害保険代理店

主取引銀行
埼玉縣信用金庫「鶴瀬支店」 埼玉りそな銀行「鶴瀬支店」
武蔵野銀行「ふじみ野支店」 東和銀行「鶴瀬支店」
飯能信用金庫「三芳支店」 群馬銀行「与野支店」 三井住友銀行「上福岡支店」

松本商会は、くらしのすみずみに新しいご提案を続けて参ります

私たちが考える住まいづくり。それは現在の視点から、そして将来を見
据えるグローバルな目で新しい暮らしの提案を続けてゆく、創造的な営
みです。

戸建て・マンション事業を中心に、土地有効活用、賃貸・不動産経営ま
で、松本商会は、生活のすみずみにその活動を実践しています。 65年

の実績。独自の商品企画力。卓越した調査分析力。どれもが、住まい
づくりに賭ける情熱と自信です。

松本商会はきめ細かなサービスを通じて、さまざまな住まいのプランに
お応えしてまいります。



会社沿革 History

沿革 トピックス

1927
昭和2年

故会長松本金一が青果物の卸市場として、個人会社松本商
会を富士見市鶴馬2638番地に設立

1955
昭和30年

その後の順調な業績に伴い法人組織に改組し、資本金 100
万円 株式会社松本商会を設立

1964
昭和39年

資本金 200万円 とする

1966
昭和41年

定款の営業目的を変更し、不動産部門を開設 ・分譲住宅10棟

1967
昭和42年

不動産部門を拡充する為資本金700万円とする
・分譲住宅40棟
・鉄筋コンクリート3階建賃貸管理共同住宅 2棟24戸

1968
昭和43年

資本金 1,400万円
・分譲住宅80棟
・鉄筋コンクリート4階建賃貸管理共同住宅 1棟24戸

1969
昭和44年

資本金 2,800万円
・分譲住宅120棟
・鉄筋コンクリート5階建賃貸管理共同住宅 1棟20戸
・鉄筋コンクリート6階建賃貸管理共同住宅 1棟36戸

1970
昭和45年

資本金4,500万円
・分譲住宅140棟
・鉄骨木造2階建賃貸管理共同住宅 3棟24戸

1971
昭和46年

資本金5,000万円
・分譲住宅145棟
・鉄骨木造2階建共同住宅3棟24戸

1972
昭和47年

資本金6,500万円 ・鉄骨鉄筋コンクリート4階建分譲マンシ ョン （キャッスルメジェール鶴瀬）1棟72戸

1973
昭和48年

資本金10,000万円
・分譲住宅100棟
・鉄骨鉄筋コンクリート5階建分譲マンション（キャッスルメジェール川越） 1棟30戸
・壁式プレキャスト4階建分譲マンション （キャッスルメジェール三芳）1棟40戸

1974
昭和49年

・分譲住宅115棟
・壁式プレキャスト5階建分譲マンション（キャッスルメジェール第2三芳）1棟50戸
・コミュニティーペーパー「つるせ」創刊

1975
昭和50年

・分譲住宅112棟

1976
昭和51年

・分譲住宅111棟

1977
昭和52年

・分譲住宅70棟
・壁式プレキャスト5階建分譲マンション （キャッスルメジェール上福岡）1棟30戸
・ショッピング松本ビル3階建 （ダイエー三芳店 第1マツモトビル）
敷地面積8,584㎡ 建物延面積16,480㎡ 駐車場1,000台

1978
昭和53年

・分譲住宅77棟
・賃貸管理共同住宅2棟65戸

1979
昭和54年

・分譲住宅68棟

1980
昭和55年

・分譲住宅52棟

1981
昭和56年

・分譲住宅48棟

1982
昭和57年

・分譲住宅64棟

1983
昭和58年

・分譲住宅50棟
・壁式プレキャスト5階建分譲マンション （キャッスルメジェール東みずほ台） 1棟46戸

1984
昭和59年

・分譲住宅60棟

1985
昭和60年

・分譲住宅37棟

1986
昭和61年

新社屋竣工本社移転
・分譲住宅61棟
・壁式プレキャスト5階建賃貸管理共同住宅1棟46戸鉄筋コンクリート造3階建
事務所 （本社 第2マツモトビル）

1987
昭和62年

・分譲住宅35棟
・鉄筋コンクリート賃貸管理共同住宅1棟25戸
・鉄筋コンクリート賃貸管理共同住宅及び商業複合ビル3棟
・鉄筋コンクリート造4階建店舗居宅 （第3マツモトビル）

皆さまのご支援とともに一歩一歩、信頼を築きあげてきた、松本商会の６５年の歩みです。
今日までの実績を住まいづくりの財産として、私たちは新しい世紀へ向かって前進を続けます。



沿革 トピックス

1988
昭和63年

・分譲住宅18棟
・分譲マンション一括売り2棟
・鉄筋コンクリート賃貸管理商業複合ビル2棟
・木造賃貸管理共同住宅5棟45戸
・鉄筋コンクリート造地下1階付2階建店舗 （第5マツモトビル）

1989
平成元年

・分譲住宅16棟
・木造賃貸管理共同住宅3棟24戸

1990
平成2年

・分譲住宅13棟
・鉄筋コンクリート4階建店舗併用共同住宅1棟12戸
・木造賃貸管理共同住宅2棟14戸

1991
平成3年

・分譲住宅12棟
・鉄骨3階建社宅及び賃貸共同住宅2棟
・木造賃貸管理共同住宅5棟52戸
・鉄筋コンクリート5階建賃貸管理店舗併用住宅1棟

1992
平成4年

・分譲住宅13棟
・壁式プレキャスト3階建分譲マンション （キャッスルメジェール第3三芳）1棟24戸
・鉄骨3階建賃貸商業ビル1棟
・鉄骨3階建賃貸管理共同住宅2棟43戸

1993
平成5年

・分譲住宅29棟
・壁式プレキャスト3階建賃貸管理共同住宅1棟12戸
・鉄骨3階建賃貸管理共同住宅1棟12戸
・木造2階建賃貸管理共同住宅3棟12戸

1994
平成6年

・分譲住宅8棟
・壁式プレキャスト5階建分譲マンション （キャッスルメジェール西みずほ台壱番館）39戸
・壁式プレキャスト3階建賃貸管理共同住宅1棟18戸
・鉄骨3階建賃貸管理共同住宅2棟27戸
・鉄骨造3階建賃貸管理共同住宅1棟9戸
・木造2階建居宅（ピースフルパイン）

1995
平成7年

・分譲住宅11棟
・壁式プレキャスト5階建分譲マンション （キャッスルメジェール西みずほ台弐番館）25戸
・壁式プレキャスト3階建賃貸管理共同住宅1棟15戸
・鉄骨造3階建店舗併用共同住宅1棟9戸

1996
平成8年

・分譲住宅22棟
・壁式プレキャスト3階建賃貸管理共同住宅2棟39戸

1997
平成9年

・分譲住宅20棟
・鉄筋コンクリート4階建分譲マンション （キャッスル藤久保）1棟43戸

1998
平成10年

・鉄筋コンクリート造4階建事務所 （第6マツモトビル）

2002
平成14年

・鉄筋コンクリート造4階建複合商業テナントビル （パレットふじみ野 第7マツモトビル）

2009
平成21年

・鉄筋コンクリート造3階建店舗ビル （第4マツモトビル）
・鉄筋コンクリート造4階建共同住宅及び駐車場（三芳グリーンハイム・三芳グリーンパーク）

2010
平成22年

・木造2階建事務所（プリズムⅢ）

2012
平成24年

・木造2階建居宅（野火止貸家）
・鉄筋コンクリート造4階建共同住宅店舗事務所（第9マツモトビル）
・鉄骨造3階建養護所（第8マツモトビル）

2013
平成25年

ピタットハウス加盟 （ピタットハウス鶴瀬店）
東京支店（旧所在地：東京都板橋区）を「池袋・第10マツモト
ビル」9階（新所在地：東京都豊島区）に移転

・木造2階建共同住宅（クレア・ド・ソレイユ）
・鉄筋コンクリート造10階建店舗事務所 （池袋・第10マツモトビル）
・軽量鉄骨造2階建居宅（三芳町北永井貸家）

2014
平成26年

おかげさまで「創立60周年」を迎えました
・鉄骨造平屋建タワーパーキング （ＭＳ本郷三丁目パーキング）
・木造2階建居宅（三芳町藤久保貸家）
・木造2階建居宅（カームふじみ野）

2015
平成27年

・鉄骨造平屋建タワーパーキング （ＭＳ蒲田パーキング）

2016
平成28年

・鉄骨造８階立て共同住宅（大宮・第11マツモトビル）
・土地（第８みずほ台）

2017
平成29年

大宮支店「大宮・第１１マツモトビル」６階、及び、ピタットハ
ウス大宮西口店「大宮・第１１マツモトビル」１階、6月1日
OPEN！

・鉄骨造平屋建タワーパーキング（ＭＳ浅草パーキング）
・ラ・ベルティ新宿 内 鉄骨鉄筋コンクリート造地下タワーパーキング（ＭＳラ・ベルティ新宿
パーキング）

2018
平成30年

・鉄筋コンクリート造13階建て分譲マンション（グローリオコンフォート文京本駒込）
・2016(平成28年)着工の、鉄筋コンクリート造13階建て分譲マンション((仮称)本駒込プロジェ

クト)が、名称「グローリオコンフォート文京本駒込」として1月に完成致しました

2019
平成31年

「カスミ（フードスクエア カスミ 三芳店（仮称））」
建設が始まりました。

2019
令和1年

「カスミ（フードスクエア カスミ 三芳店（仮称））」
11/29（金）朝9時OPEN！

2020
令和2年

2021
令和3年



アクセスマップ Map

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-53-10 池袋・第10マツモトビル9階

東京メトロ副都心線「池袋」駅C6出口 徒歩約5分

◆当社までのご案内◆
東京メトロ副都心線「池袋」駅C6出口を出て、〝群馬銀行〟の方向へ直進します。

３つめの信号（池袋郵便局前）を渡ると、右側に〝セブンイレブン〟があります。

その向かい付近にございます、〝池袋・第10マツモトビル〟の９階です。

〒354-0021 埼玉県富士見市鶴馬3468番地

東武東上線、東京メトロ有楽町線・副都心線 ｢鶴瀬｣駅下車 西口徒歩約3分

◆当社までのご案内◆
東武東上線「鶴瀬」駅西口を出ると、広いロータリーになっております。
ロータリーから斜め左に伸びる通りを道なりに進むと、右側に〝トヨタレンタカー〟があります。
そこを少し過ぎた信号の角に当社がございます。

＜本社＞

＜東京支店＞


