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代表取締役社長
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経営理念

経営理念、行動基準、Visionを通じて
ニッセイはこれからも
持続可能な成長を目指します

私たちはもの創りを通じた   “                          ”により
お客様へ“                 ”をお伝えします

当社は経営理念を「私たちは良き企業市民であるとともに、

企業風土を活性化し、自主性・創造性・チームプレイで

３つの満足（顧客・株主・従業員）を徹底追求します。」とし、

経営理念の実現のため２つの行動基準

『良き企業市民であるための行動基準』、

『３つ（顧客、株主、従業員）の満足追求のための行動基準』を設け、

グループ一丸となって取り組んでおります。

今日、当社を取り巻く経営環境は極めて速いスピードで変化しております。

当社は、このような大きな環境の変化をチャンスととらえるとともに、

社会に持続可能な発展をもたらす企業でありたいという決意のもと、

2030年を見据えた新たな経営ビジョン

「　　　　　　　　　　　　 」を2022年４月からスタートさせました。

当社は1942年の創立以来、ミシン部品の製造を通じて培った削る・磨くという加工技術をコアに、

歯車、減速機の製造へと時代の変化に対応した製品やサービスを提供してまいりました。

そこには、脈々と受け継がれてきた知識に新たな知識を融合させる温故“創”新の精神があります。

今日の多様化する社会の変化にグループ一丸となって挑み、

温故“創”新により製品を生み出し、提供することで、

すべての人に“　　　　　  ＝心から湧き出る感動”をお伝えするもの創り企業を目指してまいります。

ステークホルダーの皆様におかれましては、

今後とも一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

私たちは良き企業市民であるとともに、
企業風土を活性化し、自主性・創造性・チームプレイで
３つの満足（顧客・株主・従業員）を徹底追求します。

行動基準

Vision

私たちは、お客様の声や要望に耳を傾け、その声を製品に反映させることにより、
信頼される製品・サービスを提供し、お客様とより強固な信頼関係を構築します。

３つの満足追求のための行動基準

ありたい姿

加工技術と新技術を融合し、世界中のお客様の要求に
すばやくお応えし、安心安全な製品を提供する注力領域

ニッセイで繋がるすべての人に、
“　　　　　　 ”を伝えるもの創り企業になる

価値の提供 多様化する社会の変化を読み、
“　　　　　   ”で未来の創造に挑む

①顧客満足

私たちは、株主の期待に応える利益ある成長を実現し、企業価値を高めます。②株主満足

私たちは、経営活動の基盤である従業員のやる気・人格・個性を尊重するため、
一人ひとりの声を大切にし、安全で働きやすい職場環境と能力開発の機会を
提供して、適正な処遇を実現します。

③従業員満足

良き企業市民であるための行動基準

①人権の尊重　②法令・ルール等の順守　③公正で自由な競争の維持
④地球環境の積極的な保全活動　⑤地域社会への貢献　⑥反社会的勢力との対決
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［大口径中空タイプ DGH］

歯車
事業

不動産
賃貸

減速機
事業

ニッセイの
事業領域

事業紹介

減速機事業 オートメーション化が進む現代では様々な分野でギアモータが
必要とされています。これからもさらに多様化する用途に向け、
新たな価値を提供し続けることに挑戦します。　

歯車事業 三千年以上の歴史をもつ歯車も、まだまだ進化の途上。
時代のニーズに合わせ、新しい発想と技術で小径・小モジュール、
複雑形状、難切削材の歯車に挑戦します。

不動産賃貸 愛知県名古屋市内に
賃貸マンション2棟を運営しております。

ギアモータからサーボモータ用高精度減速機まで、多くの標準製品をラインナップ豊富な製品バリエーション1

半世紀を超える歯車加工の歴史により培った技術力高い技術力2

お客様にあわせた“使いやすさ”を提供できる、さまざまな特注仕様対応力柔軟な対応力3

平歯車、傘歯車合わせて150台以上の歯切盤を保有。JIS規格0級精度にも対応します。

OEM歯車業界トップクラスの各種小型歯車生産能力を有します。
豊富な生産設備1

受注、設計、加工・熱処理、完成まですべての工程を一貫生産する体制により、

高い品質管理と柔軟な納期対応を可能にしています。
一貫生産能力2

減速機事業の強み

減速機の採用事例

採用イメージ
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歯車事業の強み

自動ドア コンベア

全自動ブリスター包装機 無人搬送車

バッテリー電源タイプ
ギアモータ

サーボ用遊星減速機

平行軸
ギアモータ

同心中空軸ギアモータ

産業用ロボット 工作機械

船外機 電動工具

歯車の採用事例

ハイレシオハイポイドギア

インターナルギア

ハイポイドギア

特注減速機

高剛性減速機

スパイラルベベルギア
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［扁平・軽量タイプ DGF］

産業用ロボット・FA 機器市場に向けた減速機の新ブランド - 高剛性減速機 UXiMO( アクシモ ) - に、「高剛性・高トルク
・大口径中空」を特長とした第一弾製品【大口径中空タイプ DGH】に続き、新たに「軽量・コンパクト」を特長とする
【扁平・軽量タイプ DGF】をラインナップしました。
本製品を採用いただくことで、ロボットや FA 機器の高速化、コンパクト化とお客様の設計の自由度の向上に貢献します。
今後もお客様の多様なニーズにお応えできるよう、製品ラインナップを拡充させてまいります。

垂直多関節ロボット スカラロボット ウェハ搬送ロボット 位置決めポジショナー タレット割出駆動 AGV駆動
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ブラザー工業株式会社本社● 株式会社ニッセイ本社● 販売拠点● 製造拠点■

BROTHER INTERNATIONAL
CORPORATION (U.S.A.) 

ブラザーグループ販売拠点

BROTHER INDUSTRIES
(U.S.A.) INC.

ブラザーグループ製造拠点

アメリカ

中国

日静貿易（上海）
有限公司

ニッセイ販売子会社

日静減速機製造（常州）
有限公司

ニッセイ製造子会社

韓国

BROTHER INTERNATIONAL 
KOREA CO., LTD.

ブラザーグループ販売拠点

日本（安城）

株式会社ニッセイ本社

本社工場A棟（精密歯車工場）

国内の製造拠点

安城南工場

減速機第2工場

主要拠点
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会社概要沿 革

商号

本社所在地

設立

資本金

事業内容

役員

代表取締役 社長

代表取締役 専務執行役員

取締役 常務執行役員

取締役

取締役

監査役（常勤）

監査役

※

※

※

野﨑 剛寿

和田栗 伸彦

阿部 正英

只 雄一

寺倉 達雄

山田 智之

加藤 正

上記※印の取締役は、執行役員を兼任しております。

株式会社 ニッセイ　（NISSEI CORPORATION）

愛知県安城市和泉町井ノ上1番地1

1942年（昭和17年） 3月12日

34億7千5百万円

1. 各種減速機の製造販売

2. 各種小型歯車の製造販売

3. マンション等の不動産賃貸

1942年

日本ミシン製造株式会社(現ブラザー工業株式会社)へ
ミシン部品を供給する目的で、名古屋市瑞穂区に
日本ミシン針製造株式会社を設立

1956年

日本ミシン精機株式会社に商号変更

1964年

愛知県安城市に工場新設

1965年

日精工業株式会社に商号変更

1985年

安城南工場新設
1986年

本社を安城市に移転

2000年

ISO9001、ISO14001認証取得
株式会社ニッセイに商号変更

2001年

安城南工場増設

2006年

「平成17年度愛知ブランド企業」認定取得

2007年

減速機第2工場新設 2009年

中国に販売子会社
日静貿易（上海）有限公司を設立

2010年

中国に製造子会社
日静減速機製造（常州）
有限公司を設立

2012年

中国に販売子会社日静貿易（上海）有限公司
深圳分公司を設立

2013年

ブラザー工業株式会社による連結子会社化
精密歯車工場新設

2016年

AEO事業者（特定輸出者）承認取得

2021年

熱処理工場新設

2022年

ブラザー工業株式会社による完全子会社化
「健康経営優良法人2022」～ホワイト500～に認定
※2018年、2019年、2021年にも認定

1955年

小型歯車および工作機械
部品の製造・販売を開始

1974年

平行軸減速機の生産開始

1980年

直交軸減速機の生産開始

1984年

小型ギアモータの生産開始
インダクションモータの生産開始

1987年

HRH（ハイレシオハイポイドギア）
の生産開始

1991年

中空軸減速機の生産開始

2002年

バッテリー電源ギアモータ
の生産開始

サーボモータ用高精度減速機
の生産開始

2008年

サーボモータ用高精度減速機
AFCタイプの生産開始

2013年

サーボモータ用高精度減速機
APGタイプの生産開始

2018年

“GTR”MIDシリーズ（NEXT GTR）
の生産開始

2020年

バッテリー電源ギアモータ
SDシリーズの生産開始

2021年

高剛性減速機の生産開始

2010年

IPMギアモータ速度制御タイプの生産開始

2011年

IPMギアモータ位置制御タイプの生産開始

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

［ 主要製品 ］

■  

※株式会社ニッセイはブラザー工業株式会社のグループ会社です。
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2022年12月

株式会社ニッセイ
https://www.nissei-gtr.co.jp

本 社 〒444-1297 愛知県安城市和泉町井ノ上1番地1
TEL：0566-92-1151 （大代表)　FAX：0566-92-2283
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