
№ 所在都道府県
エレベーター

の用途
指摘内容等 状　況

1 青森県 乗用 はかり装置断線による作動試験不良 改修済

2 山形県 乗用 光電装置不良　 ８月９日改修済

3 茨城県 人荷共用 巻上機モーターコイル絶縁不良　 ７月２８日モーター交換、８月２８日メーカー検査。８月３１日より使用開始。

4 茨城県 乗用 機械室の換気装置不備　 10月１９日改修完了予定、現在運行停止中。

5 埼玉県 乗用 外部連絡装置不良 改修済

6 神奈川県 乗用 外部連絡装置不良　 改修済

7 静岡県 乗用 光電装置不良 改修済

8 静岡県 寝台用 光電装置不良 改修済

9 静岡県 乗用 ＲＯＭ交換 改修済

10 三重県 乗用 換気扇不良、乗り場表示灯不良 １０月中改修予定

11 三重県 荷物用 停電灯バッテリー劣化 ７月７日改修済

12 滋賀県 乗用 停電管制用バッテリー不良 改修済

13 広島県 荷物用
かご戸スイッチ不良、ドアインターロックスイッチ不良、かご室の破損、昇降路周壁の破損、ピット
内浸水

かご戸スイッチ７月７日改修済、インタースロックスイッチ７月８日改修済、かご室破損は部品発注済（８月16日改修
済）、昇降路周壁破損は改修済、ピット内は排水済（原因は調査中）

14 広島県 寝台用 外部連絡装置不良 ８月11日改修済

15 福岡県 荷物用 制御盤内リレー劣化 改修予定（メーカーと改修方法について協議中。改修時期については未定。）

16 佐賀県 荷物用 巻上機歯車ケースからの油漏れ、機械室への階段腐食 油漏れは改修予定、階段腐食は改修済

17 長崎県 乗用 停電灯バッテリー不良 改修済

18 長崎県 乗用 戸開釦不良 改修済

19 長崎県 乗用 停電時自動着床装置不良 改修済

20 長崎県 乗用 停電時自動着床装置不良 改修済

21 長崎県 乗用 停電時自動着床装置不良 改修済

22 長崎県 乗用 停電時自動着床装置不良 改修済

23 長崎県 乗用 停電時自動着床装置不良 改修済

24 長崎県 乗用 停電管制用バッテリー劣化 改修済

25 長崎県 乗用 停電時自動着床装置不良 改修済

26 熊本県 乗用 停電時自動着床装置不良 改修済

27 熊本県 乗用 停電時自動着床装置不良 改修済

28 熊本県 乗用 既存不適格（機械室機器の耐震対策、かご床と昇降路壁との水平距離、昇降路内の耐震対策） 建物改修にあわせ改修するよう指導中。運行上は支障ない。

29 熊本県 乗用 既存不適格（機械室機器の耐震対策、昇降路内の耐震対策） 建物改修にあわせ改修するよう指導中。運行上は支障ない。

30 茨城県 荷物用 かごガイドシューの合成樹脂部分摩耗、外部連絡装置不良 １０月３０日までに改修予定。（運行停止中）

31 東京都 乗用 停電時自動着床装置不良 １０月中改修予定

32 東京都 乗用 停電灯装置不良 改修済

33 東京都 乗用 手巻きハンドル及びブレーキ開放レバーなし、リレー接点劣化、ブレーキストローク要調整 改修済

34 東京都 乗用 手巻きハンドル及びブレーキ開放レバーなし、リレー接点劣化、ブレーキサージ基盤不良 改修済

35 東京都 乗用
減速歯車不良、ブレーキストローク要調整、モーター冷却ファン異音、緩衝器シリンダー部錆、
ピット床漏水

減速歯車、ブレーキストローク、モーター冷却ファン及び漏水は改修済、緩衝器シリンダーは改修中止（１８年度中にＥ
Ｖ取り替え予定のため。ＥＶ休止中。）

36 三重県 荷物用 既存不適格（機械室機器の耐震対策、昇降路内の耐震対策） 建物改修にあわせ改修するよう指導中。運行上は支障ない。

37 三重県 荷物用 機械室内換気扇作動不良 8月10日改修済

38 大阪府 乗用
巻上機ギアオイル劣化、主索素線破断（かごを吊っているロープ４本のうちの１本を構成する素
線に断線（４ヶ所）があったもの）、ガバナロープ劣化

改修済

39 福岡県 荷物用 昇降路上部側壁に一部開口 今年中に改修予定

40 宮城県 荷物用 機械室照明不点灯、外部連絡装置バッテリー劣化、ピット内浸水 改修済

41 宮城県 寝台用 機械室換気扇不作動 改修済

42 埼玉県 乗用 主索部分の錆 改修予定

43 東京都 乗用 停電灯装置不良、停電時自動着床装置不良 改修済

44 神奈川県 乗用 ロープガード脱落 改修済

№１から№２９は平成１８年６月２８日時点で報告のあったもの。№３０から№３９は平成１８年７月１２日時点で報告のあったもの。№４０から№４５は平成１８年７月２６日時点で報告のあったもの。№４６から№５４は平成１８年８月２３日までに報告のあったもの。№５５から№６８は平成１
８年９月６日時点で報告のあったもの。№６９から№７２は平成１８年９月20日時点で報告のあったもの。№７３から№８２は平成１８年１０月４日時点で報告のあったもの。
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45 三重県 荷物用
既存不適格（機械室機器の耐震対策、昇降路内の耐震対策、ピット内の耐震対策）
外部連絡装置不良、銘板表示なし

既存不適格については、建物改修にあわせ改修するよう指導中。運行上は支障ない。それ以外は改修予定。

46 東京都 乗用 停電時自動着床装置バッテリー不良 部品入手しだい改修予定

47 東京都 乗用 停電灯バッテリー不良 改修予定

48 東京都 乗用 機械室換気扇不作動不良 年内改修予定

49 東京都 乗用 機械室換気扇不作動不良 改修完了

50 静岡県 自動車用 光電装置不良 改修済

51 広島県 乗用
機械室の換気装置不作動、ブレーキ開放レバーなし、巻上機軸受要給油、主索の錆、かご操作
盤、乗り場ランプ切、上部ファイナルリミットスイッチ劣化、ピット内浸水及び浸水によるガバナ
ロープ用張り車及び下部ファイナルリミットスイッチ劣化

ファイナルリミットスイッチは９月21日改修済。他は10月18日に全て修理予定。

52 沖縄県 乗用 停電灯バッテリー劣化、停電時自動着床装置不良 停電灯バッテリー改修予定（10月中）、停電時自動着床装置取替予定（来年６月までに改修）

53 沖縄県 乗用 下部ファイナルリミットスイッチ接点不良、機械室入口戸腐食、停電時自動着床装置不良
下部ファイナルリミットスイッチ改修予定（10月中）、機械室入口戸及停電時自動着床装置取替予定（来年６月までに改
修）

54 埼玉県 荷物用 外部連絡装置不良 改修予定

55 栃木県 乗用 巻上機のブレーキ作動不良、制御盤のマグネットスイッチ接点不良 １０月中に改修予定（運行停止中）

56 東京都 人荷共用 そらせ車磨耗、釣合いおもり底部すき間要調整
釣合いおもり底部すき間は９月１９日調整済
そらせ車の磨耗はシンドラーに修理依頼中

57 東京都 乗用 そらせ車磨耗、調速機要調整、外部連絡装置不良、停電灯バッテリー不良
調速機は９月１９日調整済
他はシンドラーに修理依頼中

58 東京都 乗用 かご床劣化、外部連絡装置不良、停電灯バッテリー不良 他社製に取替え予定

59 東京都 乗用 外部連絡装置不良、停電灯バッテリー不良 インターホン修理済、停電灯不良はシンドラーに修理依頼中

60 東京都 乗用 停電灯バッテリー不良 シンドラーに修理依頼中

61 東京都 乗用 停電時自動着床装置バッテリー不良 シンドラーに修理依頼中

62 東京都 乗用 外部連絡装置不良 シンドラーに修理依頼中

63 神奈川県 乗用 かご非常止め装置不作動 発注した修理部品の到着次第、改修予定（運行停止中）。

64 神奈川県 自動車用 調速機腐食 発注した修理部品の到着次第、改修予定（運行停止中）。

65 福岡県 乗用
巻上機油漏れ及びギヤケース内オイル無（改修済）、ブレーキシュー要取替、ドアスイッチ接点劣
化、ドアインターロックスイッチ不良

改修済（１０月から運行中）

66 福岡県 乗用 ドアスイッチ、ドアインターロックスイッチ不良、光電装置不良 改修予定（運行停止中）

67 福岡県 乗用 外部連絡装置不良 改修済

68 長崎県 乗用 乗り場ボタン及び表示器経年劣化 改修済

69 東京都 乗用 機械室への通路なし ＥＶの設置が確認されていない建築物のため区が立入調査実施(９月２５日)、改善指導中

70 山梨県 荷物用 外部連絡装置不良 年内中に改修予定

71 山梨県 乗用 停電灯不良 年内中に改修予定

72 広島県 乗用 かごのガイドシュー不良 改修済

73 埼玉県 乗用 用途・積載量・定員等の標識なし 改修予定

74 東京都 乗用 はかり装置断線及び接点不良、停電灯装置不良 はかり装置は１０月17日に改修済み、他は部品入手しだい改修予定

75 東京都 乗用 機械室内換気扇不良 １１月中改修予定

76 東京都 乗用 停電灯装置不良 １０月24日に調整及び改修予定

77 東京都 人荷共用 外部連絡装置不良、停電灯装置不良 １１月上旬までに改善予定

78 東京都 寝台用 そらせ車にロープ痕あり １１月中改修予定（運行支障なし。）

79 東京都 乗用 停電時自動着床装置バッテリー不良 改修予定

80 東京都 乗用 地下１階敷居さび、ピット漏水 改修予定（地下１階はＥＶ使用停止中）

81 神奈川県 乗用 停電灯装置不良 発注部品が到着次第、修理を行う予定。

82 静岡県 乗用 停電灯装置不良 １０月１８日改修予定

※６月１６日にシンドラーエレベータ㈱が公表した、ＲＯＭ交換実施の９基については、静岡県は緊急点検として扱い、この表に計上（１基）。千葉県（２基）、東京都（３基）、神奈川県（１基）、愛知県（２基）は緊急点検として扱っていないため、この表に未計上。


