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■ 商号 株式会社CLCコーポレーション 【CLC Corporation】

■ 所在地 【本社】 〒104-0033 東京都中央区新川1-8-8 アクロス新川ビル2F
［総務・人事］ TEL:03-5541-9686 FAX：03-5541-9687

E-mail：info@clcnetwork.co.jp
［ 本 店 ］ TEL:03-5541-9680 FAX：03-5541-9682

E-mail：info@clcnetwork.co.jp

■ 創業 平成14年（2002年）12月【設立】平成16年（2004年）4月

■ 資本金 5,000万円

■ 代表者 代表取締役 宍倉 光洋

■ 許認事項 東京都知事（4）第83270号

■ 所属団体 公益社団法人 全日本不動産協会
公益社団法人 不動産保証協会
公益社団法人 不動産公正取引協議会
公益社団法人 日本賃貸住宅管理協会

■ 事業内容 不動産賃貸売買仲介業 不動産資産管理貸主代行業
建築企画推進斡旋業 損害保険代理業
リフォームその他関連する全ての斡旋
フランチャイズ事業 業務コンサルティング
金融その他ファンド事業

■ 従業員数 180名（連結）

■ 前期売上高 29億9,298万円（2022年度 連結）

■ 取引銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 朝日信用金庫

■ 主関係会社 CLC不動産コミュニティ株式会社
株式会社CLCリライブ神奈川
大和リビング株式会社
積水ハウス不動産東京株式会社
旭化成不動産レジデンス株式会社
Chubb少額短期保険株式会社
Chubb損害保険株式会社
首都圏賃貸サポート株式会社
株式会社アイ・コーポレーション

CLC Corporate Profile 会社概要



● １９９９年 ■ "CLCの前身、『有限会社クリック建設』 設立"
● ２００２年 賃貸仲介部門を新設

◆【瑞江店】◆【門前仲町店】◆【王子店】３拠点同時OPEN
● ２００３年 ◆【葛西店】OPEN
● ２００４年 ■ グループ本体として『株式会社CLCコーポレーション』設立（4月）

◆【北千住店】OPEN
■『有限会社クリック建設』が増資に伴い『株式会社クリックハウジング』に商号変更

● ２００５年 ■ “ CLCグループ ” として『株式会社CLCリライブ神奈川』設立
◆【川崎本店（CLCリライブ神奈川）】◆【金沢文庫店（CLCリライブ神奈川）】2拠点同時OPEN
CLCコーポレーション提供、ラジオ日本「マネースポーツ」スタート

● ２００６年 グループ本社を中央区（日本橋茅場町）へ移転
◆【錦糸町店】OPEN
■『CLC不動産コミュ二ティ株式会社』 設立（3月）

● ２００７年 ■『ＰＭ事業部』設置
◆【東陽町店】OPEN ◆【日暮里店】OPEN ◇金沢文庫店 移転

● ２００８年 ◆【船堀店】OPEN ◇株式会社クリックコーポレーション秋葉原店ＦＣ加盟
● ２００９年 ■『CLC不動産コミュ二ティ株式会社』 国土交通大臣免許へ変更

◆【西船橋店（CLC不動産コミュニティ）】OPEN
● ２０１０年 ◆【亀戸店】OPEN

◆【金沢八景店（CLCリライブ神奈川）】OPEN
◆【日暮里店】移転（近隣１Ｆ店舗）

● ２０１１年 ◆【北千住店】移転（同建物１Ｆ）
◆【新小岩店】OPEN ◆【浅草店】OPEN

● ２０１２年 ＣＬＣ／ＴＶＣＭを開始 東京スカイツリー開業の広告スポンサー
◆【本社・本店】移転・OPEN

● ２０１３年 TVCM放映
あだちシティビジョン（北千住西口駅前）にて広告映像放映
◆【神田本店（CLC不動産コミュニティ）】移転・OPEN
◆【戸塚店】OPEN（5月） ◆【人形町店】OPEN（6月）
◆【門前仲町店】移転（近隣１階店舗）（7月） ◆【上野店】OPEN（11月）
◆【新杉田店（CLCリライブ神奈川）】OPEN（11月）

● ２０１４年 新・TVCM【いいお部屋あった編】放映。（フジテレビにて）
東京スカイツリー(R)／秋葉原ＵＤＸ／新橋／北千住各所大型ビジョンにて企業広告放映

● ２０１５年 ◆【平井店】OPEN（4月） ◆【浦安店】OPEN（4月）
◆【戸塚店・西船橋店】移転

● ２０１６年 ◆【日本橋本店】移転 ◆【小岩支店】OPEN（4月）
● ２０１７年 ★ CLC新イメージキャラクターとして『南明奈（アッキーナ）』就任

◆【東陽町店】リニューアルOPEN（1月） ◆【町屋店】OPEN（5月）
■『グループ事業局』設置（4月）

● ２０１８年 新TVCM【スマホでみつかる編】放映。（フジテレビにて）
秋葉原ＵＤＸ／川崎アゼリア（川崎駅構内）の各所大型ビジョンにて企業広告放映
首都高速道路ロードサイドネットワークビジョンにて企業広告を5拠点7面で同時放映
■『ソリューション事業部』設置（7月）
横浜DeNAベイスターズ主催、冠試合スポンサー『お部屋さがし☆CLCナイター』実施（7月）
◆【押上店】OPEN（12月）

● ２０１９年 TVCM【スマホでみつかる編】放映（テレビ朝日にて）
◆【人形町店】移転（近隣店舗）（5月）
◆【日本橋本店（CLC不動産コミュニティ）】移転（10月）
◆【綾瀬店】OPEN（11月）

● ２０２０年 TVCM放映（テレビ朝日にて）
『セーフティネット対策本部』設置（社会福祉法人と提携し東京都住宅支援開始）
『CLC-DX（デジタルトランスフォーメーション）』導入

● ２０２１年 ◆【西葛西店（CLCコーポレーション）】OPEN（5月）
◆【横浜店（CLC不動産コミュニティ）】OPEN（6月）
◆【浦安店（CLC不動産コミュニティ）】駅前に移転（7月）
◆【新杉田店（アイ・コーポレーション）】リニューアルOPEN（11月）

● ２０２２年 TVCM【おかげさまで20周年編】放映（テレビ朝日・フジテレビの2局にて）
『ZOZOチャンピオンシップ』オフィシャルスポンサー
■『ソリューション東京オフィス』新設（錦糸町アルカセントラル内）（10月）
◆【綾瀬店（CLCコーポレーション）】西口に移転（12月）
◆【金沢店（アイ・コーポレーション）】新規OPEN（12月）

● ２０２３年 TVCM【ひとり暮らし上京編】放映（テレビ朝日にて）
■ プロパテマネジメント基幹システム導入

CLC History 沿革



東京本社＜CLCコーポレーション＞

〒104-0033
東京都中央区新川1-8-8 アクロス新川ビル 2F

TEL：03-5541-9686 FAX：03-5541-9687

【東京東エリア】20店舗

人形町店 〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-16-6 須賀ビル 2F
TEL：03-5651-9575 FAX：03-5651-9576

浅 草 店 〒111-0033
東京都台東区花川戸1-3-3 Casa Arroz浅草 1F
TEL：03-5826-3730 FAX：03-5826-3731

日暮里店 〒116-0014
東京都荒川区東日暮里6-60-6 アピス日暮里 1F
TEL：03-3801-3526 FAX：03-3801-3527

王 子 店 〒114-0002
東京都北区王子1-5-1 小林ビル 3F
TEL：03-5390-7133 FAX：03-5390-6511

東陽町店 〒135-0061
東京都江東区東陽4-1-2 大朋ビル 6F
TEL：03-5653-0507 FAX：03-5653-0502

錦糸町店 〒130-0013
東京都墨田区錦糸3-4-10 東越ビル 4F
TEL：03-5637-3071 FAX：03-3626-8870

平 井 店 〒132-0035
東京都江戸川区平井4-12-2 第2アントロワビル 4F
TEL：03-5627-7555 FAX：03-5627-7556

小 岩 店 〒133-0056
東京都江戸川区南小岩7-28-2
TEL：03-5622-7123 FAX：03-5622-7124

船 堀 店 〒134-0091
東京都江戸川区船堀1-8-15 永楽ビル 3F
TEL：03-5696-7233 FAX：03-5696-7235

西 葛 西 店 〒134-0088
東京都江戸川区西葛西3-15-15 パルクビル 1F
TEL：03-5659-4070 FAX：03-5659-4071

【千 葉エリア】2店舗

西船橋店（CLC不動産コミュニティ） 〒273-0031
千葉県船橋市西船4-22-5 マスタンビル弐号館 4F
TEL：047-495-5601 FAX：047-495-5606

【神奈川エリア】6店舗

川 崎 店（CLC不動産コミュニティ） 〒210-0007
川崎市川崎区駅前本町5-3 KOWA川崎駅前ビル 7F
TEL：044-223-1525 FAX：044-223-1526

金沢八景店（CLCリライブ神奈川） 〒236-0031
横浜市金沢区六浦1-10-16 1F
TEL：045-790-5177 FAX：045-790-5188

新杉田店（アイ・コーポレーション） 〒235-0033
横浜市磯子区杉田4-2-26 1F
TEL：045-772-1101 FAX：045-772-1102

CLC Shop List 事業所一覧

日本橋本店＜CLC不動産コミュニティ＞

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-6-16 須賀ビル3F
TEL：03-5847-1330 FAX：03-5847-1331

上 野 店 〒110-0005
東京都台東区上野4-5-4 ミヤタビル 3F
TEL：03-5816-1357 FAX：03-5816-1358

北千住店 〒120-0034
東京都足立区千住2-18-11 田辺ビル 1F
TEL：03-3888-5701 FAX：03-3888-5702

町 屋 店 〒116-0001
東京都荒川区町屋2-1-14 町屋プラザ ４A
TEL：03-5901-3377 FAX：03-5901-3378

綾 瀬 店 〒120-0005
東京都足立区綾瀬4-7-1 綾瀬MTビル 3F
TEL：03-5697-8023 FAX：03-5697-8024

門前仲町店 〒135-0047
東京都江東区富岡1-7-4 北村ビル 1F
TEL：03-5646-5877 FAX：03-5646-5878

押 上 店 〒131-0045
東京都墨田区押上1-11-6 ハレサイキ 1F
TEL：03-5611-2320 FAX：03-5611-2321

亀 戸 店 〒136-0071
東京都江東区亀戸5-2-6 大関屋ビル 2F
TEL：03-5628-3375 FAX：03-5628-3376

新小岩店 〒124-0024
東京都葛飾区新小岩1-46-2 福吉ビル 5F
TEL：03-5678-0865 FAX：03-5678-0866

葛 西 店 〒134-0083
東京都江戸川区中葛西3-37-18 笈川ビル 2F
TEL：03-5667-4585 FAX：03-5696-3549

瑞 江 店 〒132-0011
東京都江戸川区瑞江2-3-15 ソフィアスリー 3F
TEL：03-5243-3651 FAX：03-5243-3652

浦 安 店（CLC不動産コミュニティ） 〒279-0002
千葉県浦安市北栄1-17-14ブランノワールビル4F
TEL：047-700-7220 FAX：047-700-7221

横 浜 店（CLC不動産コミュニティ） 〒220-0004
横浜市西区北幸2-4-5 コウノビル 3F
TEL：045-290-1053 FAX：045-290-1054

金沢文庫店（CLCリライブ神奈川） 〒236-0016
横浜市金沢区谷津町374 2F
TEL：045-787-3845 FAX：045-787-3846

金沢店（アイ・コーポレーション） 〒236-0038
横浜市金沢区六浦南2-3-13 タケダビル2F
TEL：045-352-7081 FAX：045-352-7085



■ 商号 CLC不動産コミュ二ティ株式会社

■ 所在地 【本店】 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-6-16
須賀ビル3F
TEL:03-5847-1330 FAX：03-5847-1331
E-mail：info@clcnetwork.co.jp

■ 設立 平成18年（2006年）3月

■ 主要株主 株式会社CLCコーポレーション

■ 資本金 1,000万円

■ 代表者 代表取締役 宍倉 光洋

■ 許認事項
宅地建物取引業：国土交通大臣（3）第7875号
賃貸住宅管理業：国土交通大臣（1）第8075号

■ 所属団体 公益社団法人 全日本不動産協会
公益社団法人 不動産保証協会
公益社団法人 不動産公正取引協議会

■ 事業内容 不動産賃貸売買仲介業 不動産資産管理貸主代行業
建築企画推進斡旋業 損害保険代理業
リフォームその他関連する全ての斡旋
フランチャイズ事業

■ 従業員数 20名（単体）

■ 取引銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 朝日信用金庫

■ 主関係会社 株式会社CLCコーポレーション
株式会社CLCリライブ神奈川
大和リビング株式会社
首都圏賃貸サポート株式会社
Chubb少額短期保険株式会社
旭化成不動産レジデンス株式会社

CLC Group グループ会社



■ 商号 株式会社CLCリライブ神奈川

■ 所在地 【本店（金沢文庫）】〒236-0016 神奈川県横浜市金沢区谷津町374 2F
TEL:045-787-3845（代表） FAX：045-787-3846
E-mail：bunko@clcnet.jp

■ 設立 平成17年9月

■ 資本金 1,000万円

■ 代表者 代表取締役 黒川 明広

■ 許認事項 神奈川県知事（3）第25761号

■ 所属団体 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会

■ 事業内容 不動産賃貸売買仲介業 不動産資産管理貸主代行業
建築企画推進斡旋業 損害保険代理業
リフォームその他関連する全ての斡旋 フランチャイズ事業

■ 従業員数 9名（単体）

■ 取引銀行 三井住友銀行 商工中金組合 横浜銀行

■ 主関係会社 株式会社CLCコーポレーション
CLC不動産コミュ二テイ株式会社
大和リビング株式会社
Chubb少額短期保険株式会社
旭化成不動産レジデンス株式会社

CLC Group グループ会社



圧倒的なリーシング力で
空室のリスクを回避します！

リーシング力とは、エリアのマーケットとテナント
ニーズの徹底分析からマクロ（賃貸市場）とミクロ
（物件特性）の観点より適切なテナント（入居者）
誘致が実行できる企画提案力です。
その為には、得意エリアでの地域密着な営業活動、
そして経験知識が豊富なスタッフを取り揃え、日々の
言動によって培われたコミュンケーション（信頼）が
必要不可欠です。

CLCは、オーナー様のご要望を結果に変えていきます。

Lease Mediation 賃貸仲介業務

集客力・接客応対に自信があります！

「安心できる部屋探し」がテナントユーザーにとっては
大変重要なことです。インターネットによるお部屋探し
が当たり前の時代、「迅速かつ正確な情報提供」は勿論、
ユーザーが必要としている細かな要望に答えるメール対
応がポイントです。

そしてメール対応からの接客応対へと、常にユーザーの
立場を意識した応対をCLCは全力で取り組んでいきます。

CLCの「C」＝コミュニケーションこそ、ユーザーに
とって「安心できる部屋探し」の基本です。

首都圏27店舗のネットワーク！

「東京スカイツリー」を眺める東京東エリアを中心に、
神奈川、千葉へと広がる首都圏28店舗のネットワーク！

「粋な下町風情がある街」「緑と水を感じ子育てがしや
すい街」「商業施設が充実した便利な街」「通勤・通学
に便利な好アクセスな街」と首都圏でも魅力ある暮らし
が望めるエリアでの部屋探しのネットワークを展開して
まいります。



満室経営を基本と考えます！

賃貸管理は、「設備等の不具合対応」「賃料の滞納」
「近隣との苦情処理」などさまざまなことに対応
しなければなりません。当然、わずらわしさがつき
まといますが全ては満室経営あっての前提です。

収益の最大化を図る為には、まず満室経営を前提に
誰もが考えているはずですが、賃貸管理が得意な
管理会社ではそのニーズに答えることはできません。
CLCはリーシング力を持って満室経営を第一に考えた
賃貸管理から始めます。

Lease Management 賃貸管理業務

満室からのテナントリテンション！

テナントリテンション＝入居者保持です。契約した
ユーザーの回転（退去）が早いことは、オーナー様
にとってメリットよりデメリットが多く発生する
要因です。例えば…「修繕費用のコスト」「空室
期間の収入減少」など安定した収益確保に多大な
影響を及ぼします。

テナントリテンションを図る為には、テナント
ユーザーが快適な時間を過ごせる環境を提供する
ことが必要です。賃貸管理業務はどこの管理会社も
さほど差がありません。大事ことはいかにテナント
ユーザーの要望に迅速に対応し、安心して暮らせる
環境をつくることができるか、それはユーザーとの
コミュニケーション（信頼）しかありません。
コミュニケーションを大事にするCLCの賃貸管理
＝テナントリテンションです。

経験値からのリスクマネジメント！

賃貸経営の大きなリスクには、「入居者の信用リスク」
「遅延・滞納リスク」があり、双方とも収益を下げる
要因となります。

その要因を抑える為の最善の策は、店頭での接客しか
ありません。書面だけでは解らない与信に対応できる
経験値が大事になってきます。

ＣＬＣは経験豊富なスタッフが各店舗で直接テナント
ユーザーに対応することで、与信のコントロールを
図ってまいります。
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