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ボーダレス＆エンドレス
住環境のトータルサプライヤーへ

http://www.inoac.co.jp/juukan/

拠点案内

名古屋本社
〒456-0068　愛知県名古屋市熱田区大宝四丁目9番27号（イノアック日比野ビル2階）
ＴＥＬ（052）684-0266　ＦＡＸ（052）684-0277

東京本部
〒141-0032　東京都品川区大崎二丁目9番3号（大崎ウエストシティビル4Ｆ）
ＴＥＬ（03）6679-2391　ＦＡＸ（03-6679-2394

北海道統括営業所
〒003-0021　北海道札幌市白石区栄通三丁目5番4号
ＴＥＬ（011）851-7190　ＦＡＸ（011）855-7878

東北統括営業所
〒980-0022　宮城県仙台市青葉区五橋一丁目6番2号（KJビル9Ｆ）
ＴＥＬ（022）212-6156　ＦＡＸ（022）212-6158
開発営業部（インフラグループ、盛土グループ、ＯＡフロアグループ）
ＴＥＬ（022）212-6156　ＦＡＸ（022）212-6158

関東統括営業所
〒141-0032　東京都品川区大崎二丁目9番3号（大崎ウエストシティビル4Ｆ）
ＴＥＬ（03）6679-2392　ＦＡＸ（03）6679-2394
開発営業部（ＯＡフロアグループ、地中熱グループ）
ＴＥＬ（03）6679-2392　ＦＡＸ（03）6679-2394

中部統括営業所・長野出張所
〒450-0003　愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目13番4号（中部ゴム会館4Ｆ）
ＴＥＬ（052）581-1077　ＦＡＸ（052）386-1018
開発営業部（インフラグループ、地中熱グループ、ＯＡフロアグループ、建築グループ、設計グループ、工事グループ）
ＴＥＬ（052）681-0280【設計関連】　　
ＴＥＬ（052）681-2111【工事関連】
ＦＡＸ（052）682-6969

関西統括営業所・四国出張所
〒541-0054　大阪府大阪市中央区南本町一丁目8番14号（堺筋本町ビル11Ｆ）
ＴＥＬ（06）7657-7990　ＦＡＸ（06）7657-7961
開発営業部（ＯＡフロアグループ）
ＴＥＬ（06）7657-7990　ＦＡＸ（06）7657-7961

広島営業所
〒732-0827　広島県広島市南区稲荷町1番1号（ロイヤルタワー8Ｆ）
ＴＥＬ（082）535-4770　ＦＡＸ（082）535-4773

九州統括営業所
〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目12番24号（博多駅東QRビル7Ｆ）
ＴＥＬ（092）431-8321　ＦＡＸ（092）481-6977
開発営業部（ＯＡフロアグループ、盛土グループ、工事グループ）
ＴＥＬ（0968）71-1101　ＦＡＸ（0968）78-1104
沖縄出張所
〒901-2114　沖縄県浦添市安波茶2丁目1-2　
TEL（092）431-8321（九州統括営業所）

株式会社北海道イノアック
〒072-0802　北海道美唄市東八条北四丁目1番15号
ＴＥＬ（0126）63-4135　ＦＡＸ（0126）63-4139

小牛田事業所
〒987-0005　宮城県遠田郡美里町北浦字二又下28番地
ＴＥＬ（0229）34-3118　ＦＡＸ（0229）34-2080

甲府事業所
〒409-3611　山梨県西八代郡市川三郷町大塚700番地
ＴＥＬ（055）278-8280　ＦＡＸ（055）272-2118

揖斐川事業所
〒501-0605　岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺30-1
ＴＥＬ（0585）21-3520　ＦＡＸ（0585）21-3521

有明事業所
〒869-0122　熊本県玉名郡長洲町大字梅田115
ＴＥＬ（0968）71-1101　ＦＡＸ（0968）78-1104

営業本部　営業部／開発営業部

事業所

販売拠点 製造拠点

小牛田事業所
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関東統括営業所

甲府事業所

有明事業所

揖斐川事業所

長野出張所

広島営業所

九州統括営業所

中部統括営業所

関西統括営業所

四国出張所

沖縄出張所



生活をより快適に

生活の未来を考える

温暖化対策に
貢献出来る製品

生活をより安全性の高いものに
Safety

Recycle & Renovation

Environment &
Energy-saving

災害に強い
インフラ供給

有限資源を再活用する
製品提案

Core competency Market-needs & target Market-segmentBasic Policy

・リサイクル
・リデュース
・リユース
・環境負荷物質レス

・素材開発
・機能開発
・意匠・構造設計
・工法開発

・施工設計
・施工管理
・部材加工
・メンテナンス

インフラ用

戸建／集合住宅用

工場・ビル設備用製品開発

エンジニアリング

環境・安全対応
安心・安全 サスティナブル

省エネ
創エネ

防災
衛生

コンフォート

ボーダレス＆エンドレス
住環境のトータルサプライヤーへ
過去から学び明日を拓く。
私たちが常に目指しているものは、皆さまとともに新しい「次」を
生み出す企業であり続けることです。
従来の概念にとらわれない斬新な発想と新しいフロンティア精神で、
安全、省エネ、環境保護の観点から、
未来社会の創造と地球環境への貢献に努めてまいります。

事業理念 コア・コンピタンス 市場ニーズ・ターゲット 市場セグメント
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戸建／集合住宅用製品ラインナップ

これからの住宅に求められる「省エネ」「環境」「安全」「高耐久・長寿命」を実現した
商品ラインナップで皆様に“快適なくらし”をご提供致します。

耐寒性・耐熱性・耐震性に優れた架橋
ポリエチレン管を採用し、被覆管のバ
リエーションも豊富に取り揃えており
ます。また、各戸別に対応した宅内給
水・給湯配管のプレカット・プレファブ
加工により、「省力施工」「現場でのゴミ
レス」「品質確保」を実現致します。

機械的強度に優れたアルミニウム
合金を芯材とし、内外層に優れた
架橋ポリエチレン管で構成された、
保温材付アルミ複合架橋ポリエチ
レン管です。面取矯正不要の専用
ワンタッチ継手「あっとジョイント」
をご使用頂くことで、幅広い用途に
ご使用頂けます。

要求する保温性能毎に製品を選定可能で、材質は硬質ウレタ
ンフォーム、ポリエチレンフォーム、ＥＰＤＭ（ゴム）があります。

sオユポリシリーズ s配管保温保冷材シリーズ

オユポリチューブ オユポリＳＰ オユポリガード

オユポリＰＢチューブ オユポリＥＦ オユポリＥＦチューブ

ライトチューブ／ライトカバー

難燃ライトチューブ/タイネツチューブ ラバーチューブ 水量計カバー

パイプガード・パイプガードヌレックス

Pickup Products

Ｕ－ポリパイ

地中熱交換システム用パイプ

sオユポリMPチューブ
  あっとジョイントシリーズ

給水・給湯関連商品

空調関連商品

オユポリシリーズ オユポリＭＰチューブ／あっとジョイント

音消しカバー アイポチューブＳＸＷ アイポチューブＥペアホース オーツーブロック

アイポチューブＡタイプ クリーンダクト ハイドレンコレクトフレア アルミニウム被覆冷媒管
コニックジョイント

給水・給湯用継手（金属・樹脂）

温水床暖房関連商品

アイポリーＤＸＬ 高効率温水マット オユペックス

サーマックスシリーズ

外張り断熱材

水道用ポリエチレン二層管

水道用ポリエチレン二層管

sプレカット加工

sプレファブ加工
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Pickup Products

様々なビジネス環境に「省エネ」「環境」「安全」「高耐久・長寿命」を提供する商品で、
皆様の“ビジネスライフ”を支えています。

工場／ビル・オフィス用製品ラインナップ

地中およそ１０～１００ｍの、年間を通して安定した温度
（15℃前後）を保つ地中熱を空調の熱源として利用すること
により、外気温に左右されない、高効率かつ省エネルギーな
空調システムを実現致します。
地中に埋設したＵ－ポリパイが熱交換器となり、管内の流体
と地中の熱とを熱交換します。冬は地中の熱を汲み上げて
ヒートポンプで昇温して室内空気を暖めます。

s地中熱交換システム用パイプ　Ｕ－ポリパイ

快適なオフィス空間を足元からサポート。
樹脂タイプ・スチールタイプの両方をご用意しており、軽量で施工性に優れています。

s高度情報化対応床材　ＯＡフロアシリーズ

NeoFOSPA®タイプ NPタイプ

冬 夏

給湯・排水関連商品

給水・配水関連商品

オユポリシリーズ

水道用ポリエチレン
二層管

高性能ポリエチレン管
アイポリーブロードパイプ

水道用ポリエチレン
キズ防止被覆管

水道用ポリエチレン
溶剤浸透防止被覆管

空調被覆銅管用
保温材融着工具
融着君

ファイヤーカットアイポチューブＡＳＫ スーパードレーン

給水・給湯用継手（金属・樹脂）

空調関連商品

アイポリーＤＸＬ

融雪関連商品

ライトシリングシステム天井

耐震・軽量システム天井
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インフラ・土木用製品ラインナップ

日々の生活に加え、地震等の災害発生時も「省エネ」「環境」「安全」「高耐久・長寿命」に配慮した
商品で、皆様に“安心なくらし”をご提供致します。

現場発泡ウレタン工法は、現場において必要な量に応じて、
地形及び構造物に合わせた形状に硬質ウレタン樹
脂｢フォームライトＷ｣を発泡させる土木工法です。密度
が36kg/m3と超軽量であり、耐圧縮性にも優れるため盛

土及び土構造物などの土圧軽減や荷重軽減が可能とな
ります。また、維持補修の分野において、老朽化した構造
物等へのより低コストでの長寿命化を図り、ライフサイク
ルコストを抑える事を可能とします。

世界最高水準のポリエチレン材料である「PE100」を
二層構造にしたことにより、水道用配管や屋外露出配管等、
幅広い用途での使用を可能にしました。

また、専用継手「オスネジアダプタ」を使用することに
よって、どのタイプのＥＦ継手でもねじに変換可能となり、
管同士の接続の自由度を高めました。

s高性能ポリエチレン管　アイポリーブロードパイプシリーズs現場発泡ウレタン軽量盛土工法　フォームライトＷ

Pickup Products

道路軽量盛土 発泡ウレタン施工 ロックジェット緩衝材施工

海面魚類養殖施設（いけす）

暗渠排水管

橋梁腐食対策・防錆施工 橋梁添架管／凍結防止用複合管温泉引湯管・湯送管

アイポリガードホットペックス／温泉パイプ

耐電製品

浮桟橋老朽化対策
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戸建て住宅配管図

「快適な空間づくり」をトータルサポート
産業空間から生活空間まで、人が快適に過ごせるスペースづくりを目指し、
企画・設計、建築、メンテナンスまでトータルにお客様をサポート。
高度化・多様化する、様々なユーザーニーズに幅広くお応えしております。

■ 給水給湯用ポリエチレン管  ｢オユポリシリーズ｣

水まわりの基礎である給排水を当社独自のノウハウで設計・システム化。
屋内給水・給湯・追い焚き配管および排水ヘッダーを各住戸に最適な
プランでご提案致します。
また、当社工場内で必要な部材のみをセットして出荷・配送も行っており
ます。

■ リフォーム

住宅のキッチンをシステムキッチンに、トイレをウォシュレットに変更など
大規模改修工事から手摺取り付けまで設計施工を行います。
工場の外壁塗装、屋根の張替から耐震改修工事まで専属の設計士とともに、
現地調査、ご提案、お見積りまで丁寧かつ迅速に対応いたします。

プレカット

プレファブ

Before After
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■ 橋梁添架管・凍結防止用複合管
　｢アイポリガード｣

■ 温泉引湯管・湯送管
　｢ホットペックス｣

■ 地中熱交換用パイプ 「Ｕ－ポリパイ」
建物の冷暖房に地中熱を利用した空調システムを採用することで、省エネ
ルギー、CO2排出量の削減に大きく貢献します。
地中熱交換用パイプのパイオニアとして、国内の採用実績も数多く、高品
質で豊富な製品を取り揃えております。
また、地中熱空調システムの設計協力、施工、技術指導も対応致します。

ポリエチレン管の特長である可とう性、軽量化、長尺化によって省施工化・
耐食性・耐震性を向上させ、安心・安全な管路の構築を実現致します。
技術計算ノウハウに基づく管路配管設計、現場での施工監理や施工指
導等、充実した技術サポート体制を整えています。

■ 床材 「ＯＡフロア」
より快適な室内空間を目指し、付加価値の高い建材を施工までトータルに
提供。
事務所の新築・改修それぞれに対応できる商品を揃え、責任施工でお客
様に提供しております。
また、お客様のご希望に応じて、カーペット貼りや、框・スロープ施工を含
めた対応も承ります。

■ プラントドクター
生産効率・機能性を重視した工場、オフィス、醸造・飲料水用
プラント等、あらゆる施設の建設から保守・保全までトータル
に対応。
働く人々の安全や利便性を向上させる空間づくりをサポート
致します。

■ スウィムライトボード
イソシアヌレートボード「スウィムライトボード」を使用した、
屋内プール専用の天井工事一式をサポート致します。
非常に軽量な素材であり、震災発生時でも落下しなかったこと
から、更に評価を頂き、数多くの施工実績がございます。
（施工は全て、当社指定の委託業者が行います。）

超軽量、耐圧縮性等に優れた硬質ウレタン樹脂｢フォームライトＷ｣を必要な
量に応じ、地形および構造物に合わせて発泡し、現場での施工性を向上。
ケミカルコンストラクターのパイオニアとして、土木事業における様々なお客様の
ニーズ、要望を実現致します。
また、設計から施工までを一貫して自社で行うサポート体制を整えています。

■ 現場発泡ウレタン軽量盛土工法 ｢フォームライトＷ｣

土木・インフラ工場・ビル設備
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会社概要

沿　　革

昭和50年4月24日
住環境に関連した製品・商品の製造・販売
建設工事に関する測量・調査・設計・施工・請負・監理
樹脂製品の製造、販売
宅地建物取引業
ウレタン、ゴム、合成樹脂等の成形品並びに液状ウレタンの
商品開発及び販売
土地の盛土・造成工事並びに防水工事の請負・施工・監理
建築工事・土木工事に関する機械器具・材料・装置等の製造・販売
産業廃棄物・一般廃棄物の再生処理業
産業廃棄物・一般廃棄物の収集運搬並びに中間処理場の建設・運営・管理
前各号に関連するエンジニアリング、コンサルティング
前各号に附帯する一切の業務
9000万円
代表取締役　鈴木 伸明
257名 （2015年12月現在）
愛知県知事許可（特-23）第101804号　建築、内装仕上、管、屋根、鋼構造物工事業
愛知県知事許可（特-27）第101804号　熱絶縁、土木、とび・土工、水道施設工事業
一級建築士事務所　愛知県知事許可（い-27）第13113号
宅地建物取引業　愛知県知事許可（4）第17613号

設　立
事業内容

資本金
役　員
社員数
許認可

1954
1956
1961
1966
1969
1971
1973
1975

1980
1983
1984
1988
1989

1990
1991
1992

1994
1998
1999
2000

2001
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
2011
2012
2013
2014
2015

エムテーピー化成（株）を創立
ポリエチレンパイプ「アイポリー」生産開始
軟質ウレタン水道管凍結防止材「フォームエッジ」生産開始
特材部として初期住環境カンパニーがスタート
硬質ウレタン保温材「パイプガード」生産開始
発泡ポリエチレン製配管保温材「ライトカバー」生産開始
押出工法による高発泡ポリエチレン製保温材「ライトチューブ」生産開始
押出工法による中発泡保温材と銅管の被覆一体管「アイポチューブ」生産開始
(株)イノアック住環境の前身である愛新(株)が設立
エムテーピー化成（株）、井上ゴム（株）統合合併により新会社「井上エムテーピー（株）」設立、住設機材部に名称変更
住設事業部に名称変更
エアコン用被覆銅管「アイポチューブＡタイプ」生産開始
架橋ポリエチレン管「アイポリーＸＬ」生産開始
エアコン用被覆銅管「アイポチューブＡＳＫ」生産開始
空調用フレアー電動工具「フレアーマン」発売開始
(株)イノアックコーポレーションに社名変更
空調用屋外化粧ケース「クリーンダクト」生産開始
温水床暖システム「暖王」生産開始
架橋ポリエチレンと保温材を複合化した「温泉パイプ」を開発
エアコン用被覆銅管「アイポチューブＡタイプ」海外生産開始
光ケーブル用鞘管「サヤポリ」生産開始
給水・給湯被覆架橋ポリエチレン管「オユポリチューブ」生産開始
住環境事業部に名称変更
ISO 9001認証取得
ISO 14001認証取得
カンパニー制導入により住環境カンパニーに移行
地中熱交換システム用パイプ「Ｕ-ポリパイ」生産開始
温水用床暖パネルの海外生産開始
空調用屋内化粧ケース「クリーンダクトＬＶ」生産開始
キズ防止管「水道用ポリエチレンキズ防止被覆管」生産開始
耐火パック「中空壁用キット」、温水暖房用配管「オーツーブロック」、
高効率床暖房マット「DEKシリーズ」生産開始
橋梁添架管／凍結複合防止管「アイポリガード」発売開始
アルミ複合架橋ポリエチレン管「オユポリMPチューブ」、
溶剤浸透防止管「水道用ポリエチレン溶剤浸透防止被覆管」生産開始
空調被覆銅管用保温材（ポリエチレンフォーム）融着工具「融着君」生産開始
愛新（株）と統合合併し、新会社(株)イノアック住環境に社名変更
床材「ＯＡフロアー」販売開始
水道用ポリエチレン二層管用「給水用ＥＦ継手」生産開始
オユポリＭＰ用ワンタッチ継手「あっとジョイント」発売開始
ＯＡフロア「ＮｅｏＦＯＳＰＡ®」発売開始
温泉パイプ「ホットペックス」発売開始
高性能ポリエチレン管「ＡＩＰＯＬＹ ＢＲＯＡＤＰＩＰＥシリーズ」生産開始
イノアック特材株式会社と合併
資本金を9000万円に増資
揖斐川事業所を開所

（2015年12月現在）
世界にイノアックの森を

人と地球の未来に高分子テクノロジーで貢献

創　業 ： 1926年（大正15年）
設　立 ： 1954年（昭和29年）
資本金 ： 7億2,000万円
売上高 ： 1,630億円（2014年12月 単体）
社員数 ： 1,741名（2014年12月31日現在 単体）

ウレタン、ゴム、プラスチック、複合材を
ベースとした材料開発とその製品化により、
自動車、二輪、情報・IT機器からコスメ用品
まで、生活の様々な場面に密着した製品を
取り扱う。

【事業内容】【会社概要】

ITC
イノアック技術研究所

ITC USA
ITC CHINA

ITH THAILAND

Europe China

Japan

North
America

Southeast
Asia

イノアックは、日本で初めてウレタンフォームの生産を始めた、ウレタン発泡技術のリーディング
カンパニーです。
自社ブランド｢IRCタイヤ｣、｢イノアックリビング｣、｢日本フクラ｣を擁しウレタンフォーム技術を
ベースに各種プラスチックやエラストマー、新素材・複合素材の技術で、自動車産業をはじめ、
情報通信・電子機器、産業資材、生活用品など幅広い分野において豊かな未来づくりに貢献し
ていきたいと考えています。

発泡品発泡品

住環境・建築関連
インフラ整備
土木関連

プラスチック関連技術
エレクトロニクス

IT関連

オートバイ用タイヤ
自転車用タイヤ
車いす用タイヤ

ゴム
エラストマー関連技術
インフラ整備
土木関連

ウレタン
発泡技術

オート
モーティブ
オート
モーティブ

自動車
二輪関連

エラストマーエラストマー

化成品情報化成品情報

井上護謨工業井上護謨工業

ソファ
ベッド

ダイニング

日本フクラ日本フクラ

ソファー・マットレス
高機能枕
生活用品

イノアック
リビング
イノアック
リビング

イノアック住環境イノアック住環境
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空調用屋外化粧ケース「クリーンダクト」生産開始
温水床暖システム「暖王」生産開始
架橋ポリエチレンと保温材を複合化した「温泉パイプ」を開発
エアコン用被覆銅管「アイポチューブＡタイプ」海外生産開始
光ケーブル用鞘管「サヤポリ」生産開始
給水・給湯被覆架橋ポリエチレン管「オユポリチューブ」生産開始
住環境事業部に名称変更
ISO 9001認証取得
ISO 14001認証取得
カンパニー制導入により住環境カンパニーに移行
地中熱交換システム用パイプ「Ｕ-ポリパイ」生産開始
温水用床暖パネルの海外生産開始
空調用屋内化粧ケース「クリーンダクトＬＶ」生産開始
キズ防止管「水道用ポリエチレンキズ防止被覆管」生産開始
耐火パック「中空壁用キット」、温水暖房用配管「オーツーブロック」、
高効率床暖房マット「DEKシリーズ」生産開始
橋梁添架管／凍結複合防止管「アイポリガード」発売開始
アルミ複合架橋ポリエチレン管「オユポリMPチューブ」、
溶剤浸透防止管「水道用ポリエチレン溶剤浸透防止被覆管」生産開始
空調被覆銅管用保温材（ポリエチレンフォーム）融着工具「融着君」生産開始
愛新（株）と統合合併し、新会社(株)イノアック住環境に社名変更
床材「ＯＡフロアー」販売開始
水道用ポリエチレン二層管用「給水用ＥＦ継手」生産開始
オユポリＭＰ用ワンタッチ継手「あっとジョイント」発売開始
ＯＡフロア「ＮｅｏＦＯＳＰＡ®」発売開始
温泉パイプ「ホットペックス」発売開始
高性能ポリエチレン管「ＡＩＰＯＬＹ ＢＲＯＡＤＰＩＰＥシリーズ」生産開始
イノアック特材株式会社と合併
資本金を9000万円に増資
揖斐川事業所を開所

（2015年12月現在）
世界にイノアックの森を

人と地球の未来に高分子テクノロジーで貢献

創　業 ： 1926年（大正15年）
設　立 ： 1954年（昭和29年）
資本金 ： 7億2,000万円
売上高 ： 1,630億円（2014年12月 単体）
社員数 ： 1,741名（2014年12月31日現在 単体）

ウレタン、ゴム、プラスチック、複合材を
ベースとした材料開発とその製品化により、
自動車、二輪、情報・IT機器からコスメ用品
まで、生活の様々な場面に密着した製品を
取り扱う。

【事業内容】【会社概要】

ITC
イノアック技術研究所

ITC USA
ITC CHINA

ITH THAILAND

Europe China

Japan

North
America

Southeast
Asia

イノアックは、日本で初めてウレタンフォームの生産を始めた、ウレタン発泡技術のリーディング
カンパニーです。
自社ブランド｢IRCタイヤ｣、｢イノアックリビング｣、｢日本フクラ｣を擁しウレタンフォーム技術を
ベースに各種プラスチックやエラストマー、新素材・複合素材の技術で、自動車産業をはじめ、
情報通信・電子機器、産業資材、生活用品など幅広い分野において豊かな未来づくりに貢献し
ていきたいと考えています。

発泡品発泡品

住環境・建築関連
インフラ整備
土木関連

プラスチック関連技術
エレクトロニクス

IT関連

オートバイ用タイヤ
自転車用タイヤ
車いす用タイヤ

ゴム
エラストマー関連技術
インフラ整備
土木関連

ウレタン
発泡技術

オート
モーティブ
オート
モーティブ

自動車
二輪関連

エラストマーエラストマー

化成品情報化成品情報

井上護謨工業井上護謨工業

ソファ
ベッド

ダイニング

日本フクラ日本フクラ

ソファー・マットレス
高機能枕
生活用品

イノアック
リビング
イノアック
リビング

イノアック住環境イノアック住環境
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ボーダレス＆エンドレス
住環境のトータルサプライヤーへ

http://www.inoac.co.jp/juukan/

拠点案内

名古屋本社
〒456-0068　愛知県名古屋市熱田区大宝四丁目9番27号（イノアック日比野ビル2階）
ＴＥＬ（052）684-0266　ＦＡＸ（052）684-0277

東京本部
〒141-0032　東京都品川区大崎二丁目9番3号（大崎ウエストシティビル4Ｆ）
ＴＥＬ（03）6679-2391　ＦＡＸ（03-6679-2394

北海道統括営業所
〒003-0021　北海道札幌市白石区栄通三丁目5番4号
ＴＥＬ（011）851-7190　ＦＡＸ（011）855-7878

東北統括営業所
〒980-0022　宮城県仙台市青葉区五橋一丁目6番2号（KJビル9Ｆ）
ＴＥＬ（022）212-6156　ＦＡＸ（022）212-6158
開発営業部（インフラグループ、盛土グループ、ＯＡフロアグループ）
ＴＥＬ（022）212-6156　ＦＡＸ（022）212-6158

関東統括営業所
〒141-0032　東京都品川区大崎二丁目9番3号（大崎ウエストシティビル4Ｆ）
ＴＥＬ（03）6679-2392　ＦＡＸ（03）6679-2394
開発営業部（ＯＡフロアグループ、地中熱グループ）
ＴＥＬ（03）6679-2392　ＦＡＸ（03）6679-2394

中部統括営業所・長野出張所
〒450-0003　愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目13番4号（中部ゴム会館4Ｆ）
ＴＥＬ（052）581-1077　ＦＡＸ（052）386-1018
開発営業部（インフラグループ、地中熱グループ、ＯＡフロアグループ、建築グループ、設計グループ、工事グループ）
ＴＥＬ（052）681-0280【設計関連】　　
ＴＥＬ（052）681-2111【工事関連】
ＦＡＸ（052）682-6969

関西統括営業所・四国出張所
〒541-0054　大阪府大阪市中央区南本町一丁目8番14号（堺筋本町ビル11Ｆ）
ＴＥＬ（06）7657-7990　ＦＡＸ（06）7657-7961
開発営業部（ＯＡフロアグループ）
ＴＥＬ（06）7657-7990　ＦＡＸ（06）7657-7961

広島営業所
〒732-0827　広島県広島市南区稲荷町1番1号（ロイヤルタワー8Ｆ）
ＴＥＬ（082）535-4770　ＦＡＸ（082）535-4773

九州統括営業所
〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目12番24号（博多駅東QRビル7Ｆ）
ＴＥＬ（092）431-8321　ＦＡＸ（092）481-6977
開発営業部（ＯＡフロアグループ、盛土グループ、工事グループ）
ＴＥＬ（0968）71-1101　ＦＡＸ（0968）78-1104
沖縄出張所
〒901-2114　沖縄県浦添市安波茶2丁目1-2　
TEL（092）431-8321（九州統括営業所）

株式会社北海道イノアック
〒072-0802　北海道美唄市東八条北四丁目1番15号
ＴＥＬ（0126）63-4135　ＦＡＸ（0126）63-4139

小牛田事業所
〒987-0005　宮城県遠田郡美里町北浦字二又下28番地
ＴＥＬ（0229）34-3118　ＦＡＸ（0229）34-2080

甲府事業所
〒409-3611　山梨県西八代郡市川三郷町大塚700番地
ＴＥＬ（055）278-8280　ＦＡＸ（055）272-2118

揖斐川事業所
〒501-0605　岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺30-1
ＴＥＬ（0585）21-3520　ＦＡＸ（0585）21-3521

有明事業所
〒869-0122　熊本県玉名郡長洲町大字梅田115
ＴＥＬ（0968）71-1101　ＦＡＸ（0968）78-1104

営業本部　営業部／開発営業部

事業所

販売拠点 製造拠点

小牛田事業所

株式会社北海道イノアック

北海道統括営業所

東北統括営業所

関東統括営業所

甲府事業所

有明事業所

揖斐川事業所

長野出張所

広島営業所

九州統括営業所

中部統括営業所

関西統括営業所

四国出張所

沖縄出張所


