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お客さまに選ばれる会社に
なることを目指して

私たちは、挑戦し続けます。

常識や慣習にとらわれることなく、新しい技術、商品、顧客の

創造をする企業となり、社会に貢献いたします。　 　 　 　 　

私たちは、信頼を大切にします。

お客さまに対しても、社員同士でも、信頼関係が築けるように　　　

行動します。 透明性の高い健全な経営を構築し、継続いたします。

私たちは、知恵をふりしぼります。

一人ひとりが考えて創意工夫をすることで、お客さまの満足度の

高い商品を作り、提供します。環境も私たちのお客さまです。　　

代表取締役社長

三谷 明子
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表紙…各事業部で使用している
　　　原材料や素材、商品を使用しています。
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NIKKO HISTORY

1974年（昭和49年）

1970年（昭和45年）

1976年（昭和51年）

1978年（昭和53年）

アルジェリア向け食器製造第1号プラントの輸出契約に
調印。 翌1977年には第2号プラントの輸出契約に調印。

名古屋証券取引所市場第2部へ株式を上場。

1966年（昭和41年） 埼玉県行田市にFRP専門工場を建設し、
FRP製住設機器分野へ本格的に進出。

戦後政令により旧会社を整理して、
金沢市に新しく日硬陶器株式会社を設立。

ボーンチャイナ（陶磁器）の生産開始。

水処理プラント機器分野に進出。
合併処理プラントを受注。

1983年（昭和58年）

2008年（平成20年）

2013年（平成25年）

1989年（平成元年）

電子セラミック事業に参入。

戸建住宅用システムバスルームの販売開始。

創業75周年を機に、商号を現在の
「ニッコー株式会社」に変更、CIを制定。

創業100周年を迎え、新しいCIを制定。
ISO14001を取得。

石川・東京の2本社制へ移行。

2015年（平成27年） 住設環境機器事業部を水創り事業部、環境プラント事業部、
バンクチュール事業部に分割。

1908年（明治41年）

1950年（昭和25年）

1961年（昭和36年） 現在の本社所在地である石川県白山市に陶磁器工場を
建設。FRP（繊維強化プラスチック）加工技術を開発し、
「合成樹脂製浴槽」を製品化。

家庭用浄化槽市場に新規参入。

金沢市で旧藩主前田家と当地の有力者により
日本硬質陶器として創業。

明治時代の長町工場（金沢）

ニッコーのこれまでとこれから

ニッコーは1908年に陶磁器を製造する目的で金沢で産声をあげた会社です。

この100数年の間に幾つかの事業が加わり、その幾つかは消滅をと紆余曲折はあり

ましたが、現在は創業期の陶磁器事業部に加え、ご家庭の排水を綺麗にする水創り

事業部、地域や工場など大規模な水の浄化に取り組む環境プラント事業部、ご家庭

での安らぎのひと時をお風呂で味わっていただくバンクチュール事業部、 縁の下

の力持ち、身の回りにある様々な機器に採用されている機能性セラミック商品

事業部と体制を整えてまいりました。

陶磁器事業部は、「食」の時間と空間を心豊かにお過ごしいただけるよう商品の

開発に力を入れてまいります。　水創り事業部と環境プラント事業部は次世代

までも安心して暮らせる環境を提案してまいります。　バンクチュール事業部は

明日の活力につながるバスライフを提案してまいります。　機能性セラミック

商品事業部は皆さまの安全・安心をサポートする商品、省エネに力を発揮する

商品、皆さまの生活の利便性を向上させる商品などを様々な機器の中に埋め込ん

で、直接皆さまの目には触れないところではありますがしっかりと生活を支えて

まいります。 　そして、どの事業領域においても新しい波を起こしていく企業を

目指してまいります。
2019年（令和元年） 創業111周年を機に、創業111周年記念マークと合言葉を策定。
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陶磁器事業部

バンクチュール事業部

水創り事業部

環境プラント事業部

機能性セラミック商品事業部

オーダーメイド

システムバスルーム

陶磁器製の

インテリアアイテム

テーブルウェア

OA機器部品内の

アルミナ基板

LED照明用

アルミナ基板

多機能内装建材「ムッシュ」

除臭調湿材

「ジョッシュ」

通信機器用電子部品

自動車の制御装置内の

電子機器

ディスポーザ

生ごみ処理システム家庭用浄化槽

暮らしを豊かにする、ものづくり・ことづくり

NIKKO CREATIONS

産業廃水処理システム 中型・大型浄化槽
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“食の時空間を探求する”
陶磁器事業部

食器を作り続けて110年以上。1908 年の創業以来、ニッコーのテーブル

ウェアは、時代をこえて家庭の食卓を彩るとともに、世界中のホテルや

レストランで愛用されてきました。次の 100 年、私たちが目指すのは、

人々の食体験をもっと豊かにし、食べる歓びを世界中に広めること。

伝統を重んじながら、新しい商品やサービスを提供し、世界中の人々の

食の時空間を演出していきます。

ニッコーのテーブルウェアは美しく機能的で
あることから、国内外の多くの一流ホテルや
レストランで愛用されています。

2020年、テーブルウェア業界の国際的コン
テスト『テーブルウェアインターナショナ
ル・ア ワ ー ド・オ ブ・エ ク セ レ ン ス
2 0 2 0』において、「NOVEL DRAGON

（ノーベルドラゴン）」シリーズが業務用部
門で1位を獲得。デザイン力と技術力が世
界に高く評価されました。

■ 世界中のプロフェッショナルから
　 信頼される器

陶磁器は全て石川県の工場で生産され、
社内の厳しい検査や試験を通過したもの
だけが、お客さまのもとに届きます。
また、NIKKO FINE BONE CHINAは
純白の美しさを追求しつつ、薄さと優れた
強度を兼ね備えている高品質な商品です。

■ Made in Japanのクオリティ

業務用のオリジナルオーダーもワンストップ
でご提案。一部商品では、オンラインショップ
にて名入れも承っております。

■ 特注オーダー食器も一貫生産
ロゴ・名入れから絵柄・形状まで

ニッコー公式オンラインショップ
www.nikko-tabletop.jp
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“MORE than BATHROOM”
バンクチュール事業部

バンクチュールは、防水性・保温性・機密性に優れた品質の高い
システムバス構造でありながら、大きさや形状が自由に設計でき、
浴槽や内装部材も自由に選択できます。
Web サイトではバスルーム内のコーディネートをシミュレーション
でき、心地よい空間づくりのインスピレーションが湧くような
コンテンツも掲載しています。

■ オートクチュールの
システムバス

美しいバスルームを保つためのおすすめのメンテナンスサービスをWebで
お申込みいただける「プレミエサービス」を受け付けております。プレミエ
サービスの会員さまはコーティングやクリーニングのサービスをご優待
価格でお申込みいただけます。

■ アフターサービスで
いつまでも美しいバスルームに

バスルームは「使う空間」から「過ごす空間」へ。

リビングのようにお気に入りのインテリアに囲まれ身も心も解放し、

豊かな充足の時を得る。それは家の中で最もくつろげる場所になる。

バスルームの可能性を追求し、想像以上の空間を創造する。

それが BAINCOUTURE、オートクチュールのお風呂。

これまでオリジナルのシステムバスを数多く手がけてきたニッコーだから

こそできる提案と技術で、お客さまとともに理想のライフスタイルを描き、

唯一無二のバスルームを創造していきます。

BAIN＝お風呂（仏）　発音：バン　COUTURE＝高級な仕立て（仏）　発音：クチュール

事業立ち上げから20年で 9500台を納入。お客さまのライフ
スタイルに合わせたバスルームをご提供し、2019年度は新規大型
ホテルのラグジュアリールームや複数のホテルリニューアル
案件を多く納入いたしました。既存のバスルームの概念を取り
払い、お客さまの理想の空間づくりにお応えいたします。

■ お客さまの
理想の空間をご提案

バンクチュール ブランドサイト www.baincouture.jp
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“水を育み、ミライを創る”
水創り事業部

ニッコーが住設事業に本格進出してから50余年。私たちは、家庭用浄化槽を

はじめ、中型・大型浄化槽などを製造・販売してきました。水環境を

通じて、お客さまや社会に豊かで安全・安心な住まいと暮らしを提供する

こと。それが私たちの使命であり、責任であると考えています。水処理

総合メーカーとして、高い品質の商品を安定的に提供するために、材料

開発から維持管理に至るまで、トータルでお客さまをサポートします。 国内ではトイレの排水のみを処理する単独処理浄化槽が約380 万基
残存しており、喫緊の課題になっています。単独処理浄化槽から家中の
全ての排水を処理する合併処理浄化槽へ転換を推進するため、工事や
保守点検サービスを強化しています。

■ 全ての生活排水をキレイにする
合併処理浄化槽への転換を推進

2020年、新商品「水創り王」を発売いたしました。
電気代が約半額（比較：当社従来商品）になるほか、構造が
シンプルでメンテナンスしやすく、従来の単独処理浄化槽からの
入れ替えがしやすい点が特長です。

■業界No.1※の省エネ性能
「水創り王」新発売

埼玉工場では、SMCシートの製造から成形・組み立てまで一貫生産を
行っています。高機能・高品質の商品をお届けすべく、自社研究所で技術
開発を行い、日々、改良や新技術開発に取り組んでいます。

■ お客さまに安心をお届けするために
水処理技術を磨く

※「ニッコー（株）調べ」2020年3月現在
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“水処理技術で環境を守る”
環境プラント事業部

2015年に事業部として独立して以来、これまで蓄積してきた水処理技術

を活かし、大型浄化槽・ディスポーザ生ごみ処理システム・産業廃水プラン

トにおいて、営業から開発、設計、製造、施工、維持管理に至るまで、総合的

な体制でサービスを提供しています。

また、世界の水環境の保全に貢献するために、日本で培った浄化槽技術を

基に海外進出を進めています。

汚水処理の大切さと「浄化槽」を伝えるため
の絵本を作成し、ミャンマー・ヤンゴン管区
に寄付いたしました。

■ 汚水処理の大切さを学ぶ絵本で
世界の水環境改善に貢献

廃水処理を扱ったプラント事業を手掛けて
います。
納入実績：厨房除害施設
（川越学校給食センター、
  東京ドームミーツポート 他）

■ 蓄積した水処理技術を活かした
総合的なサービス

生ごみを細かく砕くディスポーザと、それを
分解する処理槽のシステムを導入すること
で、台所排水の下水道への汚濁成分の排出
が40%以上低減されます。環境配慮型の
クリーンな住まいを実現します。

■クリーンな住まいを実現する

川越学校給食センター
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“未来に奮える新しいものづくり”
機能性セラミック商品事業部

1987年、陶磁器事業で長年培ってきた高品位セラミックスの焼成と精密な印刷技術

を基に、機能性セラミック商品事業部（旧：電子セラミック事業部）はスタートしました。

それから30年あまり、私たちは、商品の原料調合から基板製造、厚膜形成までの

一連のプロセスにおいて、設計、開発、製造と供給を行う一貫したサポート体制と、

高密度実装品の量産化技術の活用により、現代の生活に欠かせないエレクトロニクス

機器の高性能化、コンパクト化に重要な役割を担ってきました。これまで展開して

きた自動車、家電、通信機器、OA機器、産業機器市場に加えて、今後もあらゆる市

場ニーズを積極的に探求していきます。

独自の高信頼性セラミック材料と高付加価値を追求した製品化技術をベースに、

共同開発型商品の展開を進めるとともに、特長ある新商品を提供し、セラミックの

可能性に挑戦していきます。

品質改善の取り組みの一環として未然防止
活動を継続し品質向上に務めた結果、社内
工程不具合を3割削減いたしました。

■ 高品質のための継続的な未然防止活動

『アルザ Ⓡ』（アルミナジルコニア基板）は
パワーモジュール基板やLED照明基板と
して使用されています。

新商品開発の一環で新たに多層配線セラミック
基板と工業用セラミックスの市場に向けた
商品提案を始めました。これにより新規取引先
への提案を強化し交流の機会を増やしていき
ます。

■ セラミックの可能性に挑戦

多層配線セラミック基板

アルザⓇ

工業用セラミックス
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SDGs への取り組み

● たばこの規制を強化する社内での取り組みを実施
● 社員の感染症の予防接種費用の助成

● 資格取得奨励制度の実施

● 生態系における循環型社会の形成

●

● エネルギーの削減活動
（焼成効率改善、生産性改善）

● 製品の小型化、軽量化等により、同一機能に対して資源
  使用量のミニマム化の推進

●

●  

● 規制物質の管理、抑制活動
● 地域コミュニティへの参画

●

● 新規製品開発による
   資源効率改善及び生産歩留まり改善
● 持続可能な商品の提供

● 環境負荷の低い次世代自動車へ対応した基板の開発・製造
● 温室効果ガスの排出削減（生産性改善）

● 循環型社会の形成

●

  （外国人技能実習生の受け入れ）

ニッコーの取り組み

白山市仕事と生活が調和する優良事業所

『仕事と生活の調和と従業員がいきいきと働き続けられる雇用環境の整備に積極的に取り組む事業所』
として石川県白山市より表彰を受けました。
よりよい職場環境を目指し、今後も各種制度の導入・運用・充実を図り、企業として更なる向上を目指し
取り組んでいきます。

地域の活性化や芸術・文化の発展を推進する
支援活動を行っています。

・白山市サマフェスキッズランドお仕事（絵付け）体験協力
・白山市食育活動協賛
・金沢21世紀美術館協賛

食器のご提供
当社は三谷産業株式会社とともに、被災地の支援活動として仮設住宅を戸別訪問し、
当社製食器をご提供しております。2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震、2017

年の九州北部豪雨、2018年の西日本豪雨、北海道胆振東部地震、そして2019年は長野
県の台風19号による被害の復興支援として被災した方々に食器をお渡しした後、青空
市を実施してまいりました。今後も継続的に被災地の支援活動を実施し、被災した方々
の手助けになりたいと考えております。

地域清掃活動
工場周辺の道路のゴミ拾いを定期的に行っています。
地域の環境に常に意識を払い、美化に貢献しています。

復興支援

文化・社会福祉

健康づくり優良企業

石川県から健康づくり優良企業
知事表彰を受賞しました。社員
の健康づくり、やりがいのある職場
づくりに力を入れています。

女性が働きやすい職場

当社は女性の活躍推進に向けた
取り組みが認められ、厚生労働省
認定マーク「えるぼし」の最高位
を取得しました。

社内

環境保全

私たちニッコー株式会社は、地域、社会とともに歩み、環境にやさしい企業をめざして

ISO14001を基本とした環境マネジメントシステムを構築し、

「復興支援」「環境保全」「文化」「社会福祉」の領域において活動しております。

社内においても、働きやすい環境づくりに取り組んでいます。

● 女性が活躍する職場環境として、産休、育休、時間短縮制度
   の拡充
● 育児・介護・病気療養などを行っている社員が仕事を継続
   できるようテレワークの導入

ニッコーは事業を通して、日々の生活をより豊かに、より快適にするために役立つ商品を製造し、提供しています。

そしてこれらは、サステナブル（持続可能）な社会の実現に欠くことが出来ないものです。

私たちは、暮らしを豊かにする、ものづくり・ことづくりを通し、

人にも地球にも優しい『サステナブルな暮らし』を提供し続けていきたいと考えています。

“SDGs”（持続可能な開発目標）とは
2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された
「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。
持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、
地球上の「誰一人として取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。 
外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/

「水」 「住」「食」
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財務データ

【連結売上高の推移】

95期売上高　連結：13,422百万円　（陶磁器事業：1,760百万円 ｜ 住設環境機器事業：9,361百万円 ｜ 機能性セラミック商品事業：2,286百万円）

【95期（2020年3月期）売上構成比】（単位：百万円）

【セグメント別売上高の推移】（単位：百万円）

93期 94期 95期

【営業損益の推移】（単位：百万円）

13,422

93期 94期 95期93期 94期 95期 93期 94期 95期

陶磁器事業住設環境機器事業※

※住設環境機器事業は水創り事業部、環境プラント事業部、バンクチュール事業部にて構成されています。

機能性セラミック商品事業

1,760

93期 94期 95期 93期 94期 95期 93期 94期 95期

9,3619,069 8,754 2,646
2,286

2,654

【経常損益の推移】（単位：百万円） 【親会社株主に帰属する当期純損益】
（単位：百万円）

陶磁器事業

住設環境機器事業

機能性セラミック
商品事業

13,74113,963

合計
13,422百万円

13%

70%

17%

222 216

141
180

121
160

134
90

131

2,2832,192

ニッコーのネットワーク

〒101-0051 東京都千代田区
神田神保町2-36-1

住友不動産千代田ファーストウイング2F

Tel.（03）5214-1530（代）
Fax.（03）5214-1550（代）

東京本社

〒101-0065　
東京都千代田区西神田3-8-1

千代田ファーストビル東館1F

Tel.（03）5214-2775（代） 
Fax.（03）5214-2776（代）
ショールーム●●

東京ショールーム

〒530-0005　
大阪府大阪市北区中之島3-2-18　
住友中之島ビル1F

Tel.（06）6443-1562 

Fax.（06）6443-1564

ショールーム●●

大阪オフィス / ショールーム

〒460-0002　
愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10

名古屋丸の内ビル1F

Tel.（052）951-8926

Fax.（052）959-2391

ショールーム●

名古屋営業所 / ショールーム

〒361-8585　
埼玉県行田市藤原町1-21-1

Tel.（048）554-3131（代）
Fax.（048）550-1034

工場●●●

埼玉工場

〒924-8686　
石川県白山市相木町383

Tel.（076）276-2121（代）
Fax.（076）276-3309

ショールーム●　　工場●●

本社 / ショールーム / 白山工場

NIKKO CERAMICS,INC. (アメリカ)

N&I ASIA PTE LTD. (シンガポール)

PATRA PORCELAIN CO.,LTD. (タイ)

【海外関連会社】

三谷産業株式会社

ニッコーロジスティクス株式会社

【国内関連会社】

盛岡営業所  

仙台営業所

つくば営業所  

宇都宮営業所

前橋営業所  

埼玉営業所

千葉営業所  

静岡営業所

名古屋営業所

金沢営業所

大阪オフィス

和歌山営業所  

広島営業所  

高松営業所

【国内営業所】

鶴来工場物流センター

【物流センター】

陶磁器事業部

バンクチュール事業部

水創り事業部

環境プラント事業部

機能性セラミック商品事業部
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会社概要 （2020年3月31日現在）

ニッコー株式会社　 NIKKO COMPANY

〒924-8686　石川県白山市相木町383

〒101-0051

東京都千代田区神田神保町2-36-1

住友不動産千代田ファーストウイング2F

1908年（明治41年）5月11日

1950年（昭和25年）8月18日

3月31日（年1回）

34億70百万円

24,172,000株

名証2部上場（証券コード：5343）

639名（連結）

134億22百万円

www.nikko-company.co.jp

www.nikko-tabletop.jp

www.baincouture.jp

商号

本社

東京本社

創業

設立

決算期

資本金

発行済株式数

上場

従業員数

連結売上高

コーポレートサイト

陶磁器公式オンラインショップ

バンクチュール ブランドサイト

ニッコー倫理憲章

私たち一人ひとりは地域社会を構成する社会人としての社会的責任を自覚し、全ての法令を遵守するとともに、

お客さま、株主・投資家、取引先、地域社会のみなさまからの信頼をいただけるように努めてまいります。

1. 私たち一人ひとりは、常に誠実さを忘れないでお客さま視点に立った

ものづくりとサービスに努め、お客さまの満足と信頼を最大限に追求します。

　　　　1. ニッコーを代表している気持ちでお客さまに接します。

　　　　2. お客さまのニーズの把握に努め、社会に有用なものづくり、サービスを提供します。

　　　　3. 公正で誠実な取引を行います。

2.  私たち一人ひとりは、事業活動にかかわる関係法令、

社会的規範や社内ルールを遵守し、社会的良識に従った行動を行います。

　　　　1. 企業情報を適時、適切に公開し、より経営の健全性・透明性を高めるように努めます。

　　　　2. 事業活動を行う各国・地域の法律を遵守し、文化や慣習を理解・尊重し地域社会の発展に努めます。

　　　　3. 個人情報・顧客情報を適正に保護します。

　　　　4. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決します。

3. 私たち一人ひとりは、人権を尊重し、安全・衛生はもとより、

それぞれが能力を発揮でき、明るくいきいきと働ける職場環境をつくります。

　　　　1. 雇用および処遇における差別を行わず、機会の均等を図ります。

　　　　2. 労働災害を防止し、従業員の健康づくりを支援する環境を確保します。

　　　　3. 従業員のキャリア形成や能力開発を支援する職場環境をつくります。

4. 私たち一人ひとりは「環境にやさしい企業」を目指して環境保全、

　 CSR活動に積極的に取り組みます。

　　　　1. 資源の有効活用、資源のリサイクル、省エネルギーに積極的に取り組みます。

　　　　2. 社会の一員として社会貢献活動に参加します。

　　　　3. 自然環境の汚染を防止し、より良い水環境を創造することで生物多様性を保全します。
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