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Features and Strengths

ニレコの特徴と強み

セグメントとマーケット

鉄鋼 / 金属

プロセス事業セグメント

マー
ケット

ウェブ事業 検査機事業 オプティクス事業

化学 / 印刷

電気 / 電子

食品 / 農業

半導体

その他

株式会社ニレコは、「技術と信頼」を理念に掲げ、1950年(昭和25年)の設立以来長年にわたり、生産ラインに
おける制御・計測・検査装置のメーカーとしてお客様の生産活動を支え続けてまいりました。私たちの今日の
姿があるのも、ひとえにお客様、取引先様や株主様をはじめとしたステークホルダーの皆様のご支援があった
からこそと心より感謝いたします。近年は経済のグローバル化に伴い、私たちの製品も厳しい競争にさらされる
機会が増えております。このような市場環境において、私たちは、長い歴史で培った技術を活かしつつ、
新しい技術を追求し、様々な取り組みへ果敢に挑戦し続けることで、制御・計測・検査装置のリーディング・
メーカーとして確固たる地位を築いてまいります。先進の「技術」を提供し、お客様の声に応え続けることで
「信頼」を得るとともに、良きパートナーとして共に成長することを目指します。パートナーシップにより生み
出された価値が広く社会において用いられ、私たちが携わり生み出された製品を使う人々に喜びと感動を
もたらすこと、これが私たちニレコにとっての願いです。今後とも皆様におかれましては一層のご支援・
ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

私たちの製品の特徴を表すキーワードは『制御』、『計測』、そして『検査』です。それぞれの生産ラインの特性に合わせて、
時にはカスタマイズした製品を組み込むことにより、生産工程で生じるムダを無くし、また、品質の向上にも貢献して
まいりました。そして、組み込んだ後の生産を支える充実したサポートなど、長年にわたるそれら実績の積み重ねが
製品だけではない当社の強みとなっております。



プロセス事業は主に鉄鋼・非鉄金属業などの生産ラインを対象とした製品を取り扱っています。もとは製鋼プロセスにおいて
の温度や圧力といった運転条件の調節を油圧の力で制御するプロセス制御装置から端を発しており、設立当初からの
中核事業として発展してきました。今日では、鉄鋼製品の多岐にわたる生産工程で、その品質と効率を支えるために、
当社の様々な製品が活躍しています。また製品の提供だけではなく、保守点検や、部品・消耗品の交換といったアフ
ター・フォローも鉄鋼製品の生産を支える重要な役割です。絶え間ない生産活動を支え続けてきた長年の実績による信頼
性と充実したサービス体制が当事業の強みになっています。

プロセス事業
Process Control Business

■ 鉄鋼製造工程で使用されているニレコ製品

連続鋳造

スラブ

製鋼 渦流式溶鋼レベル計
溶けた鋼を型に
流し込む際の
溶鋼の表面の位置を
計測しています

冷延コイル
後処理

めっきポット

めっきコイル

焼鈍

表面処理 耳端位置制御装置
製造ラインを流れる
ウェブの蛇行制御を
行っています

自動識別印字装置
出来上がった金属素材に
様々な情報を印字します

石炭 溶鉱炉
転炉

原料・製銑 プロセス制御装置
溶鉱炉内の圧力、流量、
温度などの制御を行っています

鉄鉱石 石灰石



˳
eb Control Business

そもそもウェブとは、産業界ではシート状や巻物状になっている“薄いもの”のことを言います。身近なもので言えば、新聞や
雑誌に使われる紙、パソコン、スマートフォンなどの液晶パネルに使われる樹脂シートや、食品包装フィルムなどがその代表例
です。そのような“薄いもの”を取り扱う生産工程で、ズレ、たるみやシワなどが生じないように制御することをウェブ・コント
ロールといいます。具体的にどのようなコントロールが求められるかと言うと、「揃える」、「引っぱる」、「合わせる」が主なもの
です。これらの技術はプロセス事業の鋼板制御で培ってきました。その後、検査機事業で培った「検査する」技術を加え、お客様
の様々なニーズに応えるウェブ・コントロールの総合メーカーへと成長しました。

ウェブ事業

延伸
巻取り

耳端位置制御装置 ウェブの蛇行を制御、様々な基材に対応

張力制御装置
ウェブの張力を一定に保ち、
高精度な生産に寄与する

巻取り

巻出し

自動見当制御装置
グラビア印刷の
縦横見当を自動制御

蛇行制御装置（絵柄基準）
見えるから失敗しない！
絵柄基準による蛇行制御が実現！
デザインポジション
コントロールシステム

製品特徴

耳端位置制御装置
ウェブの送り出し、巻取り、加工の工程
で端を均一に揃えるようコントロール
する事で、綺麗に巻き取る、高精度に
加工する為の制御システムです。

張力制御装置
生産ラインの様々な工程で、ウェブの
張力を監視、制御し、高精度で安定
した生産をする為には必須のシステム
です。

見当合わせ制御装置
新聞、雑誌、包装資材などの多色印刷
時の色と色の位置ズレを全方位で調
整する事で、高精細で綺麗な仕上が
りを維持する制御システムです。

印刷品質検査装置
食品包装などに代表される様々な印刷
技術を使って生産される製品の異物や
汚れなどの不良個所を監視する検査
システムです。

■ 耳端位置制御・張力制御工程で使用されているニレコ製品

■ 耳端位置制御・見当合わせ制御で使用されているニレコ製品

揃える

引っぱる

合わせる

検査する

のり付け検査システム
カメラが捉えた
のり付け画像から、
のり付けの長さ、
位置などを検査

印刷品質検査装置
食品包装や印刷面の汚れなどを
検知し、不良個所を自動識別



Inspection System
 Business

検査機事業は、センシングや光学などのコア技術を駆使し、人間の目では認識が困難な小さなキズや汚れなどを高速かつ
高分解能で検査する装置を提供しております。もともとこれらの技術は、鉄鋼業向けに鋼材の表面を撮影した画像を演算処
理し、結晶粒度を測定するため、また、印刷物の網点を正確に計測・管理するために開発されたものです。その後、大学や研
究所での医学、生物学、工業製品などあらゆる分野における基礎研究、試験物の検査現場で長年にわたり技術を蓄積して
きました。現在では、高機能フィルムから食品、農産物まで、幅広い対象物を検査する製品を標準的に取り扱いながら、
絶えずお客様のご要望に応え続けています。

検査機事業

選果装置　AP800シリーズ

デスクトップ型近赤外分析計　A8850

■ 無地素材の表面検査に使用される検査装置

■ 食品検査装置

■ 近赤外検査装置

巻取り巻出し

無地表面検査装置
高速ラインでもあらゆる
欠点を見逃さない



■ 半導体検査で使用される非線形結晶

オプティクス事業は、様々な先端分野で使用されるレーザ装置や光学部品を提供しています。レーザはその特性から、製品への
マーキング・加工や各種検査用の光源として産業用分野、医療用分野で広く活用されています。当社は、培ってきた固体レーザ、
ファイバレーザなどの技術を駆使して、半導体検査装置用レーザ光源装置、レーザ加工用装置、医療診断装置用光源装置など、
幅広い分野へレーザ装置を提供しています。また、当社グループは高品質光学部品の製造に必要な光学設計技術、高精度
加工技術、測定・評価技術、高い知見を有した人材と設備を有しており、ユーザーニーズに合わせた波長板や偏光子などの各種
光学部品を広く産業界や学術分野へ提供しています。

オプティクス事業

O
ptics Business

CLBO結晶

■ 光学機器に使用される光学部品

偏光子

■ 半導体検査で使用されるレーザ

■ マーキング・微細加工などに使用されるレーザ

グリーンレーザHR-G10 加工サンプル事例

深紫外ファイバレーザCygnus



技術と信頼
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会社概要

プロセス事業 プロセス制御装置、自動識別印字装置、
耳端位置制御装置(メタル関連)、渦流式溶鋼レベル計 ほか
耳端位置制御装置(印刷、フィルム関連)、張力制御装置、
見当合わせ制御装置、のり付け制御装置、印刷品質検査装置 ほか

会 社 名 株式会社ニレコ
英 文 社 名 NIRECO CORPORATION
創 立 1950年11月
資 本 金 3,072百万円
株 式 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)証券コード：6863
本社所在地 東京都八王子市石川町2951-4 TEL：042-642-3111(代表) FAX：042-644-5815  

URL：https://www.nireco.jp (日本語) https://www.nireco.com (英語)
従 業 員 数 連結 427名（2021年3月末日）
売 上 高 78.9億円（2021年3月期）
事 業 内 容 制御および計測装置の開発、製造、販売ならびに保守サービス

ウェブ事業

検査機事業 無地表面検査装置、画像処理解析装置、近赤外分析装置、選果装置 ほか
オプティクス事業 レーザ装置、光学部品 ほか
代表取締役社長※1 久保田寿治 CEO
取締役※1 

取締役※1

取締役監査等委員※2

取締役監査等委員※2

取締役監査等委員※2

硲 光司 管理部門長
三浦 誠 プロセス事業部長 兼

Nireco Automatic Controller (Shanghai) Co., Ltd. 董事長
中野 厚徳
橋本 光男
中井 淳夫

※1 執行役員を兼任しております。※2 会社法に定める社外取締役です。

Corporate
D

ata

取 締 役

事 業 所

■ 八王子事業所(本店)
〒192-8522 東京都八王子市石川町2951-4
電話：042-642-3111(代表) FAX：042-644-5815(総務部)

■ 東京営業所（プロセス事業）
〒136-0082 東京都江東区新木場2-2-7
電話：03-5534-0585 (営業) 03-3522-2020（サービス）
FA X：03-3522-2002

■ 大阪営業所
〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-33
電話：06-6190-5550(代表/ウェブ営業・サービス)
電話：06-6190-5552(プロセス営業)   FAX：06-6190-5551

■ 明石営業所(プロセス事業)
〒674-0092 兵庫県明石市二見町東二見1065-6
電話：078-942-5488(サービス)   FAX：078-942-5487(サービス)

■ 九州営業所(プロセス事業)
〒803-0822 福岡県北九州市小倉北区青葉2-5-12
電話：093-953-8631(営業) 093-953-8672(サービス) 
FA X：093-953-8632(営業) 093-953-8673(サービス)

■ 光技術研究所
〒179-0081 東京都練馬区北町1-24-15 練馬北町ビルディング1F 
電話：03-6906-8020 FAX：03-6906-8030

■ ミヨタ精密株式会社
〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1675-2 
電話：042-774-0881（代表） FAX：042-774-0910

■ 株式会社光学技研
〒243-0033 神奈川県厚木市温水135番地
電話：046-224-2555 FAX：046-224-8007

■ 西武電機株式会社
〒193-0941東京都八王子市狭間町1458-7
電話：042-669-0308 (代表) FAX：042-669-0258

■ Nireco Automatic Controller (Shanghai) Co., Ltd. Room101, 
First Floor，Building 7，No.8，Lane449 Nujiangbei Rd, Putuo
District，Shanghai 200333 China

■ Nireco Taiwan Corporation 
No.2, Ln.12, Qingle St., Tucheng Dist., New Taipei City236, Taiwan

■ Nireco Process Korea Co., Ltd.
#920-37, Cheongang-Ro, Gangdong-Myeon, Gyeongju-Si, 
Gyeongbok, 780-912 Korea

■ Nireco International GmbH 
Deilbachtal 199, 45257 Essen Germany

グループ会社

http://www.nireco.jp/
http://www.nireco.com/


ニレコの歴史をさかのぼると、1931年、Askania Werke A.G.（ドイツ）により設立されたアスカニア合
資会社にたどりつきます。1936年、同社が株式会社への改組と同時に取り組んだのが、当時輸入に頼って
いた油圧噴射管式自動制御装置の国産化でした。同社の解散後、旧アスカニアの社員たちが中心にな
り、取引先企業の資本参加を得て、1950年に日本レギュレーターとして設立されたのが当社の始まりで
す。設立より取り組んできたプロセス自動制御装置は、鉄鋼や化学といった工業製品の発展・拡大ととも
に高まる生産現場の様々な要望に応えるため、培った技術に海外から取り入れた技術を融合すること
で新たな製品を開発し、産業界の発展に貢献してまいりました。このようにプロセス事業から始まった当
社は、その後、培った技術を応用してマーケットを徐々に広げ、プロセス事業、ウェブ事業、検査機事業、オ
プティクス事業の４つの事業を柱とする現在の姿になりました。

自動制御のパイオニアとして

1996 八王子事業所研究棟完成

1998 Nireco Taiwan Corporationを
増資引き受けにより子会社化

ISO9001の認証取得

2000 創立50周年

2003 中国にNireco Automatic Controller 
(Shanghai) Co.,Ltd.を設立

2004 店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所
(現JASDAQスタンダード)に株式を上場

2012 京橋事業所を閉鎖して八王子事業所に統合

2013 子会社ニレコ計装株式会社を吸収合併

2014 韓国にNireco Process Korea Co., Ltd.を設立

2015 八王子事業所の老朽化対策のため新棟建設
および耐震補強、付帯施設を新設

2017 株式会社メガオプトの株式取得により子会社化

2018 Nireco Process Korea Co., Ltd.が
土地建物取得、生産体制整備

2019 ドイツにNireco International GmbHを設立
子会社株式会社メガオプトを吸収合併

2021

株式会社光学技研の株式取得により子会社化

西武電機株式会社の株式取得により子会社化

ヒストリー

1931

1936

1945

1950

1951

1956

1965

1969

1971

1972

1979

1984

1989

Askania Werke A.G.(独)の
日本法人、アスカニア合資会社設立

アスカニア株式会社に改組

アスカニア株式会社解散

アスカニア社当時の自動制御装置

東京都中央区に日本レギュレーター
株式会社設立

東京都品川区に目黒工場開設

東京都大田区に六郷工場開設

東京都八王子市に八王子事業所開設

本店を東京都中央区から港区へ移転

目黒工場を
八王子事業所に
移転

子会社ニレコサービス株式会社
(後のニレコ計装株式会社)を設立

東京都八王子市石川町に本店移転登記

商号を「株式会社ニレコ」に変更
六郷工場を八王子事業所に移転

日本証券業協会に店頭登録
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