
■ 区部、多摩、島しょ地域別 
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都内における老舗企業の具体例 

企業ホームページ情報や電話での聞き取りなどをもとに東京都産業労働局で作成。 

※純粋持株会社、外国銀行、大学・高等学校、宗教法人及び政治・経済・文化団体等を除く。 

資料４ 

[区部]     

      

企業名 所在地 創業年 主な事業内容・業種 

（資）塩瀬総本家                      中央区明石町 1349 和菓子製造販売 

（株）虎屋                         港区赤坂 
室町時代 

後期 
和菓子製造販売 

（株）長谷木                    江東区新木場 1560 不動産賃貸業 

西川産業（株）                       中央区日本橋富沢町 1566 寝具等製造卸売業 

（株）西川                         中央区日本橋 1566 寝具・インテリア・ウェア販売 

ミヤザキ（株）                       豊島区池袋 1575 化学薬品、食品添加物卸売業 

京菓子 玉英堂 中央区日本橋人形町 1576 和菓子製造販売 

メルクロス（株）                      中央区日本橋 1585 食品、リビング素材商社 

松井建設（株）                       中央区新川 1586 神社仏閣及び一般建築・土木 

住友金属鉱山（株）                     港区新橋 1590 資源開発、非鉄金属製錬業 

（株）伊場仙                        中央区日本橋小舟町 1590 団扇、扇子、和紙製品の製造販売 

（株）日本香堂 中央区銀座 
安土桃山時代 

天正年間 
線香・香・香関連商品の製造販売 

（株）香十天薫堂                      中央区銀座 
安土桃山時代 

天正年間 
薫物線香・香文化商材の製造販売 

（株）豊島屋本店 千代田区猿楽町 1596 酒類製造販売 

宇津救命丸（株） 千代田区神田駿河台 1597 医薬品製造販売 

綿半ソリューションズ（株） 新宿区四谷 1598 立体駐車場等専門工事 

野原産業（株） 新宿区新宿 1598 建設資材販売、建設工事請負 

木村実業装備（株） 中央区日本橋茅場町 1600年頃 内装工事 

養命酒製造（株） 渋谷区南平台町 1602 養命酒の製造販売 

（株）大丸松坂屋百貨店 江東区木場 1611 百貨店 
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[多摩]      

       

企業名 所在地 創業年 主な事業内容・業種 

（有）油屋                         青梅市仲町                           
江戸時代 
慶長年間 

食料問屋 

(公財)江戸糸あやつり人形 
結城座             

小金井市貫井北町                    1635 江戸糸あやつり人形劇団 

（有）結城座                        小金井市貫井北町                    1635 喫茶店 

小澤酒造（株）                       青梅市沢井                      1702 清酒製造業 

（株）伊勢屋呉服店                     八王子市横山町                       1751 呉服販売 

（株）岡直三郎商店                     町田市旭町                     1787 醤油醸造、食品卸売 

（株）荻野                         西東京市ひばりが丘                      1788 墓石加工販売、石工事 

（株）井桁屋                        八王子市八日町                         1779 生活用品販売 

（有）柏屋                         府中市緑町                      1789 酒類販売 

中村酒造 あきる野市牛沼 1804 清酒製造業 

[島しょ]      

       

企業名 所在地 創業年 主な事業内容・業種 

神津島酒造（株）                      神津島村 1894 焼酎等酒類製造販売 

平光建設（株）                       八丈島八丈町三根 1898 石材・土木工事、コンクリート販売 



企業名 創業年 主な事業内容・業種 

（株）日本香堂 
安土桃山時代 

天正年間 
線香・香・香関連商品の製造販売 

（株）香十天薫堂                      
安土桃山時代 

天正年間 
薫物線香・香文化商材の製造販売 

（有）萬年堂本店                      1617 和菓子製造販売 

（株）東京鳩居堂                      1663 香・書画用品・和紙製品販売 

（株）安田松慶堂                      1792 仏壇・仏具・寺院仏具製造販売 

（株）銀座大黒屋                      1800 ハンドバッグ販売 

（株）松崎商店                       1804 和菓子・米菓の製造販売 

（株）志ま亀                        1810 呉服製造販売 

（株）土屋玉泉堂                      1818 水晶製品販売 

（株）むら田                        1830年頃 呉服販売 

     

   

企業名 創業年 主な事業内容・業種 

（株）野澤組                        1869 乳製品等食料品、畜産、機械等専門商社 

コニカミノルタ（株）                    1873 複合機、プリンター等製造販売 

古河林業（株）                       1875 住宅建築・総合建設工事業、丸太の生産・販売 

古河メタルリソース（株）                  1875 非鉄金属製錬業 

（株）三井住友銀行                     1876 銀行業 

東京海上日動火災保険（株）                 1879 損害保険業  

明治安田生命保険（相）                   1881 生命保険業 

古河電気工業（株）                     1884 光ファイバケーブル・電力ケーブル・電子部品製造 

田中貴金属工業（株）                    1885 貴金属地金・産業用貴金属製品の製造販売 

日本郵船（株） 1885 海上運送業 

■ 町名別 

[銀座]  香製造販売、和菓子製造販売、呉服販売など 
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[丸の内]  金融・保険業など 



   

企業名 創業年 主な事業内容・業種 

尾鶴（有）                         江戸時代 水産仲卸 

（株）かねす鈴屋                      1600年中期 青果仲卸業 

（株）すし栄                        1848 寿司店 

近常精機（株）                       1870 金属刻印機械製造販売 

（有）尾粂商店                       1871 水産加工品仲卸業 

（株）ヤマセ村清                      1872 水産加工品仲卸業 

（株）梅村屋                        1873 青果仲卸業 

大辰魚類（株） 1889 水産仲卸、飲食業 

（株）築地寿司清 1889 寿司店 

（有）宮川本店 1893 うなぎ料理店 

     

   

企業名 創業年 主な事業内容・業種 

（株）吉川弘文館                      1857 人文図書出版 

（株）若井佐吉商店                     1870 結納品・ご祝儀用品販売 

（株）栗原                         1871 ガラス建築資材商社 

（有）琳琅閣書店                      1875 古書販売 

（株）柏屋                         1876 和楽器卸売、三味線製造 

（株）南江堂                        1879 医学専門書出版・販売、医学洋書輸入販売 

吉田憲二商店                        1882 メガネ卸売業 

（株）はんだや                       1883 眼科医療機器製造販売 

北海計量器（株）                      1884 理化学・医療用硝子器具の製造販売 

稲毛屋總本店 1884 食肉販売 

[築地]  水産・青果仲卸、寿司等飲食店など 

[本郷]  出版業、医療用機械器具製造販売など 
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企業名 創業年 主な事業内容・業種 

（株）玉川堂                        1818 書道具販売 

（株）わんや書店                      
江戸時代 

末期 
能楽専門出版社 

丸善出版（株）                       1872 出版業 

（資）高山本店                       1875 古書販売 

（株）有斐閣                        1877 出版業 

（株）山形屋紙店                      1879 和洋紙、和紙加工品販売 

（株）三省堂書店                      1881 書籍、文具販売 

（株）斎藤商店                       1883 古紙リサイクル、出版物流 

（有）ミヤタ 1886 文具・事務用品販売 

（有）冨山房 1886 出版業 

     

   

企業名 創業年 主な事業内容・業種 

（株）山形屋海苔店                     1764 海苔の製造・加工・販売 

清水建設（株）                       1804 建築・土木工事 

（株）白木屋中村傳兵衛商店                 1830 江戸箒製造販売 

（株）西勘本店                       1854 左官鏝、刃物等道具販売 

（株）染野屋                        1862 豆腐製造販売 

（株）越前屋                        1865 手芸用品販売 

（株）モリイチ 1872 文具、事務用品、オフィス什器販売 

（株）大澤ローヤル 1879 文具・事務用品、OA機器販売 

（株）京橋千疋屋 1881 果実・食品販売、飲食店 

戸田建設(株) 1881 建築・土木工事 

[京橋]  食品製造・販売、建築・土木工事など 
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[神田神保町]  出版業、書籍販売など 



企業名 創業年 主な事業内容・業種 

（株）吉德                         1711 人形製造販売 

（有）あさだ                        1854 蕎麦店 

（株）鮒佐                         1862 佃煮製造販売 

双日与志本林業（株）                    1887 梱包材、建築資材、合板等の販売 

（株）中初                         1888 帽子・服飾雑貨の企画・製造・卸売 

（株）加藤製作所 1895 茶筒・海苔缶・菓子缶製造販売 

（株）Ｄ＆Ｍ 1902 サポーター製造販売 

（株）ノダ 1902 建材製造加工販売 

（株）上総屋呉服店 1903 呉服販売 

望月印刷（株） 1905 印刷業 

     

   

企業名 創業年 主な事業内容・業種 

（株）小津商店                       1653 不動産管理、ビル賃貸、和紙事業 

小津産業（株）                       1653 不織布、洋紙・紙製品の加工販売 

ツカモトユーエス（株）                   1812 ユニフォーム関連商品の企画製造販売 

小西安（株）                        1828 化学品専門商社 

佐藤工業（株）                       1862 建設工事 

鳥居薬品（株）                       1872 医薬品製造販売 

（株）熊野屋                        1872 塗料等専門商社 

（株）カネキカナカオ 1877 鉄鋼専門商社 

岡常商事（株） 1880 砂糖等の食品加工販売 

富山科学工業（株） 1886 理化学機器、分析機器販売 
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[浅草橋]  日用品等製造販売など 

[日本橋本町]  医薬品・化学品・理化学機器販売など 



企業名 創業年 主な事業内容・業種 

（有）雷門三定                       1837 天ぷら店 

（株）花やしき                       1853 遊園地 

（株）梅園                         1854 和菓子製造販売、喫茶 

大阪屋商事（株）                      1855 自動車部品用原料等卸売 

（株）宮本卯之助商店                    1861 和太鼓・神輿製造販売 

（株）常盤堂雷おこし本舗                  
江戸時代 

末期 
菓子類販売、飲食業 

（株）増田園総本店                     1868 日本茶小売販売 

（有）あさくさ未希                     1868 人形焼製造販売 

（株）草津亭                        1872 割烹料理店 

藤浪小道具(株) 1872 演劇・舞踊・テレビ等の小道具製作・賃貸・販売 

（株）評判堂                        
1885年 
以前 

あられ、雷おこし等菓子販売 

  
 
 

  

  

企業名 創業年 主な事業内容・業種 

（株）西川                         1566 寝具・インテリア・ウェア販売 

メルクロス（株）                      1585 食品、リビング素材商社 

三木産業（株）                       1674 化学品専門商社 

（株）黒江屋                        1689 漆器販売 

（株）山本山                        1690 日本茶、海苔の製造加工販売 

国分グループ本社（株）                   1712 酒類・食品等卸売 

（株）榛原                         1806 和紙関連商品、計測記録紙製造販売 

（株）榮太樓總本鋪                     1818 和菓子製造販売 

丸紅（株）                         1858 総合商社 

（株）浅沼商会                       1871 写真用品、産業機材等商社 

[浅草]  和菓子製造販売、日本料理等飲食店など 

[日本橋]  商社、食品製造販売など 
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