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Company Profile
号 ： 日本オーチス・エレベータ株式会社

Company name

: Nippon Otis Elevator Company

目 ： (1) エレベーター（斜行及び水平走行式を含む）、エスカレーター（水平走行式

Line of business

: (1)Manufacturing, sales, installation, maintenance repair and
inspection of elevators (including inclined and horizontal
running types), escalators (including horizontal running type)
and others, and machines and materials thereon.
(2)Monitoring of various building facilities and building
management.
(3)Design, construction and management of building and
construction -related applications.
(4)Other business which are related to the above.

Established

: January 11, 1932

Head Office

: Bunkyo Green Court 23F, 2-28-8 Honkomagome, Bunkyo-Ku
Tokyo 113-0021

Capital

: 4,364,425,000 yen

Major directors

: Stephane de Montlivault, Representative Director and Chairman
Hiroshi Yamagami, Representative Director and Acting MD
Hiroyuki Tada, Representative Director

Non-Otis group
Shareholders

: Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Sumitomo Life Insurance Company
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd
Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited
SMBC Venture Capital Co., Ltd.
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

を含む）、その他の昇降機並びにこれらに関する諸機械及び諸材料の製造、
販売、取付、保守、修理及び点検
(2) 各種ビル設備の監視制御並びにビル管理
(3) 建築物の設計、施工、監理及び建築関連手続きの申請
(4) 前各号に附帯又は関連する一切の業務
設 立 年 月 日 ： 昭和7年1月11日
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東京都文京区本駒込二丁目２８−８ 文京グリーンコート２３階
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金 ： 43億6442万5千円
役

員 ： 代表取締役会長 ステファン・
ド・モントリボール
代表取締役社長代行
代表取締役
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オーチスグループ外 ： 株式会社三井住友銀行
の株主

住友生命保険相互会社
住友不動産株式会社
三井住友ファイナンス&リース株式会社
SMBCベンチャーキャピタル株式会社
三井住友信託銀行株式会社

主 な 取 引 銀 行 ： 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店

Major banks

： Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
Mizuho Bank, Ltd.
MUFG Bank, Ltd.
Citibank, N.A., Tokyo Branch
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■日本オーチス・エレベータ株式会社
拠点一覧

■ 神奈川支店

■ 北陸支店

神奈川県横浜市中区日本大通１８番地 KRCビル
〒231-0021 TEL.045-641-5651㈹ FAX.045-641-1740

石川県金沢市鞍月５丁目181番地 AUBEビル
〒920-8203 TEL.076-238-7977㈹ FAX.076-238-7978

東京都文京区本駒込二丁目２８−８ 文京グリーンコート２３階
〒113-0021 TEL.03-5981-0300㈹ FAX.03-5981-0313

横浜営業所・川崎営業所・相模営業所

東日本支社

出張所／分室
溝の口・横須賀・西湘

出張所／分室
能登・富山・小松・福井

本社

東京都文京区大塚二丁目９番３号 住友不動産音羽ビル4F
〒112-0012 TEL.03-5940-2860㈹ FAX.03-5940-2865

■ 首都圏支店
東京都文京区大塚二丁目９番３号 住友不動産音羽ビル3F
〒112-0012 TEL.03-5940-2951㈹ FAX.03-5940-2955
港営業所・東京中央営業所・東京営業所・城南営業所・城東営業所・城西営業所
・城北営業所・西東京営業所・甲信営業所
出張所／分室
泉岳寺・千住・高野・越中島・臨海・蒲田・初台・板橋・八王子・多摩・長野
・松本・諏訪・飯田・甲府

■ 北海道支店
北海道札幌市中央区北３条西一丁目１番１号 札幌ブリックキューブ
〒060-0003 TEL.011-222-4411㈹ FAX.011-222-4498
札幌北営業所・札幌南営業所
出張所／分室
小樽・室蘭・苫小牧・函館・稚内・旭川・北見・釧路・帯広

■ 東北支店
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目３番１号 ＴＭビル
〒980-0811 TEL.022-225-5721㈹ FAX.022-225-3221
盛岡営業所
出張所／分室
山形・庄内・郡山・いわき・福島・会津・秋田・八戸・弘前・青森

■ 関東支店
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番９号 ニッセイ大宮桜木町ビル５F
〒330-0854 TEL.048-643-0286㈹ FAX.048-643-6502
新潟営業所・北関東営業所・東関東営業所・舞浜営業所
出張所／分室
長岡・上越・湯沢・埼玉東・埼玉西・宇都宮・今市・前橋・茨城・成田・成田空港
・船橋・柏・木更津

■ 神戸支店

■ 静岡支店

兵庫県神戸市中央区京町７８番地 三宮京町ビル５F
〒650-0034 TEL.078-391-4502㈹ FAX.078-392-3733

静岡県静岡市葵区常磐町二丁目13番1号 住友生命静岡常磐町ビル
〒420-0034 TEL.054-254-9501㈹ FAX.054-251-2696

神戸営業所・阪神営業所・兵庫西営業所

県央東部営業所・西部営業所
出張所／分室
三島・下田・浜岡

西日本支社
大阪府大阪市中央区城見二丁目１番61号 ツイン21MIDタワー10F
〒540-6110 TEL.06-6949-1221㈹ FAX.06-6949-0891

■ 近畿支店
大阪府大阪市中央区城見二丁目１番61号 ツイン21MIDタワー 11F
〒540-6111 TEL.06-6949-1221㈹ FAX.06-6949-0891
大阪中央営業所・大阪北営業所・阪和営業所・御堂筋営業所・奈良営業所・梅田営業所
出張所／分室
桜島・OBP・京阪・枚方・北大阪・千里・東大阪・南・泉南・和歌山・河内長野

■ 中部支店
愛知県名古屋市東区泉一丁目２３番30号 名古屋パナソニックビル
〒461-0001 TEL.052-951-1450㈹ FAX.052-951-1453
中部第一営業所・中部第二営業所・三重営業所
出張所／分室
名駅・岐阜飛騨・豊田・豊橋・知多・鳥羽・四日市

■ 京都支店
京都府京都市南区上鳥羽大物町28 シグマビル4F
〒601-8121 TEL.075-748-8500㈹ FAX.075-748-8513
京都営業所・京滋営業所
出張所／分室
福知山・長岡京・田辺・湖東

出張所／分室
明石・姫路・三田・和田山

■ 四国支店
香川県高松市番町１丁目6-1 高松NKビル4F
〒760-0017 TEL.087-822-2865㈹ FAX.087-822-6213
出張所／分室
松山・新居浜・高知・宇和島・徳島

■ 中国支店
広島県広島市南区稲荷町4番1号 広島稲荷町ＮＫビル
〒732-0827 TEL.082-263-7111㈹ FAX.082-263-7158
岡山営業所
出張所／分室
松江・米子・鳥取・下関・山口・周南・津山・福山

■ 九州支店
福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目２番１３号 福岡パナソニックビル
〒812-0016 TEL.092-481-0931㈹ FAX.092-481-0933
福岡営業所・西九州営業所・北九州営業所・南九州営業所・沖縄営業所
出張所／分室
福岡西・長崎・佐世保・大分・鹿児島・宮崎

■ NOLEC 日本オーチスロジスティックス＆エンジニアリングセンター
千葉県山武郡芝山町小池2700-1
〒289-1693 TEL.0479-77-1301㈹ FAX.0479-77-1933

