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“世界最先端・最新の技術を使った商品”
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ヒロホールディングスの取り扱う全ての商品は、世界最先端技術を使っ
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た商品です。
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IoT 社会を支える基盤技術である 6G を見据え、新たな価値を創りだす

ẸỮễ˟ᅈửẮủẦỤờоẾềẟẨẺẟể࣬ẟộẴẇ

テクノロジーで DX を牽引し、世界中に驚きと感動を創出します。

μềỊỚỮễỉᇰ᫊ỉẺỜỆ

私たちは事業を通じ、ヒト・モノ・コトをつなぎ、課題を解決するソ

ἂἽὊἩ ᵡᵣᵭẅψẅˊᘙӕዸࢫᅈᧈ

リューションをご提案し、我々と関わる全ての人に心震わす感動の創
出と、笑顔あふれる幸せな生活を提供します。
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Rebonally

リボナリーブランド事業
日本には世界に誇れる素晴らしい技術があります。我々は、古来より受け継がれてきた日本の職人たちの「技術」や「魂」それら、日本のモ
ノづくり文化を支えてきた確かな技術を活かし、現代のトレンドを MIX させた今までに無い「本物志向」の オンリーワンの商品を開発・販
売しております。大量生産大量消費の現代で、価格競争のみに巻き込まれない付加価値の高い商品を、日本国内はもとより世界中の本物志
向の人々へと発信していきます。

Mobile

☆Rebonally とは・・・
「Reborn（復活）」と「Eternally（永遠・不滅）」２つの意味を併せ持った造語です。このブランドには、
『日本の製造業（モノづくり）の復活』
と『日本の職人の技術・魂を継承し１００年先まで残したい』という２つの願いが込められています。

モバイルキャリアショップ事業

⇓∉∐⇈⇝∍⇩⇽ᢃփ

■ ブランド一覧

■ キャリアショップ運営（携帯電話店頭販売）
奈良県、京都府エリアでソフトバンクショップ７店舗 ( 内 5 店舗デュアルショップ）/
ワイモバイルショップ１店舗運営
※デュアルショップ：ワイモバイル取り扱い可能店舗
■ 携帯電話法人販売
■ タブレット端末及び周辺機器販売
■ ブロードバンド回線販売

リボナリー］

[リボナリー
・スピリッツ]

日本の匠の技術を継承し「Made in Japan」に徹底的

ULTIMO とは、イタリア語で「究極に行き着いた」と

Rebonally の【魂 /Spirit】を 引 き 継 い だ ブ ラ ン ド『Ryʼ

れたかではなく、誰によって作られたかが弊社ブラン

ULTIMO REBONALLY は『究極の本物志向』をコンセプ

一部海外の素材・部品などを取り入れコストダウンを図

にこだわった Rebonally ブランドの原点。何処で作ら
ドのベースコンセプトです。

確かな技術を持った職人が手掛けるからこそ、その商

品に『本物の価値』が生まれると私たちヒロホールデ

▲各店舗についての
詳細はこちらからご覧いただけます。

[ウルティモ

[ リボナリー］

ィングスは考えます。

いう意味の言葉です。

トに、「選び抜かれた希少な素材」「選び抜かれた職人

の技」を活かした『本物を極めたプレミアムな逸品』
を発信していきます。Rebonally がおくる最高品質を
極めた製品群です。

SATOH

高級を再生させる。加工過程で生まれる、破棄されて

受賞歴を持つデザイナー佐藤直人が発信する バッグ

職人の技術で繋ぎ合わせることで再び最高級の価値を

ブランド。本物を求める者同士が掛け合わさり、熟
練した職人の手から『機能とファッションが融合し
たモバイル時代の新たな価値』が生み出されていき
ます。

得なかったリーズナブルな価格帯で、より多くの皆様に

日本の技術によって生み出された製品の良さを知って頂
くことの出来る製品を、日本を始め世界に向けて発信す
るオリジナルブランドです。

第 64 回 装 苑 賞 佳 作 1 位、

2010JAPAN LEATHER AWARD グ ラ ン プ リ 等 数 々 の

り、純日本製 ブランド「Rebonally」シリーズでは成し

[リレザー］

[ ナオトサトウ］

NAOTO

Spirits』は、世界に誇れる日本の技術を活かしながらも、

しまう最高級革。色や形、手触りもちがう革を日本の
与えます。『サスティナブルな価値をもった本物』が
生み出されていきます。

▲Rebonally ブランドについての
詳細はこちらからご覧いただけます。
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Zeta
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ICT は、通信技術を活用したコミュニケーショ
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外出先からでも操作可能な「Wiﬁ 見守りカメラ・

AR プロモーションサービス「Zeta AR」、トリッ

防犯カメラ」、スマホやタブレットの充電、小

ICT を活用したシステムやサービスが普及する
ことで、社会インフラとして新たなイノベー

ゼータブランド事業

防犯・防災

ションを生むことが期待されています。
現代においては、必要不可欠な技術を活用した
各種商材をご提案いたします。

クアート映像、世界初のデジタル香りコント
ロールデバイス、3DCG 制作、映像技術を活用
した各種商材・サービスをご提案いたします。

DXで“企業ブランディング”

型家電への給電などにも使える「大容量ポータ
ブル電源」など、日々の生活にも活用でき、緊
急時に備えることも可能な防犯・防災商品をご
提案いたします。

Zeta は、映像技術 / 空間演出 /AI（人工知能）/ICT/IoT/XR など、世界最先端技術を使った製品を取り扱う、ヒロホールディングスオリジ
ナルブランドです。

∇⇭⇉⇈⇙∙⇬∙⇪ʙಅ

ICT の知識とアイデアをもって、世の中の困り事や課題を DX（デジタルトランスフォーメーション）を使って解決しています。

イメージ動画制作、LINE スタンプ制作、短編映画撮影など、映像に関する制作

Zeta には、2 つの『顔』が存在します。

を承ります。企画から撮影、映像編集、写真加工までトータルで対応いたします。

1 つ目は、世界中のスタートアップ企業や各研究機関との共同開発で、世に様々な商品を送り出す『メーカー』

専用ソフトなどを活用することでハイクオリティな作品を実現できます。

としての顔、「Zeta Prime」。

短編映画制作では、数々の国際映画祭で受賞経験を持つ映画監督監修の元、企
業ブランドをより高める、最高の作品をご提供いたします。

そして 2 つ目は、他社メーカー様の DX 系の新商材から商品をセレクトし、弊社が自信を持って選び抜いた

▲メディアコンテンツ事業についての
詳細はこちらからご覧いただけます。

商品を取り扱う『商社』としての顔。その中でも徹底的に自社で比較検証し、我々の基準をクリアした最高
のクオリティを誇る商品のみを「Zeta Prime Select」と呼びます。
2 つの顔を持つ Zeta は、DX 社会を牽引し、世界中に驚きと感動を創出します。

■6 つの部門に特化した対策事業を展開

▲Zeta ブランドについての
詳細はこちらからご覧いただけます。

感染症対策

テレワーク
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今般の新型コロナウイルス感染症の世界的流行

世界的な感染症の流行で急速に普及した「テレ

により今までの日常が一変いたしました。
そんな中、皆さまに今まで以上に安心した暮ら
しをご提供できるよう、個人・法人様向けに感
染症対策商品をご提案いたします。

ワーク」という働き方。
テレワークは、今後も社内・社外問わず円滑に業
務を行うために継続して必要不可欠になります。
生産性の高いリモート会議を実現する為、品質・
信頼性に優れたテレワークツールをご提案いたし
ます。

空間演出

「リトリート」というアプローチをご存じです
か？近年欧米では「日常生活から離れてリフ
レッシュする時間をもち、心身ともにリセット
する」といった意味で使われています。非日常
を楽しむ「リトリート」を、身近な環境でデザ
インできる各種商材を用いた空間演出をご提案
いたします。

Zeta

SHOWROOM
2021 年 10 月 28 日本社 5 階ショールームがオープンしました。
弊社の最新商材を体験・体感できる空間となっております。

History
・平成2年12月

沿革

株式会社ヒロコーポレーション設立
貿易、物産品の卸し、保険会社への粗品販売、イベントの企画・運営・販売等

・平成3年5月

JTBトラベランド、株式会社そごうなどと提携
観光施設や全国のホテル、空港などへの備品納入開始

・平成5年6月

旅館・施設等の内装工事プランニング事業開始（関西空港・JRA等）

・平成6年3月

日本テレコムと代理店契約

・平成6年4月

日本テレコムと移動体通信の代理店契約（関西デジタルホン）

通信事業開始（遠距離電話）

（関西テレメッセージ）移動体通信事業開始
・平成6年12月

セルラー、ドコモ、ツーカー等の代理店業務開始

・平成12年7月

J-フォンショップ田原本【Jフォン公式認定店】開店（磯城郡田原本）

・平成15年10月

J-フォンショップ田原本がボーダフォン田原本としてリニューアルオープン

・平成17年4月

ボーダフォン押熊開店（奈良市押熊町）

・平成18年5月

事業拡大の為資本金3,000万に増資

・平成18年10月

各ショップ

ソフトバンクショップへリニューアル

・平成18年12月

本社事務所

五位堂駅前に移転

・平成19年2月

ソフトバンク奈良登美ヶ丘開店（奈良市中登美ヶ丘）

・平成19年11月

ソフトバンク真美ヶ丘開店（香芝市真美ヶ丘）

・平成20年3月

ソフトバンクガーデンモール木津川開店（木津川市州見台）

・平成20年5月

ヒロコーポレーション大阪支店開設

・平成25年8月

株式会社フロンティアモバイルを100％子会社へ

・平成25年10月

ソフトバンクアピタ西大和開店

・平成25年11月

iDock心斎橋・iDock五位堂開店

・平成26年2月

Rebonallyブランド事業開始
ブランド『Rebonally（リボナリー）』/『RʼySpirits（リボナリー・スピリッツ）』発表

・平成27年2月

ブランド『ULTIMO REBOLIA（ウルティモリボリア）』発表

・平成27年9月

ブランド『ULTIMO REBONALLY（ウルティモリボナリー）』発表

・平成28年4月

ソフトバンク高の原開店（奈良市右京）

・平成28年8月

事業拡大の為資本金5,000万円に増資

・平成28年12月

株式会社ヒロホールディングス設立

・平成29年1月

ブランド『ReLEATHeR（リレザー）』発表

・平成29年2月

ブランド『REBONALLY×NAOTO SATOH（リボナリー×ナオトサトウ）』発表

・平成29年3月

ソフトバンク真美ヶ丘・ソフトバンクガーデンモール木津川をフロンティアモバイルから移管

・平成29年6月

メディアコンテンツ事業開始

・平成29年7月

ソフトバンク奈良登美ヶ丘リニューアルオープン

・平成30年4月

ラジオ放送局『FM五條78MHｚ』にて、スポンサー番組が開始
奈良県香芝市ふるさと納税に「Rebonally（リボナリー）」関連商品の掲載開始

・平成30年5月

ソフトバンクガーデンモール木津川とソフトバンク奈良登美ヶ丘が2017年度下半期Best Royalty Shopに認定

・平成30年6月

映画監督河瀨直美氏の作品「Vision」の撮影に特別協賛

・平成31年2月

映画「二階堂家物語」の撮影に特別協賛

・令和1年5月

Zeta（ゼータ）ブランド事業開始

・令和1年11月

ソフトバンクアピタ西大和がソフトバンクラスパ西大和へリニューアルオープン

・令和2年7月

ワイモバイルイオンモール奈良登美ヶ丘開店（生駒市鹿畑町）
子会社 有限会社ヒロ・トレーディングを株式会社ヒロコーポレーションへ
子会社 株式会社リエゾンを株式会社フロンティアモバイルへ

・令和3年8月

グループ内M&Aで吸収合併

「株式会社ヒロホールディングス」を吸収合併
社名を「株式会社ヒロホールディングス」へ変更

ヒロホールディングスグループ概要
株式会社ヒロホールディングス
本社

〒639-0225

TEL：0745-71-6661
大阪支店

奈良県香芝市瓦口2315
FAX：0745-71-6665

〒542-0086

TEL：06-6213-6177

設立 ：平成2年12月

香芝木材壱番館ビル3階（受付）

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-4-2

FAX：06-6213-6178

難波日興ビル6階

資本金 ：5,000万円

企業理念「会社という舞台で世の中の役に立つ人財を育て、我々と関わる全ての人に
事業を通じ心震わす感動の創出と笑顔溢れる幸せな生活を提供します」
株式会社フロンティアモバイル
〒639-0225

奈良県香芝市瓦口2315

TEL：0745-71-6661
設立：平成19年3月

香芝木材壱番館ビル6階

FAX：0745-71-6665

資本金：900万円

◀ヒロホールディングスについての
詳細はこちらからご覧いただけます。

