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2005年 01月 01日 

アクティオ甲信、統合のお知らせ 

アクティオ甲信がアクティオに統合し、長野支店、山梨支店として発足致しました！ 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2005年 01月 12日 

門別出張所、新規オープンのお知らせ 

門別出張所が北海道沙流郡門別町に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 門別出張所 

 

 

2005年 02月 01日 

網走営業所、新規オープンのお知らせ 

網走営業所が北海道網走市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 網走営業所 

所在地 ： 〒093-0032 北海道網走市港町４－８３ 

電話番号 ： 0152-44-0411 

FAX番号 ： 0152-44-0412 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2005年 02月 01日 

北見営業所、新規オープンのお知らせ 

北見営業所が北海道北見市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 北見営業所 
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所在地 ： 〒090-0012 北海道北見市並木町１８２ 

電話番号 ： 0157-22-7225 

FAX番号 ： 0157-22-7226 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2005年 02月 01日 

斜里営業所、新規オープンのお知らせ 

斜里営業所が北海道斜里郡斜里町に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 斜里営業所 

所在地 ： 〒099-4118 北海道斜里郡斜里町新光町５０－２ 

電話番号 ： 0152-23-0265 

FAX番号 ： 0152-23-0245 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2005年 02月 22日 

松山中央営業所、新規オープンのお知らせ 

松山中央営業所が愛媛県松山市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 松山中央営業所 

所在地 ： 〒791-1112 愛媛県松山市南高井町１１１３－１ 

電話番号 ： 089-955-6522 

FAX番号 ： 089-955-6533 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2005年 03月 09日 

横浜レンタカーセンター、新規オープンのお知らせ 
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横浜レンタカーセンターが神奈川県横浜市港北区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 横浜レンタカーセンター 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2005年 03月 15日 

花園営業所、移転のお知らせ 

花園営業所が大里郡川本町長在家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 ： 熊谷営業所 

所在地 ： 〒369-1101 埼玉県深谷市長在家 2700-8 

電話番号 ： 048-583-7115 

FAX番号 ： 048-583-5106 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2005年 04月 25日 

東京レンタカーセンター、新規オープンのお知らせ 

東京レンタカーセンターが東京都江戸川区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 東京レンタカーセンター 

所在地 ： 〒134-0081 東京都江戸川区北葛西２－１－１ 

電話番号 ： 03-5696-4100 

FAX番号 ： 03-5696-4101 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 
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2005年 05月 16日 

千葉中央営業所、移転のお知らせ 

千葉中央営業所が千葉県市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 ： 千葉中央営業所 

所在地 ： 〒290-0068 千葉県市原市八幡浦 2-10 

電話番号 ： 0436-40-7211 

FAX番号 ： 0436-43-6300 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2005年 05月 18日 

鴨方営業所、新規オープンのお知らせ 

鴨方営業所が岡山県浅口郡鴨方町に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 鴨方営業所 

所在地 ： 〒719-0252 岡山県浅口市鴨方町六条院中仲川 １４４０－４ 

電話番号 ： 0865-44-0107 

FAX番号 ： 0865-44-0109 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2005年 06月 01日 

羽幌出張所、新規オープンのお知らせ 

羽幌出張所が北海道苫前郡羽幌町に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 羽幌出張所 
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2005年 06月 06日 

スタッフアクティオ本社、移転のお知らせ 

スタッフアクティオ本社が東京都中央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 ： スタッフアクティオ本社 

所在地 ： 〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-12-8 第 2柳屋ビル 4F 

電話番号 ： 03-3275-4111 

FAX番号 ： 03-3275-4116 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2005年 06月 13日 

見附営業所、新規オープンのお知らせ 

見附営業所が新潟県見附市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 見附営業所 

所在地 ： 〒954-0076 新潟県見附市新幸町９－１ 

電話番号 ： 0258-61-4450 

FAX番号 ： 0258-61-4451 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 
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2005年 07月 01日 

株式会社共成レンテムの株式を取得、松本レンタル統合、阿南営業所新規オープンのお知らせ 

株式会社共成レンテムの株式取得について 

当社は、６月３０日付で株式会社共成レンテム（東証 2 部：銘柄コード 9680）の株式 1,600,000 株（発行済株式総数の

19.7%) を、同社の取締役会長であります長谷川政吉氏、および株式会社長谷川物産より取得いたしました。 

建機レンタル業界は、建設需要の拡大と建機レンタル依存度の上昇により、1990年代初めまでは順調に成長してまいりま

した。しかしながら、バブル経済 崩壊後は公共工事の減少が主な原因となり建設投資が縮小し、つれて価格引下げ圧力が

強まってきております。 

こうした環境下にありながらも、当社は営業基盤の拡大に努め、平成１６年１２月期では単体ベースで６２２億円（前期

比１２．２％増）、グループ単純合算ベースで９５２億円（同１３．３％増）の売上高を計上し、建機レンタル業界では最

大手の地位を築いております。 

また、近年では、地場建機レンタル会社のＭ＆Ａにも積極的に取り組んでおります。 

今後、当社と共成レンテムが協力して建機レンタル事業を展開することで、両社の競争力を強化し、企業価値をさらに向

上させることができると考えております。 

  

松本レンタルをアクティオに統合し、旧松本レンタル本社、波田営業所、穂高営業所をアクティオの西松本店、波田店、

穂高店として発足致しました！ 

店舗名称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 ： 西松本店 

[店舗情報] 

店舗名 ： 波田店 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 穂高店 

阿南営業所が徳島県那賀郡に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 阿南営業所 

所在地 ： 〒779-1245 徳島県阿南市那賀川町中島９４６－１ 

電話番号 ： 0884-21-2210 

FAX番号 ： 0884-42-4201 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 



2005 年度ニュース一覧 

2005年 07月 20日 

大館営業所、新規オープンのお知らせ 

大館営業所が秋田県大館市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 大館営業所 

所在地 ： 〒017-0012 秋田県大館市釈迦内字山神台１６－６ 

電話番号 ： 0186-50-6560 

FAX番号 ： 0186-50-6561 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2005年 08月 01日 

村上営業所、新規オープンのお知らせ 

村上営業所が新潟県村上市に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 村上営業所 

所在地 ： 〒958-0823 新潟県村上市仲間町一枚下り６４８－５ 

電話番号 ： 0254-53-4088 

FAX番号 ： 0254-50-1360 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2005年 08月 31日 

松山北営業所、移転のお知らせ 

松山北営業所が愛媛県松山市馬木町に移転オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店舗名 ： 松山北営業所 
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2005年 09月 02日 

島田営業所、移転のお知らせ 

島田営業所が静岡県島田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 ： 島田営業所 

所在地 ： 〒427-0024 静岡県島田市横井２－６－２２ 

電話番号 ： 0547-33-1341 

FAX番号 ： 0547-33-1345 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

2005年 09月 05日 

佐久営業所、移転のお知らせ 

佐久営業所が長野県南佐久郡佐久穂町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 ： 佐久営業所 

所在地 ： 〒384-0612 長野県南佐久郡佐久穂町宿岩４４３－１ 

電話番号 ： 0267-86-1411 

FAX番号 ： 0267-86-1412 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 
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2005年 09月 22日 

弊社小沼社長が講演致しました 

演題 建機レンタル業の歩み 

講演時刻 １４：２５～１５：５５ 

会場 拓殖大学 文京キャンパス S館 401教室 

聴講料 無料 

連絡先 

拓殖大学 学務課 

TEL：03-3947-2271 

e-mail：web_aca@ofc.takushoku-u.ac.jp 

 

 

2005年 10月 01日 

千葉北営業所、新規オープンのお知らせ 

千葉北営業所が千葉県千葉市花見川区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 千葉北営業所 

所在地 ： 〒【262-0011 千葉県千葉市花見川区三角町 639-1  

電話番号 ： 043-216-7911 

FAX番号 ： 043-216-7913 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2005年 10月 05日 

柏営業所、新規オープンのお知らせ 

柏営業所が千葉県柏市高田に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 柏営業所 

所在地 ： 〒277-0861 千葉県柏市高田 536-1 

電話番号 ： 04-7142-7411 
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FAX番号 ： 04-7142-7413 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

2005年 10月 05日 

仙台泉出張所、新規オープンのお知らせ 

仙台泉出張所が宮城県仙台市泉区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 仙台泉出張所 

所在地 ： 〒981-3137 宮城県仙台市泉区大沢２－１－３ 

電話番号 ： 022-771-9301 

FAX番号 ： 022-771-9302 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

 

 

2005年 11月 01日 

鶴岡建機、統合のお知らせ 

鶴岡建機の鶴岡営業所、庄内中央営業所、米沢営業所がアクティオの鶴岡南営業所、庄内中央営業所、米沢中央営業所と

して発足致しました！ 

店舗名称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 ： 鶴岡南営業所 

[店舗情報] 

店舗名 ： 庄内中央営業所 

所在地 ： 〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字月屋敷 １０８－５ 

電話番号 ： 0234-42-0771 

FAX番号 ： 0234-42-0766 

[店舗情報] 

店舗名 ： 米沢中央営業所 

皆様のご来店をお待ちしております。 
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2005年 11月 11日 

品質システムの国際規格「ISO9001」の登録証が改訂されました 

<詳しい情報はこちらへ> 

 

 

2005年 11月 15日 

レンタカー埼玉センター、新規オープンのお知らせ 

レンタカー埼玉センターが埼玉県さいたま市大宮区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： レンタカー埼玉センター 

 

 

2005年 11月 24日 

仙台愛子出張所、新規オープンのお知らせ 

仙台愛子出張所が宮城県仙台市青葉区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： 仙台愛子出張所 

所在地 ： 〒989-3126 宮城県仙台市青葉区落合１－２０２－２  

電話番号 ： 022-302-9101 

FAX番号 ： 022-302-9102 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 

  

http://www.aktio.co.jp/tec_serv/iso/
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2005年 12月 01日 

レンタカー福岡センター、新規オープンのお知らせ 

レンタカー福岡センターが福岡県福岡市博多区に新規オープン致しました！ 

 

[店舗情報] 

店 舗名 ： レンタカー福岡センター 

 

2005年 12月 21日 

長崎営業所、移転のお知らせ 

長崎営業所が長崎県諫早市津久葉町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 ： 長崎営業所 

所在地 ： 〒854-0065 長崎県諫早市津久葉町５－６２ 

電話番号 ： 0957-25-7373 

FAX番号 ： 0957-25-7363 

 

皆様のご来店をお待ちしております。 


