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会社概要

私どもサンタ通商は、輸入建材商社として35年以上の経験を活かし、

目先の「価格」ではなく、本当の「価値」を

多くの方に共感いただけるよう、日々、勤しんでおります。
商

号

株式会社サンタ通商

代

表

者

代表取締役

資

本

金

98,000,000円

立

昭和55年6月21日

地

本社
〒150-0011

東京都渋谷区東3-14-15 MOビル4F

大阪支店
〒532-0011

大阪市淀川区西中島7-1-26 オリエンタル新大阪ビル4F

設
所

在

初田徹夫

シアトル支店
169THCTNEREDMOND,WA.98052U.S.A.8509
価値創造研究所
〒270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬5121-1
中国畑台支店
中国 山東省 煙台市 菜山区 黄海城市花園 玉蘭園1-2-904
■事業内容
・輸入建材の輸入及び販売
・注文住宅の企画、設計、及びFC本部の運営、施工
・輸入建材の企画・開発及び販売
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取引銀行

三井住友銀行 六本木法人営業部／東京三菱UFJ銀行 青山通支社／
みずほ銀行神谷町支店

主要取引先

住宅メーカー
全国地域ビルダー
MARVIN Windows and Doors
（USA）
Simpson Door Company
（USA）
Merit Kitchens（Canada）
PEI Moulding
（カナダ）
タルジェッティーポールセンジャパン株式会社
株式会社 リクルートホールディングス
株式会社 センコー
株式会社 スポニチクリエイツ
株式会社 ナイルスコミュニケーションズ
メープルホームズ加盟店各社
他国内外約250社

会社沿革

『いいものはいいと考えたい』
私たちは健康で快適な住空間を提案する企業を目指します

1980年 6月

港区六本木に会社設立
（資本金400万円）
米国アンダーソン社製木製二重ガラス窓など輸入建材の販売開始

1982年 1月

資本金1,000万円に増資

1983年 7月

大阪営業所を開設

1985年 8月

大阪営業所を支店に昇格

1986年 8月

北米型輸入住宅パートナーシステム本部として
（株）
メープルホームズインターナショナル
（資本金1,000万円）
設立

1990年 4月

シアトル駐在員事務所を開設

1991年 6月

資本金4,000万円に増資

1992年 1月

マーヴィン社の日本における木製二重ガラス窓の販売代理店となる

1993年 4月

シアトル駐在員事務所を支店に昇格

1994年10月

資本金84,175,000円に増資

1997年 4月

輸入住宅産業協議会に加盟

1998年 4月

｢赤毛のアン｣カナダオフィシャルライセンスを取得

2000年 7月
10月

本社を港区六本木より渋谷区東へ移転
本社ショールーム「レイニアワールド」
を開設

2003年 4月

｢株式会社メープルホームズインターナショナル｣を合併

2006年10月

プライベートブランド商品「セントレイニアドア」
を発売

2008年 9月

つくばモデルハウスを開設

2009年10月

物流センターを千葉県野田市センコーに移転

2010年 4月

女性専用アパート
『PRIMA』
を全国展開
中国駐在員事務所を開設

2012年 6月

日本モゲージの代理店契約を締結

2014年 4月

中国駐在員事務所を畑台支店として開設
名古屋支店を大阪支店と統合

2014年 6月

資本金98,000,000円と成る

2015年 6月

創業35周年を祝賀

2015年11月

野田市に価値創造研究所の開設
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信頼性

輸入建材専門商社として

35年の実績に裏づけされた信頼をお届けします
「いいものはいいと考えたい」

私達は健康で快適な住空間を提案する企業を目指します

経営理念

サンタ通商は、輸入建材商社として1980年6月設立以来、北米の様々なメーカーと取引をしてまいりました。30年以上の
経験を活かし、天然木製品を中心に、
日本の住宅事情や風土・気候に合った、人と地球にやさしい素材・製品をご提供して
います。目先の「価格」
ではなく、本当の「価値」を共感いただけるよう、
日々、勤しんでおります。

東京・大阪 ＋ シアトル支店による
24時間営業体制を確立。
システム

現在、東京・大阪の拠点から営業活動を行なっておりますが、サンタ
通商の特徴は、なんといってもシアトル支店を有していることです。
これにより私たちは、
日本時間の夜にいただいたご質問を翌朝営業
マンが回答できるなど、お客様に対して24時間体制での営業活動
を行えるのです。
様々なメーカーとの太いパイプづくり、シアトル倉庫における完全
検品などなど、
日本のお客様が安心してご使用いただける体制を整
えております。

VANCOUVER
SEATTLE

PRINCE EDWARD
ISLAND

LOS ANGELS
TOKYO

毎週シアトルを出航するコンテナを確保し、
正確な納期をお約束。
納期管理

私たちの取り扱う商品は、一部の在庫品以外、
ご注文をいただいてからメーカー製作されるものが多く含まれております。
納期が約２ヶ月といっても、実際には２〜３週間遅れる輸入業者が多く、お客さまの大きな不満の一つとお聞きします。
私たちはオーダースケジュール表を公開し、ほぼ毎週ご注文締切日を設け、いつまでに発注すれば希望の納期に間に合う
かを打ち合わせ段階から常にわかる納期管理システムを導入しております。業界唯一のシステムです。

熟練した職人集団による安心・確実な
メンテナンス体制も万全
サービス

住宅はクレーム産業と言われるくらい、納品後のアフターメンテナンスが重要と
されます。私たちが一番力を注ぎ、自信をもって対応していることの一つです。
事前回避をするための豊富な情報量を持つ営業マンの存在は不可欠ですが、
それ以上に頼りになるのが専属契約をした職人集団の存在です。彼らは、毎年
のように各メーカーのトレーニングを受け、
「自分自身が惚れ込んでいる製品を
お客様にも伝えたい」
という信念のもと、今日も各地を飛びまわっております。

国内メーカー並みの保証体制。
保
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証

正規代理店でもあるマーヴィンウインドウ製品には、本体からの雨漏れ・木部
の腐食・ペアガラス内部の結露に対して１０年保証をお約束しております。そ
の他の製品に対しても、一部商品を除き、国内メーカー並みの保証期間を設定
しており、お買上いただいたお客様に長期にわたる安心をご提供いたしており
ます。

\HDUV
:DUUDQW\

パートナーの皆様と共に

われわれサンタ通商と共に、

将来的な経営基盤を築いていきませんか？
不況の時代だからこそ、
わたしたちはビルダーの皆様と共に繁栄の道を歩んでまいります。
輸入住宅・建材にたずさわること35周年を迎えたサンタ通商だからこそ、現在の日本の住文
化に根付いていない
『本当に豊かな住生活の実現』
を提案してまいります。
建物が欧米のように100年、200年と長期的な資産価値を生み、受け継がれていくには何が
必要だと思いますか？
性能・品質・プラン．
．
．
様々な要因が考えられますが、一番大事な要素は、
『 デザイン』
だとわたしたちは考えます。
当然のことながら、耐震性や防火性、断熱・気密性などの性能は重要ですが、
それだけでは
不十分です。何世代にもわたって住み継がれる本当に価値のある住まいに不可欠な要素は、
『自分たちで手が加えられ、住まいに愛情を育めること』
『飽きのこないデザインであること』
この要素を満たさない限り、平均26〜30年でスクラップ＆ビルドを繰り返す日本の住文化
は大きく変化することはないでしょう。
『お客さまの喜び・幸せ』
が
『企業の社会的必要性』
を生み、
わたしたちや
『従業員や家族
の幸せ』
に繋がっていくという喜びのサイクルを実現するために。
今こそ、本当に必要とされる企業としての経営基盤を共に築きあげていきましょう。
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取扱い 輸入建材の ご 案内
プライスリスト掲載品以外にも、輸入建材を取り扱っております。
詳しくはサンタ通商ホームページまで

www.santatsusho.co.jp

オ ー ル ア ルト レ ッ ク ス

木 製 窓 、ト リ プ ル ガ ラ ス
〈インテグリティ〉

White River

〈インテグリティ〉

モ ー ル デ ィン グ

〈ホワイトリバー〉

James Hardie
Siding Products

照 明

Vinyl Fence

照 明

照 明
〈ルイスポールセン〉

ステンシル

ネ ー ム プ レ ート・メ ー ル ボ ッ ク ス
〈ホワイトホール〉

外 構

〈バイナル・フェンス〉

〈ワッツ〉

外 壁 材
〈エルドラドストーン〉

サ イ デ ィン グ

〈ジェームスハーディサイディングプロダクツ〉

〈キチラー〉

家 具 照 明
〈オーセンティック コレクション〉

〈アートペインティング〉
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Webシ ョ ッ プ の ご 案 内
サンタ通商のWebショップでは、厳選された高品質な商品をご提供しています。

商 品 一 例

http://santatsusho-webshop.com/
現場作業や
引っ越しに便利！
エアジャッキ
「ウィンバック」

サンタ通商
オリジナル
日本仕様に
改良を加えた
「サーマスルー
ジャパンモデル」

自然素材でできた
人にも環境にも
優しい水性粉末
木部保護材
「エコウッド
トリートメント」

輸入建材

DIYグッズ

便利工具
などを販売中！

海外トレンドを
いち早くキャッチ！
新商品は随時UPされます！

最 新 情 報 のご 案 内
サンタ通商公式ホームページでは、最新情報や施工資料を公開しています。

http://www.santatsusho.co.jp/catalog

カタログ

施工説明書

納り図

取扱い説明書

などのダウンロードも可能です。
※メーカーの事情により、予告なしに商品を廃番または価格、仕様、寸法、色等の変更を行うことがありますので予めご了承ください。
最新の情報は上記URLまたはQRコードよりアクセスしてご確認ください。
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TOKYO SHOWROOM
会社沿革

『いいものはいいと考えたい』
私たちは健康で快適な住空間を提案する企業を目指します

1980年 6月

港区六本木に会社設立
（資本金400万円）
米国アンダーソン社製木製二重ガラス窓など輸入建材の販売開始

1982年 1月

資本金1,000万円に増資

1983年 7月

大阪営業所を開設

1985年 8月

大阪営業所を支店に昇格

1986年 8月

北米型輸入住宅パートナーシステム本部として
（株）
メープルホームズインターナショナル
（資本金1,000万円）
設立

1990年 4月

シアトル駐在員事務所を開設

1991年 6月

資本金4,000万円に増資

1992年 1月

マーヴィン社の日本における木製二重ガラス窓の販売代理店となる

1993年 4月

シアトル駐在員事務所を支店に昇格

1994年10月

資本金84,175,000円に増資

1997年 4月

輸入住宅産業協議会に加盟

1998年 4月

｢赤毛のアン｣カナダオフィシャルライセンスを取得

2000年 7月
10月

本社を港区六本木より渋谷区東へ移転
本社ショールーム「レイニアワールド」
を開設

2003年 4月

｢株式会社メープルホームズインターナショナル｣を合併

2006年10月

プライベートブランド商品「セントレイニアドア」
を発売

2008年 9月

つくばモデルハウスを開設

2009年10月

物流センターを千葉県野田市センコーに移転

2010年 4月

女性専用アパート
『PRIMA』
を全国展開
中国駐在員事務所を開設

2012年 6月

日本モゲージの代理店契約を締結

2014年 4月

中国駐在員事務所を畑台支店として開設
名古屋支店を大阪支店と統合

2014年 6月

資本金98,000,000円と成る

2015年 6月

創業35周年を祝賀

2015年11月

野田市に価値創造研究所の開設

※ショールームの展示品・家具は変更されている場合がございます。ご了承ください。

（定休日：日曜・祝日・夏季・年末年始休暇）

210

URL http://www.santatsusho.co.jp

東京本社・ショー ル ー ム
〒150-0011 東京都渋谷区東3-14-15 MOビル4Ｆ
TEL.03-5464-1360
（代） FAX.03-5464-1361

大阪支店
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-1-26
オリエンタル新大阪ビル4Ｆ
TEL.06-6101-0360
（代） FAX.06-6101-0361

シ アト ル 支店/REDMOND,WA U.S.A
TEL.425-497-1007（代） FAX.425-497-8010

メーカーの事情により、予告なしに商品を廃番または価格、仕様、寸法、色等の変更を行うことがありますので予めご了承下さい。
最新の情報は下記URLまたは右のQRコードより弊社カタログサイトへアクセスしてご確認下さい。
http://www.santatsusho.co.jp/catalog｠

定価￥2,000

