COMPANY PROFILE

会社概要
社

名

株式会社ＥＰ綜合
（EP-SOGO Co., Ltd.）

本

社

〒162-0821 東京都新宿区津久戸町1番8号 神楽坂AKビル
TEL：03-4218-3500

設
代

表

FAX：03-4218-3511

立

1999年
（平成11年）
12月24日

者

代表取締役

田代 伸郎

代表取締役

大社 聡

資

本

金

1億円

社

員

数

1,647名（2018年7月1日現在）

主要取引銀行

三菱UFJ銀行、三井住友銀行、
りそな銀行、
みずほ銀行

沿革

1999 年12月

東京都文京区後楽に株式会社イーピーリンク
（現当社）
を設立

2005年 7月

イーピーリンクと株式会社ミントが合併し、株式会社イーピーミントに商号変更

2011年 9月

イーピーミントが、JASDAQ市場へ株式上場

2012 年 4月

イーピーミントが、株式会社エスメディサを吸収合併

2013 年 3月

イーピーミントと綜合臨床サイエンスが、業務提携契約を締結

2015 年 1月

イーピーミントが、
ＥＰＳホールディングス株式会社の完全子会社に

2016 年 1月
5月
10月

EPSホールディングスが綜合臨床ホールディングスと経営統合

2018年 1月
7月

イーピーミントと綜合臨床サイエンスが合併し、株式会社ＥＰ綜合に商号変更、国内最大のＳＭＯへ
ＥＰ綜合が綜合臨床ホールディングスを吸収合併し、株式会社綜合臨床メデフィを完全子会社化
株式会社エスエムオーメディシスを吸収合併
株式会社エクサムを吸収合併

COMPANY PROFILE

事業拠点
北日本支社
札幌支店

〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西5-2 札幌興銀ビル5階

TEL：011-222-5288

FAX：011-222-5339

●

釧路オフィス

〒085-0041 北海道釧路市春日町3-6 丸平総合ビル3階

TEL：0154-32-5373

FAX：0154-32-5374

●

旭川オフィス

〒070-0031 北海道旭川市一条通9-50-3 旭川緑橋通第一生命ビル5階

TEL：0166-29-2010

FAX：0166-29-2015

●

函館オフィス

〒040-0011 北海道函館市本町8-18 ベストアメニティ五稜郭ビル3階
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3-2-1 青葉通プラザ7階

TEL：022-216-3421

FAX：022-216-3422

仙台支店
●

盛岡オフィス

〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20 東日本不動産盛岡駅前ビル4階

TEL：019-606-2100

FAX：019-606-0800

●

山形オフィス

〒990-0039 山形県山形市香澄町1-3-15 山形むらきさわビル5階

TEL：023-633-3323

FAX：023-641-6772

●

郡山オフィス

〒963-8002 福島県郡山市駅前2-10-16 三共郡山ビル南館4階

TEL：024-991-9919

FAX：024-991-9929

〒162-0821 東京都新宿区津久戸町1-8 神楽坂AKビル2階

TEL：03-6316-4620

FAX：03-6316-4621

関東第一支社
東京支店
●

八王子オフィス

〒192-0081 東京都八王子市横山町25-6 ザイマックス八王子ビル6階

TEL：042-648-5551

FAX：042-646-9585

●

山梨オフィス

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-30-2 甲府第一生命ビル3階

TEL：055-236-2661

FAX：055-236-2662

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-3 日通商事横浜ビル8階

TEL：045-440-1227

FAX：045-440-1887

〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ビル3階

TEL：054-269-4366

FAX：054-269-4367

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17 シーノ大宮サウスウィング14階 TEL：048-650-5302

FAX：048-650-5304

横浜支店
●

静岡オフィス

関東第二支社
大宮支店
●

宇都宮オフィス

〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷3-1-7 NBF宇都宮ビル7階

TEL：028-610-8680

FAX：028-610-8681

●

新潟オフィス

〒950-0917 新潟県新潟市中央区天神1-12-7 LEXN1 4階

TEL：025-248-7371

FAX：025-248-7372

〒273-0011 千葉県船橋市湊町1-1-1 朝日生命船橋湊町ビル7階

TEL：047-435-4266

FAX：047-435-4267

〒451-6008 愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー8階

TEL：052-589-8730

FAX：052-589-8731

千葉支店

中日本支社
名古屋支店
●

金沢オフィス

〒920-0024 石川県金沢市西念1-2-26 駅西明和ビル2階

TEL：076-232-1154

FAX：076-232-2217

●

福井オフィス

〒910-0823 福井県福井市重立町28-45 明祥株式会社福井支店2階

TEL：0776-53-2753

FAX：0776-53-2752

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-5-18 朝日生命道修町ビル3階

TEL：06-4706-3210

FAX：06-4706-3212

大阪支店

中四国支社
広島支店

〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町4-1 広島稲荷町NKビル4階

TEL：082-506-1631

FAX：082-506-1641

●

岡山オフィス

〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町1-1-1 住友生命岡山ビル17階

TEL：086-221-0380

FAX：086-221-0201

●

山口オフィス

〒754-0021 山口県山口市小郡黄金町4-3 谷口ビル4階

TEL：083-902-6960

FAX：083-902-6961

高松支店

〒760-0023 香川県高松市寿町1-2-5 井門高松ビル6階

TEL：087-822-1722

FAX：087-822-1724

●

徳島オフィス

〒770-0943 徳島県徳島市中昭和町1-3 山一興業ビル3階

TEL：088-657-7721

FAX：088-657-7541

●

松山オフィス

〒790-0005 愛媛県松山市花園町3-21 朝日生命松山南堀端ビル3階

TEL：089-932-9577

FAX：089-932-9588

●

高知オフィス

〒780-0087 高知県高知市南久保1-14 サンヨウ高知ビル3階

TEL：088-861-2111

FAX：088-880-1561

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ビル7階

TEL：092-437-3303

FAX：092-437-3313
FAX：093-513-3391

九州支社
福岡支店
●

北九州オフィス

〒802-0081 福岡県北九州市小倉北区紺屋町4-6 北九州第一ビル3階

TEL：093-513-3390

●

長崎オフィス

〒852-8117 長崎県長崎市平野町12-11 井手ビル5階

TEL：095-848-1304

●

熊本オフィス

〒860-0012 熊本県熊本市中央区紺屋今町1-5 熊本辛島公園ビル9階

TEL：096-211-8065

FAX：096-211-8067

●

宮崎オフィス

〒880-0806 宮崎県宮崎市広島2-5-11 宮崎東京海上日動ビルディング5階

TEL：0985-83-4280

FAX：0985-83-4281

●

鹿児島オフィス

〒892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町15-9 大同生命鹿児島ビル8階01号室

TEL：099-805-1188

FAX：099-805-1199

●

那覇オフィス

〒901-0154 沖縄県那覇市赤嶺1-4-1 ロムズビル3階

TEL：098-891-8666

FAX：098-891-8667

