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QUICKSHIP
祝!!

取締役社長 浅野高志

令和幕開け！ 新たな気持ち、チャレンジ精神が湧き出てくる。

更なる海外事業拡大という戦略で、弊社は社会経済情勢に関係なく勢いつけ

て進んでいます。

一方、ＩＴ産業が増進し社会変化が起きている現実に対して、今の製造事業内

容だけでは飛躍はないという危機感が芽生えています。

グループ拠点でイノベーションを起こすことが非常に重要と考えます。これは

「好奇心」、「創意工夫」の知恵を発揮して、わずかな兆候も見逃さず、従来の

発想を転換してみよう、と意識し行動することから始まります。

弊社の取り組みとして、ベースとなる製造業は前期比増収増益を目指す一方で、新分野へ向かっていくため社内ではＩＴ

環境整備や自己啓発などでスキルやモチベーションを上げています。

今までにない新サービスを導入していき業界に旋風を巻き起します。

弊社も2020年には創業５０周年を迎えます。年代が変わっていくのは１つの区切り。

全員一丸意気軒昂。一人ひとりの個性と創造力を掻き立てて進んでいきます。

元号が令和になり、新たな気持ち。チャレンジ精神が湧き出てくる。

私たちは昭和・平成と培った知識や実績を糧にしてさらに上を目指していく方針を固めました。

振り返ると、平成は事業拡大という点においては、海外拠点５つを設立させ、今やる魁行動で業界パイオニアを目指して

駆け巡ってきました。

一方、今の事業内容だけでは飛躍はないという危機感も芽生えました。新分野はＩＴ、業種転換への新サービス、個々の

発想やスキル向上を磨いています。

当社の社是である「勢い」を合言葉に、新しい時代「令和」を社員一丸となって挑戦して参ります。
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記念号令和



ニッセイエコ沿⾰

1989 平成元年 有限会社 稲村ディップ

1990 平成2年 株式会社に改組、資本金を2,000万円に増資

1994 平成6年
中国 上海にて

上海日成塑膠有限公司を設立

1996 平成8年 上海にて押出しチュ－ブの製造を開始

1999 平成11年 社名を株式会社ニッセイエコに改名

1999 平成11年
栃木県那須塩原市

那須工場にて
コルゲートを生産開始

2000 平成12年
神奈川県藤沢市本社

隣接ビルを取得し
資本金5,760万円に増資

2001 平成13年 光ファイバーアクセサリーの生産開始
射出成形金型生産開始

2001 平成13年 メディカル用カテーテルの生産開始

2003 平成15年
中国 恵州にて

恵州日成塑膠有限公司を設立

2005 平成17年
ベトナム ハイフォンにて

NISSEI ECO VIETNAMを設立



2009 平成21年
中国 天津にて

天津日成塑膠有限公司を設立

※現在は倉庫業務のみ

2009 平成21年
神奈川県藤沢市本社

本社隣接地1800㎡取得し
新開発機械部を増設

2010 平成22年
那須工場敷地内に

那須工場825㎡チューブ
製造棟と出荷場を増設

2011 平成23年
インドネシアスリアチプタ工業団地

ニッセイエコインドネシアを設立

2012 平成24年
ベトナムホーチミンVSIP工業団地

ニッセイエコベトナム第二工場
をホーチミンに開設

2015 平成27年
那須工場隣接地に

那須工場物流センター完成

2017 平成29年
フィリピン リマ工業団地

NISSEIECO PHILIPPINES INC.
を設立



株式会社⽇⽴ハイテクサイエンス製

今まで同様よろしくお願いいたします。

2018年2⽉より導⼊しておりました。
HM1000Aですが、本格稼働する事になり
ました。材料・製品において測定管理をして
おります。ご要望があれば検査成績書の添付
等、お客様からの測定のご依頼も承りますの
で、弊社営業部までお問合せください。

ニッセイエコ品質管理部

お客様にご迷惑をおかけすることの無い様に、上海⽇成スタッ
フ⼀同、品質向上の為、努⼒して参りますので、今まで同様に
よろしくお願いを申し上げます。

上海⼯場は政府による都市開発の為、⼯場移転をせざるを得ない状況となりました。
無事、7 ⽉上旬〜中旬に移転が完了しております。

現住所︓
上海市閔⾏区华漕镇联友路669 号

新住所︓
上海市⻘浦区华新镇芦蔡北路1988 号

※現⼯場から約10 ㎞の位置となります。



参加した部⾨は本社・那須１４部⾨、提出案件総数は５３件︕︕︕

⼀次選考︓書類選考

案件取組数、進捗状況を含めて３部⾨を表彰させて頂きました。

成形条件をデータ化して分析。誰でもいつでも同じ品質で製造する為に‼

⾦型製造部

DIP部 - 成形IT化成形条件の確⽴

経理部

⼆次選考︓⾯談選考

2018年度よりIT化強化を全社あげて取り組んでまいりましたが、
今回、IT取り組みの進捗状況と効果確認の為、IT発表会を開催しました。

案件別表彰

案件別⾦賞のDIP部⾨
⼭⼝さんとスチンさん

経理部 - 会計仕訳⾃動

営業部 - 優良顧客ランク設定＆マッピング

本社・業務部 経理部 ⾦型部

部⾨別表彰

本社・業務部 DIP製造部

かなり厳しい指摘をされています。

※実際に現場にて使⽤状況・活⽤状況を確認しています。

⼈が会計仕訳をして時間がかかっていた作業。それがボタン⼀つで対応できる!!

顧客情報を分析（売上・市場など）。今後の営業戦略に⽣かすようにデータ化



春季物故者慰霊祭を開催しました。慰霊祭は会社に貢献してくれた
⽅々へ畏敬の念をもって崇め祀ることにあります。
先⼈が残してくれた知識やノウハウを私たちが継承しているからこ
そ、技能向上から開発品が⽣まれ業績が上がっていきます。
今回の慰霊祭はキリスト教式で⾏わせていただきました。
牧師様の厳正なる祈りとオルガンの⾳⾊に導かれて、讃美歌を合唱
しました。
貴重な場をいただいたこと関係者⼀同、教会に感謝するとともに故
⼈の功績を称え、益々仕事に励んでいきます。

オルガンの音色に導かれ讃美歌を合唱

実際に使用した式次第

献花台に献花する社員

オルガンの伴奏者の方もお越し頂きました

町田聖書教会 吉永豊 牧師

真剣に話を聞く社員たち熱く語りながらもお話がおもしろい学代表 いつも厳しくもお話がおもしろい相談役



みんながんばりました‼

課題曲(ゴスペル）

⼤画⾯の桜を⾒ながら花⾒スタイルで

⾃由曲

本社Cチーム ASEANS
「Lord, I Lift Your Name On High」

那須Aチーム 那須聖歌隊

「未来へ」

那須Bチーム 那須ペラーズ

「ふるさと」
本社Bチーム おかじくらぶ

「I Will Follow Him」

本社Aチーム KGM14
「Oh, Happy Day」

いきいきプラザチーム シニアライフゴスペラーズ

「Hail Holy Queen」

本社Cチーム ASEANS
「365日の紙飛行機」

那須Aチーム 那須聖歌隊

「YOUNG MAN」

那須Bチーム 那須ペラーズ

「パプリカ」

本社Bチーム おかじくらぶ

「トライエブリシング」

本社Aチーム KGM14
「みんながみんな英雄」

いきいきプラザチーム シニアライフゴスペラーズ

「恋」



元号が平成から令和に変わりました。今回は新元号号と銘打って発⾏させていただきました。今後は更
に新たな斬新な切り⼝でQUICKSHIPをお届けできますよう頑張って発刊してまいりますのでよろしく
お願いします︕

株式会社ニッセイエコ那須⼯場

栃⽊県那須塩原市四区町１５４０－１

ＴＥＬ︓０２８７－３６－９８１１

ＦＡＸ︓０２８７ー３６－９８１８

チューブ
製品

お問合せ

本誌

お問合せ

NISSEIECO QuickShip編集部

株式会社ニッセイエコ本社

神奈川県藤沢市⽤⽥４７５

ＴＥＬ︓０４６６－４８－７５７２

ＦＡＸ︓０４６６－４８－８１７７

東泉さん

市原さん

⼤森さん 藤本さん

チューブ
製造部

藤沢⼯場

那須⼯場 那須⼯場那須⼯場 那須⼯場 藤沢⼯場

那須⼯場 那須⼯場 那須⼯場

コルゲート
製造部

コルゲート
製造部

コルゲート
製造部

コルゲート
製造部 那須業務部

村上さん

射出成形
製造部

那須業務部業務部

フエさん 和室さん ヴァンさん

李さん ⾵間さん 屋代さん ⼭本さん

相⾺美智⼦さん 渡邉さん

キムさん原⽥さん

これからも
より⼀層のご活躍を!!

藤沢⼯場

業務部
岳さん


