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【LINE 株式会社 概要】 

（コード番号：3938 東京証券取引所 第一部市場、NY 証券取引所） 

設立：2000 年9 月4 日 

資本金：125 億9,619 万円 

住所：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 27 階 

代表：代表取締役社長 出澤 剛 

URL：http://linecorp.com/  

主な事業概要：インターネット関連事業・ウェブサービス事業 

 

【夢の街創造委員会株式会社 概要】 

（コード番号：2484 東京証券取引所JASDAQ 市場） 

設立：1999 年9 月9 日 

資本金：11 億1,330 万円（2016 年5 月末現在） 

住所：（大阪本社）〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル 8 階 

（東京本社）〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN 館15 階 

代表：代表取締役社長 中村 利江 

URL：http://www.yumenomachi.co.jp/ 

主な事業概要：デリバリー総合サイト『出前館』https://demae-can.com/の運営 

 

 

【本リリースに関する報道関係者からのお問合せ先】 
夢の街創造委員会株式会社 広報担当 羽生（ﾊﾆｭｳ） 

TEL：03-6777-0874 FAX：03-6777-0870 Mail：pr@yumenomachi.co.jp 


