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ナブテスコ株式会社は 、流体・空圧制御技術を持つ「株式

会社ナブコ」（1925年設立）と切削・組立加工技術を持つ

「帝人製機株式会社」（1944年設立）が2003年に統合して

誕生しました。

以来、両社から受け継ぐ技術基盤・事業の拡充を進め、

「モーションコントロール技術」を中核とした幅広い分野で

事業を展開しています。

ナブテスコは、どのような会社？

ナブテスコの歴史

1945 繊維機械の製造、販売を開始

1955 航空機部品の製造、販売を再開

1959 工作機械の製造、販売を開始

1961 油圧機器の製造、販売を開始

1966 東洋自動機株式会社（包装機の製造、販売）を設立

1986 産業用ロボット向け精密減速機の製造、販売を開始

年設立*

年設立

帝人製機株式会社

ナブテスコ株式会社

株式会社ナブコ

年設立*

2004 タイに「Nabtesco Automotive Products (Thailand) Co., Ltd.」を設立（商用車用機器）

2008 タイに「Nabtesco Power Control (Thailand) Co., Ltd.」を設立（油圧機器）

2009  「ナブテスコオートモーティブ株式会社」を設立（商用車用機器）

2011  M&Aにより、スイスに「Gilgen Door Systems AG」を設立（自動ドア・プラットホームドア）
中国に「江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司」を設立（鉄道車両用機器）

2013  中国に「上海納博特斯克船舶機械有限公司」を設立（舶用機器）
M&Aにより、イタリアに「Nabtesco Oclap S.r.l.」を設立（鉄道車両用機器）

2015 中国に「納博特斯克（中国）精密机器有限公司」を設立（精密減速機）

2016 「ナブコシステム株式会社」を連結子会社化（自動ドア）

2017  M&Aにより、ドイツの「OVALO GmbH」を子会社化
ドイツに欧州統括会社「Nabtesco Europe GmbH」を設立
ナブテスコR&Dセンターを設立

1925 鉄道車両用エアブレーキ装置の製造、販売を開始

1949 油圧機器の製造、販売を開始

1953 車両用ドアエンジンの製造を開始

1956 建物用自動扉装置の製造を開始

1963 舶用制御装置の製造、販売を開始

 東洋自動機株式会社（包装機の製造、販売）を設立

沿革に関する詳細情報はこちら

*  1944年に帝人航空工業株式会
社として設立し、1945年に帝人
製機株式会社へと社名変更

*  1925年に日本エヤーブレーキ
株式会社として設立し、1992年
に株式会社ナブコへと社名変更
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ナブテスコグループの製品・技術は、産業用ロボット

向け精密減速機や油圧機器、輸送用機器、自動ドア

など日常にある身近な製品に活かされています。

その中核となるのが「うごかす、とめる。」を精密に

制御するモーションコントロール技術です。

品質の高い製品や、お客さまのニーズに応えるサー

ビス力を活かし、各分野で高いシェアを獲得しています。

ナブテスコのプレゼンスは？
ナブテスコは鉄道車両用ブレーキの分野で90年以上、精密減速機の

分野で30年以上と、長きにわたり各事業分野のスペシャリストとして

市場をリードし、技術革新に取り組んできました。

QCDS（Quality、Cost、Delivery、Service）の向上を追求すること

に加え、磨きあげてきた技術開発力、生産技術力、提案力を活かし、

国内外のお客さまから高い信頼を得てきたことにより、各分野でのトップ

シェアを確立しています。

◆   鉄道車両用
ブレーキシステム

◆  中大型産業用ロボット
関節用途精密減速機

◆  商用車用
エアドライヤー

◆  建物用自動ドア

◆   鉄道車両用ドア
開閉装置

◆   商用車用ウェッジ
ブレーキ用チャンバー

商用車用機器

精密減速機

自動ドア舶用機器

航空機器油圧機器

包装機

約50%

約60%

約70% 約20%約40%

約25%
約100%

約85%

約 70%

約80%

約50%

鉄道車両用機器

ニッチトップで市場をリード

◆  舶用エンジン
遠隔制御システム

◆  油圧ショベル用
走行ユニット

◆  フライト・コントロール・
アクチュエーション・
システム

◆  レトルト食品用
充填包装機

国内
シェア

世界
シェア

世界
シェア

世界
シェア

世界
シェア

国内
シェア

国産機
シェア

国内
シェア

国内
シェア

国内
シェア

国内
シェア

ナブテスコが社会に貢献する つの主要製品

※ 市場シェアの出所については、ナブテスコ株式会社のウェブサイトをご参照ください。

ナブテスコのプレゼンス
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ナブテスコは  うごかす、とめる。で社会に貢献します。

ナブテスコグループはモノを正確に動かし、止める技術でみなさまに「安全・安心・

快適」な生活空間を提供することのみならず、企業としての社会的責任を果たす

ことで、持続的な企業価値の向上に努めています。

マテリアリティ（重要な経営課題）の検証プロセスを通じ、SDGs*との関連性を

整理することで、各項目の及ぼす潜在的な影響を認識し、効率的、効果的な資源

投入を行うことでSDGsの達成に貢献していきます。

*  国連の持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）の略。気候変動をはじめとした環境、飢餓、教育、
経済成長など17に分類された国際目標で、2030年までの達成を目指す。

ナブテスコは、どのように社会へ貢献しているのか？

ものづくり・まちづくり

産業用ロボット市場は拡大傾向
先進国では、少子高齢化による労働力人口の減少を受け、特に製造業における省人化や生産性向上を目的とした産業用

ロボットの導入が進んでいます。また、中国や新興国においては、品質向上のニーズや賃金上昇による省人化・自動化のニーズ

が高まっています。これらを背景として、産業用ロボット市場は世界的に拡大傾向にあります。

国際ロボット連盟によると、世界の産業用ロボット市場（小・中・大型ロボットを含む）は中期的に年率10%超で成長

すると予測され、特に中国では他地域を超えるレベルでの成長が見込まれています。

精密減速機

産業用ロボット関節用途で高いシェアを持つ精密減速機

1985年当時、産業用ロボットは衝撃で壊れやすく、アームが振動するという問題を抱えて

いました。高剛性・高精度の特性を持つナブテスコの「精密減速機RVTM」は、これらの問題

を解決し、国内外の産業用ロボットへの採用が急速に拡大しました。ナブテスコはこうした

技術特性を活かした中・大型ロボット分野向け製品で、国内外のロボットメーカーから

の信頼を得て、高いシェアを維持しています。

産業用ロボットの導入は、人手による危険な作業を減らし、労働力不足を解消するだけでは

なく、生産現場での品質の安定、生産性の向上やイノベーションの促進に貢献しています。

さらに、ナブテスコの「精密減速機RVTM」は、医療・食品・半導体・物流といった他

分野でも活用されており、産業用ロボットだけではなく、より広い分野での社会課題の解

決に貢献しています。

関連するSDGs

精密減速機RVTM

https://www.nabtesco.com/products/robot.html

ナブテスコのアプローチ
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油圧ショベルの世界需要は増加傾向
油圧ショベルをはじめとする建設機械は、都市の工事現場だけではなく、時には過酷な環境下での性能を求められる

資源採掘現場など幅広い分野でも使われています。

現在、中国や新興国では急速な経済発展に伴い、道路・鉄道・上下水道などの都市インフラを整備し、産業発展の基盤を

構築することが大きな課題となっています。そのため、こうしたインフラ整備に欠かせない油圧ショベルの需要が高まって

います。

油圧機器

ナブテスコのアプローチ

関連するSDGs

油圧ショベル用走行ユニット

AT300

鉄道のさらなる省エネルギー化
鉄道は環境負荷の少ない交通手段であり、また自動車による道路の渋滞の解消・緩和にも寄与することなどから、世界

各地で鉄道インフラの整備が進んでいます。

鉄道には今後さらなる省エネルギー性能が求められます。鉄道技術の先進国である欧州諸国では省エネルギー

施策が積極的に推進され、日本国内でも省エネルギー化への期待が高まっています。そのため、装置の軽量化・小型化、

消費電力低減などは、世界中のメーカーにとって解決すべき課題となっています。

鉄道車両用機器

ナブテスコのアプローチ

関連するSDGs

中国や新興国をはじめとする世界の産業発展に貢献

1977年以来、ナブテスコは減速機・油圧モーターなどを一体化した走行ユニット

「GMシリーズ」の生産を行っています。油圧ショベルに搭載される同製品は、コンパ

クトなサイズで大きなパワーを生み出す効率のよさに加え、過酷な使用条件にも負けな

いほど耐久性と信頼性に優れていることから、お客さまの支持を広く得ています。ま

た、中国工場・タイ工場など最終消費地に近い地域で生産することで、お客さまと緊密

な関係を構築しています。

今後は、製品ラインアップを拡充し、最適な油圧システムの提案をすることで、さら

なる付加価値を提供し、世界の産業発展に貢献していきます。

鉄道網整備とCO2排出量削減に貢献する製品

ナブテスコは、増大する鉄道インフラ整備の需要を取り込み、鉄道車両に対して、ブレーキ

制御装置や電気式ドアエンジンを提供しています。これにより、日本国内はもとより、新興国

など世界の鉄道の定刻運行・安全運行に貢献しています。

一方、環境面での対応も積極的に行っています。現在開発中のブレーキ制御装置では、

従来機比半減を目指した軽量化・小型化に取り組んでいます。機器の軽量化を実現する

ことにより、使用電力を減らしCO2排出量削減にも貢献することができます。

また、電気式ドアエンジンでは、従来機比約15％軽量化し、電力消費を約50％減少さ

せた製品を国内外で供給しています。

https://www.nabtesco.com/products/railway.htmlhttps://www.nabtesco.com/products/powershovel.html

人やものの移動ものづくり・まちづくり
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関連するSDGs

https://www.nabtesco.com/products/aircraft.html

民間航空機市場の拡大と課題
世界の民間航空機市場は、20年後には現在の2倍になると予想されています。特に、人口増加・経済の発展を背景に、

アジア地域での航空機需要が増加する見込みです。

民間航空機には、航空事故を未然に防ぐ安全な機体であることはもちろん、高いエネルギー効率も求められており、環境

保全の観点からも課題があります。

航空機器

ナブテスコのアプローチ

フライト・コントロール・
アクチュエーション・システム

安心・安全、そして環境保全に貢献

ナブテスコは、民間航空機に対して航空機の重要部品の一つである高品質な「フライト・

コントロール・アクチュエーション・システム」を提供しています。同システムは、航空機

の姿勢制御や方向転換を担っており、信頼性の高い製品の提供により、安全・快適な空の

旅に貢献しています。加えて、予防保全の提案などによるアフターサービスも行い、定

時運航率の向上にも貢献しています。

また防衛分野においては、救難ヘリコプターや救難飛行艇向けに各種装備品を提供し、

安全な飛行の支援や迅速な救難活動の展開に貢献しています。

さらに、通常の機体より消費電力が大きいB787には、より効率的な配電を可能にする

「高電圧配電装置」を供給し、電力消費の改善に貢献しています。

人やものの移動

電子制御油圧バルブ

船舶の環境規制強化
船舶業界では、排出される大気汚染物質やバラスト水による海洋汚染などが重要な社会課題と認識されています。国際

海事機関（IMO）も、2016年から窒素酸化物（NOx）の、2020年から硫黄酸化物（SOx）の排出規制を強化するなど、業界

全体として課題解決への対応が進められています。

なかでも、船舶の心臓部であるディーゼルエンジンの排気ガスのクリーン化は喫緊の課題であり、今後船舶用エンジンの

電子制御化に加えて、省燃費や燃料の多様化が一層進むと予想されています。このように、環境規制を背景に船舶業界

では技術革新が進んでいます。

舶用機器

関連するSDGs

船舶の燃費向上への取り組み

ナブテスコでは、電子制御エンジン向け「電子制御油圧バルブ」を製品化しています。

同製品は、船舶の主推進機関の運転状態に応じて、燃料噴射と排気弁駆動の最適な制御

を実現するバルブであり、排出ガスのクリーン化などに貢献しています。

また、電子制御油圧バルブの状態基準保全のための状態監視BOXを製品化するなど、

MRO（Maintenance, Repair, Overhaul）サービスも提供しています。故障予知を

含む保全対策としての取り組みを強化することで、製品の長期使用を可能にし、安全

な航行にも寄与していきます。

こうした取り組みにより、窒素酸化物（NOx）などの排出量削減に貢献していきます。

https://www.nabtesco.com/products/ship.html

ナブテスコのアプローチ

人やものの移動
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ナブテスコが展開する 
自動ドアのブランド 

「NABCO」「GILGEN」のマーク

自動ドアの高付加価値化と用途拡大
自動ドアは、多くの人が安全で快適に利用するためにオフィスビルやさまざまな施設に設置されています。身近な移動・

生活空間だけではなく、衛生管理が必要な病院や食品工場などでも広く普及しています。

近年の自動ドアには、利用者の利便性向上にとどまらず、安全性の向上や省エネルギーへの貢献による環境負荷低減、

バリアフリー化などの社会ニーズに合わせた対応が求められています。

自動ドア・プラットホームドア

ナブテスコのアプローチ

あらゆる場所に最適な自動ドアを

ナブテスコは、通りたい人だけに反応する画期的な自動ドア「NATRUS+e（ナトラスプ

ラスイー）」を展開しています。

動線検知制御により、ドアを通る人・通らない人を判断することができるため、必要な

時だけドアを自動開閉することができます。従来の自動ドアと比較した場合、不要開放時

間が約45%*削減され、空調機の消費電力量も約20%*削減する効果があり、省エネルギー

に大きく貢献しています。

ナブテスコは、日本で最初に自動ドアを製造して以来、パイオニアとして国内外のオフィス

ビル・病院・ショッピングセンター・空港・コンビニエンスストアなど、あらゆる場所に最適

な自動ドアを提供してきました。今後も、室内環境改善や省エネルギー、バリアフリー化

に貢献していきます。
* 当社条件によるモニター実施現場での実測値であり、設置条件、通行状況、その他の要因により効果が異なる場合があります。

関連するSDGs

https://www.nabtesco.com/products/automaticdoor.html

変革期を迎える自動車業界
自動車業界は、CASE（Connected, Autonomous, Shared/Service, Electric）に代表される変革期を迎えて

おり、イノベーションを通じた社会課題解決に取り組んでいます。例えば、日本国内におけるドライバー不足による物流

危機に対して、経済産業省および国土交通省の主導により、「高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・

実証事業」が進められています。これは、電子連結技術を活用したトラックの隊列走行システム（2台目以降の後続車両は

無人走行するシステム）の実証実験であり、自動走行システムの社会実装に向けた準備が進められています。

商用車用機器

ナブテスコのアプローチ

関連するSDGs

後付装着対応 ドライバー異常時 
対応システム（EDSS）

自動運転に寄与する製品による社会課題解決

ナブテスコは、「高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業」に

おいてブレーキ作動の電気信号化に貢献しています。大きな変革期を迎える自動車業界

において、ドライバー不足を解決する製品を提供することで効率的な物流への貢献を

目指しています。

また、このプロジェクトで培った技術を活かした「後付装着対応 ドライバー異常時対応

システム（EDSS*）」を展開し、バスの乗客とドライバーの安全の確保に寄与しています。

加えて、オイル排出を防止する製品などで環境負荷低減も図るなど、経済発展や快適

な生活に貢献しています。
* EDSS：Emergency Driving Stop System

https://www.nabtesco.com/products/automobile.html

人やものの移動 日常生活と福祉
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福祉機器 包装機

ナブテスコのアプローチ
ナブテスコのアプローチ

関連するSDGs 関連するSDGs

超高速自動充填包装機

生活用品の生産

介助用電動車いす
アシストホイール

高齢社会に伴う介護人材の不足
高齢社会の進展により介護の必要な方が年々増加している一方で、労働人口は減少傾向にあるため、介護人材の不足を

解決することが社会課題となっています。同時に、介護者の負担軽減、労働環境の改善についても考慮することが求められ

ています。

食品ロスや包装材の廃棄量の増加
世界の食料廃棄量*は年間約13億トンに上り、生産された食料のおよそ三分の一が廃棄されています。食品ロスを削減

することは重要な社会課題であり、小口包装化や包装品質の向上により無駄を省くことが求められています。

また、化成品などのプラスチック容器の増加に伴い、プラスチック廃棄物の削減やリサイクル可能な包装材への切り替え

なども求められています。 *  飼料などとして有価で取引されるものや、脱水などによる減量分を含む

外出・歩行をサポートする技術

ナブテスコは、車いす用製品として、モーターがアシストする制御機構を開発しました。

平地・上り坂では自動アシストにより、介助する方への負担・労力も軽減することが

できます。また、下り坂では自動ブレーキが進み過ぎや転倒の不安を軽減し、車いす

での快適な外出を支えています。

その他、ナブテスコでは移動をサポートする機器として、世界で初めてマイコン制御式

のインテリジェント義足膝継手を開発しました。マイコンが歩行速度を検知し、空圧シリ

ンダーを調整して、膝下の振出速度を自動的にコントロールすることで、違和感のない

自然な歩行をサポートします。通常歩行に近い動きを実現する義足のため、装着者の

負担を軽減し、社会参加へも貢献しています。

食に関する社会課題を解決する製品

ナブテスコは、レトルト食品・スープ・飲料など、幅広い食品に対応する「超高速自動

充填包装機」を食品メーカーに提供しています。小口包装や賞味期限延長の実現に対応

する製品を展開することで食品ロス削減に貢献するとともに、お客さまの効率的な生産

や省人化にも寄与しています。

また、日付検査装置や噛み込みシール検査装置などの各種検査装置を組み込んだ

「自動充填包装機」を提供することで、食の安心・安全にも貢献しています。

自動充填包装機は化成品の詰め替え用包装にも使用されています。詰め替え用包装

のプラスチック使用量はプラスチック成形容器の20%程度といわれ、ナブテスコの包

装機はプラスチック使用量低減に貢献しています。

このように、さまざまな包装機をグローバルに展開することで、食品ロスやプラスチック

廃棄物の削減などの社会課題の解決に貢献しています。

https://www.nabtesco.com/products/packing.htmlhttps://www.nabtesco.com/products/wheelchair.html

日常生活と福祉
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アクチュエーター

アクチュエーター・コント
ロール・エレクトロニクス

製品紹介

人やものの移動

日常生活と福祉

生活用品の生産

ものづくり・まちづくり

 鉄道車両用機器  

鉄道車両用ブレーキ制御装置
電気指令式エアブレーキシステムの中枢を担う
ブレーキ受量器と、常用・非常ブレーキ用のブ
レーキシリンダー圧力を出力する空気ブレーキ
関連弁類をユニット化した装置を提供しています。

鉄道車両用ドア開閉装置
新幹線をはじめとする高速鉄道車両・在来線車両・
LRV（超低床式路面電車）まで、あらゆる用途の
車両に適応したドア開閉装置をラインアップし、
さまざまなタイプのドアシステムを提供しています。

 自動ドア・プラットホームドア  

建物・産業用自動ドア
最先端技術を投入した高品質の自動ドア。オフィス
ビルをはじめ、さまざまな公共施設、商業施設に
おいて、利用者に安全・安心・快適な通行を提供
しています。また工場やごみ処理場といった産業
用設備でも豊富な実績があります。

プラットホームドア
乗降客の安全確保のため、世界各国で需要が
拡大しているプラットホームドア。日本、アジア
各国、欧州などの主要市場で活躍しています。

 油圧機器  

走行ユニット
油圧ショベル用走行ユニットをはじめ、クロー
ラードリル、クローラークレーン、高所作業車
などのクローラー、およびホイール用走行ユニット
として使用されています。

ミニショベル用コントロールバルブ
ミニショベル専用に開発されたセクショナルタイプ
（多連型）のコントロールバルブ。ショベルの動作
制御をはじめ、さまざまなニーズに対応します。
コンパクトさと、多機能性、充実したラインアップ
が評価され、高い国内シェアを有しています。

 精密減速機  

精密減速機RV™ コンポーネントタイプ
コンパクト、軽量ながら剛性に優れ、過負荷に
強いのが特長です。加速性能が高く滑らかな
動きを実現し、バックラッシュが小さく正確な
位置決め精度が得られるのでロボットの制御性
を格段に向上させることができます。

ギアヘッドタイプ（テーブルモデル）
位置決めテーブル用途に特化したシリーズです。
低床かつ大中空径という使い勝手のよさから、
インデックステーブルや各種設備の旋回軸などに、
広く採用されています。

商用車用エアドライヤー
圧縮空気中の水分と油分を除去し、エアコント
ロールシステムの耐久性と信頼性を高めます。
国内のすべての大型トラックメーカーに採用され
ています。

商用車用ウェッジブレーキ用チャンバー
大型トラックの車輪部分に装着され、空気圧に
よってピストンを押すことで、ブレーキをかけます。

 商用車用機器  

 舶用機器  

主機遠隔操縦装置（M-800-V）
船舶のディーゼルエンジンを、船橋や制御室から
遠隔操縦する装置。回転数の指令を出すほか、
状態監視を行います。最新ネットワーク機能に
加え、液晶画面を採用することで操作性・拡張性
に優れたシステムです。

電子制御油圧バルブ
ディーゼルエンジン1気筒につき1台搭載され、
燃料噴射のタイミングと量、排気弁の駆動タイ
ミングを電子制御します。排出ガスのクリーン化
などに貢献することから、環境対応コンポーネン
トとして注目されています。

 航空機器  

フライト・コントロール・
アクチュエーション・システム
主翼の補助翼や尾翼の昇降舵などの可動翼を
作動させ、機体の飛行姿勢を制御するシステム
です。ナブテスコは日本のリーディングカン
パニーであり、世界市場でもメジャープレーヤー
の1社として広く認知されています。

高電圧配電装置
従来機に比べ格段に電力需要が大きくなった
B787で初めて採用された、電源関連の装置を
コンパクトに一括収納することが可能な配電装置
です。配線量を削減し、機体の軽量化、メンテ
ナンス性の向上にも寄与します。

 包装機  

超高速自動充填包装機　
TL-AX2
高速連続モーションにより、高性能・
省スペースを実現する超高速自動充填
包装機です。レトルト食品はもとより、
スープ・ソースなどの食品、詰め替え用
液体洗剤まで、幅広い製品に対応するこ
とで、量産品のコストダウンに大きく貢
献しています。

高速自動充填包装機　
TT-10CW
10工程での多様な食品包装に対応する
高速自動充填包装機です。液体だけで
なく固液混合物にも対応。2袋同時生産
が可能なため、1台で2台分の生産能力
を備え、設置スペースを大幅に削減でき
ます。また、各種検査装置の取付や
スチーム脱気にも対応しています。

 福祉機器  

インテリジェント膝継手
世界初のマイコン制御式義足膝継手です。マイコン
が装着者の歩行速度を検知して下腿部の振出
速度を自動的にコントロールすることにより、
装着者は自分のペースで自由に歩行できます。

介助用電動車いすアシストホイール
グリップセンサーにより、車いすを操作する力を
検知し、坂道や砂利道などで電動モーターが
アシスト。介助する方の負担を軽減する電動
アシスト型の車いすです。

抑速ブレーキ付歩行車コンパル
急加速時のみに自動でブレーキがかかる機構が
導入された安全性の高い世界初の歩行車です。
歩行の補助を必要とする方にも、安心してご利用
いただけます。

階段昇降機
いすに乗ったまま階段を上り下りすることがで
きます。独自の安全設計により、階段の縁から
滑り落ちたり、前方へ転落したりする心配があり
ません。

介助用電動車いすアシストホイール
グリップセンサーにより、車いすを操作する力を
検知し、坂道や砂利道などで電動モーターが
アシスト。介助する方の負担を軽減する電動
アシスト型の車いすです。

電子制御油圧バルブ
ディーゼルエンジン1気筒につき1台搭載され、
燃料噴射のタイミングと量、排気弁の駆動タイ
ミングを電子制御します。排出ガスのクリーン化
などに貢献することから、環境対応コンポーネン
トとして注目されています。
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ナブテスコR&Dセンター

海外トレーニー研修

研究開発

人財活用への取り組み

「モーションコントロール技術」を
軸とした研究開発

人（社員）は、かけがえのない財産

新製品・新事業創出に向けた取り組み

ナブテスコは、お客さまのニーズの多様化や高度化に対して、コンポー

ネント販売からソリューション提供型へと転換を図っています。そのため、

メカトロ二クス化・システム化製品などを開発するとともに、国内外の

企業・大学・研究機関との共同研究やコーポレート・ベンチャーキャピ

タルによるスタートアップ企業との共創、M&Aなどさまざまな方法を

積極的に取り入れています。日本国内では、「ナブテスコR&Dセンター」

を拠点として、オープン・イノベーションの積極的な活用を進めています。

こうした取り組みを通じて、多様な技術の取り込み、開発スピードの

向上、グローバルな技術人財の育成を図り、新製品・新事業の創出を推進

していきます。

イノベーション創出に向けた総合的な取り

組みを推進し、積極的なオープン・イノベー

ションで研究開発の効率化を実現します。

人財育成とダイバーシティを促進し働き

やすい職場確保のため、人財マネジメント

を進めています。

成長を支える原動力「人財」への取り組み

ナブテスコは、拡大するグローバルなビジネスを支える人財の育成

に向け、育成すべき人財の姿を共有し、社員全員の目指す方向性を

明確にするために「人財育成基本方針」を定めています。

人財育成基本方針
グローバル企業集団の一員として、自ら考え学習し、実践し続ける
社員を育成し、学びの風土を醸成する。

この方針に基づき、会話集中合宿研修、語学力の向上を図るための諸

研修、海外トレーニー制度（留学と実務体験の組み合わせ）の導入な

ど、グローバルに活躍できる社員の育成を目的としたさまざまな施策を

実施しています。

また、働き方改革やダイバーシティの推進など、多様な人財が活躍できる

組織を目指した取り組みを積極的に推進しています。

その他、ナブテスコの活動の詳細は、ホームページをご覧ください。

統合報告書 CSRサイト 採用サイト

ナブテスコは、長い歴史を持つ株式会社ナブコと帝人製機株式

会社の2社が、2003年に統合し誕生しました。以来、幅広いビジネス

をグローバルに展開し、トップシェアの製品・サービスを多く生み

出すなど、着実な成長を遂げてきました。

今後も、企業理念をはじめとする「ナブテスコ ウェイ」に基づき、

当社が持続的な成長を果たすためにはESG（環境・社会・ガバナ

ンス）への積極的な取り組みが不可欠であると認識しています。

そのため、お客さま満足度の向上や地域社会の持続的発展への

貢献などに取り組むなど、すべてのステークホルダーに対してさま

ざまな価値を提供するべく、コーポレートガバナンスの充実を

通じて、経営の透明性の向上に努めています。

今後もナブテスコの持続的な企業価値の増大にご期待ください。

社会とともに成長する
「21世紀生まれの老舗企業」を目指して

ナブテスコ ウェイに関する詳細情報はこちら

代表取締役社長

事業を通じて社会課題の解決に貢献。

持続的な企業価値の増大に

努めていきます。

企業理念

ナブテスコの約束

行動指針

https://nabtesco.disclosure.site/ja/themes/141 https://nabtesco.disclosure.site/ja https://www.nabtesco.com/recruit/index.html https://www.nabtesco.com/company/greeting.html
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会社概要

業績データ（連結）

役員

会 社 名 ナブテスコ株式会社

英 文 社 名 Nabtesco Corporation

設 立 2003年9月29日

所 在 地 〒102-0093  
東京都千代田区平河町2丁目7番9号 JA共済ビル 
TEL：03-5213-1133（代表）  
FAX：03-5213-1171（代表）

資 本 金 100億円

発行済株式総数 125,133,799株（2019年12月末）

従 業 員 数 連結：7,736人（2019年12月末） 
単体：2,323人（2019年12月末）

営 業 所 名古屋営業所
〒450-0002  
愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28  
名古屋第2埼玉ビル9F
TEL： 052-582-2981　FAX： 052-582-2987

研 究 開 発 拠 点 ナブテスコR&Dセンター
〒600-8899  
京都府京都市下京区西七条赤社町28番 KRP Pista
TEL： 075-313-1775

生 産 工 場 岐阜工場（航空機器）
〒503-2192  
岐阜県不破郡垂井町宮代1110-1
TEL： 0584-22-3121　FAX： 0584-23-1534
垂井工場（油圧機器）
〒503-2121  
岐阜県不破郡垂井町1414
TEL： 0584-22-2111　FAX： 0584-23-1532
津工場（精密減速機）
〒514-8533  
三重県津市片田町壱町田594
TEL： 059-237-4600　FAX： 059-237-4610
神戸工場（鉄道車両用機器）
〒651-2271  
兵庫県神戸市西区高塚台7-3-3
TEL： 078-993-0300　FAX： 078-993-0330
甲南工場（自動ドア・福祉機器）
〒658-0024  
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町35
TEL： 078-413-2531　FAX： 078-413-8349
西神工場（舶用機器・油圧機器）
〒651-2413  
兵庫県神戸市西区福吉台1-1617-1
TEL： 078-967-1551　FAX： 078-967-1563

代表取締役社長 寺本　克弘

代 表 取 締 役 十万　真司

代 表 取 締 役 箱田　大典

取 締 役 秋田　敏明

取 締 役 直樹　　茂

取 締 役 木村　和正

社 外 取 締 役 * 藤原　　裕

売上高推移（百万円） 営業利益推移（百万円） 売上構成比（2019年12月期）

2019/12
（IFRS）

2016/12 2017/12 2018/122015/3 2015/12
（IFRS）（IFRS）（IFRS）（9カ月間）
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アクセシビリティソリューション
マニュファクチャリングソリューション

トランスポートソリューション
コンポーネントソリューション

1,072億円
（37.0%）

840億円
（29.0%）

（27.6%）

187億円
（6.4%）
187億円
（6.4%）

2,898
億円

800億円

（注） 2015年12月期に決算期を変更しました。2017年12月期より、国際会計基準（IFRS）を任意適用しています。2017年12月期との比較のため、2016年12月期の数値も
IFRSベースに置き換えて表記しています。

社 外 取 締 役 * 内田　憲男

社 外 取 締 役 * 飯塚　まり

社 外 取 締 役 * 水越　尚子

常 勤 監 査 役 菊池　賢一

常 勤 監 査 役 清水　　功

社 外 監 査 役 * 佐々木善三

社 外 監 査 役 * 長坂　武見

社 外 監 査 役 * 平井　鉄郎

（2020年3月版）

*  独立役員

グループ会社一覧
■ 国内

東洋自動機株式会社
〒108-0014 東京都港区芝4-17-5　相鉄田町ビル8階
TEL： 03-6275-1341　　FAX： 03-6275-1344

ナブコシステム株式会社
〒100-6032  
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号　霞が関ビルディング32階
TEL： 03-3591-6411　　FAX： 03-3591-6415

ナブテスコオートモーティブ株式会社
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-9　JA共済ビル
TEL： 03-5213-1190　　FAX： 03-5213-1193

ナブテスコサービス株式会社
〒141-0022 東京都品川区東五反田2-10-2　東五反田スクエア16F
TEL： 03-3447-6911　　FAX： 03-3447-2888

シーメット株式会社
〒222-0033  
神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-5（住友不動産新横浜ビル）
TEL： 045-478-5560　　FAX： 045-478-5569

株式会社テイ・エス・メカテック
〒503-2192 岐阜県不破郡垂井町宮代1110-1
TEL： 0584-23-2004　　FAX： 0584-23-3725

ナブテスコリンク株式会社
〒503-2114 岐阜県不破郡垂井町府中300-1
TEL： 0584-24-1123　　FAX： 0584-23-5085

ナブコドア株式会社
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-12-22
TEL： 06-6532-5841　　FAX： 06-6536-4632

株式会社ナブテック
〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台7-3-3
TEL： 078-996-3705　　FAX： 078-996-3708

ティーエス プレシジョン株式会社
〒740-0014 山口県岩国市日の出町2-36
TEL： 0827-24-6010　　FAX： 0827-24-6014

ナブテスコマリン四国株式会社
〒794-0803 愛媛県今治市北鳥生町1-3-43　川下ビル 2F
TEL： 0898-24-0089　　FAX： 0898-24-0092

■ 海外

● アジア
Nabtesco India Private Ltd.
No. 506, Prestige Meridian -Ⅱ No. 30/8, M.G. Road, Bangalore-560 001, 
Karnataka, India
TEL： +91-80-4123-4901　　FAX： +91-80-4123-4903

Nabtesco Aerospace Singapore Pte. Ltd.
401 Commonwealth Drive #05-04 Haw Par Technocentre Singapore 149598
TEL： +65-9169-0731　　FAX： +65-6225-7393

Nabtesco Marine Asia Pacific Pte. Ltd.
401 Commonwealth Drive #05-04 Haw Par Technocentre Singapore 149598
TEL： +65-6225-6559　　FAX： +65-6225-7393

Nabtesco Automotive Products （Thailand） Co., Ltd.
89/7 Moo 11 Tambon Bang Sao Thong Amphur Bang Sao Thong, Samutprakarn 
10570 , Thailand
TEL： +66-2136-3001　　FAX： +66-2136-3010

Nabtesco Power Control （Thailand） Co., Ltd.
700/905 Moo.5, Amatanakorn Industrial Estate, Tambol Nongkakha,
Amphur Panthong, Chonburi 20160, Thailand
TEL： +66-38-185-229　　FAX： +66-38-185-227, 228

Nabtesco Service Southeast Asia Co., Ltd.
50 GMM Grammy Place, 18th Fl., Room 1808, Sukhumvit 21 （Asok）
Rd., Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
TEL： +66-2-258-0733　　FAX： +66-2-258-0735

Nabtesco Marinetec Co., Ltd.
29-1 Gupyoung-Ro, Saha-Gu, Busan 49454, Korea
TEL： +82-51-264-9380　　FAX： +82-51-264-9320

台湾納博特斯克科技股份有限公司
10450 台北市中山區長春路15號10樓 太子長春大樓
TEL： +886-2-2571-0836　　FAX： +886-2-2571-0832

大連東洋自動機包装設備有限公司
116620 遼寧省大連市経済技術開発区淮河中路99号 金港A 二期11号棟
TEL： +86-411-8754-9177　　FAX： +86-411-8754-9477

Gilgen Nabtesco （Hong Kong） Limited
Unit 513, Global Gateway Tower, 63 Wing Hong Street, 
Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
TEL： +852-3580-7708　FAX： +852-2388-1505

納博特斯克鉄路運輸設備（北京）有限公司
100023 北京市北京経済技術開発区東区科創3街24号 博大興工業園A-2
TEL： +86-10-6789-2877　　FAX： +86-10-6789-2909

納博克自動門（北京）有限公司
101102  北京市通州区馬駒橋景盛南四街15号聯東U谷2F
TEL： +86-10-6050-3958　　FAX： +86-10-6050-3968

上海納博特斯克管理有限公司
200122 上海市浦東新区福山路388号 越秀大厦1705室
TEL： +86-21-5033-0980　　FAX： +86-21-5020-3935

上海納博特斯克液圧有限公司
201613 上海市松江区栄楽東路905号
TEL： +86-21-5774-1831　　FAX： +86-21-5774-1347

上海納博特斯克液圧設備商貿有限公司
200122 上海市浦東新区福山路388号 越秀大厦1704室
TEL： +86-21-2077-3080　　FAX： +86-21-6768-1169

上海納博特斯克船舶機械有限公司
201401 上海市奉賢区遠東路777号5幢
TEL： +86-21-6710-1551　　FAX： +86-21-6710-1552

納博特斯克（中国）精密机器有限公司
213166 江蘇省常州市武進高新技術産業開発区武進西大道116号
TEL： +86-519-8802-0020　　FAX： +86-519-8296-0018

常州納博特斯克精密機械有限公司
213166 江蘇省常州市武進高新技術産業開発区武進西大道116号
TEL： +86-519-8622-0221　　FAX： +86-519-8622-0228

江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司
213164 江蘇省常州市武進高新技術産業開発区鳳栖路19号
TEL： +86-519-6969-3333　　FAX： +86-519-6969-9696

成都納博特斯克今創軌道設備有限公司
610511 成都市新都工業区石木路818号

● 北米
Nabtesco Motion Control, Inc.
23976 Freeway Park Drive, Farmington Hills, MI 48335, U.S.A.
TEL： +1-248-553-3020　　FAX： +1-248-553-3070

Nabtesco Aerospace, Inc.
12413 Willows Rd. N.E. Kirkland, WA 98034, U.S.A.
TEL： +1-425-602-8400　　FAX： +1-425-602-8408

NABCO Entrances, Inc.
S82, W18717, Gemini Drive, Muskego, WI 53150, U.S.A.
TEL： +1-262-679-0045　　FAX： +1-262-679-2505

NABCO Canada Inc.
110 W. Beaver Creek Rd., Unit 12 Richmond Hill, ON L4B 1J9,
Canada
TEL： +1-905-771-5043　　FAX： +1-905-771-0932

Royal Doors Ltd.
105 Henri Dunant Street, Moncton, New Brunswick, E1E 1E4, Canada
TEL： +1-506-857-4075　　FAX： +1-506-857-0978

TOYO JIDOKI AMERICA CORPORATION
650 Dekora Woods Blvd, Saukville, WI 53080, U.S.A.

● 欧州
Nabtesco Europe GmbH
Anna-Ohl-Straβe 2 65555 Limburg/Lahn, Germany
TEL： +49-6431-2855-0　　FAX： +49-6431-2855-111

Nabtesco Precision Europe GmbH
Tiefenbroicher Weg 15, 40472 Duesseldorf, Germany
TEL： +49-211-17379-0　　FAX： +49-211-364677

Nabtesco Aerospace Europe GmbH
Tiefenbroicher Weg 15, 40472 Duesseldorf, Germany
TEL： +49-211-179328-00　　FAX： +49-211-364677

TOYO JIDOKI EUROPE GmbH
Tiefenbroicher Weg 15, 40472 Duesseldorf, Germany
TEL： +49-211-17379-115　　FAX： +49-211-364677

Nabtesco ITG GmbH
Thalheimer Str. 7, 09125 Chemnitz, Sachsen, Germany
TEL： +49-3725-44-7131　　FAX： +49-3725-45-7230

OVALO GmbH
Anna-Ohl-Straβe 2 65555 Limburg/Lahn, Germany
TEL： +49-6431-2855-0　　FAX： +49-6431-2855-49151

adcos GmbH
Zollstockgürtel 67 50969 Köln, Germany
TEL： +49-221-168059-0　　FAX： +49-221-168059-49

Nabtesco Marine Europe B.V.
Touwslagerstraat 17, 2984 AW Ridderkerk, The Netherlands
TEL： +31-180-530-590　　FAX： +31-180-530-591

Nabtesco Technology Ventures AG
Seefeldstrasse 215 8008 Zurich, Switzerland
TEL： +41-44-269-61-44　　FAX： +41-44-269-61-01

Gilgen Door Systems AG
Freiburgstrasse 34, CH-3150 Schwarzenburg, Switzerland
TEL： +41-31-734-41-11　　FAX： +41-31-734-43-79

Gilgen Door Systems Germany GmbH
Münchener Str.22 DE-64521 Gross-Gerau, Germany
TEL： +49-6152-925-260　　FAX： +49-6152-925-270

Gilgen Door Systems France Sarl
2-12, rue du Chemin des Femmes - Immeuble Odyssee - C 91300 Massy
TEL： +33-1-70-84-90-45　　FAX：+33-1-60-10-49-12

Gilgen Door Systems Austria GmbH
Concorde Business Park 1 / E / 1 / 4 AT‒ 2320 Schwechat, Austria
TEL： +43-1-706-58-66　　FAX： +43-1-706-58-56

Gilgen Door Systems Italy srl
Via della Fisica, 4 IT-40068 San Lazzaro Di Savena （BO）, Italy
TEL： +39-051-704945　　FAX： +39-051-6325099

Gilgen Door Systems Scandinavia AB
Fortner AB, Borgarfjordsgatan 13A, 164 40 Kista, Sweden

Nabtesco Oclap S.r.l.
Via Della Rimembranza 13, 10060 Piscina （TO）, Italy
TEL： +39-0121-571-811　　FAX： +39-0121-571-834

● オセアニア
Gilgen Door Systems Australia Pty. Ltd.
Unit 7 26-34 Dunning Avenue, Rosebery, NSW 2018, Australia




