
info@ntt-f.co.jp
http://www.ntt-f.co.jp

お問い合わせは 0120-72-73-74 午前9時～午後5時まで
（土・日・祝日はのぞきます）
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COMPANY  PROFILE

株式会社 NTTファシリティーズ

Smart＆Safetyで持続可能な社会の実現に

貢献し続けます。

　2017年にドイツのボンで第23回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP23）が開催され、新たな

温暖化対策の国際的枠組みである「パリ協定」のルール作りがいよいよ本格化しました。世界は持続可能な

社会の実現に向けて、経済成長しながらも温室効果ガス排出量を削減するデカップリング（切り離し）が起きて

います。そうした中、半導体、携帯電話などで経験した劇的なコスト低下と同じことが太陽電池や省エネ製品で

起きようとしており、日本は世界からこれらの技術開発やイノベーションで強みを発揮することが望まれています。

　また、国内では、1時間に50ミリ以上の大雨が降る頻度が、1976～1985年と2008～2017年の10年間

平均と比較すると174回から238回と約4割も増加しており、雨の降り方が局地的、集中化、激甚化し、新たな

ステージと捉えて対応していく必要がある状況となっています。それを象徴するのが2017年7月に発生した九州

北部豪雨であり、2018年7月に西日本を中心に北海道や中部地方など全国的に広い範囲で発生した集中豪雨

です。多くの方々が避難生活を強いられた光景は皆様も記憶に新しいことと思います。加えて、少子高齢化に

伴う災害対応力不足という問題からも、国民一人ひとりが防災を「自分ごと」ととらえ、自律的に備える社会へと

変えていくこと、また、企業においては事業継続計画策定・実行力強化、早期復旧の備え、企業間サプライ

チェーン、電力・燃料・通信確保等が必須となっています。　

　このように国内外で環境や災害に対する取組みが焦眉の急となる一方、技術面におけるトピックスとして、

通信コストが下がる中、センサー技術が進展することでAI・IoT、さらにはロボティクスがあらゆる分野に広がっ

ていることが挙げられます。ファシリティ分野においても省エネや省コストの価値だけではなく、新たな価値の

創出が必要となっています。建物単体では、ワークプレイスの充実だけでなくワークスタイルが重視され、健康・

快適・生産性向上に寄与する施設が求められます。そのためにAI・IoTで働く人の行動を分析し、コミュニケー

ションやモチベーションの更なる向上といった新たな価値創出が考えられます。 また、AI・IoTにより建物単体

からエリアに領域が広がり、エネルギー、車、人、デバイスなど、さまざまなものとつながり、会話し、双方向で価値を

生み出す未来が来ると考えられています。

　私たちNTTファシリティーズは設立以来、四半世紀以上にわたって

建物の企画・設計から維持管理、情報通信基盤を支えるシステムの

開発にとどまらず、電力消費量が日本の電力の約1％を消費するNTT

グループの電力・空調システム、建物設備を中心に信頼性を確保し

ながら徹底的な省エネを推進し、これまで約30.7万世帯の一般家庭

における年間消費電力に相当する電力量を削減してきました。また、幾

つもの甚大な災害を克服して電源確保などライフラインである通信を

守り続けてきました。その省エネの取組みから「Smart」を、そして、

通信インフラを守り続けてきた実績から「Safety」をとって、「Smart＆

Safetyで持続可能な社会の実現に貢献し続ける」を企業ビジョンと

して掲げています。今後も地球温暖化対策や脱炭素社会の推進、災害に

強い街づくりなど、社会的な要請に応えるための最適なソリューション

を提供し、持続可能な社会の実現に貢献し続けてまいります。

株式会社 NTTファシリティーズ
代表取締役社長

これまでも、これからも、

社会を支える

基盤でありたい。

NTTファシリティーズの営業ネットワーク

本社営業本部 〒108-0023 東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー TEL.03-5444-5000
関西事業本部 〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-4-14 アーバンエース肥後橋ビル TEL.06-6446-7411

北 陸 支 店 〒920-0024 金沢市西念3-5-1 NTTコミュニケーションズ金沢西念ビル TEL.076-222-4720

四 国 支 店 〒790-0808 松山市若草町3-6 NTTコムウェア松山ビル TEL.089-934-1920

北 海 道 支 店 〒060-0001 札幌市中央区北1条西10-1-21 ユーネットビル TEL.011-272-7900
東 北 支 店 〒984-8519 仙台市若林区五橋3-2-1 NTT五橋第2ビル TEL.022-214-3571

東 海 支 店 〒456-0016 名古屋市熱田区五本松町7-30 熱田メディアウイング TEL.052-683-4655

中 国 支 店 〒730-0004 広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白島ビル TEL.082-222-5111

九 州 支 店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-17-21 NTTデータ博多駅前ビル TEL.092-436-8118

南 関 東 支 店 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい4-7-3 横浜メディアタワー TEL.045-226-7710
東 関 東 支 店 〒261-0023 千葉市美浜区中瀬1-6 エム・ベイポイント幕張 TEL.043-350-1710
北関東・信越支店 〒330-0081 さいたま市中央区新都心9 さいたまメディアウェーブ TEL.048-714-3001

株式会社NTTファシリティーズ
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企業ビジョン

Smart & Safetyで持続可能な社会の実現に貢献し続ける

使命

実証力 総合力

実現力 追求力
脱炭素社会の実現に向けた地球温暖化対策、地球環境はもちろん働き方改革にまで

及ぶ省エネルギーへの幅広い取組み、近年の猛暑や豪雨などの自然災害対策…。

今や早急に解決すべきさまざまな社会的な問題が、企業に山積しています。

NTTファシリティーズは、100年以上にわたりNTTグループの通信インフラ設備を

支えるとともに、その幅広い業務分野で培った「エネルギー」と「建築」の技術と経験

を先進の「ICT」を駆使しながら高いレベルで融合。多彩な専門分野に精通した

5,300名のスペシャリストがエネルギーと建物・環境におけるさまざまな社会的な

問題を解決すべく省エネ、省コストやリスクマネジメントなどのサービスを多角的に

提供しています。

最適なソリューションを通じて、社会を支える確かな基盤を。Smart ＆ Safety で

持続可能な社会の実現をめざします。

先進の「ICT・エネルギー・建築」で、

明日を拓くNTTファシリティーズ。

限りあるエネルギーを効率的に無駄なく使い、自然災害などのリスクに対応できる街づくり。
私たちは持続可能な社会に貢献し続けます。

地球環境を考えた統合ファシリティサービスで
お客さまから最も信頼されるパートナーとなる

めざす姿

お客さまの期待を超えた価値を提供する。それが「統合ファシリティサービス」です。
この「最大の強み」で、お客さまから最も信頼されるパートナーをめざします。

「公明正大」、「誠心誠意」、「三現主義」
この３つの行動を基本に価値創造する

行動指針

4つの提供価値

「通信を守りぬく」という、現場で培われ
た信頼性の高いサービスをお客さまへの
安心として提供します。

NTTで実績を積んだ、安心で信
頼性の高いサービスを提供する

現場で蓄積した実践的な技術と研究開
発による革新的な技術や世の中の最新
技術をお客さまのご要望に合わせて組合
せ、魅力あるサービスとして具現化します。

蓄積技術と先端技術を組合せ、
魅力的なサービスを提供する

ICT・エネルギー・建築の領域を中心に、
企画・設計から工事・維持管理まで、お
客さまのご要望を一手に担うことのでき
る幅広いサービスを提供します。

ファシリティに関する幅広いサー
ビスをワンストップで提供する

お客さまの声に真摯に耳を傾け、その
ニーズを深く理解して必要なソリューショ
ンを検討し、本当に求められるサービス
を追求します。

プロの視点で、お客さまに真に
必要とされるサービスを提供する

・現状にとらわれずチャレンジします。
・立場を超えコミュニケーションを図りチームに貢献します。
・先を読み、スピードを意識して行動します。
・責任感を持って主体的に完遂します。

建物と人、それぞれの視点で
ビルの最適化に応えます。

コスト削減と資産価値向上の
両立に応えます。

ファシリティマネジメント

高密度化するデータセンターの
適正運営に応えます。

データセンター

地球温暖化対策でこれからの
環境経営に応えます。

脱炭素 スマートビルディング

AGC株式会社 鹿島工場
本事務所棟

Fソーラーパッケージ
Mタイプ

高密度・高発熱化に対応したデータ
センターの設計・構築

聖路加国際病院
（本館）



オンサイト型 企業の敷地内に太陽光発電を構築し、
発電した電気を“自家消費”できます

太陽光発電所

企業

企業

送配線網

グリーン電力グリーン電力
太陽光発電設備
（同一構内または近傍の設備）

構内配線／自営線

脱炭素
Decarbonizat ion

地球温暖化対策でこれからの環境経営に応えます。
『脱炭素』は、今や世界的な潮流であり、各企業にとって緊急に取組むべき課題です。

私たちは省エネはもちろんのこと、創エネから再エネまで、

エネルギーのあり方を追求し、『脱炭素』社会の実現に向けて貢献します。

スマートビルディング
Smar t Bui lding

建物と人、それぞれの視点でビルの最適化に応えます。
現在の省エネルギー対策は、『地球環境』や『働く人への配慮』も求められています。

私たちはIoTを活用した省エネと、太陽光発電などによる創エネを組み合わせて、

先進のスマートビルディングを実現するとともに、働く人にも快適な環境を構築します。

北上新電力／やまがた新電力 他

｢CO2を排出しない再生可能エネルギーの利用で自社でも環境経営を実現させたい｣。
多くの企業の要望に応え、FITに頼らない太陽光発電所を構築し、Fグリーン電力を直接お届けします。

再生可能エネルギーで、“脱炭素”社会の実現に貢献。
ZEBの実現に向けて、省エネ・創エネはもちろん、設計、コンサルティング、構築、申請代行までトータルにサポート。
地球環境共存型ビルづくりによる社会貢献をお手伝いします。

地球環境と共存する建物づくりをめざして。

再エネ グリーン電力販売事業 省エネ 創エネ Z EB

豊富な実績と経験を活かし、ニーズに合わせた多様な太陽光発電の製品・サービスを提供しています。
再生可能エネルギーの活用に取組み続け、積み上げた実績。

創エネ 

導入実績

太陽光発電構築・保守

再生可能エネルギーの発電と需要家の使用電力を高精度に予測し、
安定的な供給により“地産地消”を実現します。

地元で生まれた再生可能エネルギーを地域内で使用する｢地域新電力｣。

創エネ 

オフサイト型 NTTファシリティーズが所有する発電所から、
低CO2電力を直接お届けします

省エネ 地域新電力事業 ＆

FソーラーパッケージMタイプ
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浜松市街

メガソーラーから中・小規模
まで多岐にわたり実施

ソーラーシステム構築創
る

構築実績
1,395カ所

738MW※

『見える化』『見せる化』
『自動制御』でビル全体
　　　の節電をサポート

導
入

省
エ
ネ
技
術

保守・点検作業

スペシャリストが太陽光発電所
を20年間トータルサポート

太陽光発電所保守サービス守
る

保守実績
432カ所

1GW※

リサーチパーク

太陽光発電の長期安定運用を
めざした評価・検証

Fソーラーリサーチパーク究
め
る

初期投資

0
ゼロ

導入
事例 浜松新電力

地産
エネルギー比率

95.5%

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル ＆

労働時間の短縮化ではなく、オフィス環境の改善に着目。
快適でコミュニケーションが活性化する生産性の高い環境を企画・設計・構築することで、オフィスにイノベーションをおこします。

“働き方改革”をオフィス環境という視点から推進。

生産性向上ウェルネスオフィス

導入
事例 三菱電機株式会社 冷熱システム製作所 技術棟

外部バルコニーと連結する
開放的なミーティングスペース

BEMSクラウド型 （ビルディング・エネルギー・マネジメント・システム）

自動調光や、個別自動調光、スケジュール機能などにより、
消費電力を大幅に削減します

導
入

省
エ
ネ
技
術 FIT LC 無線個別調光照明制御システム

導入
事例 近畿大学 ACADEMIC THEATER

知的創造性・生産性を向上
させる選択的ワークプレイス

日経ニューオフィス賞
2017受賞案件

日経ニューオフィス賞
2017受賞案件

2017年グッドデザイン賞受賞 
CASBEE Sランク
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導入
事例 藤﨑建設工業株式会社

照明制御システムやBEMS
など多くの関連製品を導入

導入
事例

ダイダン株式会社 九州支社
（エネフィス九州）

光と空気と水をスマートにデザ
イン＆コントロール

＊ 2018年度竣工予定

導入
事例

AGC株式会社 鹿島工場
本事務所棟

ファサードにガラス一体型の太
陽電池モジュールを採用

ZEB

達成
108%

ZEB

実現計画
115%

ZEB Ready

達成
67.9%

総
量
以上の消費
電力削減

10%※ 最
大
削減

消費電力を

70%※

※ 2018年3月31日現在

※  当社実績値。お客さまの運用環境により削減率は変動します。



※1　当社試算値。　 ※2  当社実績値。お客さまの運用環境により削減率は変動します。

省エネ 高発熱対応＆

データセンター
Data Center

高密度化するデータセンターの適正運営に応えます。
ビッグデータ、ＡＩ、ＩｏＴを支えるデータセンターでは、情報通信量が飛躍的に増大し、

エネルギーコストの増加、設備容量の肥大、運用の複雑化などの経営的な問題が顕在化。

私たちはデータセンター構築から保守まで『包括的サポート』で問題解決に貢献します。

ファシリティマネジメント
Faci l i ty Management

コスト削減と資産価値向上の両立に応えます。
企業経営の第４の基盤とも言われ、経営資源である土地や建物。

私たちは経営的な視点から、運用に関わるコストを抑えながら資産価値を向上し、

総合的に『ファシリティのパフォーマンス』を最大化します。

ICT装置の高密度化に伴う、データセンターの高発熱化に対応。
自社開発の独自技術と世界各国の優れた製品を組み合わせ、最適な空調ソリューションを提供します。

「省エネ」と「環境改善」の両立。
長年の実績とノウハウをもとに、ファシリティの費用対効果を
徹底追求。コスト変動や建物の劣化に対し、中長期的に取組
むことで、「収益性向上」「生産性向上」「コスト削減」「リスク
低減」の4つの導入効果を引き出します。

中長期的な視点で健全な企業経営に貢献。

高効率空調ソリューションコスト削減 資産価値向上ファシリティマネジメント
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＆

地震をはじめとする自然災害に備える、独自のソリューションで事業継続をサポートします。
日本の通信を守り続けてきた確かな信頼と実績。

リスク回避災害対策/事業継続

｢FM戦略・計画｣｢プロジェクト管理」
「運営維持」「評価」の４つに分かれる、
ファシリティマネジメントの業務サイ
クル。各スペシャリストが遂行する総
合的アウトソーシングにより、コア業
務の効率化を図ります。

施設管理業務の
プロセス改善及び効率化。

戦略的な施設管理FM-BPO®サービス

導入
事例 聖路加国際病院

NTTファシリティーズの建物とエネル
ギー管理のプロフェッショナルが常駐
する「FMセンター」を設置。課題だった
運用体制を整備するとともに可視化
するFMツールを開発・導入することで、
施設面のコストをコントロール。病院
経営に中長期的に貢献しています。
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高信頼性＆

省エネ 

効率化

省スペース＆

データセンター内の設備を安定して稼働
させるために、交流・直流など多様な給電
システムを用意。お客様のご利用シーン
に合わせ、最適な企画・設計から運用・
保守までワンストップで提供します。

多彩な電源で、安定供給に貢献。

高信頼電源ソリューション 高信頼性＆

全国8,000ビルを管轄するオペレーションセンタで24時間365日。設備の状態を監視
するとともに、全国250カ所の保守拠点から駆けつけ対応します。

スペシャリストが“技術力”でサポート。

高機能運用・保守ソリューション 安心安全 ＆

全国

250カ所
の保守体制

壁吹型 リアドア型

ラックあたり

10kW
の発熱密度
に対応

ラックあたり

30kW
の発熱に
対応

約

削減

空調
消費電力

60％約

※1

削減

空調
消費電力

30％最
大

※2

変 換 ロス低
減によるコス
ト削減と高信
頼を実現

非常時に安定した
電力を供給

NTTファシリティーズのファシリティ
マネジメントによるコスト削減効果例

NTTファシリティーズの
FMによる累計額

従来型の施設管理手法
による累計額

20年現在

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
コ
ス
ト

（
累
計
額
）

旧館（地上7階地下1階） 本館（地上11階地下2階）

雷害対策
通信ビルの構築・保守実績を活
かしたトップレベルの雷害対策建物内部の損傷状況を解析し、

“見える化”

建物安全度判定サポートシステム 

揺れモニ®
RF センサ

1F

B1F
収録装置
（PC）

システムの
遠隔監視・
故障対応

計測・解析情報

システム構成イメージ

計測レポートお客さま

FOC

ファシリティーズ
オペレーションセンタ

導入
事例 梅田スカイビル

地震後

損傷状況を
解析！

1分で

目
標
削減

トータル
コスト将来削減

20%

データセンター用スマート空調制御システム間接蒸発冷却式空調システム
データセンター用水冷空調機 シリーズ

®

高信頼直流給電システム 無停電電源装置



CSRへの取組み

研究開発拠点 NTTファシリティーズ イノベーションセンター
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『くるみん認定』　
「子育てサポート企業」として
3回目の認定

私たちは、Smart & Safetyで持続可能な社会の実現に貢献し続けるため、
長年にわたり事業の特徴を活かしたCSR活動を展開しています。

企業倫理・人権啓発

NTTファシリティーズは、「NTTグループCSR憲章」を基本とし、「企業倫理」、「情報セキュリティ」、「環境保護」、
「人権啓発」をCSRの4本柱として、取組みを推進しています。

研究開発の取組み
Smart & Safetyな統合ファシリティサービスを支え、発展させるため
最先端の研究開発を行っています。

NTTファシリティーズの研究開発は、情報通信サービスの歴史を経て培ってきた5つの技術を通じて、
地球環境を考えた「Smart&Safety」な街づくりに貢献していきます。

不正・不祥事などの企業倫理に反する事象や各種ハラスメント・
同和問題などの人権侵害の撲滅および企業倫理・人権意識の
醸成・向上を目的に、各職場において啓発研修やディスカッション
を行い、社員一人ひとりの意識のさらなる向上を図っています。
また、毎年、企業倫理や人権などに関するeラーニングを実施する
ほか、不正行為・人権侵害などの申告・相談があった事案について、
事実関係の調査・究明に当たっています。

情報セキュリティ
常に安心・安全なサービスを提供し続け、いつまでもお客さまに
信頼されるパートナーとなる企業として、お客さま個人情報を含
む全ての情報に対するセキュリティの維持・向上に努めています。

ダイバーシティ
多様な価値観を有する幅広い層の人材を活かし、企業価値を
向上させることを目的として、性別や年齢、人種、国籍、障がいの
有無、性的指向、性自認などにかかわらず、すべての社員が活躍
できる職場づくりに取組んでいます。

環境保護
効果的な環境マネジメントの推進により環境負荷や環境リスクの
低減を図るとともに、事業活動を通じて環境問題の解決に積極的に
取組んでいます。2017年度に東京都「企業の森」へ賛同し、「エコ
ロじいの森」と命名しました。成長観察会や下草刈り等を通じて
社員が環境保護に関して考える研修の場としても活用しています。

研究開発拠点の一つである「NTT
ファシリティーズ イノベーション
センター」は、新たに開発した技
術を、自らのワークプレイスに試
験的に導入し検証することが可能
な実証実験型オフィスです。自ら
が体感することで得られた知見を
加味し、より発展させることで建
物の利用者目線に立ったサービス
の開発を行っています。

エコロじいの森（東京都青梅市）　社員が植樹したヒノキの苗木

人と社会と地球が
つながる安心・安全で
豊かな社会の
実現に貢献

人と社会の
コミュニケーション

人と地球の
コミュニケーション

安心・安全な
コミュニケーション

チームNTTの
コミュニケーション

■NTTファシリティーズガバナンス体制

株主総会

会計監査人

経営会議

●CSR委員会
●企業倫理・人権啓発推進委員会
●情報セキュリティ委員会
●リスクマネジメント委員会 等

NTTファシリティーズグループ各社

監査役取締役会

社長 監査役室

社内各種委員会

給電方式技術
●信頼度設計技術
●給電安定化技術
●蓄電池管理技術 など

●雷保護・EMC・接地設計技術
●電磁妨害・電磁感受性評価技術
●雷害・ノイズ調査・対策技術 など

EMC技術

●高度なビルオペレーション技術
●エネルギーマネジメント技術
●ビル最適制御技術 など

AI・IoT活用技術

●信頼度設計技術
●気流制御技術、熱搬送技術
●放熱技術、熱源制御技術 など

熱マネジメント技術
●実現象を忠実に再現する構造解析技術
●構造モニタリングデータの処理・分析技術
●振動台を活用する耐震性能評価技術 など

構造設計技術

Smart

Safety
&

NTTファシリティーズ イノベーションセンター外観 内観

NTTグループ  CSR憲章 （参照URL http://www.ntt.co.jp/csr/）

NT TファシリティーズのCSR



グローバル事業
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新技術・ビジネスを世界から日本へ、
日本で培ったICT・エネルギー・建築の融合技術を世界へ展開します。

Electronic Environments Corporationは
ボストン近郊マルボロに本社を構え、アメリカの
大手携帯電話事業者の無線基地局保守業務を
はじめとしてデータセンター事業者・公共交通機
関・教育機関・医薬品業・小売業などさまざまな
お客さまの事業に必要不可欠なファシリティを
長期に渡り24時間365日サポートしています。

アメリカ

アジア、アメリカの海外拠点において、データセンターの構築・保守や、大型建築プロジェクトへの参画などの実績があります。 
また、2018年4月には欧州事務所を設置、海外の新技術・新規商材の発掘調査も強化しています。NTTファシリティーズグループは、
NTTグループ各社とも連携して海外事業を展開しています。

NTTファシリティーズが設計から工事段階の
プロジェクトマネジメントを行い、2012年2月
に完成しました。以後の保守および増床プロ
ジェクトの設計・施工はPro-Matrix社が実施
しています。

NTTコミュニケーションズ
シンガポール セラングーン データセンター

シンガポール

香港支店

欧州事務所

Electronic Environments 
Corporation 

Pro-Matrix Pte Ltd.
インドネシア事務所

Unitrio Technology Limited

NTT FACILITIES USA, INC.

NTTファシリティーズグループ（当社事務所
及びPro-Matrix事務所）がお客さまの高度な
ニーズに応え、Fit-Out工事の設計･施工を
実施しています。

NTTコミュニケーションズ
インドネシア ジャカルタ 2 データセンター

インドネシア

電力・空調設備を試験し、施工品質を担保す
るTesting & Commissioningコンサルティ
ングを2014年から継続して提供、ファシリ
ティのプロフェッショナルとして、香港市場で
リーダーポジションのお客さまを支えています。

NTTコミュニケーションズ
香港 ファイナンシャル データセンター

香港

海外拠点

NTTファシリティーズ  本社・事業本部・支店等

グローバル事業本部
〒108-0023　東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー・・・・・・・ TEL.03-5444-2621

スマートエネルギー部
〒108-0023　東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー・・・ TEL.03-5444-5080

エンジニアリング＆コンストラクション事業本部
〒108-0023　東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー・・・・・・・ TEL.03-5444-5300

オペレーション＆メンテナンス事業本部
〒108-0023　東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー・・・・・・・ TEL.03-5444-2483

ファシリティマネジメント部
〒108-0023　東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー・・・ TEL.03-5444-5529

ソリューション本部
〒108-0023　東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー・・・・・・・ TEL.03-5444-5296

データセンター部
〒108-0023　東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー・・・ TEL.03-5444-5660

研究開発部
〒135-0007　東京都江東区新大橋1-1-8 NTTファシリティーズ新大橋ビル・・・ TEL.03-5669-0730

資材調達部
〒108-0023　東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー・・・・・・・ TEL.03-5444-5217

本社
〒108-0023　東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー・・・・・・・ TEL.03-5444-5111

営業本部
〒108-0023　東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー・・・・・・・ TEL.03-5444-5000

NTT本部
〒108-0023　東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー・・・・・・・ TEL.03-5444-5003

関西事業本部
〒550-0001　大阪市西区土佐堀1-4-14 アーバンエース肥後橋ビル・・・ TEL.06-6446-7551

北海道支店
〒060-0001　札幌市中央区北1条西10-1-21ユーネットビル・・・・・ TEL.011-207-7151

東北支店
〒984-8519　仙台市若林区五橋3-2-1 NTT五橋第2ビル・・・・・・・ TEL.022-214-3551

東海支店
〒456-0016　名古屋市熱田区五本松町7-30 熱田メディアウイング・・・ TEL.052-683-4311

中国支店
〒730-0004　広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白島ビル・・・・ TEL.082-222-0140

九州支店
〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-17-21 NTTデータ博多駅前ビル・・・ TEL.092-436-8200

南関東支店
〒220-0012　横浜市西区みなとみらい4-7-3 横浜メディアタワー・・・ TEL.045-226-7710

東関東支店
〒261-0023　千葉市美浜区中瀬1-6 エム・ベイポイント幕張ビル・・・ TEL.043-350-1710

北関東・信越支店
〒330-0081　さいたま市中央区新都心9  さいたまメディアウェーブ・・・ TEL.048-714-3001

香港支店
15th Floor, Millennium City 3, 370 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong ・・・ TEL. +852-3974-6519

インドネシア事務所
Wisma 46 Kota BNI Lt.5 suite 05.03, Jl Jend Sudirman Kav.1, Jakarta 10220, Indonesia ・・・ TEL.+62-21-572-2059

欧州事務所
Hans-Doellgast-Str. 26, 80807 Munich, Germany                                        

株式会社 NTTファシリティーズ中央
〒108-0023　東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー・・・・・・・ TEL.03-5444-5282

株式会社 NTTファシリティーズ北海道
〒060-0001　札幌市中央区北1条西10-1-21ユーネットビル・・・・・ TEL.011-207-7151

株式会社 NTTファシリティーズ東北
〒984-8519　仙台市若林区五橋3-2-1 NTT五橋第2ビル・・・・・・・ TEL.022-214-3551

株式会社 NTTファシリティーズ FMアシスト
〒108-0073　東京都港区三田3-14-10　三田3丁目MTビル・・・・ TEL.03-5444-2410

株式会社 NTTファシリティーズ総合研究所
〒105-0023　東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館 TEL.03-6414-6180

株式会社 NTTファシリティーズ東海
〒456-0016　名古屋市熱田区五本松町7-30 熱田メディアウイング・・・ TEL.052-683-5870

株式会社 NTTファシリティーズ関西
〒550-0001　大阪市西区土佐堀1-4-14 アーバンエース肥後橋ビル・・・ TEL.06-6446-7550

株式会社 NTTファシリティーズ中国
〒730-0004　広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白島ビル・・・・ TEL.082-212-3543

株式会社 NTTファシリティーズ九州
〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1-17-21 NTTデータ博多駅前ビル・・・ TEL.092-436-8200

株式会社NTTファシリティーズエンジニアリング
〒108-0023　東京都港区芝浦4-13-23 MS芝浦ビル・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

TEL.03-6435-4340

Unitrio Technology Limited
17/290 Soi  Prachachuen 14,Prachachuen Road,Tungsong Hong,  Laks i ,Bangkok 10210,  Thai land・・・ TEL.＋66-2503-9243

Pro-Matrix Pte Ltd.
Blk 26 Sin Ming Lane, #04-117, Midview City, Singapore 573971・・・ TEL.＋65-6873-8680

Electronic Environments Corporation
410 Forest Street Marlborough, MA 01752, USA・・・・・・・・ TEL.＋1-508-229-1400

NTT FACILITIES USA, INC.
2099 Gateway Place, Suite 300, San Jose, CA 95110, USA・・・・ TEL.+1-408-436-2829

株式会社 エネット
〒105-0011　東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー・・・・ TEL.03-5733-2233

（2018.7 現在）

サービス拠点

NTTファシリティーズグループ 各社

NTTファシリティーズ  本社・事業本部・支店等
●NTTファシリティーズ  県域支店
●

全国のサービス拠点
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