企業理念

自然の飾らない美しさと四季の移ろいをテーマに
日本の伝統的な庭づくりや緑地の保全
都市の景観と環境の整備に取り組み
人々に日々の暮らしに緑地に由来する
多様な価値と自然の美しさ、深い安らぎを届けます

伝統的な庭づくり

庭園管理

緑地の保全

緑地のメンテナンス

特殊緑化資材の
開発・販売

景観と環境の
整備に係る
設計・施工

緑化に係る
自然再生事業

皆様方におかれましては ますますご清栄のこととお喜び申し上げます
さて 2006 年 12 月 1 日より北部緑地建設株式会社は
北部緑地株式会社に社名変更し新しいコーポレート・マークを
制定する運びとなりました
新しい社名と新しいコーポレート・マークに込めた私達のビジョン実現に向けて
一層の努力を続けて参ります
今後とも倍旧のご支援と御愛顧をいただきますよう心よりお願い申し上げます

伝統技術の伝承

私たちは

和の心を大切に 事業に取り組んでいます

日本人が大切に育んできた

和 ということば

古くは 以和為貴（和を以って貴しと為す）
現代では Love and Peace

和には たくさんの思いを込めることができます

おだやかになること

和らぐ

気分がやわらいでいるさま

現代はストレスの多い社会だと
そんな時にも
私たちは

よく云われます

心をおだやかにしてくれる緑の景観があります

そんな場所が造り出せるよう

和やか

いつも考えています

近代的で

快適な環境は

けれども

従来の日本的な空間が少なくなっていませんか

私たちは

日本風の

とても大切なものです

伝統的な美意識を

伝統的な文化に触れたり
このような時
私たちは

和気

大切に考えています

敬いの気持ちをもつこと

考えつくされた所作に触れる

先達の努力に驚かされることがあります

先達の知恵を現代に活かすために

安心して毎日を過ごせ
都市の整備や
私たちは

気分をリフレッシュすることができたら
緑の効能について深く考えています

里山や牧歌的な風景が失われつつあります
大切な風景を残す方法を

懸命に考えています

気候が温暖で順調なこと

和順

真摯に考えています

ヒートアイランド化や気候の不順など
都市部では
私たちは

困った問題も多くなっています
少しでも問題が解決できるよう

前向きに考えています

鳥が鳴きかわすこと

犯罪もない環境

緑の使い方で

人口の集中や過疎などの問題により

私たちは

うちとけて仲よくすること

和合

少しの気分転換でも

それは素晴らしいことです

のどかな気分

心をおだやかにつつしみ深く保ち

和敬

一所懸命に打ち込む

私たちは 気分を和らげる

日本風であること

和風

仕事や勉強に

このようなことも可能と云われます

緑地や景観の構築法について

真剣に考えています

和鳴

人間が心豊かに生活するためには
自然とともに
私たちは

あることが重要です

自然との共生を

第一に考えています

特殊緑化資材

元気根っこ

肥料販売業

１８家族保衛第８５号

樹勢を強化し公害等による松枯れ予防

主な工事

平成 21 年度

多種樹木、植物の樹勢回復資材

高輪共同住宅新築工事（東京都）
町屋四丁目児童遊園新設工事（東京都）
舎人公園 B 地区園地改修工事（東京都）

①各樹木、植物に必要な根の共生菌、土壌中の有効菌を増やし、根が活性化

皇居西地区支障樹木処理工事（東京都）

②抵抗力が増し元気な植物を育てる

西浮間小学校グランド植栽工事（東京都）

③多種公害等から守る

三交近鉄浮間改築工事（東京都）

④移植、新植時の根を活性化する

有楽川口並木新築工事（埼玉県）

④原液を 50 倍から 100 倍に希釈して散布
⑤屋内、屋外散布 OK

平成 20 年度

赤坂御用地樹木補植工事（東京都）
北関東自動車道上三川地区植栽工事（栃木県）
圏快道坂戸 IC 造園工事（埼玉県）

有機スティック

有機質肥料効果抜群の鶏ふん及び油かすを土壌改良資材で固形化

新三郷公園緑地整備工事（埼玉県）

打ち込むだけで気軽に、土壌改良、有機栽培

東尾久街路築道植栽工事（東京都）
等々力中央グランド整備その 2 工事（神奈川県）
平久運河潮風の散歩道整備工事（東京都）

①スティック状なので、地中の水分でゆっくり溶け出し、肥料の流出を
防ぎ、栄養素がしっかり湧出
②熱処理済みなので、雑菌を持ち込まず、その土地の良いバクテリアで
分解
③有機肥料と土壌改良剤１００％、施肥過剰がなく、微生物が活発になり、
土壌の団粒化が促進

平成 19 年度

北の丸公園園地整備工事（東京都）
町屋八丁目児童遊園改良工事（東京都）
埼玉上木崎計画植栽工事（埼玉県）
東京簡易裁判所墨田分庁舎植栽工事（東京都）

④園芸から一般樹木まで対応、循環型社会対応製品

日本通運小名木川倉庫植栽工事（東京都）

⑤匂いは日常生活では気にならない程度、保管場所、取り扱いが簡単

豊洲三丁目地区区画街路植栽工事（東京都）
朝日工業社機器事業部工場植栽工事（千葉県）

会
社名

北部緑地 株式会社

代表者

代表取締役

資本金
事業内容

建設業許可

社 概

要

関連会社

株式会社日比谷花壇

株式会社日比谷アメニス

太陽スポーツ施設株式会社

株式会社エコル

5000 万円

株式会社エコルシステム

株式会社グリーバル

①日本の伝統的な庭づくり、庭園管理

株式会社イーフローラ

株式会社フレネット HIBIYA

②緑地の保全、メンテナンス

株式会社日比谷アミューズメントプランニング

③特殊緑化資材の開発・販売

上海日比谷花壇貿易有限公司

原田秀樹

④都市の景観と環境の整備に係る設計・施工

設立年月日

昭和 59 年 12 月 3 日

⑤国土の緑化に係る自然再生事業

沿革

昭和 59 年

東京都葛飾区西新小岩に北部緑地建設株式会社設立

許可番号

東京都知事許可(特 14)第 71222 号

平成 8 年

現在地に自社ビル取得、移転

許可年月日

平成 14 年 4 月 10 日

平成 18 年

北部緑地株式会社に商号変更

建設業の種類

土木工事業、とび土工工事業、舗装工事業、

平成 22 年

東京都薬用植物園内にふれあいガーデン「草星舎」オープ

造園工事業、水道施設工事業
本社事業所

東京都荒川区荒川五丁目 4 番 3 号
郵便番号

116-0002

電話番号

03-3805-7261(代表)

ン（北部緑地㈱はふれあいガーデン「草星舎」事務局を担当）
URL

http://www.hokubu-r.co.jp/

e-mail

info-hokubu@hokubu-r.co.jp

Company Profile
Company

HOKUBU RYOKUCHI Corporation

Representative

Hibiya Kadan Co., Ltd.

Hibiya Amenis Corporation

Hideki Harada, President

Taiyo Sports Facilities Corporation

ECOL Corporation

Capital

50 million/yen

Ecol System Corporation

greeval Co., Ltd.

Areas of Business

Landscape contract.

eflora Co., Ltd.

Flenet Hibiya Co., Ltd.

Civil engineering and construction.

Hibiya Amusement Planning Co., Ltd.

Plan and design on landscape.

Shanghai Hibiya Kadan Trading CO., Ltd.

Main office

5-4-3 Arakawa Arakawa-ku, Tokyo 116-0002

Affiliated Companies

History

1984 Inaugurated "Hokubu Ryokuchi

Phone 03-3805-7261
URL
e-mail

http://www.hokubu-r.co.jp/
info-hokubu@hokubu-r.co.jp

Construction Inc."
1991

Firm name changed HOKUBU
RYOKUCHI Corporation

