グループ企業一覧
百貨店事業
株式会社大丸松坂屋百貨店
所在地：〒135-0042 東京都江東区木場二丁目18番11号
電話番号：
（03）6895-0816
資本金：100億円
出資比率：100％
http://www.daimaru-matsuzakaya.com

大丸大阪･心斎橋店

大丸ららぽーと横浜店

所在地：〒542-8501 大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号
電話番号：
（06）6271-1231
開店（現在地）
：1726年（享保11年）11月

所在地：〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜1階
電話番号：
（045）287-5000
開店：2007年（平成19年）3月

大丸大阪･梅田店

大丸浦和パルコ店

所在地：〒530-8202 大阪府大阪市北区梅田三丁目1番1号
電話番号：
（06）6343-1231
開店：1983年（昭和58年）4月

所在地：〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11番1号 浦和パルコ地下1階
電話番号：
（048）615-6000
開店：2007年（平成19年）10月

大丸東京店

大丸山科店

所在地：〒100-6701 東京都千代田区丸ノ内一丁目9番1号
電話番号：
（03）3212-8011
開店：1954年（昭和29年）10月

所在地：〒607-8080 京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町91番地
電話番号：
（075）255-7365
開店：1998年（平成10年）10月

大丸京都店

大丸新長田店

所在地：〒600-8511 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地
電話番号：
（075）211-8111
開店（現在地）
：1912年（明治45年）10月

所在地：〒653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町五丁目5番1号（新長田駅前ビル内）
電話番号：
（078）643-2951
開店：1977年（昭和52年）4月

大丸神戸店

大丸須磨店

所在地：〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町40番地
電話番号：
（078）331-8121
開店（現在地）
：1927年（昭和2年）4月

所在地：〒654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合二丁目2番4号
電話番号：
（078）791-3111
開店：1980年（昭和55年）3月

大丸札幌店

大丸芦屋店

所在地：〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条西四丁目7番
電話番号：
（011）828−1111
開店：2003年（平成15年）3月

所在地：〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町1番31号
電話番号：
（0797）34-2111
開店：1980年（昭和55年）10月

松坂屋名古屋店

松坂屋高槻店

所在地：〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3丁目16番1号
電話番号：
（052）251-1111
開店：1910年(明治43年)3月

所在地：〒569-8522 大阪府高槻市紺屋町2番1号
電話番号：
（072）682-1111
開店：1979年(昭和54年)11月

松坂屋上野店

松坂屋名古屋駅店

所在地：〒110-8503 東京都台東区上野三丁目29番5号
電話番号：TEL（03）3832-1111
開店：1768年(明和5年)4月

所在地：〒450-8502 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番2号
電話番号：
（052）561-1111
開店：1974年(昭和49年)11月

松坂屋静岡店

松坂屋豊田店

所在地：〒420-8560 静岡県静岡市葵区御幸町10番地の2
電話番号：
（054）254-1111
開店：1932年（昭和7年）11月

所在地：〒471-8560 愛知県豊田市西町六丁目85番地1
電話番号：
（0565）37-1111
開店：2001年(平成13年)10月

松坂屋銀座店
所在地：〒104-8166 東京都中央区銀座六丁目10番1号
電話番号：TEL（03）3572-1111
開店：1924年（大正13年）12月
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株式会社博多大丸

株式会社高知大丸

所在地：〒810-8717 福岡県福岡市中央区天神一丁目4番1号
電話番号：
（092）712-8181
資本金：30億37百万円 出資比率：69.9％
http://www.daimaru.co.jp/fukuoka/index.html

所在地：〒780-8566 高知県高知市帯屋町一丁目6番1号
電話番号：
（088）822-5111
資本金：3億円 出資比率：100％
http://www.kochi-daimaru.co.jp/

株式会社下関大丸

株式会社鳥取大丸

所在地：〒750-8503 山口県下関市竹崎町四丁目4番10号
電話番号：
（083）232-1111
資本金：4億80百万円 出資比率：100％
http://daimaru.shimonoseki.ne.jp/index.html

所在地：〒680-8601 鳥取県鳥取市今町二丁目151番地
電話番号：
（0857）25-2111
資本金：1億80百万円 出資比率：14％
http://www.daimaru-tottori.co.jp/

スーパーマーケット事業

卸売事業

株式会社ピーコックストア

大丸興業株式会社（卸売業・輸出入業）

所在地：〒135-8510 東京都江東区木場二丁目18番11号 大丸コアビル
電話番号：
（03）3630-1511
資本金：25億50百万円 出資比率：100％
http://www.peacock.co.jp/

所在地：〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町三丁目4番9号 輸出繊維会館
電話番号：
（06）6205-1000
資本金：18億円 出資比率：100％
http://www.daimarukogyo.co.jp/

その他事業
株式会社J.フロント建装（建装工事請負業、家具製造・販売業）

株式会社消費科学研究所（商品試験・品質管理業）

所在地：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目36番20号
電話番号：
（03）5850-4700
所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場二丁目1番3号 上山ビル5階・6階
電話番号：
（06）4705-6200
資本金：1億円 出資比率：100％
http://www.jfdc.co.jp/

所在地：〒559-0034

株式会社大丸ホームショッピング（通信販売業）
所在地：〒658-0015

大阪府大阪市住之江区南港北二丁目1番10号
ATCビルO's 605
電話番号：
（06）6615-5285
所在地：〒135-8510 東京都荒川区東日暮里四丁目36番20号 松坂屋流通センター5階
電話番号：
（03）5615-5390
資本金：4億50百万円 出資比率：100％
http://www.shoukaken.jp/

株式会社大丸コム開発（不動産賃貸業・テナント業）

兵庫県神戸市東灘区本山南町八丁目6番26号
東神戸センタービル4階
電話番号：
（078）441-8800
資本金：1億円 出資比率：100％
http://www.daimaru-lim.co.jp/

大阪府大阪市中央区西心斎橋一丁目7番3号
大丸北炭屋町ビル2階
電話番号：
（06）6245-8481
資本金：50百万円 出資比率：100％

株式会社J.フロントフーズ（飲食店業）

株式会社JFRサービス（リース業・駐車場管理業）

所在地：〒542-0086

所在地：〒460-0008

大阪府大阪市中央区西心斎橋一丁目7番3号
大丸北炭屋町ビル2階
電話番号：
（06）6281-1125
資本金：1億円 出資比率：100％
http://www.j-frontfoods.co.jp/

株式会社ディンプル（人材派遣業）
所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目11番4号
大阪駅前第4ビル22階
電話番号：
（06）6344-0312
資本金：90百万円 出資比率：100％
http://www.dimples.co.jp/

JFRカード株式会社（クレジット業）
所在地：〒542-8551 大阪府大阪市中央区南船場四丁目4番10号
電話番号：
（06）6243-3140
資本金：1億円 出資比率：100％
http://www.jfr-card.co.jp/

株式会社JFR情報センター（情報サービス業）
所在地：〒543-0062 大阪府大阪市天王寺区逢坂一丁目3番24号
電話番号：
（06）6775-3700
資本金：10百万円 出資比率：100％

所在地：〒542-0086

愛知県名古屋市中区栄五丁目26番7号
東陽町流通センター新館2F
電話番号：
（052）261-7322
資本金：1億円 出資比率：100％

株式会社エンゼルパーク（駐車場業）
所在地：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目16番10号先
電話番号：
（052）261-5745
資本金：4億円 出資比率：49.8％
http://www.angelpark.co.jp/

株式会社セントラルパークビル（駐車場業、不動産賃貸業）
所在地：〒444-0059 愛知県岡崎市康生通西三丁目15番地6
電話番号：
（0564）23-1321
資本金：1億円 出資比率：85.7％
http://www.celbi.jp/

株式会社大丸友の会（前払式特定取引業）
所在地：〒542-0083 大阪府大阪市中央区南船場四丁目4番10号
電話番号：
（06）6281-9013
資本金：1億円 出資比率：100％
http://www.daimaru.co.jp/tomonokai/

株式会社JFRオフィスサポート（事務処理業務受託業）

株式会社マツザカヤ友の会（前払式特定取引業）

所在地：〒542-0086

所在地：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目16番1号（松坂屋内）
電話番号：
（052）264-7711
資本金：50百万円 出資比率：100％
http://www.matsuzakaya.co.jp/honten/tomonokai/index.html

大阪府大阪市中央区西心斎橋一丁目7番3号
大丸北炭屋町ビル
電話番号：
（06）6281-5040
資本金：1億円 出資比率：100％
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