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国内関連会社の環境保全活動

当社はグループ全体をあげて環境保全活動を進めています。国内関連会社27社はそれぞれISO14001 認証取得や環境負荷
低減などの活動を行っています。

国内関連会社のISO14001認証取得の状況

国内関連会社について
当社の国内関連会社は27社あり、グループをあげて環境保全への取り組みを始めています。
国内関連会社のグループ活動の実践の場である日発睦会の技術部会に、1999年6月から「環境
対策研修会」
（2002年10月より
「環境対策分科会」）
を発足させ、特にISO14001の認証取得につ
いて研修を重ねてきました。

国内関連会社の概要
（2004年7月現在）

国内関連会社

連絡先

主要業務
自動車ばね、自動車部品用品、精密自動車部品、モ
ジュール化部品、各種産業部品・精密測定器、光通信
関連部品、情報通信関連機器の販売および輸出入
貨物運送取扱事業、倉庫業および納入に関する一切のサー
ビス業務、機械設備の輸送・据付業
石油・石油製品・自動車部品・用品の販売、化学製品・一
般高圧ガス等の販売および付帯設備工事、損害・生命保険
代理店業、不動産業、酒類小売業
ビル総合管理、警備業、緑化事業、印刷、リース・レンタ
ル事業、人材派遣業、情報システム開発および運営管理

ニッパン(日発販売株式会社)

〒135-0051 東京都江東区枝川2-13-1

TEL (03)5690-3001
FAX (03)5690-3025

日発運輸株式会社

〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-10

TEL (045)788-0811
FAX (045)701-5521

株式会社ニッパツサービス

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-1
ニッパツ西口ビル

TEL (045)316-7700
FAX (045)322-2271

株式会社ニッパツアメニティ

〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-10

TEL (045)786-7555
FAX (045)786-7577

株式会社ジー・エル・ジー

〒212-0057 川崎市幸区北加瀬2-1-12

TEL (044)599-2471
FAX (044)588-4814

ゴルフ練習場運営

横浜機工株式会社

〒236-8647 横浜市金沢区福浦2-11-1

TEL (045)781-2701
FAX (045)781-2228

スタビライザ、照明器具、真空蒸着品の製造販売

株式会社スミ八ツ

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-5
安田生命岩本町ビル4F

TEL (03)3864-6331
FAX (03)3864-6130

株式会社ホリキリ

〒276-0022 千葉県八千代市上高野1827-4

TEL (047)484-1111
FAX (047)484-1804

東北日発株式会社

〒024-0334 岩手県北上市和賀町藤根18-25-2

TEL (0197)73-5221
FAX (0197)73-7143

板ばね、コイルばね、分岐器、クリップ、合成まくらぎ、バ
ランサの製造販売
板ばね、コイルばね、U字形ばね、スタビライザ、スタビ
リンカーの製造販売
コイルばね、精密ばね、異形線ばね、特殊ばね、自動車用
シート部品の製造販売

株式会社アイテス

〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町2258

TEL (045)813-4777
FAX (045)812-0840

自動車用シート、内装品の製造販売

日発テレフレックスモース株式会社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-21-10

TEL (045)475-8901
FAX (045)475-8907

マリン、インダストリアル用メカニカルリモートコントロー
ルボックス・コントロールケーブル、電子式リモートコント
ロールシステム、ステアリングシステム（メカニカル式、油
圧式）、フットペダル（メカニカル式、電子式）の製造販売

ユニフレックス株式会社

〒399-4501 長野県伊那市大字西箕輪字北原2445-5

TEL (0265)76-3280
FAX (0265)76-3288

コントロールケーブルおよび関連部品の製造販売

株式会社シンダイ

〒441-1301 愛知県高浜市新田町3-3-6

TEL (0566)52-1221
FAX (0566)52-1225

自動車および家具用シートスプリング、スチールフレー
ム、トルクロッドトーションバー、サンバイザーワイヤー、
トノカバーの製造販売

フォルシア・ニッパツ九州株式会社

〒800-0321 福岡県京都郡苅田町新浜町9-9

TEL (093)435-3300
FAX (093)435-3303

自動車用シートの製造販売

フォルシア・ニッパツ株式会社

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-1
ニッパツ西口ビル

TEL (045)324-4631
FAX (045)324-4632

自動車用シートの開発および販売

〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-10

TEL (045)786-7375
FAX (045)786-7422

自動車用シートおよび関連製品の開発、マーケティング

〒473-0935 愛知県豊田市大島町前畑1-1

TEL (0565)52-3131
FAX (0565)53-4309

自動車用シート、内装品の製造販売

株式会社スニック

〒438-0211 静岡県磐田郡竜洋町東平松1403

TEL (0538)66-5511
FAX (0538)66-5510

二輪車および自動車用シートの製造販売

アヤセ精密株式会社

〒252-1125 神奈川県綾瀬市吉岡東1-13-6

TEL (0467)76-7631
FAX (0467)76-6472

精密薄板ばねの製造販売

株式会社ニッパツパーキングシステムズ

〒259-1126 神奈川県伊勢原市沼目2-1-49

TEL (0463)91-8620
FAX (0463)91-8646

日本シャフト株式会社

〒236-0003 横浜市金沢区幸浦2-1-15

TEL (045)782-2561
FAX (045)783-3559

機械式駐車装置全般の計画・販売・施工・メンテナンス・
リニューアル、駐車場付帯設備の販売
ゴルフ、金属バット、ゴルフクラブ等運動用具、パイプ製品、
カーボン複合製品の販売製造

株式会社トープラ

〒257-0031 神奈川県秦野市曽屋201

TEL (0463)82-2711
FAX (0463)83-4877

十字穴付ねじ、ボルトおよび一般ファスナーの製造販売

日本パワーファスニング株式会社

〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中1-1-90
梅田スカイビルガーデンファイブ4F

TEL（06）
6442-0951
FAX（06）
6451-9951

日本ガスケット株式会社

〒578-0901 大阪府東大阪市加納2-1-1

TEL (0729)62-4024
FAX (0729)64-4771

日発精密工業株式会社

〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川56

TEL (0463)94-5235
FAX (0463)93-5104

タカノ株式会社

〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村137

TEL (0265)85-3150
FAX (0265)85-4734

工業用ファスナー（ばね、ねじ等）の製造販売、締結工具、
機械および工業用びょう打機の製造販売
エンジン用ガスケット製品および素材、ヒートイン
シュレーター、消臭等環境改善製品、コーティング
材料の製造販売
ねじ工具、自動車部品、情報処理機器部品、産業用精密部
品の製造販売
精密ばね、オフィスいす、エクステリア製品、エレクトロ
ニクス製品、健康福祉機器・健康食品の製造販売

株式会社ニッパツ・ハーモニー

〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-10

TEL (045)786-7571
FAX (045)786-7501

リア・ニッパツ株式会社
タカニチ株式会社

20

本社所在地

建物内外の清掃業務

日発睦会で行われた「環境対策研修
会」での研修を活かし、ISO14001の認
証取得に取りかかる会社が増え始め、
今までにこの国内関連会社27社のうち
14社がISO14001の認証取得を達成し
ています。
さらに、今後5社が認証取得の準備を
進めており、2005年度末までに国内関
連会社の7割が認証取得を達成する予
定です。
社会的要請に応えるため今後とも積極
的な認証取得をめざし、また当社にお
いても未取得の国内関連会社に対して
積極的に支援していきます。

タカノ
（株）
1999年3月 伊那地区
2001年9月 宮田地区
日発テレフレックスモース（株）
2002年3月 駒ヶ根工場
ユニフレックス（株）
2003年10月
（株）スミハツ
2003年10月 筑波製造所

タカニチ（株）
1998年 3月 本社工場
1998年12月 東海工場

ニッパン（日発販売（株））
2002年10月
（株）ホリキリ
2001年5月
横浜機工（株）
2001年8月 横浜事業所
（株）
トープラ
2001年11月
日発運輸（株）
2003年7月

日本パワーファスニング（株）
2000年6月 滋賀工場
日本ガスケット
（株）
2002年5月 滋賀工場

日本シャフト
（株）
2003年11月
（株）ニッパツサービス
2004年7月

国内関連会社のISO14001認証取得の時期

循環型社会への取り組み
廃棄物に関するデータは1999年度から日発睦会で収集してきましたが、2002年度から当社の集計
フォーマットと同じものを使用して再スタートしています。従って、下記データは2002年度からのも
のです。

廃棄物の発生と再資源化量
2003年度の国内関連会社の廃棄物の
発生量は年間22,503トンでした。その
再資源化量は18,103トンで、80.4％の
再資源化率となっており、2002年度か
ら8.1％向上しています。
また、2003年度では2002年度と比較し
て発生量、再資源化量ともに増加して
いますが、これはデータ収集の精度を
向上させ2002年度で収集しきれなかっ
たデータを新たに合算させたためです。
日発睦会では2005年度末までに再資
源化率95％以上をめざし、ゼロエミッ
ション活動を進めています。

国内関連会社の廃棄物の発生量と再資源化量
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％

25,000

100

20,000

90

15,000

80

前年度比較8.1％向上
10,000

70

発生量
5,000

再資源化量

60

再資源化率
0

2002

2003

2004

2005

年度

50

21

NHK Spring Group Companies
in Japan

国内関連会社の環境保全活動

国内関連会社の環境保全活動

当社はグループ全体をあげて環境保全活動を進めています。国内関連会社27社はそれぞれISO14001 認証取得や環境負荷
低減などの活動を行っています。

国内関連会社のISO14001認証取得の状況

国内関連会社について
当社の国内関連会社は27社あり、グループをあげて環境保全への取り組みを始めています。
国内関連会社のグループ活動の実践の場である日発睦会の技術部会に、1999年6月から「環境
対策研修会」
（2002年10月より
「環境対策分科会」）
を発足させ、特にISO14001の認証取得につ
いて研修を重ねてきました。

国内関連会社の概要
（2004年7月現在）

国内関連会社

連絡先

主要業務
自動車ばね、自動車部品用品、精密自動車部品、モ
ジュール化部品、各種産業部品・精密測定器、光通信
関連部品、情報通信関連機器の販売および輸出入
貨物運送取扱事業、倉庫業および納入に関する一切のサー
ビス業務、機械設備の輸送・据付業
石油・石油製品・自動車部品・用品の販売、化学製品・一
般高圧ガス等の販売および付帯設備工事、損害・生命保険
代理店業、不動産業、酒類小売業
ビル総合管理、警備業、緑化事業、印刷、リース・レンタ
ル事業、人材派遣業、情報システム開発および運営管理

ニッパン(日発販売株式会社)

〒135-0051 東京都江東区枝川2-13-1

TEL (03)5690-3001
FAX (03)5690-3025

日発運輸株式会社

〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-10

TEL (045)788-0811
FAX (045)701-5521

株式会社ニッパツサービス

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-1
ニッパツ西口ビル

TEL (045)316-7700
FAX (045)322-2271

株式会社ニッパツアメニティ

〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-10

TEL (045)786-7555
FAX (045)786-7577

株式会社ジー・エル・ジー

〒212-0057 川崎市幸区北加瀬2-1-12

TEL (044)599-2471
FAX (044)588-4814

ゴルフ練習場運営

横浜機工株式会社

〒236-8647 横浜市金沢区福浦2-11-1

TEL (045)781-2701
FAX (045)781-2228

スタビライザ、照明器具、真空蒸着品の製造販売

株式会社スミ八ツ

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-5
安田生命岩本町ビル4F

TEL (03)3864-6331
FAX (03)3864-6130

株式会社ホリキリ

〒276-0022 千葉県八千代市上高野1827-4

TEL (047)484-1111
FAX (047)484-1804

東北日発株式会社

〒024-0334 岩手県北上市和賀町藤根18-25-2

TEL (0197)73-5221
FAX (0197)73-7143

板ばね、コイルばね、分岐器、クリップ、合成まくらぎ、バ
ランサの製造販売
板ばね、コイルばね、U字形ばね、スタビライザ、スタビ
リンカーの製造販売
コイルばね、精密ばね、異形線ばね、特殊ばね、自動車用
シート部品の製造販売

株式会社アイテス

〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町2258

TEL (045)813-4777
FAX (045)812-0840

自動車用シート、内装品の製造販売

日発テレフレックスモース株式会社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-21-10

TEL (045)475-8901
FAX (045)475-8907

マリン、インダストリアル用メカニカルリモートコントロー
ルボックス・コントロールケーブル、電子式リモートコント
ロールシステム、ステアリングシステム（メカニカル式、油
圧式）、フットペダル（メカニカル式、電子式）の製造販売

ユニフレックス株式会社

〒399-4501 長野県伊那市大字西箕輪字北原2445-5

TEL (0265)76-3280
FAX (0265)76-3288

コントロールケーブルおよび関連部品の製造販売

株式会社シンダイ

〒441-1301 愛知県高浜市新田町3-3-6

TEL (0566)52-1221
FAX (0566)52-1225

自動車および家具用シートスプリング、スチールフレー
ム、トルクロッドトーションバー、サンバイザーワイヤー、
トノカバーの製造販売

フォルシア・ニッパツ九州株式会社

〒800-0321 福岡県京都郡苅田町新浜町9-9

TEL (093)435-3300
FAX (093)435-3303

自動車用シートの製造販売

フォルシア・ニッパツ株式会社

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-1
ニッパツ西口ビル

TEL (045)324-4631
FAX (045)324-4632

自動車用シートの開発および販売

〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-10

TEL (045)786-7375
FAX (045)786-7422

自動車用シートおよび関連製品の開発、マーケティング

〒473-0935 愛知県豊田市大島町前畑1-1

TEL (0565)52-3131
FAX (0565)53-4309

自動車用シート、内装品の製造販売

株式会社スニック

〒438-0211 静岡県磐田郡竜洋町東平松1403

TEL (0538)66-5511
FAX (0538)66-5510

二輪車および自動車用シートの製造販売

アヤセ精密株式会社

〒252-1125 神奈川県綾瀬市吉岡東1-13-6

TEL (0467)76-7631
FAX (0467)76-6472

精密薄板ばねの製造販売

株式会社ニッパツパーキングシステムズ

〒259-1126 神奈川県伊勢原市沼目2-1-49

TEL (0463)91-8620
FAX (0463)91-8646

日本シャフト株式会社

〒236-0003 横浜市金沢区幸浦2-1-15

TEL (045)782-2561
FAX (045)783-3559

機械式駐車装置全般の計画・販売・施工・メンテナンス・
リニューアル、駐車場付帯設備の販売
ゴルフ、金属バット、ゴルフクラブ等運動用具、パイプ製品、
カーボン複合製品の販売製造

株式会社トープラ

〒257-0031 神奈川県秦野市曽屋201

TEL (0463)82-2711
FAX (0463)83-4877

十字穴付ねじ、ボルトおよび一般ファスナーの製造販売

日本パワーファスニング株式会社

〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中1-1-90
梅田スカイビルガーデンファイブ4F

TEL（06）
6442-0951
FAX（06）
6451-9951

日本ガスケット株式会社

〒578-0901 大阪府東大阪市加納2-1-1

TEL (0729)62-4024
FAX (0729)64-4771

日発精密工業株式会社

〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川56

TEL (0463)94-5235
FAX (0463)93-5104

タカノ株式会社

〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村137

TEL (0265)85-3150
FAX (0265)85-4734

工業用ファスナー（ばね、ねじ等）の製造販売、締結工具、
機械および工業用びょう打機の製造販売
エンジン用ガスケット製品および素材、ヒートイン
シュレーター、消臭等環境改善製品、コーティング
材料の製造販売
ねじ工具、自動車部品、情報処理機器部品、産業用精密部
品の製造販売
精密ばね、オフィスいす、エクステリア製品、エレクトロ
ニクス製品、健康福祉機器・健康食品の製造販売

株式会社ニッパツ・ハーモニー

〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-10

TEL (045)786-7571
FAX (045)786-7501

リア・ニッパツ株式会社
タカニチ株式会社
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本社所在地

建物内外の清掃業務

日発睦会で行われた「環境対策研修
会」での研修を活かし、ISO14001の認
証取得に取りかかる会社が増え始め、
今までにこの国内関連会社27社のうち
14社がISO14001の認証取得を達成し
ています。
さらに、今後5社が認証取得の準備を
進めており、2005年度末までに国内関
連会社の7割が認証取得を達成する予
定です。
社会的要請に応えるため今後とも積極
的な認証取得をめざし、また当社にお
いても未取得の国内関連会社に対して
積極的に支援していきます。

タカノ
（株）
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2001年9月 宮田地区
日発テレフレックスモース（株）
2002年3月 駒ヶ根工場
ユニフレックス（株）
2003年10月
（株）スミハツ
2003年10月 筑波製造所

タカニチ（株）
1998年 3月 本社工場
1998年12月 東海工場

ニッパン（日発販売（株））
2002年10月
（株）ホリキリ
2001年5月
横浜機工（株）
2001年8月 横浜事業所
（株）
トープラ
2001年11月
日発運輸（株）
2003年7月

日本パワーファスニング（株）
2000年6月 滋賀工場
日本ガスケット
（株）
2002年5月 滋賀工場

日本シャフト
（株）
2003年11月
（株）ニッパツサービス
2004年7月

国内関連会社のISO14001認証取得の時期

循環型社会への取り組み
廃棄物に関するデータは1999年度から日発睦会で収集してきましたが、2002年度から当社の集計
フォーマットと同じものを使用して再スタートしています。従って、下記データは2002年度からのも
のです。

廃棄物の発生と再資源化量
2003年度の国内関連会社の廃棄物の
発生量は年間22,503トンでした。その
再資源化量は18,103トンで、80.4％の
再資源化率となっており、2002年度か
ら8.1％向上しています。
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て発生量、再資源化量ともに増加して
いますが、これはデータ収集の精度を
向上させ2002年度で収集しきれなかっ
たデータを新たに合算させたためです。
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環境に配慮した技術開発

環境に配慮した活動
当社の国内関連会社27社は、ISO14001認証取得活動に限らず、清掃活動や省エネルギー活動
など、多岐にわたった環境保全活動を実施しています。

国内関連会社各社でもそれぞれの事業分野において、環境負荷低減やリサイクルなどを視野
に入れた技術開発を行っています。
●ばね生産ラインの統合［スミハツ］

事業所周辺の美化活動

季節ごとに美しい花が咲く
ジー・エル・ジーの構内

東北日発は従業員全員参加で
事業所周辺のごみ拾いを行う

●構内および公道に面したところに花壇を設置し、季節の
花々を植えています。
［ジー・エル・ジー］
●従業員全員が参加し、事業所周辺の国道と市道約6km
にわたりごみ拾いを実施しました。
［東北日発］
●2カ月に1度、役員を含む本社・横浜営業所全員で、事業
所周辺の清掃を実施しています。
［日発運輸］
●公道を含む事業所周辺の清掃を実施しています。
［アイ
テス］

板ばねと巻ばねのライン統合により、端焼炉1基を撤去し、省エネルギー化を実現しました。
●金属バットのリサイクル［日本シャフト］
2年に1度行われている使用済み硬式野球用金属バットの回収に続き、軟式やソフトボールの
金属バットのリサイクルシステムをメーカーや業界団体に提案しています。
●塗装、メッキの代替推進［東北日発］
塗料の有害物質を抑えるため発色用鉛の削減を推進しています。またメッキではクロメート処理
剤の6価クロムを3価クロムに代替しています。
●表面処理剤の代替使用［日本パワーファスニング、ユニフレックス、トープラ］

事業所での省エネルギー、再資源化活動
●廃棄物の再資源化を推進し、金属粉の再資源化により、2003年度60％だった再資源化率を
2004年度には95％に引き上げられる見込みです。
［東北日発］
●環境に配慮した事務用品の購入、ごみの分別回収、電子帳簿導入による紙の削減、関連子
会社への環境対策の促進などに取り組んでいます。
［ニッパン］
●コピー用紙のリサイクル化、工場と厚生棟の電気量削減、部品梱包用ポリ袋の削減などを推
進しています。
［ユニフレックス］
●トラック洗車時の管理徹底など、電気、水の無駄使い防止の呼びかけを実施しています。
［日
発運輸］
●従業員の通勤車両はもとより、納入業者にも工場内でのアイドリングストップをお願いしていま
す。
［アイテス］

6価クロムを3価クロムにするなど、環境に配慮した表面処理技術を開発しています。

社会貢献活動
国内関連会社では、地域行事への参加や寄付活動などを行っています。地域に密着した企
業として、従業員全員が社会貢献活動に積極的に参加しています。

イベントなどの代表事例

環境に配慮した製品の開発・販売
国内関連会社でも環境に配慮した製品の開発や販売を行っています。

1993年から続いている
中学生向けの体験ゴルフ教室

●スタビリンカー［ホリキリ］
スタビライザとトルクロッドの2つの機能を併せ持ち、取り付けの部品
点数を減らすことにより車両の軽量化に貢献します。この製品は2004
年2月に「第9回千葉元気印大賞」を受賞しました。
●PMマフラー［ニッパン］
ディーゼル車のNOxの排出を減少させるマフラーを販売しています。

スミハツスプリングカップでは、
幼児のサッカーも行われた

寄付活動の代表事例

●増反射器具［横浜機工］
ランプから出る光を必要な方向に効率よく照射させる器具を生産し
ています。形状・材質・塗装・表面処理などの組み合わせで、いろ
いろな場所や用途に対応します。
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●会社の隣にある日吉中学校の卒業記念行事として、体験ゴルフ
教室を行っています。
［ジー・エル・ジー］
●筑波製造所で行うサマーフェスティバルに近隣の住民を招くほ
か、スミハツ杯野球大会、スミハツスプリングカップ（サッカー）
な
どのスポーツ大会を主催しています。
［スミハツ］
●秦野市で行われる市民祭りの手伝いにボランティア参加するほ
か、大阪府交野市の出初め式に自衛消防隊が参加しています。
［トープラ］

今年は車いす2台を横浜市立大学医学部
付属病院に寄贈

●グループ全体で、古本のリサイクル販売を行い、その収益金を
社会貢献活動に役立てています。
●創立30周年を記念して、横浜市港北区社会福祉協議会と長野
県駒ヶ根市社会福祉協議会に車いすや電動アシストサイクルを
寄贈しました。
［日発テレフレックスモース］
●創立40周年を記念して、事業所のある5つの厚生文化事業団・
交通安全協会に交通遺児寄金を贈りました。
［日発運輸］
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