これからも進 化する。

有山 憲

T op M essa g e
代表挨拶

弊社は平成10年 、兵庫県芦屋市で不動産仲介事業を主軸に誕生しました。
時はまさに阪神・淡路大震災後の建設ラッシュ。街の復興に少しでも力になれたらという思いを
胸に事業をスタートさせましたが、復興を目指す人々の一 生懸命さ・ひたむきさを目の当たりに
して、勇気と力をもらったのはむしろ私たちの方でした。そうして頂いた力を大きな糧として皆で
事業に邁進した結果、街の復興と歩を合わせるように企業としての体力・体制は確固たるもの
となり、様々な新事業へとつながっていきました。
今日の発展の原点となった不動産仲介をはじめ、短期滞在のビジネスホテル、中長期滞在の
マンスリーマンション、自社開発マンション、中古物件再生のリノベーション・コンバージョン、プ
ロパティマネジメント、トランクルーム、コインパーキングなど 、
リブマックスは現在「空間有効活
用のエキスパート」
として、多岐にわたる不動産事業を展開。
年単位、月単位、週単位、日単位、時間単位でサービスを提供し、信頼できる利回り計算で
有効資産活用をし、最大限の収 益性をもつ空間を創造しています。また、各事業部は相互に
補完し相乗するシナジー効果を発揮し、さらに充実したサービスを実現しています。
弊社はこれからも空間の可能性に着目し続け、常にお客様が満足する安心と快適をご提供し、
「不動産における次世代ソリューションのリーディングカンパニー」としてさらなる飛躍を目指して
まいります。

代表挨拶

代表取締役

CORPORATE OUTLINE

空間の有 効活 用は、

( 株 ) リブマックス会 社 概 要

CORPORATE OUTLINE

商号

株式会社 リブ･マックス

代表

代表取締役

設立日
従業員数
売上高
ホームページ

有山 憲

平成 10 年７月 23 日
1,087 名

※契約社員、アルバイト含む（令和 2 年 7 月 1 日現在）

266 億円（令和 2 年 6 月期）
www.livemax.co.jp

︵ 株 ︶ リ ブマ ッ ク ス 会 社 概 要

本社

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-5-1 S-GATE 赤坂山王 9F
TEL：03-3505-3020 FAX：03-3505-3021

支社

〒650 -0001 兵庫県神戸市中央区加納町 2 -9-24 プレジール三宮Ⅱ 2F
TEL：078 -272 -1500 FAX：078 -272-1510

事業内容

許可及び登録

取引銀行
主な取引先

管理戸数
顧問

主な法人契約実績

・サブリース事業
・マンスリーマンション事業
・家具・家電付き賃貸事業
・リーシング事業
・不動産売買仲介事業
・シニアマンション事業
・ホテル事業

・不動産管理事業
・リフォーム事業
・ファシリティ事業
・コインパーキング事業
・ベンダー事業
・IT・デザイン事業
・サービス事業

国土交通大臣（4）第 7032 号
社団法人 不動産保証協会正会員

・フランチャイズ事業
・貸会議室事業
・ストレージ事業
・社宅代行管理事業
・デベロップメント事業
・流動化事業

社団法人 全日本不動産協会正会員
社団法人 日本マンスリーマンション協会

三井住友銀行／みずほ銀行／三菱UFJ銀行／りそな銀行／関西みらい銀行／商工組合中央金庫／山陰合同銀行／みなと銀行

他

住友林業(株)／住友林業
(株)／三井不動産(株)／(株)日商
／(株)東京日商
／(株)
21／
(株)／
不動産(株)／ 積和不動産関西(株)／日本
(株)／(株)
／(株)
／和田興産
(株)／(株)長谷工
／大東建託(株)／日神不動産(株)／(株)
・
／(株)
／(株)
／
(株)／
(株)／穴吹興産(株)／(株)青山
／(株)
・
／明和
地所(株)／大和
(株)／大和情報
(株)／大和
工業(株)／(株)明和住販流通
／(株)木下 賃貸／環境
(株)／(株)
住
／(株)LIFULL／(株)
／(株)
生活／(株)USEN／(株)大京
／
不動産(株)／(株)大塚商会／東建
(株)／(株)大和地所／
(株)／第一
(株)／(株)
／
(株)
／
・
(株)／東京建物不動産販売(株)／京成電鉄(株)／(株)新日本建物／
JR西日本不動産開発（株）／(株)中道組／中道不動産(株)／大末建設(株)／新明和工業(株)／日本管財(株)／(株)日本
／
SEC
／(株)日立
／三菱電機
(株)／
(株)／東芝
(株)／東
芝
(株)／日本
(株)／(株)
／
(株)／
(株)／(株)
／
(株)／(株)
／不二貿易(株)／
(株)／(株)
／(株)
／(株)S-FIT／伊藤忠
(株)／(株)BRI／(株)
／(株)第一興商
他多数 ( 敬称略、順不同 )
約 22,000 戸（令和 2 年 6 月現在）
弁護士：河内 悠紀 / 廣田稔法律事務所／南森町法律事務所／親和法律事務所／松野法律事務所 / あけぼのパートナーズ法律事務所
島崎総合法律事務所
税理士：植崎税理士事務所
社会保険労務士：社労士法人エスネットワークス
日本経済新聞社／朝日新聞社／読売新聞社／(株)三井住友銀行／伊藤
(株)／日本
(株)／日清食品(株)／大日本住友製薬(株)／
(株)／
自動車(株)／関西電力(株)／本田技研工業(株)／
（株）
日立製作所／(株)神戸製鋼所／川崎重工業(株)／
・
・
・
(株)／富士通(株)／
(株)／大日本印刷(株)／伊藤忠商事(株)／三井物産(株)／(株)竹中工務店／(株)大林
組／KDDI(株)／
(株)／NTT
(株)／日本IBM(株)／(株)東芝／
(株)／日本水産(株)／楽
天損害保険(株)／日本電気(株)／
警備保障(株)／
(株)／(株)SMBC信託銀行／積水
(株)／(株)伊藤園／京
(株)／
・
・
(株)／三菱電機(株)／大同生命保険(株)／
(株)／楽天
(株)／(株)
／GE
(株)／NEC
(株)／
(株)／東芝
＆
(株)／(株)大同
／RB不動産(株)／東急
(株)／東急
(株)／(株)
・
／(株)
・
／
・ ・ ・
(株)／JR東日本
(株)／(株)大塚商会／
・
(株)／
(株)建築資料研究社／(株)光通信／(株)
／UCC上島珈琲(株)／
(株)／
製薬(株)／
(株)／
(株)／
(株)／
(株)／
(株)／井村屋
(株)／岡三証券(株)／(株)AOKI
／(株)
／(株)
／(株)
／(株)
／(株)
本社／(株)三菱UFJ銀行／(株)大京／(株)大和証券／
(株)朝日新聞社／(株)島津製作所／(株)明治／三井住友信託銀行(株)／三菱商事(株)／清水建設(株)／大成建設(株)／大塚製薬(株)／大
東建託(株)／大鵬薬品工業(株)／大和
工業(株)／日本生命保険相互会社／任天堂(株)／(株)
／
・
(株)／東北電力(株)／中国電力(株)／沖縄電力(株)／(株)
／(株)
／(株)高島屋／
食品(株)／(株)日立製作所／
(株)／(株)野村総合研究所／日本郵便(株)／神戸
(株)／SG
(株)／
(株)／三菱商事
(株)／凸版印刷(株)／
(株)／
(株)／
(株)／(株)
／(株)
生命保険／日本
(株)／
製薬(株)／
(株)／(株)鴻池組
他多数 全国約7万社(
約10万社)
（令和 2 年 7 月現在）

リブマックスグループ会 社 概 要

従業員数
売上高
ホームページ
本社

事業内容

取引銀行
主な取引先

管理戸数
グループ会社

主な法人契約実績

1,828 名

有山 憲
※契約社員、アルバイト含む ( 令和 2 年 7 月 1 日現在 )

569 億円（令和 2 年 6 月期）
www.livemax.co.jp
〒107-0052 東京都港区赤坂 2-5-1 S-GATE 赤坂山王 8-10F
TEL：03-3505-3020 FAX：03-3505-3021
・不動産仲介事業
・家具・家電付き賃貸事業
・マンスリーマンション事業
・シニアマンション事業
・ホテル事業
・リゾート事業

・サブリース事業
・不動産管理事業
・コインパーキング事業
・貸会議室事業
・ベンダー事業
・再生事業

・リフォーム事業
・ファシリティ事業
・ストレージ事業
・流動化事業
・デベロップメント事業
・フランチャイズ事業

・法人事業
・飲食事業
・リラクゼーション事業
・IT・デザイン事業

社団法人 全日本不動産協会正会員
社団法人 不動産保証協会正会員
社団法人 全国宅地建物取引業協会正会員 社団法人 全国宅地建物取引業保証協会正会員
社団法人 日本マンスリーマンション協会
三井住友銀行／みずほ銀行／三菱UFJ銀行／りそな銀行／関西みらい銀行／商工組合中央金庫／山陰合同銀行／みなと銀行

他

住友林業（株）／住友林業レジデンシャル（株）／三井不動産（株）／（株）
日商エステム／（株）東京日商エステム／（株）
レオパレス21／サ
ムティ
（株）／オリックス不動産（株）／積和不動産関西（株）／日本エスリード
（株）／（株）
クレアスレント／（株）
リクルートホールディングス
／和田興産（株）／（株）長谷工ライブネット／大東建託（株）／日神不動産（株）／（株）キノシタ・マネージメント／（株）
プレサンスコーポ
レーション／（株）
トーシンパートナーズ／ケネディクス
（株）／スカイコート
（株）／穴吹興産（株）／（株）青山メインランド／（株）
クレ・コー
ポレーション／明和地所（株）／大和リビング（株）／（株）明和住販流通センター／（株）木下の賃貸／環境ステーション
（株）／（株）
リク
ルート住まいカンパニー／（株）CHINTAI／（株）LIFULL／（株）マイナビ／（株）いい生活／（株）USEN／（株）大京リアルド／パナホー
ム不動産（株）／（株）大塚商会／東建コーポレーション
（株）／(株)大和地所／いちご(株)／第一リアルター(株)／(株)サンケイビル／(株)
サンケイビルマネジメント／オリックス・アセットマネジメント(株)／東京建物不動産販売(株)／京成電鉄(株)／(株)新日本建物／JR西日
本不動産開発（株）／(株)中道組／中道不動産(株)／大末建設(株)／新明和工業(株)／日本管財(株)／(株)日本サーモエナー／SECエ
レベーター／(株)日立ビルシステム／三菱電機ビルテクノサービス(株)／フジテック(株)／東芝エルイーソリューション(株)／東芝エレ
ベーター(株)／日本オーチスエレベーター(株)／(株)マルゼン／ホシザキ(株)／タニコー(株)／（株）
フジマック／ユーシーシーフーズ
(株)／(株)オリバー／不二貿易(株)／アマノ(株)／(株)グッドコムアセット／(株)インヴァランス／(株)S-FIT／伊藤忠アーバンコミュニティ
(株)／(株)BRI／(株)エフジェーネクスト／(株)第一興商
他多数（敬称略・順不同）
約 31,500 戸（令和 2 年 6 月現在）
株式会社リブマックスリーシング／マックスインベスト有限会社／株式会社リブマックスプロパティマネジメント
株式会社マックスファシリティーズ／株式会社リブマックスフーズ／株式会社リラマックス／グッド・コミュニケーション株式会社
日本経済新聞社／朝日新聞社／読売新聞社／
（株）
三井住友銀行／伊藤ハム
（株）
／日本ハム
（株）
／日清食品
（株）
／大日本住友製薬
（株）
／
パナソニック
（株）／トヨタ自動車（株）／関西電力（株）／本田技研工業（株）／（株）
日立製作所／（株）神戸製鋼所／川崎重工業（株）／プロ
クター・アンド・ギャンブル・ジャパン（株）／富士通（株）／ソニー（株）／大日本印刷（株）／伊藤忠商事（株）／三井物産（株）／（株）竹中工務店／
（株）大林組／KDDI（株）／フィリップ モリス ジャパン
（株）／NTTソフトウェア
（株）／日本IBM（株）／（株）東芝／ソフトバンク
（株）／日本
水産（株）／楽天損害保険（株）／日本電気（株）／セントラル警備保障（株）／パイオニア
（株）／（株）SMBC信託銀行／積水ハウス
（株）／
（株）伊藤園／京セラドキュメントソリューションズジャパン
（株）／ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）／三菱電機（株）／大同生命保険（株）
／アサヒビール（株）／楽天（株）／（株）キーエンス／（株）大京／GEジャパン
（株）／NECファシリティーズ（株）／リコークリエイティブ
サービス
（株）／東芝ビジネス＆ライフサービス
（株）／（株）大同ライフサービス／ダイヤサービス
（株）／東急リロケーション
（株）／東急リ
バブル
（株）／（株）
レオパレス・リーシング／（株）
リロケーション・ジャパン／エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ
（株）／JR東日本メカトロニ
クス
（株）／（株）大塚商会／レンドリース・ジャパン
（株）／（株）建築資料研究社／（株）光通信／(株)ローソン／UCC上島珈琲(株)／アイフ
ル(株)／アステラス製薬(株)／アストラゼネカ(株)／キリンビール(株)／セコム(株)／ダイドードリンコ(株)／テルモ(株)／井村屋グループ
(株)／岡三証券(株)／(株)AOKIホールディングス／(株)ゼンショーホールディングス／(株)ツムラ／(株)ノエビア／(株)ノーリツ／(株)ヤ
クルト本社／(株)三菱UFJ銀行／(株)大和証券／(株)島津製作所／(株)明治／三井住友信託銀行(株)／三菱商事(株)／清水建設(株)／
大成建設(株)／大塚製薬(株)／大東建託(株)／大鵬薬品工業(株)／大和ハウス工業(株)／日本生命保険相互会社／任天堂(株)／(株)
ジェイテクト／ゼネラルモーターズ・ジャパン(株)／東北電力(株)／中国電力(株)／沖縄電力(株)／(株)カプコン／(株)バンダイナムコエ
ンターテインメント／(株)高島屋／ハウス食品(株)／(株)日立製作所／オムロン(株)／(株)野村総合研究所／日本郵便(株)／神戸エムケ
イ(株)／SGホールディングス(株)／ケイラインロジスティックス(株)／三菱商事ロジスティクス(株)／凸版印刷(株)／アクセンチュア(株)／
ヤフー(株)／グリー(株)／(株)りそなホールディングス／(株)かんぽ生命保険／日本イーライリリー(株)／ロート製薬(株)／パナホーム
(株)／(株)鴻池組
他多数 全国約 10万社（敬称略・順不同）

（令和 2 年 7 月現在）

リブマックスグループ会社概要

許可及び登録

代表取締役

CORPORATE OUTLINE

代表

リブマックス沿 革

CORPORATE OUTLINE

1998 年 7月

兵庫県芦屋市に有限会社リブ・マックスを設立

1999 年 2月

兵庫県で不動産仲介事業を開始

2002 年 6月

マンスリーマンション事業を開始

7月

バー・カラオケをオープン、サービス事業を開始

2003 年 9月

大阪府で不動産仲介事業を開始

2004 年 6月

株式会社リブ・マックスへ組織変更、資本金を2,000万円に増資

2005 年 2月

国土交通大臣免許に変更、東京都で不動産仲介事業を開始

2006 年 1月

兵庫県で不動産管理事業を開始、東京都で不動産管理事業を開始

リブマックス沿革

2月

大阪府でホテル事業を開始

3月

コインパーキング事業、ベンダー事業を開始

2007 年 2月

福岡県で不動産仲介事業を開始、大阪府で不動産管理事業を開始

4月

ファシリティ事業を開始、宮城県で不動産仲介事業を開始

7月

本社機能を兵庫県神戸市に移転、愛知県で不動産仲介事業を開始

2008年11月
12月
2009 年 3月
9月
2010 年 3月
10月
2011 年 1月

愛知県で不動産管理事業を開始
兵庫県でホテル事業を開始
東京支店を新宿 2 丁目へ移転
株式会社リブ・マックスの資本金を 5,000 万円に増資
東京都でホテル事業を開始
福島県、神奈川県でホテル事業を開始
愛知県でホテル事業を開始

2月

貸会議室事業を開始

5月

京都府でホテル事業を開始

10月

北海道でホテル事業を開始

11月

神奈川県で不動産仲介事業を開始

12月

沖縄県でホテル事業を開始

2012 年 7月

本社を東京都新宿区に移転

8月

沖縄県で不動産仲介事業を開始
ストレージ事業を開始

10月

愛媛県でホテル事業を開始

12月

広島県で不動産仲介事業を開始

2013 年 6月

本社第二オフィスを開設

7月

長野県でホテル事業を開始

8月

栃木県でホテル事業を開始

2014 年 3 月

栃木県でスパリゾート事業を開始
千葉県でホテル事業を開始

4月

静岡県でホテル事業を開始

5月

京都府で不動産仲介事業を開始

7月

子会社 ( 株 ) リブマックスプロパティマネジメント設立

12 月

山梨県でホテル事業を開始

2015 年 3 月

千葉県で不動産仲介事業を開始

7月

埼玉県で不動産仲介事業を開始

8月

石川県でホテル事業を開始

2016 年 1 月

広島県でホテル事業を開始

9月

鹿児島県でホテル事業を開始

2017 年 2 月

群馬県でホテル事業を開始

5月

埼玉県でホテル事業を開始

6月

北海道で不動産仲介事業を開始

7月

本社を東京都港区赤坂に移転

2018 年 4 月

岐阜県でホテル事業を開始

6月

新潟県でホテル事業を開始

8月

三重県でホテル事業を開始

9月

宮城県でホテル事業を開始

11 月

福岡県でホテル事業を開始

12 月

岡山県でホテル事業を開始

2019 年11月
12 月

岡山県で不動産仲介事業を開始
富山県でホテル事業を開始
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北

東

関

道

札幌店

〒060-0062 北海道札幌市中央区南 2 条西 1-6-7 マリアールビル 2Ｆ

TEL：011-221-7710

FAX：011-221-7711

北

仙台店

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 2-6-32 ダイヤクレストビル 2F

TEL：022-266-2202

FAX：022-266-2203

国分町店

〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町 2-15-10 JP ビル 5F

TEL：022-721-8901

FAX：022-721-8902

大宮店

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-1-1 コトブキビル 7F

TEL：048-640-2005

FAX：048-640-2006

千葉店

〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見 2-7-20 アームズビル 4F

TEL：043-223-7176

FAX：043-223-7177

秋葉原店

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町 7 ヤマリビル 5F

TEL：03-5297-8877

FAX：03-5297-8878

神田店

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-1-1 ズイホウビル 6F

TEL：03-5295-1515

FAX：03-5295-1525

日本橋箱崎店

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 29-5 ホテルリブマックス日本橋箱崎 1F

TEL：03-3663-2323

FAX：03-3663-2325

日本橋馬喰町店

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-7-20 ホテルリブマックス東京馬喰町 1Ｆ TEL：03-3668-1171

FAX：03-3668-1172

銀座店

〒104-0045 東京都中央区築地 2-12-1 ホテルリブマックス東銀座 1F

TEL：03-3545-4545

FAX：03-3545-4546

品川駅前店

〒108-0075 東京都港区港南 2-2-15 レゴリス品川駅前ビルディング 5F

TEL：03-3474-8411

FAX：03-3474-8412

六本木店

〒106-0032 東京都港区六本木 3-12-5 STELLA 六本木 2F

TEL：03-5770-2828

FAX：03-5770-2829

赤坂店

〒107-0052 東京都港区赤坂 3-14-7 赤坂ステラビル 3F

TEL：03-5572-7227

FAX：03-5572-7228

新橋駅前店

〒105-0004 東京都港区新橋 2-6-7 花菱ビル 5F

TEL：03-3503-5050

FAX：03-3503-5055

高田馬場店

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-12-5 ホテルリブマックス高田馬場駅前 1F TEL：03-5338-5570

FAX：03-5338-5571

新宿店

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-6-11 カスタリア新宿 1F

TEL：03-3355-1717

FAX：03-3355-0202

西新宿店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-10-16 千徳ビル 4Ｆ

TEL：03-5389-5510

FAX：03-5389-5511

飯田橋店

〒162-0822 東京都新宿区下宮比町 1-1 相沢ビル 5F

TEL：03-5227-8881

FAX：03-5227-8882

上野店

〒110-0005 東京都台東区上野 7-3-2 銀座エステート上野ビル 4F

TEL：03-5827-5656

FAX：03-5827-5657

押上店

〒130-0002 東京都墨田区業平 1-10-4 ホテルリブマックス浅草スカイフロント 1F

TEL：03-5611-3366

FAX：03-5611-3367

潮見駅前店

〒135-0052 東京都江東区潮見 2 丁目 8-8 ホテルリブマックス東京潮見駅前 1F TEL：03-5690-5691

FAX：03-5690-5692

目黒店

〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-15-15 伊多喜ビル 5Ｆ

TEL：03-6409-0707

FAX：03-6409-0708

五反田店

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-11-12 五反田大力ビル 4F

TEL：03-5447-8800

FAX：03-5447-0202

渋谷店

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-24-14 トライアングルビル 9F

TEL：03-3400-3300

FAX：03-3400-9922

恵比寿店

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-1-3 タキカワ恵比寿ビル 2Ｆ

TEL：03-5784-1155

FAX：03-5784-1156

池袋店

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-15-3 アークランドビル 5F

TEL：03-5954-7373

FAX：03-5954-7374

綾瀬駅前店

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-16-1 ホテルリブマックス東京綾瀬駅前 1F

TEL：03-5682-1260

FAX：03-5682-1261

川崎店

〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町 2-20-8 ホテルリブマックス川崎駅前 1F

TEL：044-540-0505

FAX：044-540-0506

横浜駅前店

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 1-5-4 三協ビル 9F-B

TEL：045-317-3344

FAX：045-317-3355

関内駅前店

〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町 2-3-5 ホテルリブマックス横浜関内駅前 1F

TEL：045-251-7400

FAX：045-251-7401

栄店

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 3-15-32 タケガビル 4F

TEL：052-961-9110

FAX：052-961-9111

栄東店

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 4-7-15 ホテルリブマックス名古屋栄 EAST1F

TEL：052-261-8833

FAX：052-261-8832

名古屋店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 2-45-10 川島ビル 4F-A

TEL：052-589-0044

FAX：052-589-0045

東

海
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リーシング事業店舗
近
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リーシングネットワーク

中

畿

国

九 州・沖 縄

四条大宮店

〒600-8490 京都府京都市下京区立中町 503 太田ビル 3F

TEL：075-823-6661

FAX：075-823-6662

高槻店

〒569-0071 大阪府高槻市城北町 2-2-1 小路ビル 1F

TEL：072-662-4646

FAX：072-662-4666

茨木店

〒567-0829 大阪府茨木市双葉町 8-1 奥村ビル 2F

TEL：072-636-8700

FAX：072-636-8710

江坂店

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 2-7 ホテルリブマックス江坂 1F

TEL：06-6337-5151

FAX：06-6337-5161

四ツ橋店

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江 1-11-5 ナカムラビル 2F

TEL：06-6536-5550

FAX：06-6536-5560

天満橋店

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前 1-6-5 ホテルリブマックス大手前 1F

TEL：06-6945-1185

FAX：06-6945-1186

梅田店

〒530-0001 大阪市北区梅田 1-2-2 大阪駅前第 2 ビル 1F-11

TEL：06-6347-0505

FAX：06-6347-0506

夙川店

〒662-0051 兵庫県西宮市羽衣町 10-5 アミスタ夙川 2F

TEL：0798-38-5556

FAX：0798-38-5557

JR 芦屋駅前店

〒659-0061 兵庫県芦屋市上宮川町 2-8 第 19 プロスパー芦屋 1F

TEL：0797-34-5911

FAX：0797-34-5912

岡本店

〒658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本 1-3-6 ワコーレエキサイド岡本 2F

TEL：078-412-7557

FAX：078-412-7559

六甲店

〒657-0027 兵庫県神戸市灘区永手町 5-8-16 第 2 古泉ビル 2F-C

TEL：078-858-6060

FAX：078-858-6116

三宮店

〒651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町 5-3-5 グリーンシャポービル 2F

TEL：078-252-0909

FAX：078-252-0303

三宮南店

〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町 1-7-1 友信ビル 2F

TEL：078-331-5400

FAX：078-331-5401

姫路店

〒670-0912 兵庫県姫路市南町 14-2 ホテルリブマックス姫路駅前 1F

TEL：079-282-2226

FAX：079-282-2227

岡山駅前店

〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町 29-4 ホテルリブマックス岡山 WEST 1F

TEL : 086-251-6801

FAX : 086-251-6802

広島駅前店

〒732-0823 広島県広島市南区猿猴橋町 5-14 藤田ビル 1F

TEL：082-568-7341

FAX：082-568-7342

八丁堀店

〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町 10-15 もんビル 5F

TEL：082-502-2601

FAX：082-502-2602

福山駅前店

〒720-0066 広島県福山市三之丸町 9-22 ホテルリブマックス福山駅前 1F

TEL：084-991-0080

FAX：084-991-0081

博多店

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-5-10 TK ビル 3F

TEL：092-432-9001

FAX：092-432-9002

天神店

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2-3-10 天神パインクレスト 2F

TEL：092-738-1888

FAX：092-738-1889

那覇店

〒900-0033 沖縄県那覇市久米 2-2-7 ホテルリブマックス那覇 1F

TEL：098-868-0170

FAX：098-868-0171

新都心店

〒900-0016 沖縄県那覇市おもろまち 4-17-22 おもろスクエアビル 6F

TEL：098-867-0065

FAX：098-867-0066

※各法人の運営店舗は下記の通りです。
（株）リ ブ マ ッ ク ス： 仙台店／秋葉原店／六本木店／新宿店／上野店／目黒店／五反田店／渋谷店／恵比寿店／池袋店／博多店
（株）リブマックスリーシング： 札幌店／国分町店／神田店／日本橋箱崎店／日本橋馬喰町店／銀座店／赤坂店／品川駅前店／高田馬場店／新橋駅前店／西新宿店／飯田橋店／押上店／潮見駅前店／綾瀬駅前店／川崎店／横
浜駅前店／関内駅前店／大宮店／千葉店／栄店／栄東店／名古屋店／四条大宮店／高槻店／茨木店／江坂店／四ツ橋店／天満橋店／梅田店／夙川店／JR芦屋駅前店／岡本店／六甲店／三宮
店／三宮南店／姫路店／岡山駅前店／広島駅前店／八丁堀店／福山駅前店／天神店／那覇店／新都心店
（令和 2 年 8 月現在）
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北

東

関

海

道

北

東

〒060-0806 北海道札幌市北区北 6 条西 7

TEL：011-747-2010

FAX：011-747-2011

ホテルリブマックス札幌すすきの

〒064-0807 北海道札幌市中央区南 7 条西 6-4-1

TEL：011-552-9200

FAX：011-552-9201

ホテルリブマックス札幌

〒064-0809 北海道札幌市中央区南 9 条西 3-1-26

TEL：011-532-0500

FAX：011-532-0511

ホテルリブマックス千歳

〒066-0041 北海道千歳市清水町 3-14-1

TEL：0123-23-8100

FAX：0123-23-8101

ホテルリブマックス仙台青葉通

〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町 1-3-6

TEL：022-721-4450

FAX：022-721-4451

ホテルリブマックス福島郡山駅前

〒963-8002 福島県郡山市駅前 2-14-10

TEL：024-935-2180

FAX : 024-935-2181

ホテルリブマックス湯本

〒972-8321 福島県いわき市常磐湯本町天王崎 1-143

TEL：0246-44-4141

FAX：0246-44-4343

ホテルリブマックス宇都宮

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷 3-21-15

TEL：028-614-6210

FAX：028-614-6211

ホテルリブマックス群馬沼田

〒378-0044 群馬県沼田市下之町 900

TEL：0278-22-0800

FAX：0278-22-0801

ホテルリブマックス千葉中央駅前

〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見 2-17-1

TEL：043-222-3110

FAX：043-222-3111

ホテルリブマックス千葉駅前

〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉 2-3-2

TEL：043-241-1500

FAX：043-241-1501

ホテルリブマックス千葉みなと駅前

〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港 1-23-4

TEL：043-246-0110

FAX：043-246-0111

ホテルリブマックス千葉蘇我駅前

〒260-0842 千葉県千葉市中央区南町 2-15-16

TEL：043-209-7100

FAX：043-209-7101

ホテルリブマックス千葉美浜

〒261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町 2-3

TEL：043-203-8080

FAX：043-203-8079

ホテルリブマックス埼玉朝霞駅前

〒351-0011 埼玉県朝霞市本町 2-6-9

TEL：048-461-1800

FAX：048-461-1801

ホテルリブマックス東京神田 EAST

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-2-1

TEL：03-5687-8080

FAX：03-5687-8081

ホテルリブマックス東京神田駅前

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-4-3

TEL：03-5296-4100

FAX：03-5296-4101

ホテルリブマックス日本橋箱崎

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 29-5

TEL：03-3662-5455

FAX：03-3662-5456

ホテルリブマックス茅場町

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-7-3

TEL：03-3666-6910

FAX：03-3666-6911

ホテルリブマックス東京馬喰町

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-7-20

TEL：03-5644-3100

FAX：03-5644-3101

ホテルリブマックス東銀座

〒104-0045 東京都中央区築地 2-12-1

TEL：03-3547-0550

FAX：03-3547-0551

ホテルリブマックス日本橋人形町

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 1-19-9

TEL：03-5640-1200

FAX：03-5640-1201

ホテルリブマックス日本橋小網町

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 10-7

TEL：03-3249-5060

FAX：03-3249-5061

ホテルリブマックス東京新富町

〒104-0041 東京都中央区新富 1-7-12

TEL：03-5566-2300

FAX：03-5566-2301

ホテルリブマックス新橋

〒105-0004 東京都港区新橋 6-20-1

TEL：03-5425-1212

FAX：03-5425-1213

ホテルリブマックス赤坂

〒107-0052 東京都港区赤坂 7-9-4

TEL：03-5563-9500

FAX：03-5563-9501

ホテルリブマックス新宿歌舞伎町明治通

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町 2-3-23

TEL：03-3209-7800

FAX：03-3209-7801

ホテルリブマックス新宿歌舞伎町

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町 2-33-3

TEL：03-3207-0710

FAX：03-3207-0711

ホテルリブマックス新宿 EAST

〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-27-49

TEL：03-3205-6400

FAX：03-3205-6401

ホテルリブマックス高田馬場駅前

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-12-5

TEL：03-3360-9400

FAX：03-3360-9401

ホテルリブマックス後楽園

〒112-0002 東京都文京区小石川 3-1-2

TEL：03-5802-1717

FAX：03-5802-1718

ホテルリブマックス秋葉原北

〒110-0016 東京都台東区台東 2-5-2

TEL：03-3834-8900

FAX：03-3834-8901

ホテルリブマックス日暮里

〒110-0001 東京都台東区谷中 3-2-12

TEL：03-3823-1313

FAX：03-3823-1314

ホテルリブマックス上野駅前

〒110-0015 東京都台東区東上野 4-12-2

TEL：03-3844-7800

FAX：03-3844-7801

ホテルリブマックス東上野

〒111-0041 東京都台東区元浅草 3-5-1

TEL：03-3843-2290

FAX：03-3843-2291

ホテルリブマックス浅草橋駅前

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-1-14

TEL：03-3865-2800

FAX：03-3865-2801

ホテルリブマックス浅草駅前

〒111-0043 東京都台東区駒形 2-6-5

TEL：03-5828-7600

FAX：03-5828-7601

ホテルリブマックス浅草橋駅北口

〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-7-2

TEL：03-3864-3500

FAX：03-3864-3501

ホテルリブマックス浅草スカイフロント

〒130-0002 東京都墨田区業平 1-10-4

TEL：03-5611-3555

FAX：03-5611-3556

ホテルリブマックス豊洲駅前

〒135-0061 東京都江東区豊洲 5-5-34

TEL：03-6220-5770

FAX：03-6220-5771

ホテルリブマックス東京木場

〒135-0016 東京都江東区東陽 1-27-6

TEL：03-3640-3030

FAX：03-3640-3031

ホテルリブマックス東京潮見駅前

〒135-0052 東京都江東区潮見 2-8-8

TEL：03-3699-0310

FAX：03-3699-0311

ホテルリブマックス大森駅前

〒140-0013 東京都品川区南大井 3-33-2

TEL：03-3762-0080

FAX：03-3762-0081

ホテルリブマックス東京大塚駅前

〒170-0005 東京都豊島区南大塚 3-44-12

TEL：03-3983-4500

FAX：03-3983-4501

ホテルリブマックス赤羽駅前

〒115-0045 東京都北区赤羽 1-3-10

TEL：03-3902-9800

FAX：03-3902-9801

ホテルリブマックス東京綾瀬駅前

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-16-1

TEL：03-3620-4800

FAX：03-3620-4801

ホテルリブマックス葛西駅前

〒134-0084 東京都江戸川区東葛西 6-1-3

TEL：03-3675-0600

FAX：03-3675-0610

ホテルリブマックス八王子駅前

〒192-0904 東京都八王子市子安町 1-14-20

TEL：042-642-4600

FAX：042-642-4601

ホテルリブマックス北府中

〒183-0051 東京都府中市栄町 3-15-9

TEL：042-352-7770

FAX：042-352-7771

ホテルリブマックス府中

〒183-0022 東京都府中市宮西町 3-8-5

TEL：042-334-8811

FAX：042-334-8812

ホテルリブマックス府中アネックス

〒183-0056 東京都府中市寿町 3-4-14

TEL：042-336-3131

FAX：042-336-3132

ホテルリブマックス調布駅前

〒182-0024 東京都調布市布田 4-2-6

TEL：042-485-0033

FAX：042-485-0034

ホテルリブマックス町田駅前

〒194-0022 東京都町田市森野 1-22-7

TEL：042-724-2801

FAX：042-724-2802

ホテルリブマックス東京羽村駅前

〒205-0011 東京都羽村市五ノ神 4-2-15

TEL：042-578-5678

FAX：042-578-5679

ホテルリブマックス横浜駅西口

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 2-10-32

TEL：045-316-4500

FAX：045-316-4501

ホテルリブマックス横浜鶴見

〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 1-21-13

TEL：045-500-6000

FAX：045-500-6001

ホテルリブマックス横浜関内

〒231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町 4-117

TEL：045-250-1510

FAX：045-250-1511

ホテルリブマックス横浜関内駅前

〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町 2-3-5

TEL：045-252-3450

FAX：045-252-3451

ホテルリブマックス新横浜

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-14-19

TEL：045-471-4100

FAX：045-471-4101

ホテル＆リゾートネットワーク
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ホテルリブマックス横浜元町駅前

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 187

TEL：045-662-1960

ホテルリブマックス相模原

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺 4-15-11

TEL：042-704-3535

FAX：045-662-1961
FAX：042-704-3536

ホテルリブマックス相模原駅前

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原 7-1-28

TEL：042-730-1300

FAX：042-730-1301

ホテルリブマックス南橋本駅前

〒252-0253 神奈川県相模原市中央区南橋本 2-3-6-1

TEL：042-772-7733

FAX：042-772-7734

ホテルリブマックス平塚駅前

〒254-0042 神奈川県平塚市明石町 1-26

TEL：0463-20-6000

FAX：0463-20-6002

ホテルリブマックス川崎駅前

〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町 2-20-8

TEL：044-542-8686

FAX：044-542-8687

ホテルリブマックス新潟駅前

〒950-0086 新潟県新潟市中央区花園 1-7-10

TEL：025-241-7700

FAX：025-241-7701

ホテルリブマックス新潟長岡駅前

〒940-0048 新潟県長岡市台町 2-3-14

TEL：0258-37-2500

FAX：0258-37-2501

ホテルリブマックス富山

〒930-0005 富山県富山市新桜町 5-2

TEL：076-442-5580

FAX：076-442-5581

ホテルリブマックス金沢医大前

〒920-0265 石川県河北郡内灘町大学 2-216

TEL：076-286-2720

FAX：076-286-2721

ホテルリブマックス金沢駅前

〒920-0035 石川県金沢市中橋町 7-12

TEL：076-232-2400

FAX：076-232-2401

ホテルリブマックス甲府

〒400-0113 山梨県甲斐市富竹新田 1536-1

TEL：055-279-2929

FAX：055-279-9292

ホテルリブマックス岐阜駅前

〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 7-11-1

TEL：058-267-1030

FAX：058-267-1031

ホテルリブマックス岐阜羽島駅前

〒501-6255 岐阜県羽島市福寿町浅平 1-56-2

TEL：058-394-2280

FAX：058-394-2281

ホテルリブマックス浜松駅前

〒430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町 1-2 かじ町プラザ 6F

TEL：053-455-0118

FAX：053-455-0250

ホテルリブマックス沼津駅前

〒410-0801 静岡県沼津市大手町２-1-10

TEL：055-961-0080

FAX：055-961-0081

ホテルリブマックス富士駅前

〒416-0923 静岡県富士市横割本町 2-21

TEL：0545-60-9900

FAX：0545-60-9901

ホテルリブマックス掛川駅前

〒436-0056 静岡県掛川市中央 1-5-2

TEL：0537-61-0001

FAX：0537-61-0002

ホテルリブマックス名古屋桜通口

〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野 2-26-4

TEL：052-583-1170

FAX：052-583-1171

ホテルリブマックス名古屋太閤通口

〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤 4-9-25

TEL：052-452-0900

FAX：052-452-0901

ホテルリブマックス名駅

〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南 1-11-5-1

TEL：052-571-2260

FAX：052-571-2261

ホテルリブマックス名古屋栄 EAST

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 4-7-15

TEL：052-261-0270

FAX：052-261-0271

ホテルリブマックス名古屋金山

〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木 4-8-19

TEL：052-681-1140

FAX：052-681-1141

ホテルリブマックス名古屋

〒454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋 3-1- 22

TEL：052-339-3901

FAX：052-339-3902

ホテルリブマックス愛知豊田駅前

〒471-0868 愛知県豊田市神田町 1-2-5

TEL：0565-35-7750

FAX：0565-35-7751

ホテルリブマックス三河安城駅前

〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町 1-1- 20

TEL：0566-71-4430

FAX：0566-71-4431

ホテルリブマックス四日市駅前

〒510-0087 三重県四日市市西新地 11- 2

TEL：059-350-0070

FAX：059-350-0071

ホテルリブマックス京都二条城北

〒602-8145 京都府京都市上京区左馬松町 775 番

TEL：075-823-7750

FAX：075-823-7751

ホテルリブマックス京都寺町通

〒600-8035 京都府京都市下京区寺町通高辻下る京極町 494

TEL：075-341-2270

FAX：075-341-2271

ホテルリブマックス京都鴨川前

〒600-8114 京都府京都市下京区六軒通高瀬川筋東入早尾町 161

TEL：075-353-4400 FAX：075-353-4401

ホテルリブマックス京都駅前

〒600-8310 京都府京都市下京区夷之町 713

TEL：075-354-7100

FAX：075-354-7101

ホテルリブマックス京都五条

〒600-8357 京都府京都市下京区猪熊通り五条西入柿本町 698-2

TEL：075-341-1173

FAX：075-341-1174

ホテルリブマックス大手前

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前 1-6-5

TEL：06-6945-1000

FAX：06-6945-1004

ホテルリブマックス心斎橋 EAST

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-3-7

TEL：06-6268-0050

FAX：06-6268-0051

ホテルリブマックス大阪淀屋橋

〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 2-6-9

TEL：06-6206-9500

FAX：06-6206-9501

ホテルリブマックス大阪本町

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町 3-1-13

TEL：06-6243-0050

FAX：06-6243-0051

ホテルリブマックス梅田中津

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津 3-3-22

TEL：06-6374-9000

FAX：06-6374-9001

ホテルリブマックス PREMIUM梅田 EAST

〒530-0024 大阪府大阪市北区山崎町 4-16

TEL：06-4709-0030

FAX：06-4709-0031

ホテルリブマックス梅田堂山

〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町 8-15

TEL：06-6313-0001

FAX：06-6313-0002

ホテルリブマックス梅田 WEST

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満 6-9-14

TEL：06-6313-5580

FAX：06-6313-5581

ホテルリブマックス新大阪

〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島 1-15-7

TEL：06-6990-5556

FAX：06-6990-5558

ホテルリブマックス江坂

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 2-7

TEL：06-6337-6666

FAX：06-6337-6668

ホテルリブマックスなんば

〒556-0023 大阪府大阪市浪速区稲荷 2-1-3

TEL：06-6567-6111

FAX：06-6567-6112

ホテルリブマックス大阪ドーム前

〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎 2-19-2

TEL：06-6581-3200

FAX：06-6581-3201

ホテルリブマックス大阪門真

〒571-0048 大阪府門真市新橋町 15-24

TEL：06-6909-7770

FAX：06-6909-7771

ホテルリブマックス尼崎

〒660-0868 兵庫県尼崎市西御園町 119-1

TEL：06-6412-8001

FAX：06-6412-8002

ホテルリブマックス西宮

〒662-0914 兵庫県西宮市本町 5-29

TEL：0798-26-0440

FAX：0798-26-0441

ホテルリブマックス神戸三宮

〒651-0097 兵庫県神戸市中央区布引町 2-1-16

TEL：078-272-0260

FAX：078-272-0261

ホテルリブマックス神戸

〒650-0802 兵庫県神戸市兵庫区水木通 1-2-8

TEL：078-575-6061

FAX：078-575-6062

ホテルリブマックス姫路駅前

〒670-0912 兵庫県姫路市南町 14-2

TEL：079-282-4400

FAX：079-282-4401

ホテルリブマックス姫路市役所前

〒670-0955 兵庫県姫路市安田 3-5

TEL：079-226-7400

FAX：079-226-7401

ホテルリブマックス PREMIUM 姫路駅南

〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町 147

TEL：079-284-2210

FAX：079-284-2211

ホテルリブマックス岡山

〒700-0902 岡山県岡山市北区錦町 4-14

TEL：086-226-0080

FAX：086-226-0081

ホテルリブマックス岡山 WEST

〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町 29-4

TEL：086-898-3300

FAX：086-898-3301

ホテルリブマックス岡山倉敷駅前

〒710-0055 岡山県倉敷市阿知 1-5-13

TEL：086-421-4400

FAX：086-421-4401

ホテルリブマックス広島平和公園前

〒730-0051 広島県広島市中区大手町 2-10-23

TEL：082-544-0050

FAX：082-544-0051

ホテルリブマックス広島舟入町リバーサイド

〒730-0841 広島県広島市中区舟入町 4-13

TEL：082-235-0070

FAX：082-235-0071

ホテルリブマックス PREMIUM 広島

〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里 1-1-7

TEL：082-567-2250

FAX：082-567-2251
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九 州・沖 縄

〒723-0004 広島県三原市館町 1-3-5

TEL：0848-81-0090

FAX：0848-81-0091

ホテルリブマックス福山駅前

〒720-0066 広島県福山市三之丸町 9-22

TEL：084-991-0050

FAX：084-991-0051

ホテルリブマックス伊予三島

〒799-0405 愛媛県四国中央市三島中央 3-14-5

TEL：0896-23-2011

FAX：0896-23-2012

ホテルリブマックス博多駅南

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 3-7-32

TEL：092-433-0400

FAX：092-433-0401

ホテルリブマックス福岡天神

〒810-0005 福岡県福岡市中央区清川 1-12-17

TEL：092-534-1140

FAX：092-534-1141

ホテルリブマックス福岡天神 WEST

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名 2-11-23

TEL：092-717-2250

FAX：092-717-2251

ホテルリブマックス博多中洲

〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲 5-4-21

TEL：092-273-0050

FAX：092-273-0051

ホテルリブマックス鹿児島

〒892-0817 鹿児島県鹿児島市小川町 15-1

TEL：099-216-3220

FAX：099-216-3221

ホテルリブマックス那覇

〒900-0033 沖縄県那覇市久米 2-2-7

TEL：098-868-0111

FAX：098-868-0112

ホテルリブマックス那覇松山

〒900-0032 沖縄県那覇市松山 2-12-6

TEL：098-862-0810

FAX：098-862-0811

ホテルリブマックス那覇泊港

〒900-0016 沖縄県那覇市前島 2-23-12

TEL：098-868-4100

FAX：098-868-4101

リブマックスリゾート川治

〒321-2611 栃木県日光市川治温泉川治 11

TEL：0288-78-0011

FAX：0288-78-0261

リブマックスリゾート鬼怒川

〒321-2522 栃木県日光市鬼怒川温泉大原 2

TEL：0288-70-1911

FAX：0288-70-1912

スパリゾートリブマックス

〒321-4364 栃木県真岡市長田 1-24-3

TEL：0285-85-5526

FAX：0285-85-5527

リブマックスリゾート草津温泉

〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町大字草津 548-1

TEL：0279-89-1170

FAX：0279-89-1171

リブマックスリゾート箱根仙石原

〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 1283-87 TEL：0460-84-7860

FAX：0460-84-7861

リブマックスリゾート箱根芦ノ湖

〒250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 159-171 TEL：0460-84-7445

FAX：0460-84-7446

リブマックスリゾート軽井沢

〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 1274-13 TEL：0267-41-3535

FAX：0267-41-3536

リブマックスリゾート軽井沢フォレスト

〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 4957-7 TEL：0267-45-2800

FAX：0267-45-2830

リゾート事業店舗
関

甲

東

信

越

北

陸

リブマックスリゾート加賀山代

〒922-0254 石川県加賀市山代温泉温泉通 32-1

TEL：0761-77-3060

FAX：0761-77-3061

東

海

リブマックスリゾート熱海シーフロント

〒413-0014 静岡県熱海市渚町 14-12

TEL：0557-83-0010

FAX：0557-83-0011

リブマックスリゾート伊豆高原

〒413-0232 静岡県伊東市八幡野 1220-1

TEL：0557-55-0001

FAX：0557-55-0002

リブマックスリゾート城ヶ崎海岸

〒413-0232 静岡県伊東市八幡野 1736-5

TEL：0557-55-2727

FAX：0557-55-2728

リブマックスリゾート伊東川奈

〒413-0231 静岡県伊東市富戸三野原 1301

TEL：0557-33-1616

FAX：0557-33-1617

リブマックスリゾート天城湯ヶ島

〒410-3206 静岡県伊豆市湯ヶ島 2821-4

TEL：0558-75-8300

FAX：0558-75-8301

リブマックスリゾート伊豆下田

〒415-0029 静岡県下田市田牛 711-3

TEL：0558-25-2222

FAX：0558-25-2223

リブマックスリゾート京丹後シーフロント

〒629-3113 京都府京丹後市網野町小浜 476

TEL：0772-79-0080

FAX：0772-79-0081

リブマックスリゾート瀬戸内シーフロント

〒671-1332 兵庫県たつの市御津町室津 895-28

TEL：079-322-8090

FAX：079-322-8091

リブマックスリゾート安芸 宮浜温泉

〒739-0454 広島県廿日市市宮浜温泉 2-6-18

TEL：0829-54-2777

FAX：0829-54-2778

リブマックスリゾート宮浜温泉オーシャン

〒739-0454 広島県廿日市市宮浜温泉 2-13-10

TEL：0829-50-0070

FAX：0829-50-0071

リブマックスリゾート安芸宮島

〒739-0515 広島県廿日市市宮島町魚之棚町 634

TEL：0829-40-2882

FAX：0829-40-2883

リブマックスリゾート奥道後

〒791-0122 愛媛県松山市末町 300-1

TEL：089-977-5600

FAX：089-977-5605

近

畿

中 国・四 国

九 州・沖 縄

リブマックスリゾート桜島シーフロント

〒891-2124 鹿児島県垂水市錦江町 1-194

TEL：0994-32-9195

FAX：0994-32-0915

リブマックス アムス・カンナリゾートヴィラ

〒904-1304 沖縄県国頭郡宜野座村漢那 397-1

TEL：098-968-7011

FAX：098-968-7012

（令和 2 年 9 月現在）

ホテル＆リゾートネットワーク

ホテルリブマックス三原駅前

CORPORATE OUTLINE

ホテル事業店舗

サービス事業一覧

CORPORATE OUTLINE

マックスカフェ店舗（飲食事業）
北

海

︵飲食・リラクゼーション︶
サービス事業一覧

道

札幌すすきの店

〒064-0807 北海道中央区南 7 条西 6-4-1 ホテルリブマックス札幌すすきの 1F

TEL：011-530-1500

東

北

福島郡山駅前店

〒963-8002 福島県郡山市駅前 2 丁目 14-10 ホテルリブマックス福島郡山駅前 1F

TEL：024-927-4800

関

東

千葉みなと駅前店 〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港 1-23-4 ホテルリブマックス千葉みなと駅前 1F

TEL：043-246-0211

千葉中央駅前店

〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見 2-17-1 ホテルリブマックス千葉中央駅前 1F

TEL：043-202-2050

茅場町店

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-7-3 ホテルリブマックス茅場町 1F

TEL：03-3666-5550

後楽園店

〒112-0002 東京都文京区小石川 3-1-2 ホテルリブマックス後楽園 1F

TEL：03-5802-6011

東京綾瀬駅前店

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-16-1 ホテルリブマックス東京綾瀬駅前 1F

TEL：03-5682-1411

葛西店

〒134-0084 東京都江戸川区東葛西 6-1-3 ホテルリブマックス葛西駅前 1F

TEL：03-3675-7755

横浜駅西口店

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 2-10-32 ホテルリブマックス横浜駅西口 1F

TEL：045-317-6888

横浜中華街店

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 187 ホテルリブマックス横浜元町駅前 1F

TEL：045-222-6855

相模原店

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原 7-1-28 ホテルリブマックス相模原駅前 1F

TEL：042-776-3700

南橋本店

〒252-0253 神奈川県相模原市中央区南橋本 2-3-6-1 ホテルリブマックス南橋本駅前 1F

TEL：042-700-0090

新潟長岡駅前店

〒940-0048 新潟県長岡市台町 2-3-14 ホテルリブマックス新潟長岡駅前 1F

TEL：0258-38-6111

金沢店

〒920-0035 石川県金沢市中橋町 7-12 ホテルリブマックス金沢駅前 1F

TEL：076-224-4520

岐阜羽島店

〒501-6255 岐阜県羽島市福寿町浅平 1-56-2 ホテルリブマックス岐阜羽島駅前 1F

TEL：058-391-0066

沼津店

〒410-0801 静岡県沼津市大手町 2-1-10 ホテルリブマックス沼津駅前 1F

TEL：055-963-7610

掛川店

〒436-0056 静岡県掛川市中央 1-5-2 ホテルリブマックス掛川駅前 1F

TEL：0537-21-3600

名古屋桜通口店

〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野 2-26-4 ホテルリブマックス名古屋桜通口店 1F

TEL：052-566-0040

名古屋栄店

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 4-7-15 ホテルリブマックス名古屋栄 EAST 1F

TEL：052-261-1611

愛知豊田駅前店

〒471-0868 愛知県豊田市神田町 1-2-5 ホテルリブマックス愛知豊田駅前 1F

TEL：0565-31-1023

中

部

東

海

近

畿

九

州

心斎橋 EAST 店 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-3-7 ホテルリブマックス心斎橋 EAST 1F

TEL：06-6261-1520

大阪淀屋橋店

〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 2-6-9 ホテルリブマックス大阪淀屋橋 1F

TEL：06-6205-0040

大阪本町店

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町 3-1-13 ホテルリブマックス大阪本町 1F

TEL：06-6253-0002

梅田 EAST 店

〒530-0024 大阪府大阪市北区山崎町 4-16 ホテルリブマックス PREMIUM 梅田 EAST 1F

TEL：06-4709-2700

梅田 WEST 店

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満 6-9-14 ホテルリブマックス梅田 WEST 1F

TEL：06-6313-1011

西宮店

〒662-0914 兵庫県西宮市本町 5-29 ホテルリブマックス西宮 1F

TEL：0798-26-0190

神戸三宮店

〒651-0097 兵庫県神戸市中央区布引町 2-1-16 ホテルリブマックス神戸三宮 1F

TEL：078-221-6480

姫路駅南店

〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町 147 ホテルリブマックス PREMIUM 姫路駅南 1F

TEL：079-284-8080

博多中洲店

〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲 5-4-21 ホテルリブマックス博多中洲 1F

TEL：092-273-1006

リラマックス店舗（リラクゼーション事業）
北

海

関

甲

信

道

札幌すすきの店

東

真岡店

〒321-4364 栃木県真岡市長田 1-24-3 スパリゾートリブマックス B1F

TEL：0285-85-5862

鬼怒川店

〒321-2522 栃木県日光市鬼怒川温泉大原 2 リブマックスリゾート鬼怒川 1F

TEL：0288-70-1911

越

〒064-0807 北海道中央区南 7 条西 6-4-1 ホテルリブマックス札幌すすきの 2F

TEL：011-512-0800

府中店

〒183-0022 東京都府中市宮西町 3-8-5 ホテルリブマックス府中 1F

TEL：042-363-6900

六本木店

〒106-0032 東京都港区六本木 4-9-5 ISO 六本木ビル 8F

TEL：03-3470-5557

軽井沢店

〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 1274-13 リブマックスリゾート軽井沢 1F

TEL：0267-41-1760

甲府店

〒400-0113 山梨県甲斐市富竹新田 1536-1 リブマックスリゾート甲府 4F

TEL：055-279-2929

北

陸

加賀山代店

〒922-0242 石川県加賀市山代温泉温泉通 32-1 リブマックスリゾート加賀山代 1F

TEL：0761-77-3060

東

海

伊東川奈店

〒413-0231 静岡県伊東市富戸三野原 1301 リブマックスリゾート伊東川奈

TEL：0557-33-1616

近

畿

天満橋店

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前 1-6-5 ホテルリブマックス大手前 B1F

TEL：06-6945-1400

中

国

安芸宮島店

〒739-0588 広島県廿日市市宮島町魚之棚町 634 リブマックスリゾート安芸宮島 2F

TEL：0829-40-2882

沖

縄

沖縄店

〒904-1304 沖縄県国頭郡宜野座村漢那 397-1 リブマックス アムス・カンナリゾート ヴィラ

TEL：098-968-7011

（令和 2 年 7 月現在）

CORPORATE OUTLINE

管理戸数・運用戸数推移グラフ
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0

主な管理物件

カスタリア新宿
東京都新宿区

カスタリア蔵前
東京都台東区

W.O.B HONMACHI-WEST
大阪市西区

プレジール三宮Ⅰ
神戸市中央区

インペリアル新神戸
神戸市中央区

(令和2年 6月現在)

