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	事業年度3月1日～翌年2月末日
	期末配当金
	受領株主確定日

2月末日
中間配当を行う場合は8月31日

	定時株主総会毎年5月
	株主名簿管理人	および
	特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

	株主名簿管理人
	事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（郵便物送付先）〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（電話照会先）0120－782－031
土・日・祝祭日を除く9:00～17:00

	上場証券取引所東京証券取引所 マザーズ

	公告の方法

電子公告により行う
公告掲載URL　https://www.tri-stage.jp/

（ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他の 
やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に 
公告いたします。）

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出および
ご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座
を開設されていない株主様は、上記の電話照会先にご連絡ください。

【特別口座について】
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されてい
なかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行
株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設しております。特別口座に
ついてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお
願いいたします。

【未受領の配当金について】
三井住友信託銀行本支店でお支払いたします。

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目2番20号
電話番号／03-5402-4111（代表）　ファックス／03-5402-4115
URL／https://www.tri-stage.jp/
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当社グループの強み

新たな価値創造に向けて、新グループビジョンを設定

当社グループを取り巻く環境

ダイレクトマーケティングに、DX・イノベーションを。

オフラインメディアにおける
データ活用の遅れ

クロスチャネルマーケティングの
重要性が増大

コロナ禍におけるダイレクト
マーケティング市場の拡大

メディア・DM等
マーケティングツールインフラ

AIを活用した
デジタルマーケティング

オフラインメディアにおける
データマーケティング

　株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当期（2021年2月期）は、前期に行った不採算事業からの撤退とコロナ
禍の影響等により減収となりましたが、営業利益については、上期のテレビ
事業の好調と前期の特殊要因の反動等により大幅な増益となりました。し
かしながら、中期経営計画の最終年度の数値目標に対しては、残念ながら
未達となりました。
　その一方で、事業の“選択と集中”をキーワードとした取り組みに注力して
きた結果、今後に向けた“成長の土台”をほぼ完成させることができたと自
負しております。加えて、内部統制の再構築を行い、ガバナンス体制の充実
にも取り組みました。
　次期（2022年2月期）からは、新たに策定したグループビジョン「ダイレク
トマーケティングに、DX・イノベーションを。」の実現を目指し、新たな3か年
の中期経営計画をスタートいたします。まずは前中計の目標を早期にクリア
し、更なる成長へと歩みを進めてまいります。
　株主の皆様には、引き続き当社の経営にご支援ご鞭撻のほどお願い申
し上げます。 1

2

代表取締役社長 倉田	育尚
く ら た や す ひ さ
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事業の選択と集中で成長の土台が完成
前中期経営計画の振り返り

先行投資とリソースの集中による、グループの
基礎収益力の向上

テレビ連動リスティングをはじめとしたグループ
施策の実行
放送枠の新たな販売手法としての「ソクレス」開始
仕入機能強化を目的としたトライステージメディ
アの設立

成長の土台

連結営業利益から特殊事項（例えば突発的な貸倒やコロナ初期
の影響等、通常では発生しえないと推定される事項）を除いたト
ライステージグループの本質的な収益力

基礎
収益力

新中期経営計画
Tri’s vision 2024へ

’19/2 ’20/2 ’21/2
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事業ポートフォリオを再構築

884809
628

1,320

987
1,190

毎年100百万円以上の利益改善
特殊要因を取り除いた基礎収益力では

基礎収益力の推移（百万円）
会計上の営業利益（百万円）データマーケティング基盤「Tri-DDM」構築の完了

メディア/コンタクトセンターサービス運用の
DX化開始

AIツールを利用した事業形態の変化に対応する
ための先行投資および準備の完了
新規顧客獲得の着実な進捗
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　前中期経営計画は、数値目標では未
達でしたが、定性的な面では、次期計画
に繋がる大きな成果が得られたものと
評価しております。
　この3か年に当社グループが掲げた
最重要施策は“選択と集中”でした。

　「Tri-DDM」と「WEB事業」について
は、積極的な先行投資を行いました。
今後の強力な武器となるデータマーケ
ティング基盤「Tri-DDM」は、第1フェー

ズの機能が整い、主要クライアントへの
導入が完了しました。テレビ事業におけ
る売上総利益率は約15％まで高まって
おりますが、データマーケティングに基
づく放送枠の仕入や効率的なコンタク
トセンター運営の成果が次第に現れて
いると捉えております。また、「WEB事
業」では、AIツールを利用した新たなビ
ジネスモデルを構築するべく実施した
先行投資が実を結びつつあります。当
期はコロナ禍で商談機会が限られ、新
規受注が計画通りには進まない状況に
ありましたが、第4四半期には引越費用

（※）を除けばセグメント黒字へと転換し
ております。

　経営資源を成長事業に集中させる一
方で、収益性やグループシナジー等の
観点から“見極め”を行い、この3年間で
国内外計3社の撤退を決断し、事業譲
渡等を実行しました。

※ テレビとWEBの融合施策とコスト削減の
ため2021年2月にWEB事業の拠点をテレ
ビ事業と同様の本社に移転しております。

成長事業と位置づけた
「Tri-DDM」と「WEB事業」は、
「成長の土台」が完成

前中期経営計画の
最重要施策は、“選択と集中”

海外事業等で
事業撤退を行い、
事業ポートフォリオの
再構築を推進



事業の選択と集中で成長の土台が完成
前中期経営計画の振り返り

先行投資とリソースの集中による、グループの
基礎収益力の向上

テレビ連動リスティングをはじめとしたグループ
施策の実行
放送枠の新たな販売手法としての「ソクレス」開始
仕入機能強化を目的としたトライステージメディ
アの設立

成長の土台

連結営業利益から特殊事項（例えば突発的な貸倒やコロナ初期
の影響等、通常では発生しえないと推定される事項）を除いたト
ライステージグループの本質的な収益力

基礎
収益力

新中期経営計画
Tri’s vision 2024へ

’19/2 ’20/2 ’21/2

グ
ル
ー
プ

戦
略

成
長
事
業
の
拡
大

そ
の
他

事業ポートフォリオを再構築

884809
628

1,320

987
1,190

毎年100百万円以上の利益改善
特殊要因を取り除いた基礎収益力では

基礎収益力の推移（百万円）
会計上の営業利益（百万円）データマーケティング基盤「Tri-DDM」構築の完了

メディア/コンタクトセンターサービス運用の
DX化開始

AIツールを利用した事業形態の変化に対応する
ための先行投資および準備の完了
新規顧客獲得の着実な進捗

Tri-D
D
M

W
EB事

業

3

4

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ

　前中期経営計画は、数値目標では未
達でしたが、定性的な面では、次期計画
に繋がる大きな成果が得られたものと
評価しております。
　この3か年に当社グループが掲げた
最重要施策は“選択と集中”でした。

　「Tri-DDM」と「WEB事業」について
は、積極的な先行投資を行いました。
今後の強力な武器となるデータマーケ
ティング基盤「Tri-DDM」は、第1フェー

ズの機能が整い、主要クライアントへの
導入が完了しました。テレビ事業におけ
る売上総利益率は約15％まで高まって
おりますが、データマーケティングに基
づく放送枠の仕入や効率的なコンタク
トセンター運営の成果が次第に現れて
いると捉えております。また、「WEB事
業」では、AIツールを利用した新たなビ
ジネスモデルを構築するべく実施した
先行投資が実を結びつつあります。当
期はコロナ禍で商談機会が限られ、新
規受注が計画通りには進まない状況に
ありましたが、第4四半期には引越費用

（※）を除けばセグメント黒字へと転換し
ております。

　経営資源を成長事業に集中させる一
方で、収益性やグループシナジー等の
観点から“見極め”を行い、この3年間で
国内外計3社の撤退を決断し、事業譲
渡等を実行しました。

※ テレビとWEBの融合施策とコスト削減の
ため2021年2月にWEB事業の拠点をテレ
ビ事業と同様の本社に移転しております。

成長事業と位置づけた
「Tri-DDM」と「WEB事業」は、
「成長の土台」が完成

前中期経営計画の
最重要施策は、“選択と集中”

海外事業等で
事業撤退を行い、
事業ポートフォリオの
再構築を推進



強みを最大限に活かした、3つの基本戦略を推進
中期経営計画Tri’s vision 2024　基本戦略

データマーケティング強化による
顧客提供価値向上
データマーケティング基盤Tri-DDMをより強化し、
プロセスを最適化させ顧客の効果向上を実現

クロスチャネル・AIマーケティング
サービスによる顧客拡大
デジタル業種（WEBサービス/EC）金融等、新業種・
顧客を拡大

新規事業立ち上げ
事業の強みのDX化による新サービス・事業への
投資を実行

基本戦略 各セグメントの位置づけ

基本戦略

基本戦略

注力
事業

見極め
事業

TV

WEB

DM

小売

海外

顧客提供価値向上
販売チャネルのDX化

顧客拡大
「urutere」の展開

商品DM強化
販売チャネルのDX化

プライベートブランド商品の拡大
ECの拡大

既存リソース内での収益最大化
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　この結果、成長事業の基盤強化と赤
字解消を同時に進めることができ、事
業ポートフォリオをほぼ計画通り再構築
することができました。
　こうした取り組みによって、当社グ
ループの基礎収益力（P4参照）は、着実
に向上してまいりました。

　前中期経営計画で築き上げてきた
「成長の土台」を基礎に、2022年2
月期から「中期経営計画Tri’s vision 
2024」をスタートさせました。
　新中期経営計画では、「ダイレクト
マーケティングに、DX・イノベーション
を。」というグループビジョンを掲げて

います。ダイレクトマーケティングの領
域でデジタル技術を徹底活用し、既存
サービス強化、新サービス創出を行って
いこう、という考え方です。

　グループビジョンの実現に向け、3つ
の基本戦略を推し進め、成長を本格化
していきます（P6参照）。
　「データマーケティング強化による顧
客提供価値向上」は、新中計のベースと
なる部分です。「Tri-DDM」は、今後の
当社グループの競争力と収益力の源泉
です。段階的な開発を進めており、第1
フェーズでは、放送枠データやコンタク
トセンターに集まる大量のデータを統

合・分析・可視化し、これを基に放送枠
価値の明確化と運用改善策を提案して
効率向上を実現してきました。コンタク
トセンターの運用を委託いただいてい
るクライアントへの導入を進め、そのす
べてから大きな評価をいただいており
ます。第2フェーズでは、クライアントが
保有する顧客データやWEB受注・行動
ログ、他社データ等も活用することで、
様々な業種業態のクライアントに適し
た、クロスメディアでのマーケティング
提案が可能となります。
　「クロスチャネル・AIマーケティング
サービスによる顧客拡大」の取り組み
として、先般、テレビCMとデジタル施
策を連動させた運用型の広告サービス

「urutere（ウルテレ）」がスタートしまし
た。グループ内に専任組織を編成し、今

「DX化」を目指す新たな
グループビジョンを策定

新中計では、3つの基本戦略を
推し進め、成長の本格化へ
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後のサービス拡大に注力していきます。
また、「新規事業立ち上げ」では、販売
チャネルのDX化と、AIを活用した映像
制作のDXに取り組みます。15秒間のテ
レビコマーシャルとは異なり、テレビ通
販番組は、ある程度形が定型化された
状態にありますので、映像の情報を徹
底的にデータベース化し、どのような演
出が実際の購買行動に対してプラスに
働くかといった分析をすることで、実現
できると考えています。
　新たな生活スタイルが定着し、ダイレ
クトマーケティング市場のさらなる拡大
が見込まれる中、これらの戦略を実現
することで、クライアントの唯一無二の
パートナーとしての信頼関係を確固た
るものとし、共に成長したいと考えてお
ります。

　なお、新中期経営計画においても、引
き続き“選択と集中”を推し進め、テレビ
事業、WEB事業、DM事業を「注力事
業」、小売事業と海外事業を「見極め事
業」と位置づけ、事業ポートフォリオの
一層の強化を図ってまいります。

　新中計始動に合わせ、組織改革にも
着手しました。放送枠の企画力強化・仕
入効率化等を目的とした株式会社トラ
イステージメディアの設立、グループ
事業戦略の立案やコア事業における
グループシナジー創出の加速に向けた

「事業企画室」の新設、商品・サービス
の企画・開発・運用機能の強化に向けた

「プロダクト部」の新設など、すべて従
来以上に専門性を高めて各機能を高度
化することを目指しております。
　前中計において、未達となった最終
年度目標「営業利益17億円」について
は、新中計の2年目（2023年2月期）で
の達成を実現し、最終年度（2024年2
月期）には20億円の実現を目指します。
また、株主の皆様への利益還元を重視
する考えから、経営指標として当期純
利益を採用し、最終年度13億円の実現
を目指します。
　株主の皆様には、トライステージグ
ループの新たな成長に、ご期待いただ
き、引き続きご支援賜りますようお願い
申し上げます。

前中計目標を超え、基礎収益力
（営業利益）20億円を目指す
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　前期に実施した事業の選択と集中により、不採算事業の整理と同時にテレビ事業、WEB事業、DM事業への経営資源の
配分が進みました。また、2019年12月に開始し随時開発を進めているデータマーケティング基盤「Tri-DDM」により、ダイ
レクトマーケティングにおける新規顧客獲得とLTV向上を両軸で支援するための基盤が整いました。こうした体制のもと、各
事業において着実に当期の戦略を推進。その結果、売上高は前期比5.3％減の477億82百万円、営業利益は同110.2％増
の13億20百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は同364.8%増の8億48百万円となりました。

営業の
概況

　総資産は、主に現金及び預金が増加した一方、受取手形及び売掛金、のれん、投資有価証券が減少したことに伴い、前期
末比2億98百万円減少し、151億82百万円となりました。また、純資産は親会社株主に帰属する当期純利益を8億48百万
円計上した一方で、自己株式の取得、剰余金の配当を行ったこと、為替換算調整勘定が減少したこと等により1億11百万円
減少し、68億15百万円となりました。自己資本比率は43.7％となり、引き続き健全な水準を維持しております。
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ご回答いただきました1,685名の株主様（返信率16.2％）のプ
ロフィールは、次のとおりです。
この場をお借りして、ご協力に感謝申し上げます。

当社の経営に対して期待することをうかがった結果、①「安定的な
配当」33.0％、②「収益を重視した安定的な成長戦略」が24.7％、
③「積極的な成長戦略」14.0％という順番となりました。

第15期第2四半期株主通信におきまして、第24回目となる株主アンケートを実施さ
せていただきましたので、その集計結果の一部をご紹介させていただきます。

株主アンケート
集計結果のご報告

■ 男性 64.9%
■ 女性 24.3%
■ 無記入 10.9%

■ ～20代 2.3%
■ 30代 7.4%
■ 40代 14.6%
■ 50代 17.2%
■ 60代 25.6%
■ 70代～ 31.7%
■ 無記入 1.2% 0.0 30.020.010.0 40.0（%）

12.5

1.8

33.0安定的な配当

24.7収益を重視した
安定的な成長戦略

財務体質の
健全性確保

9.2事業領域を絞った
成長戦略

その他

14.0積極的な成長戦略

4.9事業領域の拡大

● コロナ禍でいろいろと大変ですが、ともに頑張っていきましょう。
応援しています。

● 営業出身の新社長にエール！
● 安定的な成長による将来性に期待している。 
風通しが良く株主にやさしい会社であってほしい。

● ROE向上に努めてください。従業員を大切に。
● TV放送時の画面QRコードからWebの商品広告に飛べたり、
オフラインとオンラインの融合で事業拡大の余地があるので、
掘り下げて頑張ってください。

● 事業内容がよくわからないところがある。 
もっと具体的にお知らせください。

● 不祥事のないよう、ガバナンス強化し成長してほしい。
● 次期中計に期待して、株式を中期保有したいと思います。
● 株主通信がわかりやすくコンパクトにまとまっていることに
満足。

経営・業績について 株価・株主還元について

株主の皆様からのご意見を、一部抜粋して紹介させていただきます。

● いつもクオカードを楽しみにしています。
● 株価が上がるような経営を望みます。
● 株主優待制度の継続と安定的配当を希望します。
● 配当・優待維持を期待して保有しています。 
株主の声を大事にするアンケートも好感が持てます。

● 今後も安定的な配当ができるよう、事業拡大してください。

性別

年齢

11

12

トライステージの最新ニュースを
メールでお届けします

インターネットで「トライステージ IRメール登録」
と検索、または右のQRコードを携帯電話で読み
とっていただき、IRメール登録フォームにメール
アドレスをご登録ください。

IRメール配信登録方法

株
主
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
報
告
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配当金推移

株主優待制度

　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつと
して認識しており、財務基盤の強化および今後の持続的成長のため
の内部留保の充実を図りつつ、経営成績、投資状況、財務状況を勘
案し、適切な利益還元策を実施することを基本方針としております。
　当期につきましては、1株当たり7円の配当を実施することを決定
いたしました。次期につきましても、1株あたり7円の配当を実施する
予定です。

　当社では、株主の皆様の日頃のご支援に感謝し、毎年8月末
現在および2月末現在の株主名簿に記載または記録された株
主様を対象として株主優待を実施しております。

ご保有の株式数に
応じてクオカードを
贈呈いたします。

※ 当社は、2017年3月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
上記グラフについては、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った数値を記載
しております。

（単位：円）
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2019年2月～4月
自社株買い599百万円

2020年4月
自社株買い539百万円

保有株式数 基準日
第2四半期（8月末）

基準日
第4四半期（2月末）

400株以上
2,000株未満

1,000円相当の
クオカード

1,000円相当の
クオカード

2,000株以上 5,000円相当の
クオカード

5,000円相当の
クオカード

送付時期 10月下旬 5月下旬

	発行可能株式総数 96,000,000株
	発行済株式数 30,517,200株
	株主数 10,797名

（2021年2月28日現在）株式の状況

　株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸田　昭雄 6,572,400 26.22
双日株式会社 5,782,400 23.07
妹尾　勲 2,077,400 8.29
萩原　雄二 223,900 0.89
小林　光男 141,500 0.56
今泉　亜矢 132,800 0.52
トライステージ従業員持株会 100,900 0.40
株式会社SBIネオトレード証券 85,500 0.34
新沼　吾史 74,000 0.29
市川　敏夫 65,100 0.25

大株主

(注)1 当社は、自己株式を5,458,261株保有しておりますが、上記大株主からは除外 
 しております。
 2 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（2021年2月28日現在）

	商号 株式会社トライステージ

	本店 〒105-0022
東京都港区海岸一丁目2番20号
汐留ビルディング21階

	設立日 2006年3月3日
	資本金 645,547千円
	従業員数 連結 333名　単体 160名

会社概要 （2021年2月28日現在）

取締役・監査役 （2021年5月25日現在）

	取締役（非常勤）福田　　大
	取締役（非常勤）菅原　勇祐※

	監査役 太田　譲治※

	監査役（非常勤）藤井　幹晴※

	監査役（非常勤）庄村　　裕※

※社外役員

詳しくは企業ホームページをご覧ください
https：//www.tri-stage.jp/

	取締役会長 妹尾　　勲
	代表取締役社長 倉田　育尚
	代表取締役副社長 前田　充章
	取締役ファウンダー（非常勤）丸田　昭雄
	取締役（非常勤） 杉山　博髙※
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配当金推移

株主優待制度

　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつと
して認識しており、財務基盤の強化および今後の持続的成長のため
の内部留保の充実を図りつつ、経営成績、投資状況、財務状況を勘
案し、適切な利益還元策を実施することを基本方針としております。
　当期につきましては、1株当たり7円の配当を実施することを決定
いたしました。次期につきましても、1株あたり7円の配当を実施する
予定です。

　当社では、株主の皆様の日頃のご支援に感謝し、毎年8月末
現在および2月末現在の株主名簿に記載または記録された株
主様を対象として株主優待を実施しております。

ご保有の株式数に
応じてクオカードを
贈呈いたします。

※ 当社は、2017年3月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
上記グラフについては、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った数値を記載
しております。
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送付時期 10月下旬 5月下旬

	発行可能株式総数 96,000,000株
	発行済株式数 30,517,200株
	株主数 10,797名

（2021年2月28日現在）株式の状況

　株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸田　昭雄 6,572,400 26.22
双日株式会社 5,782,400 23.07
妹尾　勲 2,077,400 8.29
萩原　雄二 223,900 0.89
小林　光男 141,500 0.56
今泉　亜矢 132,800 0.52
トライステージ従業員持株会 100,900 0.40
株式会社SBIネオトレード証券 85,500 0.34
新沼　吾史 74,000 0.29
市川　敏夫 65,100 0.25

大株主

(注)1 当社は、自己株式を5,458,261株保有しておりますが、上記大株主からは除外 
 しております。
 2 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（2021年2月28日現在）

	商号 株式会社トライステージ

	本店 〒105-0022
東京都港区海岸一丁目2番20号
汐留ビルディング21階

	設立日 2006年3月3日
	資本金 645,547千円
	従業員数 連結 333名　単体 160名

会社概要 （2021年2月28日現在）

取締役・監査役 （2021年5月25日現在）

	取締役（非常勤）福田　　大
	取締役（非常勤）菅原　勇祐※

	監査役 太田　譲治※

	監査役（非常勤）藤井　幹晴※

	監査役（非常勤）庄村　　裕※

※社外役員

詳しくは企業ホームページをご覧ください
https：//www.tri-stage.jp/

	取締役会長 妹尾　　勲
	代表取締役社長 倉田　育尚
	代表取締役副社長 前田　充章
	取締役ファウンダー（非常勤）丸田　昭雄
	取締役（非常勤） 杉山　博髙※
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証券コード：2178

www.tri-stage.jp

Business Report 2020年3月1日～2021年2月28日

株主通信
第15期

	事業年度 3月1日～翌年2月末日
	期末配当金
	 受領株主確定日

2月末日
中間配当を行う場合は8月31日

	定時株主総会 毎年5月
	株主名簿管理人	および
	 特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

	株主名簿管理人
	 事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（郵便物送付先） 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（電話照会先） 0120－782－031
土・日・祝祭日を除く9:00～17:00

	上場証券取引所 東京証券取引所 マザーズ

	公告の方法

電子公告により行う
公告掲載URL　https://www.tri-stage.jp/

（ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他の 
やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に 
公告いたします。）

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出および
ご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座
を開設されていない株主様は、上記の電話照会先にご連絡ください。

【特別口座について】
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されてい
なかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行
株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設しております。特別口座に
ついてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお
願いいたします。

【未受領の配当金について】
三井住友信託銀行本支店でお支払いたします。

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目2番20号
電話番号／03-5402-4111（代表）　ファックス／03-5402-4115
URL／https://www.tri-stage.jp/
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