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作る

造る

創る

いろんな分野のクリエータ達と繋がって

クライアントに寄り添い、ジークの発想に拘り

お客様と共創し、共歓を生む空間を造る

ショッピングセンター・百貨店・各種専門店・専門店ビル Cafe&Bar ・ レストラン・フードホール・居酒屋 ブライダル・各種サービス施設・オフィス・保育園・学校施設 ホテル・エンターテイメント施設・展示会・ショールーム・博物館

ジークは、   いろんな空間をたくさん　つくる　会社です。

文化 2 年、錢屋が京都で両替商を始めて 200 年。この長い年月を経て、私たちが到達した

地平とは、同時にまた、明日への歩みをしるす地平でもあります。

いま私たちが改めて挑戦する地平には、ビジネスにおける約束と実行の社会模範があります。

顧客志向と品質志向を貫き、人間性を尊重し、社会的責任を果たす。

私たちは、社会規範に誠実に従った創造集団としてビジネスモデルの創出に努めます。

経営理念

顧客志向
品質志向

いたずらに規模を追わず、顧客のニーズに

応え常に品質の向上に努める。　

人間性尊重
人間性を尊重し、人材の育成に努め、

適切な人事を行い、その福祉向上を図

ることにより魅力ある活力に満ちた社

風作りに努める。　　

社会的責任
企業人、家庭人、社会人として調和のとれ

た人格の形成に寄与する。事業活動にあた

っては、環境問題に留意し経営上の倫理を

重んじ社会の規範に誠実に従う。
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業務領域の拡がりは「人」とともにある。
営業は、プロデューサーという立場で顧客の視点に立ち、様々な人間と係わり、円滑にプロジェクトを進める

ことを使命としています。デザイナーは、営業と工務との緻密な連携により完成度の高い空間づくりを目指します。

三位一体ともいえる密な連携が、顧客満足にダイレクトにつながるジークのビジネス手法です。

活発な意見を闘わせる協調の場は、スタッフの自発性から生まれます。そして、妥協のない姿勢により内と外で

つねにイノベーション（変革）を起こし、ビジネスモデルの再構築へと帰結していきます。

三位一体、    Creating Value Since1805

市場・商圏・与条件調査 / 分析
投資 / 予算計画

業種 / 業態計画立案
基本施設構想立案

コンストラクションマネージメント

 製作・工程計画
予算調整

職工適正配置
製作・モックアップ

検品・出荷

プランニング・デザイン
基本・実施設計
発注・制作

設計・施工管理
お引き渡し・アフターケア

プランニング・デザイン・基本設計 実施設計・詳細図・発注・制作・施工・施工管理 お引き渡し・OPEN・アフターケア調査・分析・企画 . コンセプト立案  

PLANNING+DESIGN   CONSTRUCTION   SITE MANAGEMENT

CONSULTING   RESEARCH   LEASING

FACTORY  PRODUCTION

マーケットを見据えた最良のものをクライアントと共に創造する集団です。

ZYCC PMC 株式会社 ZYCC 株式会社 ZYCC PS 株式会社
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事業部・デザイン室・工務部企画営業推進室・CM 室 自社製作工場



■ 事業内容　　商業空間・展示空間の構成・設計・施工

■ 本　　店　　京都市南区吉祥院新田弐ノ段町 33　〒601-8317

■ 資  本  金　　4 億 6000 万円

■ 代　　表　　代表取締役社長　湯淺圭一

■ 従  業  員　　450 名（ジークグループ 480 名）

■ 登　　録　　建設業法第 3 条第 1 項による許可　国土交通大臣許可　第 5029 号　

　　　　　　　 建設業の種類　内装仕上工事業 / 建築工事業 / 電気工事業 / 左官工事業 / ガラス工事業 / 塗装工事業 他

　　　　　　　　　一級建築士事務所　東京都知事登録　第 57332 号

　　　　　　　　　京都府知事登録（23A）第 01147 号　　　宅地建築取引業

■ 取引銀行　　三井住友銀行・みずほ銀行・三菱 UFJ 銀行・住友信託銀行・京都銀行

■ 加入団体　　（一社）日本ディスプレイ業団体連合会　　（一社）日本商環境デザイン協会

　　　　　　　 （一社）日本ショッピングセンター協会　　（一社）日本展示会協会

　□ 資本金　5000 万円　所在地　京都市南区吉祥院新田弐ノ段町 33

　□ 事業内容　ジークグループ子会社に対しての経営計画・管理　並びに付帯する業務

　□ 資本金　9800 万円　所在地　京都市南区吉祥院新田弐ノ段町 33

　□ 事業内容　不動産賃貸業　保険代理業

ジーク PMC 株式会社 ( 英文表記　ZYCC PMC CORPORATION)

　□ 資本金　9500 万円　所在地　東京都江東区千石 1-5-36

　□ 事業内容　不動産・商業施設企画・開発・ファンドコンサルティング、各種商業調査、業態開発

　　　　ビジネスマッチング、コンストラクションマネジメント、建築計画、家具・備品等の輸入販売

　□登録　一級建築士事務所　東京都知事登録第 54336 号　宅地建物取引業

ジークプロダクトサービス株式会社

　□ 資本金　5000 万円　所在地　京都市南区吉祥院新田弐ノ段町 33

　□ 事業内容　内装・外装工事の施工及び工事管理、家具什器の製作、、イベント・展示会施工

会社概要

東  京  店　　東京都江東区千石 1-5-36　〒135-0015　　　　　

京  都  店　　京都市南区吉祥院新田弐ノ段町 33　〒601-8317　　　　　　　　　　

大  阪  店　　大阪市中央区石町 2-4-16　〒540-0033　　　　　　　　　　　　　

福  岡  店　　福岡市博多区東比恵 2-13-30　〒812-0007　　　　　　　　　　　　　

札  幌  店　　札幌市中央区北二条西 3-1-13 太陽生命ひまわり札幌ビル 5F 〒060-0002  

名古屋店  　  名古屋市中区栄 2-3-1　名古屋広小路ビルヂング 10F　〒460-0008　　

仙台営業所　 仙台市青葉区本町 2-1-8　第一広瀬ビル 7F　〒980-0014　　　

TEL.03-3646-2131　　FAX.03-3646-2138

TEL.075-681-0511　　FAX.075-681-0525

TEL.06-6943-6151　　FAX.06-6943-6158

TEL.092-411-6565　　FAX.092-474-3881

TEL.011-210-5311　　FAX.011-210-5008

TEL.052-218-5911　　FAX.052-218-5922

TEL.022-223-3805　　FAX.022-223-6891　

札幌

東京

上海

深圳

香港

ベトナム

シンガポール

台北

大阪 京都
福岡 名古屋

仙台

ジーク株式会社　（英文表記　ZYCC CORPORATION）

Creating Value Since1805

■ 持株会社　　湯淺ホールディングス株式会社

■ 関連子会社　錢屋不動産株式会社

台湾全麗雅内装修設計股份有限公司　

                                      台湾台北市忠孝東路五段 510 號 27 樓（家美国際金融大樓）　

全麗雅設計 ( 深圳 ) 有限公司　   中国広東省深圳福田區金田路金中　商　大厦 A-1531

全麗雅設計 ( 深圳 ) 有限公司上海分公司  中国上海市長寧區仙霞路 88號大洋廣場 E506 室　

ジークシンガポールプライベートリミテッド　　　　　　

                                      80Marine Parade Road #11-06 Parkway Parade Singapore 449269　　　

ジークホンコンリミテッド　　　　

                                      TRm 1207,Wing Hing lndustrial Building,83-93 Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan,N.T　　

ジークベトナムリミテッドライアビリティカンパニー　　　　　

　　                                                Room 6.03,6F,Phuong Tower,31C    Tu Trong St. Ben Nghe Ward,District1 Ho Chi Minh City,VIETNAM　　

TEL.+886-2-2759-8800　  FAX.+886-2-2759-8080

TEL/FAX.+86-755-8293-4923

TEL.+86-21-6270-0080　   FAX.+86-21-6270-0060

TEL.+65-6348-9981　　     FAX.+65-6348-9983

TEL.+852-2523-0288　　   FAX.+852-2523-5099

TEL.+84-28-3521-8375　    FAX.+84-28-3521-8374

東京都江東区千石 1-5-36　〒135-0015　　　　　　  TEL.03-3646-2177　　FAX.03-3646-2139

東京店 工作所　延床面積 2,033 ㎡　　　関西京都店 工作所　延床面積 2344 ㎡　　　福岡店 工作所　延床面積 2,167 ㎡

文化   2 年（1805 年）錢屋吉兵衛が京都で両替商を営む。

大正   5 年（1916 年）法人組織として株式会社錢屋商会を設立

昭和 40 年（1965 年）株式会社ゼニヤに社名変更

平成 17 年（2005 年）ジーク株式会社へ社名変更

平成 20 年（2008 年）湯淺ホールディングス株式会社設立

沿　革
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NETWORKING

自社工場ネットワーク

国内ネットワーク

海外ネットワーク　（海外関連会社）


