
経営統合に関するお知らせ

アンリツ株式会社　 代表取締役社長　 濱田　宏一

アンリツインフィビス株式会社　 代表取締役社長　 新美  眞澄

2021年 1月吉日

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

アンリツ株式会社（以下、アンリツ）およびアンリツ100％出資の連結子会社であるアンリツインフィビス株式会社（以下、

アンリツインフィビス）は、2021年４月１日をもちましてアンリツインフィビスが営む品質保証ソリューション事業（以下、PQA

事業。PQA はプロダクツ ・ クオリティ ・アシュアランスの略称です)　の事業主体を、アンリツに承継することにいたしまし

たので、以下の通りお知らせいたします。

アンリツグループは、利益ある持続的成長に向けた新たな取組み「Beyond 2020」を始動させ、全社一丸となって経営理

念 ・ 経営ビジョンの実現に邁進する企業へのトランスフォーメーションを進めております。その一環として当グループの事

業の柱の一つであるＰＱＡ事業の更なる成長を加速するために、　アンリツインフィビスが担う機能の一部をアンリツに

統合することにより、グループの活性化および人財力の強化を図り、複雑かつ変化し続ける市場環境に対応します。

関係各位におかれましては、今回の統合により諸手続きなどのお手数をお掛けすることになるかと存じますが、変わらぬ

お引き立てを賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

先ずは略儀ながら書中を以てご挨拶申し上げます。

敬具

注　記 ※1　製造部門および計量検定部門は、経営統合に伴う移管の対象外です

 ※2　締結済みのご契約類、知的財産権などについても事業資産の一部として、アンリツ株式会社が承継いたします。

【本件に関するお問合せ先】

アンリツインフィビス株式会社　経営管理本部　人事総務部

　住所　神奈川県厚木市恩名5-1-1　 　　　TEL　046-296-6700　　　FAX　046-296-6779

　E-Mail：anritsu-infivis@anritsu.com
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一般

2021年
3月末日まで

100％出資

・事業戦略部門

・営業 /保守部門

・研究開発部門

・SCM/調達部門

・ 製造部門

・ 計量検定部門

・ 資材調達本部
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4月1日以降

組織再編
部分
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社内
カンパニー
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アンリツインフィビス株式会社　営業本部　営業管理部

〒243-0032 厚木市恩名5-1-1 （アンリツ厚木事業所内）

Tel ： 046-296-6714　　e-mail ： Tougou-contact@anritsu.com
またはお近くのアンリツインフィビス株式会社　支店 ・ 営業所

WebサイトURL ： 　https://www.anritsu.com/ja-JP/infivis/contact-us/support-offices

本件に関する 
お 問 合 せ 先

お客様

2021年
3月末日まで

100％出資

・事業戦略部門

・営業 /保守部門

・研究開発部門

・SCM/調達部門

・ 製造部門

・ 計量検定部門

・ 資材調達本部

2021年
4月1日以降

組織再編
部分

100％出資

・事業戦略部門

・営業 /保守部門

・研究開発部門

・SCM部門

・ 製造部門　 ・ 計量検定部門

社内
カンパニー

経営統合に関するお知らせ

アンリツ株式会社　 代表取締役社長　 濱田　宏一

アンリツインフィビス株式会社　 代表取締役社長　 新美　眞澄

お 客 様 各 位

2021年1月吉日
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理念 ・ 経営ビジョンの実現に邁進する企業へのトランスフォーメーションを進めております。その一環として当グループ

の事業の柱の一つであるＰＱＡ事業の更なる成長を加速するために、アンリツインフィビスが担う機能の一部をアンリツ
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アンリツインフィビス株式会社　製造本部　製造部　資材課

住所　神奈川県厚木市恩名5-1-1　 　TEL　046-296-6706　　FAX　046-296-8387
担当　佐藤　　　E-Mail ：Akihiko.Sato＠anritsu.com
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●発注済み未納品案件および進行中の商談の取り扱いについて

現アンリツインフィビス株式会社の営業部門は、事業承継会社であるアンリツ株式会社の営業部門として引続き対応

させていただきます。ご不明点等は、問合せ窓口までご連絡をいだきたくお願い申し上げます。

●契約案件およびお支払い代金等の債権の取り扱いについて

アンリツ株式会社がお客様とのすべての契約および債権を引き継ぎます。

●新しいお振込先（銀行口座）について

統合に伴う商業登記の完了後、お振込先銀行口座の名義を「アンリツ株式会社」に変更させていただきます。

※取扱銀行、支店、口座種別および番号は変更ございません。

新名義（アンリツ株式会社）でのお振込みの受付開始は５月１日を予定しております。４月中は旧名義（アンリツイン

フィビス株式会社）でのお振込みをお願いいたします。

なお、５月１日以降も当面の間は旧名義でのお振込みが可能ですが、お早めに新名義への変更をお願い致します。

社名および口座名義変更に伴う手続きが必要となる場合は、お手数ですが必要書類等を営業管理部あてにお送り

ください。

●締結済み契約類について

既に締結させていただいております契約書につきましては、アンリツ株式会社が承継させていただきます。アンリツ

株式会社への契約名義変更を希望される場合は、問合せ窓口まで御連絡をいただきたくお願い申し上げます。

以上

アンリツインフィビス株式会社　国内営業拠点一覧　（2021年1月現在）

北海道支店 〒060-0042 札幌市中央区大通西 5-8 昭和ビル

 TEL:011-231-6201　　FAX:011-231-6203　

東北支店  〒981-3112 仙台市泉区八乙女 2-11-2  
 TEL:022-772-6685　　FAX:022-772-6687　

　　盛岡営業所 〒028-3614 紫波郡矢巾町大字又兵工新田 4-74-11
 TEL:019-656-8817　　FAX:019-656-6687 
広域営業部

　　東京営業課  〒144-0052 大田区蒲田 5-37-1 ニッセイアロマスクエア 
 TEL:03-6715-8789　　FAX:03-6715-8701　

　　神奈川営業課  〒243-0032 厚木市恩名5-1-1 （アンリツ厚木事業所内） 
 TEL:046-296-6722　　FAX:046-225-8355　
関東支店

　　さいたま営業所 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1-62-1 ワコーレ大宮ビルⅡ 
 TEL:048-649-4045　　FAX:048-647-1303　

　　東関東営業所  〒277-0011 柏市東上町 2-28 第 2水戸屋ビル  
 TEL:04-7128-7781　　FAX:04-7164-0811　

　　北関東営業所 〒370-0841 高崎市栄町4-11 原地所第 2ビル 
 TEL:027-327-2411　　FAX:027-326-6922　 

　　新潟営業所 〒950-0916 新潟市中央区米山 3-1-63 マルヤマビル

 TEL:025-243-4750　　FAX:025-241-9428　

中部支店 〒460-0004 名古屋市中区新栄町 2-13 栄第一生命ビルディング 3F 
 TEL:052-950-7861　　FAX:052-954-8021　

　　静岡営業所 〒420-0851 静岡市葵区黒金町 59-6 大同生命静岡ビル 
 TEL:054-255-8650　　FAX:054-255-8633　

関西支店 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町 1-10-31  
 TEL:06-6391-5202　　FAX:06-6391-5211　 

　　中国営業所 〒733-0842 広島市西区井口 5丁目20-12 和田ビル102号

 TEL:082-270-2763　　FAX:082-278-2660　 

　　四国営業所 〒760-0078 高松市今里町 1丁目9-18 
 TEL:087-861-3183　　FAX:087-862-8350　

九州支店 〒812-0007 福岡市博多区東比恵 2-11-30 
 TEL:092-471-7666　　FAX:092-481-5709

お客様

補　足

組織統合後はアンリツインフィビス株式会社の購買部門（現資材課）は、アンリツ株式会社の一員としてPQA事業の

資材調達を行ってまいります。

●進行中の案件の取り扱いについて

継続して現資材課のメンバーで担当していく予定です。組織統合により一部担当変更のある場合は都度お知らせして

まいります。

●発注済案件について

発注済の案件については納品書をそのまま使用してください。納品方法、納品場所は従来と変更ございません。

●購入代金等の債務の取り扱いについて

アンリツインフィビス株式会社からアンリツ株式会社にすべて引き継がれます。お支払いについてはお届けの銀行口座

に従来の支払条件にて振込とさせていただきます。

●製造用金型などの貸し出し中資産の取り扱いについて

資産はすべてアンリツインフィビス株式会社からアンリツ株式会社にすべて引き継がれます。

貸出証、固定資産管理票は現在のものを継承とさせていただきます。

●締結済み契約類について

既に締結済みの契約書につきましては、アンリツ株式会社が承継させていただきます。アンリツ株式会社への契約名

義変更を希望される場合は、問合せ窓口まで御連絡をいただきたく、お願い申し上げます。

●統合日以降の発注について

WEB-EDIまたは書面による注文、納期回答、フォーキャスト通知などは現状のシステムを当面継承いたします。なお

変更が生じる場合は都度お知らせしてまいります。

以上

お取引先様


