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COMPANY PROFILE
この報告書は、
エコマーク認定の古紙配合率
70％の再生紙を使用し、
石油系溶剤をゼロにし
た環境にやさしいインキで印刷されています。
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それがニックスです。

代表取締役社長

ニックスのものづくりは、
すべてここから始まります。

弊社は、開発型メーカーへの転身を志して以来、
「Nothing to Something（無から有を生み出す創造力）」の信念のもと、
お客様が抱える課題の解決を第一に考え、今日まで歩んでまいりました。
今後は、グローバルレベルで激変する社会において、更にスピード感覚・グローバル感覚を
研ぎ澄まし、素材開発から製品化までを一貫して実現できるユニークな企業として、
常にお客様の傍らにいる存在であり続けたいと思っております。
そしてさらに、企業活動を通じて社会に貢献することを弊社の使命と捉え、
その実現に向け、全社一丸となって取り組んでまいります。
今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

オリジナリティーの高い
「オンリーワン製品」を
グローバル・マーケットに提供

Nothing to Something...

「無から有を生み出す開発型メーカー」

常識
への

挑戦
世の中にないモノをつくる
お客様のニーズ以上のものを形にするため、原料となる素材から開発をする・・・、
私たちニックスの開発・提案は常識への挑戦でもあります。
自社開発の「NIXAM®」シリーズは、金属のプラスチック化、防虫忌避、
導電性、耐熱摺動性など、特殊機能を持つプラスチック素材です。
これからも新しい市場を創造し、新たな価値・新たな素材を創出していきます。

金属部品のプラスチック化 温水用樹脂継手

マックスインジョイント®

防虫忌避効果

ARINIX®

「金属のプラスチック化」を実現した住宅業界

アリ、クモ、ゴキブリなどに対する防虫忌避効

向けのNIXAM®製品で、床暖房システムの温

果があり、厨房や自動販売機などの環境衛生

水器水口からの配管継手として採用されてい

を重視する場所でお役に立てるプラスチック

ます。軽量かつ102℃で50年保証という耐久

樹脂製品です。形状もお客様のニーズにフレ

性に優れ、用途に応じた豊富な品揃えでお客

キシブルにお応えすることができます。

様の様々なニーズにお応えしています。

Metal Joint

Plastic Joint

®

世界
水準

Nikko－RackTM

をつくる

ニックス発、世界のトップブランド
私たちニックスは、グローバルスタンダードをめざし成長し続けています。
それを裏付けるのが自社開発製品の「Nikko－RackTM（ニコラック）
」
。
世界中の実装ラインで採用され、100万台を超える販売実績を持つ世界水準のマ
ガジンラックです。
また、事務機器内部の部品を「留める」
、電線を「束ねる」
、金属のエッジから「保
護する」目的で使われている工業用プラスチックファスナーや、プリンター紙送
りローラーに使われる「軸受け」にもニックス製品が数多く採用されています。
全てのニックス製品が、業界屈指の品質保証体制からつくり出されており、トッ
プレベルのシェアを誇っています。

世界販売実績 国内シェア
100万台以上 トップレベル

環境対応
RoHS適合品

実装基板の搬送や保管に使用するマガジン
ラックで世界水準レベルのニコラック。
わずか5秒で基板幅調整が行えるワンタッチ
幅調整機構を搭載し、軽量で精度・品質に優
れ、ゆがみがありません。
様々なカスタムメイドにも柔軟に対応いたし
ます。

精密性や耐久性等、さまざまな特性をもった

耐熱・耐摩耗性

プラスチックファスナー

プリンター用滑り軸受け

プリンタ－など事務機器内部で多く使われて

従来のボールベアリング軸受け（転がり軸受

いるケーブルクランプ部品です。精密性、耐久

け）を滑り軸受け機構にかえる製品です。より

性、耐熱性などに優れていると同時に、環境

軽量・低コスト・高耐磨耗性などのお客様の

対応を考慮したリサイクル性、取り付け作業

多様なニーズにお応えする製品です。

の容易性、省スペース化に配慮した製品です。

社会
へ の

貢献
あなたの日々の暮らしの中に
日々の暮らしを陰からそっと、そして確実に支えるニックスの製品たち。
「無から有を生み出す」という私たちの基本姿勢は、ジャンルにとらわれない様々
な分野への可能性を意味します。
私たちニックスの創造力とスピードは、世界に通じる品質保証体制と地球環境に
調和しながら、時代の求める様々なニーズへ対応いたします。

主なマーケットとニックス製品群

生産設備 自動車
通信機器

世界に通用する品質を保証したニックス製品は、
ここからつくり出されています。

事務機器
（プリンター）
映像機器
（プロジェクター）
家電
（液晶、PDPTV）

マガジンラック
（Nikko-RackTM）
塵埃除去装置
静電気対策ラベル

株式会社ニックスは、精密エンジニアリン
グプラスチック関連部品及びJIG（生産性
向上の為の道具立て）の開発、設計、製造
及び販売活動を通して、地球環境及び地球

ファスナー 軸受け
高さ調整アジャスター

環境に優しい環境保全の重要性を認識し、
地球社会の一員として社会に大きく貢献し

自動車 産業機器
アミューズメント 電設資材

ます。

ファスナー
車輌用特殊部品

住宅設備
（給湯器、
ガス器具）
アパレル
マックスインジョイント®
ガスレンジ用操作ユニット
フロントアジャスター

ニックス環境理念

環境衛生
防虫忌避部材
（ARINIX®
）
デザインルーム

射出成形工場

上／本社 下／グローバル生産本部 共にISO14001認証取得

Think globally,
Act globally.

「無から有を生み出す開発型メーカー」
それがニックスです。

代表取締役社長

ニックスのものづくりは、
すべてここから始まります。

弊社は、開発型メーカーへの転身を志して以来、
「Nothing to Something（無から有を生み出す創造力）」の信念のもと、
お客様が抱える課題の解決を第一に考え、今日まで歩んでまいりました。
今後は、グローバルレベルで激変する社会において、更にスピード感覚・グローバル感覚を
R＆Dセンター（研究・開発拠点）
NIX OF AMERICA
North America Branch
研ぎ澄まし、素材開発から製品化までを一貫して実現できるユニークな企業として、
香港日幸有限公司

常にお客様の傍らにいる存在であり続けたいと思っております。
そしてさらに、企業活動を通じて社会に貢献することを弊社の使命と捉え、

R＆Dセンター（テクニカルサイト）

その実現に向け、全社一丸となって取り組んでまいります。
今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
本社

上海日更国際貿易有限公司

グローバル生産本部（生産拠点）

ニックスはキラリと光る技術によって、
お客様の製品を陰からデザインする価値創造企業です

大阪オフィス

名古屋オフィス

中山日幸精密機械有限公司

NIX TRADING
(THAILAND) LTD.

会社概況
株式会社ニックス

商
号
証 券 コ ード
設 立 年月日
資 本 金
代 表 者
従 業 員 数
本社所在地

代表取締役社長 青木一英
連結 175 名（2017 年 9 月末現在）
神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-3 クイーンズタワー B 8F
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事 業 内 容

主 な エ ンド
ユーザー先

本

社

4243（東京証券取引所 JASDAQ 市場）
1953 年 4 月 11 日
4 億 6,813 万円（2017 年 9 月末現在）

・日幸工業株式会社を設立 ― 1953
・射出成形部門を開設し、射出成形機を導入 ― 1960
・本社社屋を新築 ― 1974

名古屋オフィス

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵 3 丁目 15 番 31 号 千種第 2 ビル 6Ｆ
Tel：052-937-7301（代表） Fax：052-937-7319

北 米 支 店

2055 Junction Avenue, Suite 230, San Jose, CA 95131
Tel：+1-408-428-9846 Fax：+1-408-428-9376

Ｒ&Ｄセンター

〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本 2-23-3
Tel：042-773-6781（代表） Fax：042-773-6801

Ｒ&Ｄセンター
（テクニカルサイト）

〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台 3-1-5
Tel：042-773-6781（代表） Fax：042-773-6801

津久井事業所

〒252-0161 神奈川県相模原市緑区青野原 2111
Tel：042-787-1131（代表） Fax：042-787-0523

スチック製品を販売

●
●1966 ― ・初の自社ブランド製品「ニッコーマークバンド」
（特許
●
品）の販売開始
●1975 ― ・工業用ファスナーの生産・販売を開始

●1979 ― ・非帯電樹脂による石油ス
トーブ用「水準器」の販売

開始

●1983 ― ・生産設備冶具（プリント基板自動挿入機用マガジン

・津久井事業所を新設 ― 1987

●

ラック「NKサート」）の販売開始

●1990 ― ・松下電器産業（現

・相模原事業所・R&Dセンターを新設 ― 1992
・NIX OF AMERICA設立 ― 1995

ユニットの販売開始

パナソニック）
「画王」向けトレー

●
●1993 ― ・スクロールコンプレッサー用「チップシール」の販売

開始

●1995 ― ・OA機器用ファスナーの販売開始
●1996 ― ・NIXAM摺動部品の販売開始

〒220-6108 横浜市西区みなとみらい 2-3-3 クイーンズタワー B 8F
Tel：045-221-2001（代表） Fax：045-221-1230
〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-3 アストロ新大阪第 2 ビル 4Ｆ
Tel：06-6305-0451（代表） Fax：06-6308-4776

●1953 ― ・電磁接触器、ポリエチレン、ビニール加工品、プラ

通信4社（NEC、富士通、日立製作所、沖電気）より、
電子交換機用プラスチック部品の受注開始
●1976 ― ・工業用ファスナー「コードロック（NC-1、NC-2）
」
の販売開始

①工業用プラスチック部品、
プラスチックファスナーなどの部品の企画・開発・製造・販売
②プラスチック機構部品の企画・開発・製造・販売
③NIX オリジナルプラスチック素材（NIXAM®）による高機能部品の企画・開発・製造・販売
④プリント基板、ガラス基板などの特殊基板を収納するマガジンラック及び関連する周辺
機器の企画・開発・製造・販売
⑤ラベル、ラベル貼付機などのラベル関連の企画・開発・製造・販売
EPSON、LG、大阪ガス、沖電気、ガスター、キヤノン、ケーヒン、コカ･コーラ、コニカミノルタ、
CONTINENTAL、SAMSUNG、三桜工業、XEROX、ソニー、ダイオ化成、ダイキン工業、
TESLA 、デンソー、東京エレクトロン、東京ガス、東芝、東邦ガス、日本電産、ノーリツ、
パナソニックグループ、浜松ホトニクス、日立グループ、ファナック、三菱グループ、LIXIL、
リコー、リンナイ（五十音順：敬称略）

大 阪オフィス

［グループ会社］

沿革

・トリンプ向け「フロントアジャスター」の販売開始

Metal Joint

Plastic Joint

●1999 ― ・NIXAM製品「マックスインジョイント」を開発
●2000 ― ・北米向けにNIXAM製品「スパイダーガード」の販売開始

［NIX OF AMERICA］

2055 Junction Avenue, Suite 230, San Jose, CA 95131
Tel：+1-408-321-8286 Fax：+1-408-428-9376

・社名を「株式会社 ニックス」に変更、― 2001
MM21に本社を移転

●

・本社及び津久井工場がISO14001の認証を取得 ― 2002

●

・香港日幸有限公司を設立 ― 2003

［香港日幸有限公司］
香港新界荃灣沙咀道 381-389 號 榮亞工業大廈 20 樓 C 座
Tel：+852-3428-8309 Fax：+852-3428-8319
［上海日更国際貿易有限公司］
上海市浦東新区東方路 3261 号振華企業広場Ｂ座 2715 室
Tel：+86-21-5018-7680 Fax：+86-21-5017-3295

●
●2004

●2005

・JASDAQに株式上場 ― 2007

［NIX（THAILAND）LTD.］

13th Floor, BB Building, 54 Sukhumvit 21 Road, Klongtoey-Nua, Wattana,
Bangkok 10110 Thailand
Tel：+66-2-261-3931 Fax：+66-2-261-3932

・中山日幸精密機械有限公司を設立 ― 2010
・上海日更国際貿易有限公司を設立 ― 2011
・NIX TRADING（THAILAND）LTD.を設立 ― 2012
・珠海立高精機科技有限公司を設立 ― 2016
・NIX（THAILAND）LTD.を設立

［珠海立高精機科技有限公司］
珠海市聯港工業区雅士電子厰 3 号厰房
Tel：+86-756-7738399 Fax：+86-756-7738699
2018.1

・耐熱ファスナーの販売開始

・愛・地球博会場内の自動販売機に防虫忌避部品
「ARINIX」採用
・マウンタ用ラベルフィーダーカセット
POD（Print On Demand）の販売開始

●

●2010 ― ・ARバグバンパー（ARINIXⅡシリーズ）が超モノづくり
●
大賞「ものづくり生命文明機構 理事長賞」を受賞
●
●

