
COMPANY
PROFILE
As your space designing partner, 
Oliver meets a variety of needs 
with a wide range of furniture.
We seek to be earth-friendly, 
offering innovative products 
and solutions.



デジタル・インテリアソリューション・プロバイダーとして

社会に貢献する

私たちは、デジタル インテリアソリューション プロバイダーです。

オリバーのミッションは、インテリアを通じてお客さまのビジネス課題を解決すること、

そして持続可能な社会を実現することです。

私たちは、オフィスやホテル、レストラン、商業・医療・公共空間などのホスピタリティ

空間を創造するサービスをワンストップで提供してきました。

近年では、デジタルテックを活用することで、これまでの複雑なコントラクトビジ

ネスの在り方を、従来の枠組みを超えてよりシンプルで分かりやすい形に進化

させ、お客様にこれまでにない新しい価値をお届けできるよう、ビジネスモデルの

変革に取り組んでいます。

例えば、VRでの提案や、独自のWeb検品システムの活用、店舗出店に伴う発注

業務システムの構築（OOS）など、すべてのプロセスにおいてデジタルテックを

活用し、時間や場所にとらわれない、より本質的で人に寄り添ったインテリア

ソリューションサービスを提供しています。

また、ファニチャーとテクノロジーを融合させた、人々がより自由で快適に過ごせる

環境を目指したスマートファニチャー「スマファ®」の開発も進めています。

この取り組みは、人とインテリアの関係を変え、新しい文化の創造につながる空間

イノベーションになるものと信じています。

そして、脱炭素社会実現への具体的アクションとして、FSC®認証材を積極的に

活用しています。世界の森林資源を守り、SDGsの理念をわかりやすい形で提供

することで持続可能な社会の実現に貢献してまいります。　

私たちは、インテリアサービスをデジタルテックで進化させ、人々の幸せな時間を

過ごす場や、地球にやさしい環境づくりに向けて、みなさまにとって “なくては

ならない会社” であり続けるために、そして、社員一人ひとりが誇りを持ってはたらく

ことができる「プラットフォーム」を目指して、これからも世界を舞台に、共通価値の

創造にむけた挑戦を続けてまいります。

代表取締役社長　大川 和昌



OLIVER'S FUTURE

オリバーのミッションは、インテリアを通して、 

お客さまの夢や希望を実現し、お困りごとを解決していくことです。

例えば、家具とIoTを組み合わせた、

 “スマファ®=Smart Furniture”。

 「こんなのあったらいいな」という ニーズやウォンツにフォーカスし、

 人々の生活をもっと便利に、豊かにする。

 それはまさに、人とインテリアの関係性や概念を変えていく

 「新しい文化の創造」へのチャレンジでもあります。

私たちは、お客さまの求める空間を提供する

デジタルインテリアソリューションプロバイダーとして、 

社会に貢献し、オリバーがあってよかった、

と感じていただける企業をめざします。

インテリアの
新しい価値を創造し、
人々を幸せにする。
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CASE 01
寝室のベッドが上部に移動することで、

リビングルームとして広く活用でき、

清掃等の省力化にもつながります。

スマホの操作だけで、

集合スペースから整列したプレゼンスタイルに。

空間使用に合わせて、家具が自動で移動。

ベッドルームがリビングルームへ

スピーカーと照明を

一体にすることで、

音の仕切りを生み出すことが

できます。

CASE 02

CASE 03

ミーティングスペースがプレゼンテーションスペースへ

スマホの操作で照明から音楽がながれ音の間仕切りに

SMART FURNITURE

オリバーの未来

スマファ®オフィス（オリバー東京本社）

の動画をご覧いただけます。
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1967 1968 1969 1976

ビジネスモデルの変遷

ひとつの想いが、半世紀。

1988

COMPANY HISTORY

198319811979 1980

昭 和 平 成

2017年、オリバーは創業50周年を迎えました。

技術の進歩などによって、生活は大きく変化しています。

生まれ変わる日本、そして世界。

1967年に抱いた思いが、平成を経て、さらなる時代に向かおうとしています。

COMPANY
HISTORY

1969-2011

資本金100万円で富士
スチール株式会社設立

ホテルカタログ第1号を発刊
資本金を２億円に増資

資本金24億1,293万円に増資
名古屋証券取引所・市場第2部に
上場

資本金 1億1,000万円に
増資

先進国首脳会議（東京サミット）
を開催した赤坂迎賓館へ特注応
接セット等90点を納入

資本金59億1,898万円に増資

オリバー一級建築士事務所開設

本社屋・ショールーム建設
本格的な家具製造を開始

オリバーファーム・ニュージー
ランド社設立
高級皮革等、インテリア部材の
供給に着手(1988)

西三河ニューテレビ放送設立
（現・ミクスネットワーク株式会
社）(1983)

ローマ法皇パウロ2世ご利用の調
度品、 浦上天主堂へ納入(1981)

第３０回全国植樹祭（愛知県）に行幸
啓なされた天皇・皇后両陛下の御宿
泊用にグリーンホテル三ヶ根へ家具イ
ンテリア一式納入(1979)        

岡崎市鴨田町北浦において個人
創業(1967)

富士スチール岡崎本社ショー
ルーム建設(1969)

日本ソファー株式会社(資本金
7,300万円・現豊橋工場)を傘下に
置く(1969)

新撮影スタジオ完成(1990)

D&DカタログVol.1発刊
環境志向型飲食向けカタログ
(2011)

第21回全国豊かな海づくり大会(静
岡県焼津市)に行幸啓なされた天皇・
皇后両陛下の御宿泊用に家具インテ
リア一式納入(2001)

オリバーアメリカ・インター
ナショナル社設立

政府開発援助(ODA)向けベッド
2,800台を南アフリカへ輸出

「ベンチベッド」が平成12年
度科学技術庁長官賞を受賞

豊橋工場が国際環境
マネジメントシステム規格
【ISO14001】認証取得

東京本社ショールームビル完成
(1992)

岡崎本社ビル完成(1994) 九州・沖縄サミット宮崎外相会合
へ「外相用チェア」納入(2000)

カタログ販売・代理店中心・単品販売 カタログ＋特注品・空間提案・市場別戦略

1990 1992 1994 2001 2005 2006 20112000

オリバー総合カタログVol.1発刊
(1976）

中部国際空港“セントレア”
ウィングラウンジにロビーチェア
4,562席納入(2005)

「愛・地球博」（愛知県）国内外パ
ビリオンに家具備品納入(2005)

FSC®認証取得

大川会長
「旭日中綬章」授賞
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名古屋働き方改革EXPO出展　
スマファ製品発表(2020.02)

前田建設工業ICIラボ 日経ニュー
オフィス賞受賞(2019.08)

医療用カート･ナーステーブル「AirMo®」
が2021年度グッドデザイン賞を受賞
（2021.10）

COMPANY
HISTORY

2012-2021

仙台ショールーム開設

札幌支店体感型
オフィスオープン

新宿体感型オフィス開設

福岡ショールーム
オープン

大川和昌社長就任

名古屋支社体感型
オフィスオープン

さいたま体感型
オフィスオープン

令和初 東証一部新規上場

PLACE2.5仙台オープン

東京本社　体感型オフィスオープン 大阪支社　体感型オフィスオープン

3D成形合板を用いたスチール
チェアS・CS-111が2012年度グッド
デザイン賞を
受賞(2012)

ミラノ万博日本館へ家具を納入
(2015)

伊勢志摩サミットへ家具を納入
(2016)

ＰLACE2.5 Voｌ.１発刊
オフィス市場向けカタログ(2015)

備品・内装を手掛けた日本橋榛
原が2016年度グッドデザイン賞
を受賞(2016)

福岡ショールーム開設(2016) 北関東支店移転完成(2018)

オリバー名古屋支社移転完成
(2018)

ビジネスモデルの変遷

平 成 令 和

2019 2020 20212012 2015 2016 2018

カタログ＋特注品・空間提案・市場別戦略 ソリューション・コンサルティング・プラットフォーム

オリバー東京本社 
オフィスリニューアル(2019.12)

第47回 国際ホテル・レストラン・
ショー出展　
スマファ製品発表(2019.02)

第70回全国植樹祭あいち2019 
(2019.05)

平成から令和へ

COMPANY HISTORY

ヴィラフォンテーヌ プレミア／グランド 羽田空港・
ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明
計2466室納入（2020.06）
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多市場への展開01
ホテルやレストラン、オフィス、商業・医療・公共施設まで、

50年以上にわたり人々が集う多様な

空間づくりに携わってきました。

蓄積された独自のノウハウで、

お客さまの課題を解決する

オーダーメイド空間を創造します。

VA LU E
×

C R O S S O V E R

宿泊市場

ホテルや旅館、
簡易宿所などの宿泊施設

医療・福祉市場

病院やクリニック、
薬局などの医療施設、
特別養護老人ホームや

サービス付き高齢者住宅などの
福祉施設

チェーンストア
市場

飲食や携帯ショップ、
塾やカルチャースクール等の

チェーン店舗

商環境市場

日帰り温浴施設やテーマパーク、
ゴルフ場などのレジャー施設や

ショッピングモールなどの商業施設、
冠婚葬祭の施設

OLIVER INTERIOR  SOLUTION
インテリアの本質的な価値とは、その施設や空間を利用する人に“どんな体験を提供できるか”です。

だからこそオリバーでは、自社の既製品にとらわれることなく、

広い視野でお客さまの課題を解決する「インテリアソリューションプロバイダー」へと進化を遂げました。

グローバルな最適調達と、プランニング・設計・デザイン・製造をワンストップで手がけるフルオーダーシステムを構築し、

新しいプラットフォームビジネスを展開します。

商環境

五 大
市 場

製品開発
インハウスデザイナーによるスピード感と
先進性のある企画・開発力で、
オリジナル製品や外部デザイナーや
OEM需要に応える製品の開発を行っています。

品質管理（QC）
コントラクト家具のメーカーとして
蓄積された経験とデータを基に、
独自の品質基準を設け、
品質管理を行っています。

マーケティング
トレンドやニーズのリサーチを行い、
製品開発やインテリア提案に活かしています。

最適調達
国内・海外のブランドを取り扱う商社機能で、
お客様に最適な製品をご用意します。

最適製造
国内約800社、海外約30か国の
ネットワーク力を生かし、
お客様の求める納期やコスト、デザインのテイスト、
使用する素材などに応じた最適な協力工場
(オリバー協力会、海外提携工場)で生産します。

オリバー 協力会/海外提携工場

オリバー 豊橋工場/オリバー 会

内装工事・施工
自社製品はもちろんのこと、
社外製品や内装までを取りまとめ、
責任を持って「オーダーメイド空間」を具現化します。

プロダクト設計/内装設計
ラフスケッチで製作を依頼いただいても、
当社の設計チームが構造図を作成し、
求められるクオリティ、デザイン、安全性に応える
造作家具や内装を実現します。

デジタルソリューション/VR
3Dイメージや、オンライン検品、
ICTの活用などで、インテリアのイメージを
体感できるデジタルサービスをご用意しています。

インテリアのご提案
家具や内装のデザイン、
カラーコーディネートなど、
お客様の要望に合わせた最適なインテリア空間を
ご提案します。

コンサルティング
ヒアリングを基に、お客様のビジネスの問題を
解決するインテリアプランをご提案します。

オリジナル製品
常時1万点以上のカタログ品を揃え、市場ごとに
専門性をもってお客様のニーズにお応えします。

製造工場
オリバー豊橋工場を中心に、全国の強靭な
サプライチェーン「オリバー会」によって
安心安全なオリバーの製造基盤を支えています。

イノベーション/市場への最適化

ソフト・提案力

ものをつくる力 メーカー機能 コントラクト機能

マーケット層

ファンクション層

インフラ層

宿泊市場

ホテルや旅館、
簡易宿所などの宿泊施設

オフィス
文教・公共市場

民間企業等のオフィス関連施設、
大学や図書館などの文教施設、
官公庁や空港などの公共施設

商環境市場

      11%

チェーンストア・
その他市場

17%

オフィス・
文教・公共市場

32%

医療・
福祉市場

18%
宿泊市場

22%

2021年12月期
市場別売上構成
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■日経ニューオフィス賞■ VALUE×CROSSOVERの取り組み

空間コンサルティング力
国内外に広がる豊富な調達ネットワークと、経験に裏打ちされた空間コンサルティング力を最大限に発揮。

お客さまの予算や目的に応じて、最適なオーダーメイド空間を創造します。

自社内に80名以上のデザイナーが在籍し、バラエティに富んだ最先端デザインをご提案。

グッドデザイン賞や日経ニューオフィス賞の受賞経験もあり、対外的にも高く評価されています。

02 デザイン力03

■メーカー × 企画力

お客さまにとっての最適なインテリア空間

を実現するため、お客さまの要望を受け

てから設計･調達･製造･内装施工を行う

「空間提案」サービスと、オリジナル

製品を企画･開発する「オリジナル製品」

サービスそれぞれの強みを活かして

オーダーメイド空間を実現していきます。

■グッドデザイン賞 ■働き方の変化に対応した
　オフィスデザインを創造
オフィスブランド「PLACE 2.5」とともに、お客様の働き方

の変化に応えるオフィスをご提案。自社ショールーム

オフィスによるマーケティングも実施。

仙台／五感に響く体感型オフィス

前田建設工業株式会社様 ICI ラボネスト棟

オリバーはホテルやオフィス、レストラン、医療・商業空間などホスピタリティ空間すべてのインテリアを手掛けています。

例えば、Hotel×Hospital、Office×Cafeなど、施設の形態が複合的で多様化している今だからこそ

各分野の優れた価値を別の分野と融合させることで、私たちにしかできない魅力的な空間が生まれます。

ホテルのような設えの病室

カフェの要素が多様に融合したオフィス

HOTELHOSPITAL HOTELSHOP

ショップ風のホテルラウンジ ©コンフォートホテル名古屋新幹線口

カフェの要素が多様に融合したオフィス

CAFEOFFICE OFFICE OUTDOOR

屋外家具をオフィスに取りこんだガーデンオフィス

C O N T R ACT
空間提案

F U R N I T U R E
オリジナル製品

医療用カート&ナーステーブルで

『AirMo®』でグッドデザイン賞を受賞。
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宿泊施設
HOTEL

P R O J E C T S

①GOOD NATURE HOTEL KYOTO/京都府京都市
②ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明/東京都江東区
③ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港/東京都大田区
④名古屋プリンスホテル スカイタワー/愛知県名古屋市
⑤ホテルヴィスキオ京都/京都府京都市

安らぎや高級感を求めるハイクラス施設から

驚きと感動を提供するエンターテイメント型施設、

さらにローコストなキャビン型施設など

家具備品の製造から施工までご対応。

近年のインバウンド需要増加を視野に入れ、

多様化するご要望に確実にお応えします。

■提案例

①
②

③
④
⑤
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①株式会社トリドールホールディングス/東京都渋谷区 設計
デザイン：DRAFT Inc.②株式会社ミクシィ/東京都渋谷区
③三井不動産株式会社 関西支社「&オフィス」/大阪府大阪市
④中部セントレア国際空港第二ターミナル/愛知県常滑市
⑤愛知大学 豊橋キャンパス/愛知県豊橋市

働き方改革をきっかけに、

チームの知的生産性を高めるワークプレイスに注目が集まる昨今。

グローバル化、アクティブラーニング、リカレント教育をキーワードに

大きく変わろうとしている文教施設。

幅広い市場での家具作りと空間演出のノウハウを活かした

時代にふさわしい環境づくりを提唱します。

①
②

③
④
⑤

■提案例■専門カタログ

オフィス・文教・公共
OFFICE・EDUCATION・PUBLIC

P R O J E C T S

写真：ライツ撮影事務所 RINO KOJIMA
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①MOYNAT シンガポール店/Singapore②泉天空の湯
有明ガーデン/東京都江東区③栃木ダイハツ販売上
横田店/栃木県宇都宮市④ららぽーとみなとアクルス/
愛知県名古屋市⑤東京會舘/東京都千代田区

地域の飲食店から都市部の大型商業施設や、

複合型ショッピングモールまで、

デザイン性だけでなく、強度・耐久性に優れた製品群をご提案。

独自のサプライチェーンを活用し、

迅速な設計・製造体制でオンリーワンの施設づくりをサポートします。

①
②

③
④
⑤

■提案例■専門カタログ

商環境
SHOP & LEISURE

P R O J E C T S
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安らぎや高級感を求めるハイクラス施設から

驚きと感動を提供するエンターテイメント型施設、

さらにローコストなキャビン型施設など

家具備品の製造から施工までご対応。

近年のインバウンド需要増加を視野に入れ、

多様化するご要望に確実にお応えします。

①藤田医科大学  岡崎医療センター/愛知県岡崎市
②グランクレール立川/東京都立川市③東京慈恵会
医科大学付属病院/東京都港区④TMGあさか医療
センター/埼玉県朝霞市⑤社会医療法人社団 森山医会 

森山記念病院

①
②

③
④
⑤

■提案例■専門カタログ

医療福祉
HEALTHCARE

P R O J E C T S
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①松屋千川店/東京都豊島区②成田空港 Oliver Sky 
Oasis/千葉県成田市③モスバーガー練馬店/東京都
練馬区④Gong Cha グランデュオ立川店/東京都立川市
⑤ソフトバンクイオンモール東浦/愛知県知多郡東浦町

サービスや外観などに統一性を持たせたチェーンストア。

大手ナショナルチェーンをはじめ

全国各地であらゆるジャンルの店舗へ納入してきた

豊富な実績とノウハウに基づき、より高い耐久性とメンテナンス性に配慮した

家具備品をご提供いたします。

①
②

③
④
⑤チェーンストア他

CHAIN STORE

P R O J E C T S
■提案例■専門カタログ
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OLIVERと
SDGs

オリバーは、業界内でいち早くFSC®認証を取得しました。世界の
森林資源を守るため、適切に管理されたFSC®認証材を積極的に
使用するとともに、国産材の利用を促進する「木づかい運動」に
賛同し、日本林業の活性化に取り組んでいます。その他、リサイ
クル材の再利用や、植物由来のウレタンフォームの使用など素材
にこだわることで、環境保全に取り組んでいます。

FSC®材の積極活用
通常の家具は、どの森の木材を使用しているのかわかりません。FSC®認証製品
につけられるFSC®マークは、適切に管理されている森で伐採された木を
使用していることを示す「FM認証」と、製材・加工・流通まで厳格なルールに
基づいて製造されたことを保証する「CoC認証」の２つのシステムで成り立って
いる安心の証です。製品の履歴（トレーサビリティ）をたどることも可能な
唯一の印でもあります。

■ FSC®認証材の活用■スマファ®について

オリバーは、事業活動を通じて、

持続可能な開発目標（SDGｓ）を支援しています。

環境に対する視点を抜きにして、私たちの事業を語ることはできません。

日々の事業活動を通して、地球環境に貢献すること。

それが、持続可能な社会の実現に向けた私たちの努めです。    

スマートフォンのアプリ操作で、ミーティングや
プレゼン、個人作業など、シーンに合わせて
レイアウトできる「動くソファ」や、高さ調整と
モニター収納で、一人ひとりの使用目的に合わせ
て最適化できるデスクなど、オリバーでは、
「スマファ®」で人が家具や空間に合わせる
のではなく、人に家具や空間を合わせる。人が
主役の空間を目指します。

はたらき方を柔軟にするスマファ®で人に合わせて変化するオフィスへ。

事業を通じた取り組み

人と空間の関係を

もっとここちよく、あたらしく。

つながるものへ。

名
古
屋
働
き
方
改
革E

X
P
O

スマファ®の動画がご覧いただけます。

スマホ操作で家具のレイアウトを変更。

チームワークからソロワークへ。

■ デジタルインテリアソリューションサービス

■ SDGs達成に向けたソリューション提案

廃材を活用したアートパネル地域のアーティストとのコラボレーションアート

これからの生活を、そして働き方を、もっと柔軟に、安心できる
ものへ。私たちは、「健康」や「働き方改革」のために、デジタル化は、
今後ますます必要とされると強く感じました。デジタルインテリア
ソリューションプロバイダーとして、3Dイメージや、通信システムを
活用したオンラインサービスで、打ち合わせからアフターフォロー
までシームレスにサポートいたします。

執務スペース、ミーティングスペース、立食パーティー…

人に合わせて家具が変わることで、空間の使い方が多様に。

スマファ®の説明動画がご覧いただけます。

東
京
本
社

地域の伝統工芸の職人様と、障がい者施設様で、ひとつひとつ手作り
されたアートワークを組み合わせたアートパネルを客室に設置。また、
地域の活動や文化を発信したり、SDGsとの関係性を知るきっかけ
づくりにつながるコミュニケーションボード等もご提案します。

廃棄予定の既存レースカーテンを染めてアートパネルとして再利用。
リサイクル活用したオリジナルアートや、アクセントクロスに植物
由来の素材を使用するなど、環境にやさしい内装をご提案します。
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1,793 1,750
1,822 1,859

1,370
2,141 35,443

38,477
40,355 41,499 39,511

数字

2300社
国内外協力会社数

23拠点
全国
営業拠点数

椅子
年間出荷脚数 23

※2020.5月現在

年間
ホテル客室支援数

16622室 デザイナー人数

86名

Oliver Guinnessで見るオリバー 万脚以上

※2020.5月現在

1日あたり
飲食チェーン
出店支援数 7店/日
※年間稼働日250日換算 2020.4月現在

※技能職を除く全社員比率：19.1％

財務ハイライト 連結

総資産額（百万円）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

50

55

60

65

70

75

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

8.0

7.5

自己資本比率（%） ROE（%）売上高（百万円）

20/1019/1018/1017/1016/10 20/1019/1018/1017/1016/10 20/1019/1018/1017/1016/10 20/1019/1018/1017/1016/10 20/1019/1018/1017/1016/10 20/1019/1018/1017/1016/10
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

25,015 24,477
26,601 27,354 26,909

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000 2,870

2,435 2,371

0

500

1,000

1,500

2,000

経常利益（百万円） 親会社株主に帰属する当期純利益
（百万円）

2,384

65.3
66.7 66.0

65.6

7.9

7.2
7.0 6.9

5.0

69.9

オリバー牧場面積

番外編

89.0%

75万坪
※248ｈa ニュージーランド

産休・育休明け
復職率

1日のなかで、
オリバー納入品に触れる確率

80%

11.8%
３年内離職数

40.0%
女性社員割合

※当社推定値
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延床面積2,310平米の広さに、

さまざまな切り口でオリバーの全体像を紹介する

ショールームを展開しています。

体感型オフィスをはじめ市場ごとにコーナーを設けて、

専門性の高い製品を展示。

豊かで快適な空間づくりを提案します。

1Fフロアでは、”Creare”（デザイナーズコレクション）製品や、

伊勢志摩サミットで実際に使用された家具などを展示。2Fフロア

では、世界の名作家具のコレクションを展示。3Fフロアでは五感に

響くオフィス”PLACE2.5”製品を展示。4Fフロアは商環境・宿泊を

メインとした製品を展示。5Fフロアでは医療・高齢者施設向けの

製品を展示。6、7Fフロアは、実際に社員が働いている体感型オフィス

として紹介しています。

1Fショールームでは、「Life Up」をコンセプトに、リゾートワーク

空間をご紹介しています。集中型ワークスペースのビーチゾーン、

コミュニケーションスペースとなるバーゾーン、リラックススペースの

ラウンジゾーンの3エリアを設け、オフィスの中を気分や用途に

合わせて使い分けることができるようになっています。家具とICTを

掛け合わせたスマファ®製品も展示しており、最先端の体感型

オフィスとなっています。

SHOW ROOM

TOKYO OKAZAKI
7階建て、延べ床面積7,538平米の当社最大規模の

岡崎本社ショールームには、医療施設や宿泊施設、商業施設など、

各フロアで専門性の高い製品を展示。

豊富なアイテムや素材に実際に触れながらイメージを膨らませていただけます。

また、6･7階のオフィスも体感型オフィスとして、

最新のワークプレイスを見学いただけます。
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すべてのショールーム、五感に響く体感型オフィスの見学は

予約制となっております。ご来場の前にご予約をお願いします。
予約はこちらから

SAPPORO
札幌／五感に響く体感型オフィス

SENDAI
仙台／五感に響く体感型オフィス

SAITAMA
さいたま／五感に響く体感型オフィス

NAGOYA
名古屋／五感に響く体感型オフィス

OSAKA
大阪／五感に響く体感型オフィス

FUKUOKA
福岡／五感に響く体感型オフィス

札幌 青森 仙台 盛岡 つくば

さいたま 長野 新潟 新宿 静岡

名古屋 金沢 京都 大阪 神戸

高松 広島 福岡 鹿児島 沖縄

社 名

代 表 者

創 業

事 業 内 容

資 本 金

事 業 所

 

関 連 会 社

株式会社 オリバー

代表取締役社長 大川和昌　

1967年12月

総合インテリア製造・販売

63億6,249万円

本社（岡崎・東京）　

工場（豊橋）

営業部（2営業部）

支店（26支店）

営業所（65営業所）

出張所（3出張所）

ミクスネットワーク株式会社

オリバーファーム・ニュージーランド社

岡崎本社
〒444-2137　愛知県岡崎市薮田1-1-12

東京本社
〒134-0088　東京都江戸川区西葛西6-27-19

豊橋工場
〒441-3103　愛知県豊橋市雲谷町字上ノ山214

オリバーファーム・ニュージーランド社

※2021年12月現在

ミクスネットワーク株式会社

オリバー牧場
ニュージーランド
（約75万坪＝248ha）

オリバーは1989年から、椅子・
ソファーに使用する良質な素材
を求め、革の生産地として世界
最高水準のニュージーランドで
独自の研究開発を行っています。

愛知県岡崎市薮田1-1-5
TEL/0564-25-2402
FAX/0564-87-5941
URL/https://www.catvmics.ne.jp/
設　立/昭和58年10月1日
資本金/22億3千3百万円
代表者/代表取締役社長  大川和昌

COMPANY
PROFILE
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