
機械とともに、まごころを。

太陽建機レンタルで働く「ケンキ」とロボットの「SUN」は同期入社の若手社員。大
きいけれどマイペースでおっとりしているSUN。小さいけれどキビキビ働くしっかり
者のケンキ。性格も全く違うふたりだけど相性はバッチリ。成功も失敗も頑張って
切り抜けながら頼りになる先輩、仲間に囲まれて日々成長しています。

チームワークが、太陽建機レンタルの強みです。
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私たちのすべての行動の基準となるのは「お客様第
一主義」。これは創業以来、徹底して貫いている太
陽建機レンタルのモットーです。どんなときもお客様
としっかり向き合い、同じ方向を見つめ、明るくひた
むきに希望をもって取り組んでいます。毎日の業務
は数時間かもしれません。しかしその一日一日の積
み重ねが、お客様と私たち、そして社会のよりよい未
来を創造すると信じています。

現在、日本の建機レンタル市場は、1兆円を超える
ほどの規模となっています。その背景にあるのは、工
事現場で活躍している建設機械の6割以上をレンタ
ル建機が支えているという事実です。また活躍の場
は飛躍的に広がっており、農業やイベント関連など
建設業界以外からの需要も高まっています。今後は
さらなる未来を見据え、ICTとの連動や新分野の開
発にも挑戦を続けていきます。

全国有数の規模を誇りながらも私たちは、挑戦する
心、開拓者精神を忘れていません。これまでも保有
する機械の充実を図り、新分野の開発にチャレンジ
してきました。近年では農業やイベントなど異業種
の方々とのお取り引きも深めています。今後は
i-constructionなどの技術力を鍛え、最新のサービ
スをご提案できる体制の確立を図ります。

お客様に「安心・安全な機械」をご提供することは、
私たちの最大の使命です。安心・安全への管理対
策にやり過ぎという言葉はなく、機械を単なるモノと
して扱わず、愛情をもって接することを全社で実践し
ています。大切な仲間、大切なわが子を扱うように
整備・点検をすることで、安心・安全への備えをより
万全に。お客様のもとへ、自信をもって機械を送り
出せるようになります。

今、太陽建機レンタルではたらく社員は2500人超。
その社員全員がやりがいを感じながら自身の力を
発揮できるために、企業としてあるべき組織体制と
社員教育、そして社員が活躍できる職場環境づくり
に邁進しています。活力みなぎる社員のはたらきは、
お客様と社会への貢献にもつながるものです。さら
なるレベルアップを果たしていく、今後の私たちにご
期待ください。

ともに歩む、ともにつくる。
あらゆるインフラ施設をつくり、整備することで、経済を活性化させ、人々の暮らしを豊かにする建設事業。
私たち、太陽建機レンタルは、その一端を建設機械のレンタルという企業活動で支え、
これからの豊かな国づくりに貢献します。

これからも伸びゆく
建機レンタル市場。

胸の中にずっと
フロンティア精神。

機械を愛することで、
安心・安全をみがく。

やりがいが生まれる
職場環境に改革中。

お客様と同じ未来を
見つめていたい。



※2021年2月現在

● 1月／東名建機レンタル株式会社設立、資本金6,000万円。
● 5月／九州建機レンタル株式会社設立、資本金8,000万円。
［開設支店］ 甲府支店・富士支店・名東支店・藤枝支店・小牧支店・
遠賀支店（現、北九州西支店）・春日井支店・北九州支店・
鹿児島支店・福岡支店

● 3月／九州建機レンタル株式会社本社事務所を
　　　 博多区銀天町に移転。
● 10月／両社共に住友商事株式会社と
　　　　業務提携締結。
［開設支店］ 八代支店・徳山支店・菊川支店・
富士宮支店・可児支店・熊本北支店・大垣支店・
岐阜北支店・岡崎支店・富士吉田支店

● 2月／東名建機レンタル株式会社本社屋、
　　　　静岡市曲金に移転。
● 6月／東名建機レンタル株式会社、
　　　 資本金1億3,800万円に増資。
［開設支店］ 下田支店・八王子支店・長崎支店・
東海支店・ 塩尻支店・大分南支店・半田支店・
有明支店・ 相模原支店・吉原支店・津島支店

［開設支店］ 豊橋支店・豊科支店・掛川支店・多治見支店・
小山支店・宇部支店・宮崎支店

● 2月／東名建機レンタル株式会社、資本金4億1,190万円に増資。
● 2月／九州建機レンタル株式会社、資本金2億1,224万円に増資。
［開設支店］ 下関支店・戸塚支店・佐賀支店・港北支店・厚木支店

［開設支店］ 姫路支店・東京南支店・尼崎支店

［開設支店］ 岸和田支店・米子支店

［開設支店］ 広島支店・川口支店

［開設支店］ 都城支店

［開設支店］ 御殿場支店・市川支店

● 5月／資本金11億4,047万円に増資。
［開設支店］ 松江支店

● 9月／本社を静岡市大坪町に新築移転。
［開設支店］ 摂津支店・高砂支店・東岡山支店・佐世保支店・久留米支店・八尾支店

● 12月／西日本支社・福岡支店を新築移転
［開設支店］ 平塚支店

［開設支店］ 大阪港支店・堺支店

［開設支店］ 福山支店・大月支店

［開設支店］ 四日市支店

［開設支店］ 西尾支店・中津川支店・新木場支店・延岡支店

［開設支店］ 三重中央支店・小田原支店・諫早支店

［開設支店］ 飯田支店・河津出張所

［開設支店］ 出雲支店

［開設支店］ 朝倉支店・鹿児島中央支店・福山北支店

● 5月／資本金7億2,164万円に増資。
［開設支店］ 宮崎北支店・江戸川支店・福岡西支店

● 5月／資本金8億4,374万円に増資。
［開設支店］ 船橋支店・岩国支店・名古屋港支店・常滑支店

● 5月1日／両社創業10周年記念事業として合併、
　新社名太陽建機レンタル株式会社設立。
［開設支店］ 岡山支店

● 6月／九州建機レンタル株式会社、資本金9,600万円に増資。
［開設支店］ 韮崎支店・静岡支店・熊本支店・沼津支店・
島田支店・八幡支店

● 8月／東名建機レンタル株式会社、資本金7,200万円に増資。
［開設支店］ 福岡東支店・緑支店・浜松支店・浜松西支店・ 熊本東支店・
山口支店・刈谷支店・裾野支店・一宮支店

● 3月／東名建機レンタル株式会社、三井物産株式会社と業務提携締結。
● 8月／九州建機レンタル株式会社、三井物産株式会社と業務提携締結。
［開設支店］ 飯塚支店・国分支店・吉田支店・甲西支店・豊川支店・
大分支店・伊東支店・袋井支店・山梨支店・焼津支店・相良支店・
竜王支店・鳥栖支店・鹿児島北支店・ 鹿屋支店・豊田支店・
岐阜支店・静岡北支店・清水支店

3時代を、熱意で駆け抜ける。
東日本を営業エリアとする東名建機レンタルと西日本を営業エリアとする九州建機レンタル。
1996年5月、全国有数の2社が合併して誕生したのが太陽建機レンタルです。
昭和、平成を通じて全力で取り組んだ軌跡とともに、令和の時代を駆け抜けます。

［開設支店］ 宮崎西支店

［開設支店］ 
日向支店・京都南支店・
津南支店



高所作業車運転技能講習 1,771人

小型移動式クレーン運転技能講習 1,849人

玉掛け技能講習 1,933人

フォークリフト運転技能講習 1,788人

車両系建設機械運転技能講習 990人

車両系建設機械（解体用）運転技能講習 807人

不整地運搬車運転技能講習 791人

ガス溶接技能講習 944人

技術を裏付ける、技能講習資格取得者数！

営業の仕事はレンタル受注にとどまりません。必要なものを必
要な時に必要な分だけ利用できるレンタルのメリットを、最大
限に引き出す利用法まで考案し、お客様にご提案しています。
また幅広いネットワークから得た最新の建機情報を、手間を
惜しむことなく、可能な限りスピーディにお届け。さらに現場へ
通い、顔を合わせてお打ち合わせをし、機械導入に関するアド
バイスやアフターサービスでお客様をバックアップしています。

今、レンタル建機の需要は、建設以外の分野にも広がりを見
せています。イベントや農業など、私たちに期待してくださる
分野が増加しているのです。それだけにレンタルする商品は
「トラブルがなくて当たり前」であり、整備の重要性が増して
います。そこで私たちは全社員の約1/3にあたる人数を技術
スタッフとして採用。レンタルされた回数以上の点検・整備か
ら貸出先での修理対応までが可能な体制を整えています。

ある時は営業スタッフのように、ある時は整備技術者のよう
に、お客様からのオーダーに的確かつ迅速に対応しているの
が事務員たちです。キャリアを重ねた事務員は、経理業務は
もちろんのこと、豊富な機械知識でお客様へご提案すること
も。ご来店されるお客様への対応や在庫の確認など、多岐に
渡って支店をサポートしています。

レンタルだけでは終わらせません。
賢い利用法や情報もお届けします。

あらゆる状況においてお客様のご要望に応え続ける企業であるためには
全てが盤石である体制とプロフェッショナル集団として躍進する社員が必要です。
その両方を備えた私たちのプロフィール。ここにご紹介いたします。

社員の1/3が整備の技術スタッフ。
大きな安心までお届けします。

支店を照らす太陽として、
いつも笑顔で元気な対応を。

※記載の情報は2021年2月時点のものです。

太陽建機レンタルが取り扱う機種は実に3,000種類
以上。常に最新の建設機械を調達するため、多
彩な情報網を構築しています。この体制を常
時保持できるのは、私たちの足元に確かな
経営基盤があるためです。三井物産・住
友商事と業務提携を結び、資金・経営・
情報などの面から相互的な協力体制を
構築。盤石の基盤で最高のサービスを
お客様にお届けします。

メーカーとの密な協力体制を実現し、建機の改良・開
発の分野で独自のルートを活用。企業間で連携し、
「太陽建機レンタルにオーダーするだけで、常に最新
かつ万全のサービスを受けられる」という環境をお客
様にご提供できています。さらに社内のプロフェッ
ショナルが機械のメンテナンスを行うことで、常時安
全で美しい機械をレンタルできる体制を整えています。

三井物産・住友商事の
支援で強まる経営基盤。

メーカーと協力しあい
最新・万全のサービスを。



太陽建機レンタルになくてはならない存在と言えば、この建設機械たち。
私たちのパートナーとして、仲間として、そして企業の顔として、
多種多様な業種のお客様とその現場で活躍しています。



業界大手の太陽建機レンタルは、
機械保有量においても業界トップクラスを維持しています。
さらに全国122支店および各エリアの機械センターを結ぶネットワークを構築し、
パワフルな機械提供力でお客様のニーズに最適な
建機レンタルサービスを実現しています。

中部エリア

54支店
●山梨県：7支店
●岐阜県：6支店
●愛知県：15支店
●機械センター：6拠点

●長野県：2支店
●静岡県：21支店
●三重県：3支店

●東京都：4支店
●埼玉県：1支店
●神奈川県：6支店
●千葉県：2支店
●機械センター：2拠点

関東エリア

13支店

中国エリア

13支店
●岡山県：2支店
●島根県：2支店
●鳥取県：1支店

●広島県：3支店
●山口県：5支店

九州エリア

33支店
●福岡県：10支店
●長崎県：3支店
●大分県：2支店
●鹿児島県：5支店
●機械センター：2拠点

●佐賀県：2支店
●熊本県：5支店
●宮崎県：6支店

近畿エリア

9支店
●京都府：1支店
●大阪府：5支店
●兵庫県：3支店
●機械センター：1拠点

当社は1986年の創立以来、建設機械のレンタルに社員全員の汗と
情熱を注ぎ、現在では大手広域建機レンタル会社の一角を担うまで
に成長しました。これも太陽を応援してくださる多くの取引先の皆様
のおかげと深謝いたしております。今後とも、皆様のご支援を宜しく
お願い致します。

真に強い会社・良い会社の実現に向けて

代表取締役社長 真鍋 貢
代表取締役社主 北村 亙

会社概要

●商号
●設立
●本社
●代表取締役社長
●代表取締役社主
●資本金
●売上高
●従業員数
●営業拠点数
●事業内容

●主要取引先
●主要仕入先
●主要取引先

太陽建機レンタル株式会社
1986年1月23日
静岡県静岡市駿河区大坪町2番26号
真鍋 貢
北村 亙
11億4,047万2千円
898億円（2020年5月期）
2,838名（2020年5月末時点）
122支店・2出張所
1.土木・建設機械器具、各種トラック・高所作業車、電気機械器具、
　プレハブ・コンテナハウス・トイレ・事務所備品などのレンタル業務
2.運搬機械の製造・修理・販売・レンタル並びに輸出入業務
3.公害防止機械器具、仮設資材のレンタル並びに販売業務
4.農業用並びに林業用機械器具のレンタル、販売及び修理
5.損害保険代理業務
6.建築工事業 静岡県知事許可（般-29）第27134号
7.古物営業法に基づく古物商。
　静岡県公安委員会 古物商許可証  第491150170600号
8.電気通信事業法に基づく電気通信事業及びその代理店業務
ゼネコン及び一般建設業者
三井物産（株）、住友商事（株）、各自動車販売会社、各建設機械販売会社
三井物産（株）、住友商事（株）、（有）東海保険サービス

※記載の情報は2021年2月時点のものです。

ごあいさつ



機械とともに、まごころを。

太陽建機レンタルで働く「ケンキ」とロボットの「SUN」は同期入社の若手社員。大
きいけれどマイペースでおっとりしているSUN。小さいけれどキビキビ働くしっかり
者のケンキ。性格も全く違うふたりだけど相性はバッチリ。成功も失敗も頑張って
切り抜けながら頼りになる先輩、仲間に囲まれて日々成長しています。

チームワークが、太陽建機レンタルの強みです。
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