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A
B
C
D
E

ばね生産本部は、自動車の走行安定性、
乗り心地向上、軽量化を重視した
自動車懸架用製品を
生産しています。

シート生産本部は、安全性、
快適性を重視した
自動車用シート関連製品を生産しています。
シートフレームはもとより、
コンプリート（完成品）シートを
生産しています。

精密ばね生産本部は、
線ばね、薄板ばねをはじめとする
精密ばねのほか、
加工品、機構品など
多くの分野に様々な製品を
提供しています。

DDS生産本部は、
大容量記憶装置である
ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）の
重要部品となるサスペンションの
開発・設計・生産に特化しています。

産機事業本部は、
6つの事業により構成されています。
それぞれの分野で、
なくてはならない重要な製品を手がけ、
トップまたはそれに準ずる
シェアを有しています。

ばね
生産本部

DDS
生産本部

産機
事業本部

精密ばね
生産本部

シート
生産本部
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クルマとニッパツグループ製品

先進技術によるものづくりで、安全性、環境保全、快適性、高機能を実現し、クルマ社会の一翼を担います。

p18ほか

p18

p7

p11ほか各種シート

金属ベローズ／アキュムレータ p10

p8.9

懸架ばねおよび関連製品
／

／ ／

後席ドアサンシェード p15

シートフレーム p14

p15

p30

トノカバー

スーパーシール／スーパーシート
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I Tとニッパツグループ製品

超精密加工技術で、次世代の高度情報化社会を支えます。

p17ほか

p17ほか

p23

p17ほか

p17ほか

p33

p33 p32

ディスククランプ

VCMヨーク部品

ベースプレート

p22

p31

p20

製造・検査装置関連製品
マイクロコンタクタ／ユニット

5



［競技場・スタジアム］

まちやくらしとニッパツグループ製品

柔軟な発想から生まれた技術で、産業・生活の幅広い分野における利便性や安全性を追求し、
まちやくらしの新しいニーズに応えます。

横浜機工

p35

p28

p35

p27

p31 p27

p35

配管支持用製品

鉄道関連製品

産業機器関連製品

産業機器関連製品

産業機器関連製品
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ば ね 生 産 本 部A

コイルばね
軽量化、快適性

《 製品の概要・役割 》
乗用車やミニバンを中心に最も広く使用されている
ばねで、路面からの振動や衝撃を吸収して、快適な
乗り心地を提供します。

《 製品の特長 》
軽量化と高強度化の両立により、省資源、燃費向上
に貢献すると同時に荷重軸制御を行うことで乗り心
地改善にも貢献します。

《 取りつけ例 》

《 製品・関連製品 》

L形コイルばね
（荷重軸制御ばね）
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板ばね スタビライザ
軽量化、快適性 走行安定性、軽量化

《 製品の概要・役割 》
商用車の懸架装置に採用されている板状のばねで
す。乗り心地向上と走行安定性の両立を可能にして
います。

《 製品の特長 》
材料、形状、工法の研究開発を重ね、高強度化と軽量
化を両立させるとともに、悪路にも耐えるばねを実
現しました。

《 製品・関連製品 》
◦重ね板ばね
◦スーパーリーフスプリング
◦�ベルリンアイテーパー
リーフスプリング

◦�トラニオン用テーパー
リーフスプリング

《 製品の概要・役割 》
コーナリングや車線変更時にクルマの傾きを抑える
ために必要なばねです。走行安定性の向上に貢献し
ます。

《 製品の特長 》
中実タイプはばね鋼を、当社が開発した中空タイプは
高品位電縫管を使用しています。中空タイプは要求強
度などに応じて、薄肉管と厚肉管を使い分けることで、
中実タイプに比べ20〜50％の軽量化が可能です。

《 製品・関連製品 》
◦中実スタビライザ　◦�リンク兼用中実スタビライザ
◦トーションスタビライザ

GFRPリーフスプリング

中空スタビライザ

《 取り付け例 》

スタビライザリンク
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スタビリンカー
走行安定性、軽量化

《 製品の概要・役割 》
トラック用エアサスペンション部品で、前後からの
力を受けるリンクとロールを抑えるスタビライザの
機能を兼ねた製品です。トラックの走破性の向上と
エアサスペンションの軽量化に貢献しています。

《 製品の特長 》
リンク部とトーション部は溶接によって結合されて
おり、トーション部は軽量化のため、パイプ材を使
用しているものもあります。

トーションバー
省スペース、走行安定性、軽量化

《 製品の概要・役割 》
ねじれた金属の直棒が元に戻ろうとする力を利用
したばねです。トラックのティルトキャブサスペン
ションや一部のトラック用フロントサスペンション
に採用されています。

《 製品の特長 》
取り付けスペースを小さくできます。

「マイカー」の普及に一役
「日本初のマイカー」といわれた「スバル
360」。このクルマの懸架ばねの開発には大
変な苦労がありました。コイルばねが入る
スペースがないことから、トーションバー
（ねじり棒ばね）が採用されました。当社の
担当メンバーは、折れにくいばねをつくり
上げるため、「1本の棒」にあらゆるノウハウ
を詰め込んで完成させました。
このほか、日本初の純国産車「クラウン」の
「三枚板ばね」の開
発など、日本のク
ルマの普及に当社
のばねは大きく貢
献してきました。

当社のトーションバーが
搭載された「スバル360」
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金属ベローズ アキュムレータ
省スペース、高耐久性 低燃費、快適性

《 製品の概要・役割 》
当社が独自に開発した液圧自動成形機による、小型
で小ピッチの精密ベローズです。

《 製品の特長 》
従来のU字ベローズではなし得なかったコンパクト
化や表面積の拡大を、「S字ベローズ」や「小ピッチU
字ベローズ」で可能にしました。

《 製造可能範囲 》
・材質　SUS304、SUS316L
・板厚　0.10mm〜0.40mm
・�成形技術　小ピッチU字ベローズ加工（主に熱交換
用途）、S字ベローズ加工

《 製品・関連製品 》
◦�人工心肺用熱交換器
◦アキュムレータ

《 製品の概要・役割 》
アキュムレータ内の封入ガス（窒素ガス）と流体の分
離膜に、金属ベローズを使用しています。封入ガスの
シール機構は全て溶接構造で、封入ガスのシール部
品には高分子材料を使用していないため、ガス透過や
リークがなく、メンテナンスフリーの製品です。

《 製品の特長 》
配管（流体）圧が、アキュムレータの封入ガス圧力以
上になると、アキュムレータが作動します。アキュ
ムレータは、封入ガスの圧縮・膨張を利用して、流体
の圧力変動（脈動）を吸収します。

《 効能 》
・脈動（振動）の低減� ・サージ圧の低減
・騒音の低減� � ・安定した圧力の供給
《 製品・関連製品 》
◦�ブレーキフルード蓄圧（蓄えたブレーキフルードを瞬
時に吐出し、ブレーキ時に必要な圧力を簡易に取り出
せる）

◦�自動車の油圧車高調整装置
◦�ディーゼルエンジン燃料噴射ポンプ（燃料噴射時の
サージ圧吸収）

◦�フォークリフト昇降用油圧シリンダー（フォーク部の
振動吸収）

◦�船舶エンジン（燃料噴射時のサージ圧吸収）
《 断面図 》
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シート生産本部B

薄型サスペンションシート
軽量化、薄型化

《 製品の概要・役割 》
バックとクッションが連動するサスペンション一体
型シートです。
従来の磁気サスペンションシートと比べて、大幅な
軽量・薄型化を実現しました。

《 製品の特長 》
当社オリジナルのウレタンフォームとトーション
バーにより振動を吸収・緩和します。
振動吸収性能は、従来のサスペンションシートと同
等です。小型トラックにも搭載できます。

トーションバー
ウレタンフォーム

バック

クッション

「2016年“超”モノづくり部品大賞
モノづくり日本会議共同議長賞」および
「平成28年度武藤栄次賞優秀設計賞」を
受賞しました。

自動車用薄型サスペンションシート
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スポーツセダンシート 軽ワンボックスワゴンシート
安全性 快適性、多機能

《 製品の概要・役割 》
優れた快適性と高い安全性を備えたシートです。

《 製品の特長 》
高い衝突安全性能に対応する強度を備え、最適化設
計により、後方からの追突時に乗員のむち打ち障害
を軽減します。

《 製品の概要・役割 》
快適性に優れた、軽ワンボックスワゴン向けのフロ
ント＆リアシートです。

《 製品の特長 》
機能性とくつろぎを両立するフロントベンチシート
と、足元が広く快適なリアシートを備え、広いスペー
スを多彩に使いこなせるシートアレンジが可能です。

ニッパツは、高い安全性と優れた快適性が求
められる自動車用シートを、設計から組立ま
で一貫生産しています。
試作品の段階から、デザインはもちろん強度・
耐久性・乗り心地など、独自の厳しいテスト項
目を設け、常にシートの理想形を追求してい
ます。
開発・設計、加工技術、機能分析など、あらゆ
る角度から検討を重ね、一歩先を行く高機能
シートをつくっています。

ニッパツの自動車用シート

自動車用シートの組立ライン

シート生産本部B
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プレミアムセダンシート ワンモーターパワーシート
快適性、多機能 軽量化、省資源

《 製品の概要・役割 》
華やかに、心地よく、細部までていねいにつくり込
まれた質の高いシートです。

《 製品の特長 》
振動吸収性に優れた、当社オリジナルの高性能ウレ
タンフォームの採用により、上質な乗り心地を実現
しました。
空調ユニットなど快適に過ごせるプレミアムアイテ
ムを備えています。

《 製品の概要・役割 》
パワーシートの前後スライド、上下リフター、リク
ライニングの各機構を１つのモーターで動かすこと
ができます。

《 製品の特長 》
モーター、ワイヤーハーネスの削減により、コスト
ダウン、軽量化、省資源（ネオジム使用削減）を実現
します。

《 製品の概要・役割 》
トップレベルの品質と生産性を誇るニッパツオ
リジナルの高性能ウレタンフォームです。

《 製品の特長 》
振動吸収性に優れ、同時に耐久性にも優れたオ
リジナル開発のウレタンフォームです。
豊富なバリエーションによって、幅広いお客様
ニーズへの対応が可能です。

ニッパツオリジナルウレタンフォーム
AVEC FoamⓇ 

（Anti Vibration Elastic Comfort Foam）

汎用ウレタンとの振動減衰性能比較

汎用ウレタン

AVEC Foam®
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フロントシートフレーム リアシートフレーム
安全性、軽量化 安全性、軽量化

《 製品の概要・役割 》
フロントシートフレームは、シートの乗り心地、安
全性や質量、コストを左右する重要構成品です。
お客様のニーズに合わせた高性能フロントシートフ
レームを提供しています。

《 製品の特長 》
高張力鋼材の積極的な採用や最適化設計により、安
全性を確保しながら軽量化を実現しています。

《 製品の概要・役割 》
多彩なシートアレンジを実現し、軽量で安全性にも
優れた多品種のリアシートフレームです。

《 製品の特長 》
自働化ラインでの生産により、短時間で高品質な
シートフレームを提供しています。

シート生産本部B

ニッパツのシート生産工程では、自働化の推進
とともに、新技術を積極的に導入しています。
シートフレ－ム溶接機の開発や、最新鋭のロ
ボットの導入によって、生産性の大幅な向上と
省スペース化を実現しています。

自働化の推進と新技術の積極的導入
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後席ドアサンシェード トノカバー
快適性 外観品質向上

《 製品の概要・役割 》
後席ドアに内蔵されたロール式サンシェードによっ
て、日焼け対策や遮光に役立ち、快適な車内空間を
実現します。

《 製品の特長 》
高品質スクリーンを使用し、当社独自の巻き取り機
構により、耐久性を兼ね備えたスムーズな使い心地
を実現しています。

《 製品の概要・役割 》
ロール式荷室目隠しカバーによって、盗難防止やプ
ライベート保護などに役立ちます。

《 製品の特長 》
高級車から軽自動車まで、お客様のニーズに合わせ
た幅広いバリエーションの製品を提供しています。
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精 密 ば ね 生 産 本 部C

HDD用機構部品
高精度、軽量化、低コスト

《 製品の概要・役割 》
超精密なプレス、切削などの加工により、高精度が
要求される部品を各分野に提供しています。

《 製品の特長 》
高度な金型製作と精密加工の技術により、プレス加
工のみでミクロンレベルの精度を実現しています。
従来の機械加工品に比べて、大幅なコスト低減が図
れます。

《 製品・関連製品 》
◦�HDD用機構部品（ベースプレート、トップカバー、
ディスククランプ、VCMヨーク部品など）

◦�Mechanical�Parts�for�HDD
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線ばね 薄板ばね
高精度、汎用性 高精度、汎用性

《 製品の概要・役割 》
様々な用途に応じて、圧縮コイルばね、引張コイルば
ね、ねじりコイルばね、線細工ばねなどがあります。

《 製品の特長 》
材料、設計、加工方法などあらゆる方向から研究開
発を重ね、ニーズに応じた応力、強度、耐久力を持っ
た製品を提供しています。当社が開発した世界最小
クラスの微細ばねなどもあります。

《 製品・関連製品 》
◦�フォームドワイヤー
◦�バルブスプリング
◦�アークスプリング
◦��CVT用ばね
◦�シート組付ばね
◦�カテーテル用サポー
トスプリング

◦�微細ばね

《 製品の概要・役割 》
薄い板材をばねにしたものです。決まった形はなく、
用途により、様々な形状につくられます。

《 製品の特長 》
材料、形状、必要強度などによって、製造方法はきめ
細かく分かれています。材料は、炭素合金、ステンレ
ス、銅合金など様々なものがあります。

《 製品・関連製品 》

ロックアップクラッチダンパー
皿ばね、波形ばね

車載用カメラブラケット

精 密 ば ね 生 産 本 部C

アークスプリング
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モーターコア インバーター用押さえばね
高精度 高精度、汎用性

《 製品の概要・役割 》
EV・HEV向けの駆動モーター用コアです。モーター
の回転部（ローター）、固定部（ステーター）の磁石の
鉄芯となります。

《 製品の特長 》
電磁鋼板を打ち抜いて積層されており、モーターの
性能を十分に発揮させるため、製品の大きさに対し
て寸法公差などが厳しく、高精度なプレス加工技術
が必要とされる製品です。

《 製品の概要・役割 》
EV・HEVのモーター制御用インバーターなどで半導
体を冷却媒体に密着させるばねです。重ね板ばね、薄
板ばね、皿ばね、波形ばねなど必要に応じて各種形状
があります。また、電池セル、燃料電池のスタック用
押圧にも応用可能です。

《 製品の特長 》
押さえ力を広い面積に分散させることができるばね
や、相手の寸法変化に対して一定の押さえ力が得ら
れるばね、与えられたスペースに収められるよう形
状を工夫したばねなど、バリエーションが豊富で、
様々なニーズに幅広く対応できます。
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ロックヒンジ
省スペース、高機能、快適性

《 製品の概要・役割 》
自動車用のコンソールボックス開閉用などのほか、
ノートパソコンや液晶のモニター、テレビの表示部
の角度調整用に利用されています。薄板ばねを使用
した摩擦タイプと、線ばねを使用したコイルばねタ
イプがあります。

《 製品の特長 》
摩擦タイプは小さなスペースに適しており、コイル
ばねタイプは大きな力を必要とするところに適して
います。いずれも無段階での角度調節と、スムーズ
な操作ができます。

《 取り付け例 》

ワンタッチナット
高機能、利便性

《 製品の概要・役割 》
ワンタッチで挿入・締付ができ、ねじ締結の作業能率
を大幅に向上できるナットです。

《 製品の特長 》
締結する一方向のみのワンウェイタイプと、双方向
にワンタッチでの取り扱いが可能なツーウェイタイ
プがあります。

《 製品・関連製品 》

http://www.nhkspg.co.jp/products/industry/
otnut/index.html

家具転倒防止支持棒「タオレンサー」

精 密 ば ね 生 産 本 部C
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可動式手すりバランスユニット
高機能、安全性

《 製品の概要・役割 》
身体障がい者や年配者を補助するための可動式手す
りに使用されている機構品です。

《 製品の特長 》
はね上げタイプは、軽い力で操作できるほか、手が
離れても急激に落下しないように設計しています。
オイルやガスを使用していないため、漏れなどの心
配もありません。

チェンテンショナ
高信頼性

《 製品の概要・役割 》
エンジンのクランクシャフトからカムシャフトを駆
動するチェンに、常に一定の張力を保つためのテン
ション自動調整装置として使われています。

《 製品の特長 》
低温時にはばねの力によりテンショナが前進し、ベ
ルトのゆるみ過ぎを防ぎ、高温時にチェンの張力が
増加するとテンショナが戻り、張力の過大な増加を
防ぎます。

自動車・二輪車用エンジンのチェンのゆるみ防止、温度変化によ
る長さの変動を吸収する機能製品です。

テンショナとは

ねじ
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マイクロコンタクタ／ユニット
高精度、高信頼性

《 製品の概要・役割 》
ばね特性を生かして荷重をコントロールし、半導体の
電極をコンタクトするプローブとそのユニットです。主
に、スマートフォンやパソコン、ゲーム機、自動車のほ
か、メモリ用途の半導体の検査工程で使われています。

《 製品の特長 》
当社が独自に開発した世界最小クラスの微細ばねを使
用し、高度な加工技術を駆使しています。

《 製品・関連製品 》

http://www.nhkspg.co.jp/products/it/
microcontactor.html

◦�MICROCONTACTOR

髪の毛

微細ばね

精密金型
高精度

《 製品の概要・役割 》
プレス、冷間鍛造、射出成形など、用途に応じた精度
の高い金型を設計・製作しています。

《 製品の特長 》
高度な設計・加工技術により、当社が生産する製品の
金型を社内で制作しているほか、金型およびパンチ
などの部品も有数の金型メーカーに供給しています。

モールド金型

精 密 ば ね 生 産 本 部C

肉眼で見た微細ばね

2メートル
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DDS生産本部D

HDD用サスペンション
高精度、高信頼性

《 製品の概要・役割 》
データを読み書きする磁気ヘッドを支持するだけで
はなく、1分間に5,400〜15,000回転するディス
ク上を、幅0.05マイクロメートルの記録トラックに
正確に位置決めし、0.01マイクロメートルの狭い間
隔を保ちながら浮上させています。

《 製品の特長 》
製品の中央にアクチュエータを搭載した大容量
HDD向けDSAサスペンションをはじめ、製品先端
部分に超小型アクチュエータを搭載したCLAサス
ペンションを世界に先駆け量産化、ますます高まる
HDDの大容量化、高速化のニーズに応えます。

http://www.nhkspg.co.jp/products/it/hdd.html

《 製品・関連製品 》

HDD用サスペンション製品群

大容量HDD向けDSA
（Dual�Stage�Actuator）

超大容量HDD向けCLA
（Co-Located�Actuator）
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低発ガス性

ニッパツのHDD 関連 製 品T O P I C S

コンピュータ、家電、クラウドコンピューティングなどで、各
種データの記録に使用されるハードディスクドライブ
（HDD）。このHDDで使われる特殊薄板ばねがHDD用サ
スペンション。ニッパツはこのHDD用サスペンションを製
造し、お客様のニーズに応えることができる数少ないメー
カーです。

トップカバー

ケースの気密性を保つために精度の高い
平面度を有した製品です。
［特長］クリーンで耐食性にも優れてい
ます。

世界でも指折りのサスペンション製造メーカー
ニッパツの超精密加工技術は、HDD用機構部品にも
生かされています。機密性、振動特性が求められるトッ
プカバー、ベースプレートのほか、高速回転するディスク
を押さえるディスククランプ、磁気ヘッドが読み書きす
る位置を正確に決めるVCMヨーク部品などがあります。
HDDの小型化、高速化、大容量化に対応するニッパツの
HDD関連製品は、世界から高い信頼を集めています。

世界で高い信頼を集める技術

高信頼性

VCMヨーク部品

磁気ヘッドをデータの記録・読み取り位置
へ移動させるアクチュエータの部品です。
［特長］クリーンで寸法精度や平行度に優
れた製品です。

高信頼性

サスペンション

磁気ヘッドを支える特殊薄板ばねです。
［特長］高精度にプレス成型された箔材と、精
密配線基板、取り付け部材をレーザー接合、振
動に強い独自の
製品を開発して
います。

高信頼性

ディスククランプ

ディスクの固定用リングで、ディスクとの接
触部は高精度な平面に仕上げられています。
［特長］クリーンで押さえばねとしての役割も
求められている
製品です。

高信頼性
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半導体プロセス部品
高性能、高機能

《 製品の概要・役割 》
半導体製造装置に使用されるヒーターユニット、冷
却ユニット、またこれらを一体化した静電チャック
などの高性能な製品を提供しています。

《 製品の特長 》
当社独自のろう付、拡散技術などの高度接合技術やセ
ラミック製造技術および設計・解析技術を応用してい
ます。

◦�半導体プロセス品

産機事業本部E
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高度接合技術製品
高性能、高機能

《 製品の概要・役割 》
性質のまったく異なる素材を接合する技術です。困
難な形状の製品についても、接合と加工の技術の組
み合わせにより対応します。

《 製品の特長 》
複雑な部品や異種金属などを接合し、内部に流路を
持った冷却板、分岐管、あるいは熱交換器の積層コア
や格子ハニカム構造などをつくることができます。

《 製品・関連製品 》
◦�摩擦撹拌接合

◦�高度接合技術

セラミックばね
高性能、高機能

《 製品の概要・役割 》
当社独自のセラミックス技術と、ばね専門メーカーと
して蓄積した高度なばね技術を融合させ、窒化珪素
を素材としたばねを、世界で初めて実用化しました。

《 製品の特長 》
耐熱性に優れ、高温状況下でも室温時と同等の耐久
性を得られます。また、耐食性、非磁性、電気絶縁性、
防錆性に優れ、特殊な環境の中でも幅広い用途に使
用されています。

◦�セラミックばね

コールドスプレー

断面

産機事業本部E
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配管支持用製品 テンションバランサ
防振力、作業効率向上 コンパクト化、メンテナンスフリー

《 製品の概要・役割 》
プラントや油空圧機器の振動・騒音防止などに使用
されています。

《 製品の特長 》
プラントの耐震、配管機器の熱移動時の支持、小口
径配管の振動吸収に使用されます。

《 製品・関連製品 》
◦�パイプクランプ� � ◦油圧防振器
◦�スプリングハンガー� ◦�メカニカルスナッパ

http://www.nhkspg.co.jp/products/
industry/plant.html

◦パイプクランプ

《 製品の概要・役割 》
鉄道のパンタグラフに電気を供給する架線の伸び縮
みを吸収し、常に一定の張力を保つ役割を担ってい
ます。

《 製品の特長 》
高強度のばね鋼を利用したばね式（NSバランサ）と
金属ベローズを利用したガススプリング式（GSバラ
ンサ）があります。これらは、従来の滑車式（WTBバ
ランサ）に比べて、設備のコンパクト化とメンテナン
スフリーを実現しています。

樹脂クランプ＆アルミクランプスプリングハンガー
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バランスユニット
作業効率向上、耐久性、安全性

《 製品の概要・役割 》
重量のある蓋を軽い操作で開閉できるユニットです。

《 製品の特長 》
蓋の開閉角度はフラットから180度まで設定可能
で、所定の位置でのバランスを保つことができます。
またばね式のため経年変化がなく長期間の使用が可
能になり経済的です。

《 製品・関連製品 》

◦�SPリフター

SPリフター

産機事業本部E

SMダンパー
振動減衰、騒音防止

《 製品の概要・役割 》
船舶やプラントの配管振動・騒音対策として使用さ
れています。

《 製品の特長 》
ばね用の線材を編み込みプレスで成形した製品で、
内部の線同士のすれにより、振動→摩擦→熱とエネ
ルギーを変換し、振動を自己減衰します。

◦�SMダンパー
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特殊皿ばね
省スペース、高精度、高性能、高効率、メンテナンスフリー

《 製品の概要・役割 》
中心に穴のある円板を円すい形に加工して、底のな
い皿形にしたばねです。比較的小さなスペースで、
大きな荷重を受けることが可能です。

《 製品の特長 》
並列に重ねたり、直列にしたりすることで、様々な特
性が得られます。また、特殊材を用いた「TERA（テ
ラ）」は、コンパクト、長寿命、高荷重など様々なタイ
プがあり、国内・海外の工作機械メーカーで数多く採
用されています。

《 製品・関連製品 》

◦�皿ばね
◦FPK皿ばね
◦F/HOLDER

従来の皿ばねとTERA（コンパクトタイプ）

F/HOLDER

ニッパレイ
高機能、防振、防音

《 製品の概要・役割 》
家電、OA機器用緩衝用パッキン、クリーンルーム
用シール材、防振パッキンなどの用途で使用され
ています。

《 製品の特長 》
均一な微細セル構造と両面にスキン層を持ち、厚み
精度に優れているとともに、高機能な性能を持って
います。

◦�ニッパレイ
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インシュロン
高防水性、軽量化、粗面追従性

《 製品の概要・役割 》
特殊製法によりシート状に発泡生産される水膨張
タイプの連続気泡ポリウレタンシートです。外壁
パネル目地、換気ガラリなど開口部の防水、ボック
スカルバート、組立マンホール、遊水池、擁壁など、
PC、コンクリート目地の防水シール材として使用
されています。

《 製品の特長 》
吸水、膨張することで高水圧の防水性能を発揮しま
す。発泡体であるため粗面や凹凸面への密着性に優
れ、従来品（ブチルゴムや水膨張ゴム）と比較して柔
軟かつ軽量のため、貼り付け作業性を著しく向上さ
せることができます。また、温度依存性が低いため、
硬くなったりダレたりする心配がありません。

◦�インシュロン

産機事業本部E

スーパーシール／スーパーシート
防水性、耐久性

《 製品の概要・役割 》
防水、気密、吸音、緩衝などの用途に使用される特殊
ウレタン発泡防水シール材です。自動車、電機、建
築、土木など幅広い分野で使われています。

《 製品の特長 》
低圧縮でも安定した防水性を保ち、軟らかく復元性
に優れています。耐久性に優れた環境に優しい製品
です。

◦�スーパーシール／スーパーシート
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機械式立体駐車装置
省スペース

《 製品の概要・役割 》
駐車場スペースを有効利用できます。土地の広狭な
どの状況や経済性などの様々な条件を考慮しながら
選択できるよう豊富なバリエーションがあります。

《 製品の特長 》
パレットを上下に昇降、左右に横行させるSDタイ
プと、パレットを上下に昇降させるUDタイプがあ
ります。

《 製品・関連製品 》

◦駐車装置総合カタログ

SDパーク

UDパーク

金属ベースプリント配線板
放熱性、高信頼性

《 製品の概要・役割 》
アルミ、銅、鉄をベースとした基板です。電子デバ
イスを熱から守り、機器の信頼性向上と小型化に役
立っています。LED、インバーター、小型モーターな
どに使用されます。

《 製品の特長 》
高熱伝導性の絶縁材料と金属基材を組み合わせ、放
熱性と機械的強度に優れています。当社では積層板
からの一貫生産を行っており、用途に合わせて、絶
縁材料と金属基材の組み合わせのフレキシブルな対
応が可能です。

◦�メタルベースプリント配線板

エポキシ＋フィラー
エポキシ＋ガラスクロスポリイミド

エポキシ＋フィラー
エポキシ＋ガラスクロスポリイミド

ガラスエポキシ
←銅箔

←絶縁層

←●アルミ板 ●銅板 ●鉄板

←両面基板

←接着シート

　　　 ←絶縁層

　　　 ←●アルミ板 ●銅板 ●鉄板
　　　

金属ベースプリント配線板の構造
■片面・1層 ■片面・2層

エポキシ＋フィラー
エポキシ＋ガラスクロスポリイミド

エポキシ＋フィラー
エポキシ＋ガラスクロスポリイミド

ガラスエポキシ
←銅箔

←絶縁層

←●アルミ板 ●銅板 ●鉄板

←両面基板

←接着シート

　　　 ←絶縁層

　　　 ←●アルミ板 ●銅板 ●鉄板
　　　

金属ベースプリント配線板の構造
■片面・1層 ■片面・2層
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トラストグラム（光機能ホログラム）

偽造防止ラベル「トラストグラム」 製品流通管理・真偽判定システム
高信頼性、簡易性 トレーサビリティ

《 製品の概要・役割 》
家電製品、パソコン用サプライ品、自動車部品、衣
料品などのブランド保護をするためのラベルシール
です。

《 製品の特長 》
特殊な光学特性を持つポリマー層にホログラムを記
録した、まったく新しいセキュリティシステムです。
カードサイズの手軽な簡易ビューアにより、誰でも
簡単に真偽判定することができます。

《 製品・関連製品 》

http://www.nhkspg.co.jp/products/industry/cpl.html

◦偽造防止ラベル

《 製品の概要・役割 》
独自のコードを割り当てたラベルを登録していただ
くことで、流通経路の管理およびインターネットか
ら番号入力により真偽判定も可能なシステムです。

《 製品の特長 》
固有IDやQRコード※を印刷したラベルによるトレー
サビリティだけでなく、トラストグラムを付加する
ことで偽造防止機能を備えることも可能です。

※「QRコード」はデンソーウェーブの登録商標です。

◦製品流通・真偽判定システム

産機事業本部E
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VISCS（ビスカス）
ハイセキュリティ、高信頼性

《 製品の概要・役割 》
特殊センサーで、ホログラム上に形成されている
データを読み取る世界初の機械認識ホログラムシス
テムです。偽造、複製が困難なVISCSマークにより、
ハイセキュリティを確保します。

《 製品の特長 》
ホログラム面は汚れや傷に強く、安定したデータ検
出が可能であり、媒体への剥離破壊方式による特殊
貼り付けにより他への流用が困難です。コンパクト
なセンサーにより、様々な機器への組み込みが可能
です。

《 製品・関連製品 》
◦�VISCSターミナル

http://www.nhkspg.co.jp/products/industry/
viscs.html

偽造防止繊維ラベル「アルタテックス」
高信頼性、簡易性

《 製品の概要・役割 》
繊維製の真偽判定ラベルです。アパレル製品、バッ
グ、シューズなどの製品に活用できます。

《 製品の特長 》
繊維ラベルに特殊な光学特性を持つセキュリティイ
ンクを施すことで、簡単なフィルターで真偽判定が
可能です。このセキュリティインクは入手しにくい
上、製造の難易度が高く、複製は非常に困難です。

http://www.nhkspg.co.jp/products/industry/
altattex.html

◦�偽造防止繊維ラベル
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積層対応非接触タグ
高信頼性

《 製品の概要・役割 》
非接触タグ同士が近接すると発生する互いの干渉影
響を独自技術により回避することで、タグの重なる
アプリケーションにも非接触タグの活用を可能にし
ました。

《 製品の特長 》
1mm以下の間隔で重ねた状態でも一括読み取りが
可能です。ISO15693規格に準拠していますので、
汎用の市販リーダーで重ね読みが可能となります。

http://www.nhkspg.co.jp/products/industry/
pdf/ictag.pdf

産機事業本部E
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ニッパツは国内に 20 を超えるグループ会社を持ち、懸架ばね、シート、精密ばね、産機のそれぞれの事業と連携を図っ
ています。また、そのほかにも様々な分野で、グループ会社の製品が活躍しています。

ニッパツグループ各社は、様々な産業を支えるキーパーツや、生活の身近なところで使われる製品を数多くつくり出し
ています。

国内グループ会社の主な製品

■スポーツ用品［日本シャフト］

世界トップクラスのシェアを持つゴルフシャフトをはじめ、金属バットなどのスポーツ用品を開発・生産しています。特にゴ
ルフの軽量スチールシャフトは、世界のトッププロに使用されるなど高い評価を受けています。

■ねじ・ボルト
　［トープラ］
　http://www.topura.co.jp/

■スプリングワッシャー・座金
　［特殊発條興業］
　http://www.tokuhatsu.co.jp/

■照明器具
　［横浜機工］
　http://www.yokohamakiko.com/

■船舶用製品
　［ニッパツ・メック］
　http://www.nhkmec.com/

■ブレーキディスク
　［日発精密工業］
　http://www.nisseiko.co.jp/

■鉄道関連製品
　［スミハツ］
　http://www.sumihatsu.com/

多くのプロゴルファーが日本シャフトの軽量スチールシャフトを使用

合成まくらぎ 鉄道車輌用ばね

分岐器 レール締結装置

シャフトブランド「N.S.PRO」
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国内・海外グループ会社概要  《 2018年 2月現在 》

アイコンの説明

懸架ばね 板ばね、コイルばね、スタビライザ、
トーションバー、ベローズ、アキュムレータ

自動車用シート 自動車用シート、内装部品

精密部品 バルブスプリング、マイクロコンタクタユニット、
ロックヒンジ、ねじ、ボルト

HDD関連部品 サスペンション、HDD用機構部品

産業・生活関連 ろう付製品、セラミック製品、配管支持装置、
ポリウレタン製品、金属ベースプリント配線板、
駐車装置、セキュリティ関連製品、スポーツ用品、
照明器具、船舶機器部品

その他 R&D、地域統括および事業・管理支援、運送業、
各種部品、機器の販売および輸出入、
サービス業全般、ゴルフ練習場
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国内グループ会社（24社）
 
●ニッパン（日発販売株式会社）  

その他   
主要業務：�自動車部品・用品、自動車用ばね、産業用機器・部品、精密ば

ね・同複合機能部品、ファスナー、資材、情報関連機器、加工
関連部品、機材設備関連機器の販売および輸出入

●日発運輸株式会社  
その他   
主要業務：�貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、倉庫業、包装業、

機械設備の据付業、海外輸出入取扱業務
●株式会社ニッパツサービス  

その他   
主要業務：�石油・石油製品・化学製品の販売、一般高圧ガスなどの販売、

設備工事、ビル総合管理、警備業、損害・生命保険代理店業、
不動産業、建設業、清掃業

●株式会社ジー・エル・ジー  
その他   
主要業務：�ゴルフ練習場運営
●ニッパツ機工株式会社  
懸架ばね  産業・生活関連   
主要業務：�自動車および車両関係用品の製造販売
●株式会社スミハツ  
懸架ばね  産業・生活関連   
主要業務：�板ばね、クリップバンド、コイルばね、バランサ、車両用トー

ションバー、分岐器、レールクリップ、合成まくらぎの製造
販売

●株式会社ホリキリ  
懸架ばね   
主要業務：�各種ばねの製造販売
●ニッパツ九州株式会社  
懸架ばね   
主要業務：�自動車用巻ばね、スタビライザの製造販売
●東北日発株式会社  
懸架ばね  自動車用シート  精密部品   
主要業務：�コイルばね、精密ばね、線ばね、自動車用シートフレームの

製造販売
●株式会社アイテス  
自動車用シート   
主要業務：�自動車用シート、内装品の製造
●フォルシア・ニッパツ株式会社  
自動車用シート   
主要業務：�自動車用シートの開発・販売
●フォルシア・ニッパツ九州株式会社  
自動車用シート   
主要業務：�自動車用シートの製造販売
●ニッパツ水島株式会社  
自動車用シート   
主要業務：�自動車用シートの製造販売
●株式会社シンダイ  
自動車用シート  産業・生活関連   
主要業務：�自動車用部品、家具用金属製部品、自動車部品の製造用機

械および治具の設計、製造販売
●ユニフレックス株式会社  
精密部品    
主要業務：�自動車用部品、一般産業機器の設計・製造販売
●アヤセ精密株式会社  
精密部品    
主要業務：�精密ばねの製造販売

●特殊発條興業株式会社  
精密部品    
主要業務：�ばね座金、スナップリング、クラッチ用プレート、薄板ばねな

どの製造販売
●日発精密工業株式会社  
精密部品    
主要業務：�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
●株式会社ニッパツパーキングシステムズ  
産業・生活関連   
主要業務：�機械式立体駐車装置全般の設計・製造販売・施工・賃貸借・メ

ンテナンス・リニューアル、駐車場付帯設備の設計・製造販売
●ニッパツ・メック株式会社  
産業・生活関連   
主要業務：�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、フットペダルの製造販売

●日本シャフト株式会社  
産業・生活関連   
主要業務：�ゴルフシャフト、金属バットなどの製造販売
●株式会社トープラ  
精密部品    
主要業務：�自動車用ねじ、ボルトおよび一般ねじ類の製造販売
●横浜機工株式会社  
産業・生活関連   
主要業務：�各種照明器具の開発製造販売
●株式会社ニッパツ・ハーモニー  

その他   
主要業務：�建物内外の清掃業務および緑化業務、一般廃棄物の分別

収集、製造補助作業
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海外グループ会社（36社）
 北・中南米

●NHKインターナショナル株式会社 
その他     
主要業務：�懸架ばねのR&Dおよびエンジニアリングサービス、HDD関連

部品の販売支援
●ニューメーサーメタルス株式会社  
懸架ばね   
主要業務：�スタビライザの製造販売
●NHKオブアメリカサスペンションコンポーネンツ株式会社  
懸架ばね  精密部品   
主要業務：�コイルばね、トランクリッドトーションバー、EV車向け駆動用

モーターコア、トランスミッション用皿ばねの製造販売、スタ
ビライザリンクの販売

●NHKシーティングオブアメリカ株式会社  
自動車用シート   
主要業務：�自動車用シート、内装機構部品の製造販売
●NHKスプリングプレシジョンオブアメリカ株式会社  
精密部品    
主要業務：�自動車エンジン用バルブスプリング、AT用ばねなどの製造

販売
●トープラアメリカファスナー株式会社  
精密部品    
主要業務：�各種ねじの製造販売
●ニッパツメキシコ株式会社  
懸架ばね   
主要業務：�自動車用懸架ばね、モーターコアの製造販売
●ラッシーニ-NHKアウトペサス有限会社  
懸架ばね   
主要業務：�板ばね、コイルばねの製造販売

アジア
●日本発条（泰国）有限会社  
懸架ばね  自動車用シート  精密部品  HDD関連部品   
主要業務：�自動車用懸架ばね、シート、内装品、精密ばねおよびHDD関連

部品の製造販売
●日発精密（泰国）有限会社  
精密部品     
主要業務：�ブレーキディスクなどの製造販売
●オートランス（タイランド）株式会社  

その他   
主要業務：�自動車・二輪車部品の納入代行
●NHKマニュファクチャリング（マレーシア）株式会社  
産業・生活関連   
主要業務：�プリント配線板の製造販売
●NHKスプリングフィリピン株式会社  
精密部品  HDD関連部品    
主要業務：�HDD部品の加工、外観検査および化成品（ウレタン、テープ

など）の打ち抜き加工
●日発投資有限公司  

その他     
主要業務：�中国における投資対応、中国グループ会社の統括および管

理支援、事業拡大支援など
●広州日正弾簧有限公司  
懸架ばね    
主要業務：�コイルばね、スタビライザの製造販売
●広州福恩凱汽配有限公司  
自動車用シート    
主要業務：�自動車用シートおよびコンポーネントの開発・販売
●湖北日発汽車零部件有限公司  
自動車用シート    
主要業務：�自動車用シートの製造販売

●重慶日発汽車零部件有限公司  
自動車用シート    
主要業務：�自動車部品および関連部品設計、製造販売、アフターサービス
●重慶慶鈴日発座椅有限公司  
自動車用シート    
主要業務：�自動車用シート、内装品および自動車部品の製造販売
●鄭州日発汽車零部件有限公司  
自動車用シート    
主要業務：�自動車用シートの製造販売
●佛吉亜日発（襄陽）汽車座椅有限公司  
自動車用シート    
主要業務：�自動車用シートの製造販売
●広州日弘機電有限公司  
精密部品  HDD関連部品   
�主要業務：�バルブスプリング、圧縮ばね、皿ばね、HDD関連部品の製造

販売
●日本発条（香港）有限公司  
HDD関連部品    
主要業務：�HDD用サスペンションの営業サポート
●日發科技有限公司  
HDD関連部品    
主要業務：�HDD用サスペンションの製造販売
●日發電子科技（東莞）有限公司  
HDD関連部品    
主要業務：�HDD用サスペンションの製造販売
●日発電子股份有限公司  
精密部品     
主要業務：�マイクロコンタクタ関連製品の販売
●友聯車材製造股份有限公司  
懸架ばね  自動車用シート   
主要業務：�板ばね、コイルばね、自動車用シート、内装品の製造販売
●日本発条インド株式会社  
懸架ばね     
主要業務：�コイルばね､スタビライザの製造販売
●NHKオートモーティブコンポーネンツインディア有限会社  
精密部品      
主要業務：�精密ばね製品の製造販売
●NHK F. クリシュナ インド オートモーティブ シーティング有限会社 
自動車用シート   
主要業務：�自動車用シートの製造販売
●日本発条・エフ・ケー・ビーユー・オートモーティブ・シーティング株式会社  
自動車用シート   
主要業務：�自動車用シートの製造販売
●日本発条・ケービーユー・シーティング株式会社  
自動車用シート   
主要業務：�自動車用シートの製造販売
●インドネシアニッパツ  
精密部品      
主要業務：�チェンテンショナの製造販売

欧州
●日本発条（欧州）株式会社  

その他    
主要業務：�欧州における事業管理および営業・技術サービスの提供
●NHKスプリングハンガリー有限会社  
懸架ばね    
主要業務：�コイルばね、スタビライザの製造販売
●イベリカ デ ススペンシオネス有限会社  
懸架ばね    
主要業務：�コイルばね、スタビライザの製造販売



営業拠点名

本社 〒236-0004
横浜市金沢区福浦3-10

TEL.（045）786-7511
FAX.（045）786-7599

横浜みなとみらい分館
〒220-8145
横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー45F

TEL.（045）670-0001
FAX.（045）670-0023

北関東支店 〒370-0427
群馬県太田市小角田町5

TEL.（0276）52-4411
FAX.（0276）52-4634

浜松支店
〒430-0944
浜松市中区田町330-5
遠鉄田町ビル5F

TEL.（053）454-7178
FAX.（053）456-1685

名古屋支店 TEL.（052）772-9111
FAX.（052）774-5767

大阪支店
〒532-0003
大阪市淀川区宮原3-5-24
新大阪第一生命ビル9F

TEL.（06）6391-3502
FAX.（06）6391-7302

広島支店
〒732-0052
広島市東区光町1-12-20
もみじ広島光町ビル4F

TEL.（082）264-7732
FAX.（082）264-7752

福岡営業所
〒812-0007
福岡市博多区東比恵3-4-2
ZS福岡ビル4F

TEL.（092）482-7301
FAX.（092）482-7303

所在地 連絡先

〒465-0025
名古屋市名東区上社1-1802
ST-BASE上社5F

ニッパツ本社と営業拠点《2018年 2月現在》
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