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OMATA SHUTTER INDUSTRIAL CO., LTD.

Address

1-16-26, Aoi, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-0004, Japan

Tel

+81-52-935-3931

Email

nagoya@omata-s.co.jp

Website

http://www.omata-s.co.jp

Contact Person

Hideki Imaki, Nagoya branch manager
Moto Nakano, Tokyo branch manager

Capability Category

Development, design, manufacuring and sales
of heavy weight roller shutter, fire shutter, smokeproof shutter,

Business Overview
Omata Shutter, a leading provider of roller shutters with history of longer than 70
years, has been providing various kinds of shutters like heavy weight roller
shutter, fire shutter or smokeproof shutter, and has solid records of installing its
products to many landmark buildings of governmental offices or large commercial
facilities across the country.
We have recently been appointed as a sole distributor of Megadoor, a vertical
lifting fabric door that is a global brand with a plenty of installation records
worldwide, and we have been successfully increasing the inquiries and businesses for this product mainly from space, aviation or defense industry.
Also, uniquely positioned we are with the customized product to special needs
and proud of being effectively sole manufacturer in the country of roller shutters
for the shipboard helicopter of JMSDF, JCG and others.

Products・Materials・Part Sizes・Facilities & Equipment
Megadoor, a vertical lifting fabric door, has rich features as opposed
to conventional roller shutters.
1. Wide opening
2. No rust or decay
3. No floor track needed which often hinders smooth operation
4. Minimum energy loss thanks to high thermal insulation performance
5. High resistance to wind/snow load
6. Efficient operation by full automatic opening and closing

Our Strength
Our long and deep experience in developing, designing, manufacturing, and
supporting roller shutters across the country will certainly help to meet the needs
for secure entrances of space and aviation industry.

Representative

Masahiro Omata

Sales Amount

1 billion yen

Capital

230 million yen

Employees

54

Established

April 28, 1948

Major Customers

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
US Yokota Air Base
Nakanihon Air Service

Needs we can correspond / Business partners we want
We are seeking opportunities to get in touch with operators who are interested in
secure entrance systems for their hangar for large equipment like aircraft,
helicopter etc. to which our Megadooor will best fit.

Office & Plants
HQ, Kita-ku, Tokyo
Tokyo branch, Kita-ku, Tokyo
Yokohama branch, Kanagawa
Saitama branch, Saitama
Saitama factory, Saitama
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OMATA SHUTTER INDUSTRIAL CO., LTD.
小俣シャッター工業株式会社

企業の特徴・業務概要・行っているモノ作りの概要
国内大手シャッターメーカーとして70年を超える歴史を持ち、重量シャッター、
防火・防煙シャッターをはじめ、多種多様な製品を送り出している。官公庁や公共・文化
施設、商業ビルといった大型施設から一般用途まで多数の実績を積み重ねてきた。

住所

〒461-0004

電話番号

052-935-3931

Eメールアドレス

nagoya@omata-s.co.jp

ウェブサイトアドレス

http://www.omata-s.co.jp

コンタクトパーソン名

今木
中野

カテゴリー

重量シャッター、防火・防煙シャッター
開発・設計・製造・販売・アフターサービス
大開口ドア（ＭＥＧＡＤＯＯＲ）販売・アフターサービス

愛知県名古屋市東区葵1-16-26

秀樹（名古屋支店）
基 （東京支店）

代表者名

小俣

売上額

1,035,533,110円

資本金

230,000,000円

従業者数

54人

設立日

1948年4月28日

主な取引先企業

宇宙航空開発研究機構
米軍横田基地
中日本航空㈱

雅宏

製品情報・取扱材料・対応サイズ・主要設備
大型開口ドア ＭＥＧＡＤＯＯＲ
跳ね上扉
重量シャッター
軽量シャッター
防煙垂れ壁
高速シートシャッター

専門・得意分野・自社の強み
近年では、世界的な採用実績を誇る大開口ドア「MEGADOOR（メガドア）」の日本唯一
の販売代理店として国内の販路開拓を行い、国家プロジェクトを含む航空・宇宙・防衛産
業向施設を中心に採用を伸ばしている。また特殊製品に強みを持ち、海上自衛隊、海上保
安庁等の船舶用ヘリコプター格納庫シャッターを国内で唯一開発・生産しているメーカー
である。

どのようなニーズに対応できるか希望する取引企業に関すること 等
航空機をはじめとした航空宇宙産業向け大開口部向けドアとして非常に優れた利点を持つ
「MEGADOOR（メガドア）」の採用をご検討していただける企業との接点を持つことを
考えています。

拠点（事業所・工場）
本社（東京都北区）
東京支店（東京都北区）
横浜支店（神奈川県横浜市）
さいたま営業所（埼玉県さいたま市）
さいたま工場（埼玉県さいたま市）

