
www.k-nikko.com

CORPORATE GUIDE
株式会社ニッコー　会社案内

オンリーワンテクノロジーで次代を拓く

Copylight 2019 NIKKO Co.,Ltd. All right reserved. NCP001J-1903A



2 3

株式会社ニッコー

佐藤　一雄
代表取締役

　1977（昭和52）年の会社設立以来一貫して「顧客満足」

を基本精神に掲げ、お客様のパフォーマンスアップの機械

設備を創り出すべく、常に技術力向上に努めてまいりまし

た。おかげさまで現在では高度な技術が必要なロボットシ

ステムや業界初・世界初になる機械設備まで開発する、類

稀な「技術集団」として国内外より高い評価をいただいて

おります。

しかしこれまでの道のりは決して順風満帆ではありません

でした。苦しい時、諦めかけた時が幾度もありました。それ

を何度も乗り越えてきたのは、技術者たちの「モノづくり」

への強く熱い想いです。その想いがチャレンジ精神を育

み、他には真似できないような素晴らしい製品開発へとつ

ながったのだと自負しております。

今後も私たちはさらに進化を続け、私たちの想いと共に、

お客様にベストソリューション

をご提供いたします。

常に進化し続ける“技術集団”

業界屈指の技術力と開発力で

私たちは一歩も二歩も先をみつめています。

現在の食品加工業界は、市場ニーズや経済状況に伴い、

加工技術の高度化や付加価値の追求を要求され

差別化がますます進んでいます。

無限にある開発テーマにむかって、技術者ひとりひとりが

トータルで物事を捉え、多彩な先端技術を積み重ね、

常に進化をし続けています。

このパワーこそが“技術集団”の礎になって

さらに先へと歩みを進めていくのです。
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会社概要 Pro�le

社 名 株式会社ニッコー 1973（昭和48）年 地域水産資源のオリジナル加工機開発のため発足

2013（平成25）年

2014（平成26）年

2015（平成27）年
第６回 ものづくり日本大賞 優秀賞
北海道新技術新商品開発賞ものづくり部門 大賞

2016（平成28）年
第14回 産学官連携功労者表彰

2018（平成30）年

第7回 ものづくり日本大賞 内閣総理大臣賞
第8回 ロボット大賞 中小企業庁長官賞

経済産業省 地域未来牽引企業に選定

経済産業大臣賞

経済産業省「グローバルニッチトップ企業100選」
ネクストグローバルニッチトップ企業に選定
2011（平成23）年
北海道新技術新商品開発賞ものづくり部門 大賞
2008（平成20）年
北海道新聞文化賞（経済部門）
2006（平成18）年
知的功労賞特許庁長官表彰
2005（平成17）年
第１回 ものづくり日本大賞 優秀賞

他北海道エクセレントカンパニー 準大賞

1977（昭和52）年 株式会社ニッコー設立
事務所を釧路市川上町で営業開始

1982（昭和57）年 事務所を釧路市光陽町に移転

1989（昭和64）年 本社、工場を釧路市鶴野69番地に新築移転

19 92（平成4）年 札幌営業所開設

1999（平成11）年 本社、工場を現住所に新築移転

2001（平成13）年 東京営業所開設

2007（平成19）年 札幌営業所を札幌市中央区に移転

2018（平成30）年 設立40周年
札幌営業所を現住所に移転

2010（平成22）年 東京営業所を現住所に移転

2012（平成24）年 第二工場新築竣工

2017（平成29）年 佐藤　厚（現 会長） 旭日単光章叙勲受章

主要お 取 引 先

主要 取 引 銀 行

味の素㈱　石屋製菓㈱　エスフーズ㈱
大塚製薬㈱　カゴメ㈱　カンロ㈱
キユーピー㈱　 ㈱崎陽軒　ぎょれん　
㈱サンフレックス永谷園 　セイコーマート㈱　
全漁連　東海シープロ㈱ 　東洋水産㈱　
㈱なとり　㈱ニチモウ　㈱ニチレイ　
㈱ニチレイフーズ　日東富士製粉㈱　
日本ハム㈱  日本ハム食品㈱　日本ハム惣菜㈱
日本ピュアフード㈱　日本フードパッカー㈱
日本ホワイトファーム㈱  日本水産㈱
日本特殊陶業㈱　 ㈱ノースイ　㈱マルハニチロ
三菱商事テクノス㈱　㈱明治　ユアサ商事㈱
雪印メグミルク㈱　横浜冷凍㈱　よつ葉乳業㈱
各漁業協同組合ほか

設 立 1977（昭和52）年12月

代 表 者 代表取締役

資 本 金 3,000万円
特 許 件 数 ［国内］ 124件　［国外］ 20件

従 業 員 数 96名

事 業 所 ［本社・工場］ 〒084-0924
北海道釧路市鶴野110番地1
TEL 0154-52-7101（代）  FAX 0154-53-0878

関 連 会 社 株式会社ニッコーテクノ

事 業 内 容 食品加工、水産加工、食肉加工、農産加工の
省人省力化機械設備の企画・開発・製造・販売

みずほ銀行　北洋銀行
北海道銀行　釧路信用金庫

［東京営業所］ 〒124-0025
東京都葛飾区西新小岩1丁目9番1号
ファーストウッドビル新小岩Ⅱ 4F
TEL 03-5654-6770  FAX 03-6853-0055

［札幌営業所］ 〒060-0908
北海道札幌市東区北8条東3丁目1番1号
宮村ビル 3F
TEL 011-788-8811  FAX 011-788-8812

（申請中含む）

佐藤　一雄

（敬称略）

経営の原点は開発にあり。
信念、忍耐、根性、情熱、そして挑戦。

 沿革 History of NIKKO  主な受賞歴 Prize

MIND
NIKKO SPIRITS
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営業部
Sales Dept.

　営業といっても既にある製品を
セールスするわけではありません。
ニッコーでは営業力＝提案力。
お客様の問題点を探り出し、ニーズ
に合った最善の技術を提案する営
業活動を、国内のみならず海外に
も展開しています。常に高感度アン
テナを張り巡らせ、お客様の要望に
対応できる機械設備を技術部・製
造部との連携でまとめあげる、いわ
ゆるコーディネーターとして仕事を
しています。
また、サービス面でも納品された製
品の定期点検や修理など、お客様
の急な依頼にも誠意をもって対応
し、ニッコーの顔と
しての役割を果た
しています。

製造部
Manufacturing Dept.

技術部
Mechanical design Dept.

システム部
Electric control Dept.

お客様のニーズが、開発意 欲と創造の原動力です。

　ますます複雑になる機械の動きを
最適な状態に保ったり、動作の制限
をしたり危険を回避させたりする制
御プログラムやそのシステムを開発
する、それは機械設備に命を吹き込
むような仕事。
画像処理による各種計測において
も、2次元・3次元を問わず独自のアプ
リケーションを開発し、精度の追求や
ニッコーの製品クオリティを向上させ
るべく、専門知識を広げ仕事に取り
組んでいます。
また、電気回路の設計や製作もすべ
て社内で行なっているためオールマ
イティーさも求め
られています。

　お客様のニーズに合わせた機械
設計に加えて、更に快適に使用して
頂けるよう発案、検討をしています。
既存の機構に拘らずに新しい試み
を取り入れ、試作を繰り返すことで
設計者としての知識を蓄え幅広い
分野で活躍できる機械の製作を目
指しています。
設計業務では3DCADを使用、解析
やシミュレーション機能を活用し各
部署との連携で、ニッコーが誇るメ
カトロニクス技術を支えています。
設計者として自分のアイデアが生か
された機械が完成し、無事に納品し
た時の達成感は非常に大きいもの
であり、さらに次
の仕事に対しての
活力になります。

　ニッコーのメカトロニクス技術を
カタチにする、という大切なポジ
ションです。
設計者の意図を汲み取り、より良い
製品づくりのために、最新設備のな
か基本の正確さや自身の加工技術を
向上させるよう日々心がけています。
自社工場にて部品の加工から板金
加工、機械の組付けまでを行なって
います。また、出荷前の最終点検、
お客様への納品、機械の設置や動
作確認までを行う、ニッコーの心臓
部であるといっても過言ではありま
せん。一人ひとりがニッコーの製品
を知り尽くし、モノづく
りの中心となってブラ
ンド力を高めています。

メカトロ
ニクス
技術

ユーザー様

ニーズ提案
信頼開発

HUMAN
NIKKO SPIRITS
　お客様の要望や市場調査等
からニーズを探り出し、各部署
が連携して機械開発にあたり
ます。ニッコー社員の半数以上
を占めるエンジニアたちが専
門分野の技術を磨き、メカニッ
ク系技術部とエレクトロニク
ス系のシステム部の専門技術
の融合により、ニッコーの特長
であるメカトロニクス技術が
生まれます。
持ち前の機動力と技術力を生
かした製品開発で、お客様の
想像以上の機械をご提案して
おります。

営業部

技
術
部

システム部

製
造
部

メ
カ
ニ
ッ
ク
技
術

加
工・組
立
技
術

エレクトロニクス技術

企画・コーディネイト力

We are
NIKKO!



8 9

鮭専用ガッターマシン。
鮭のお腹を開き内臓や魚卵などを分離する世界初の装置です。
人手による作業は非常に重労働で、ユーザーのニーズで開発したも
のです。1992（平成4）年、技術者が加工場に赴いて、手作業で工程
を経験し機械を設計、何トンもの鮭をテストし完成させました。そ
れから20年以上経った今日でも、外観は変わってもこの装置の良さ
と需要は変わりません。毎年コンスタントに国内はもちろん、海外に
も導入され続けています。
加工機械製造業界では異例とも言える、超ロングセラー製品にこそ
ニッコーのセンスが伺えます。
ユーザーのニーズを見据えた“独自の感覚”で
これまでも、そしてこれからもどこにも
ない機械を開発し続けます。

SKILLS
NIKKO SPIRITS

Sense of PDT

フィンカッター

生、解凍後を問わず、ドレスを投入する
と自動で胸びれ、背びれ、腹びれ、臀び
れ、尾びれをカット。

インジェクター

塩水、調味液を魚の身に直接注入する
装置。肉用の装置は存在しているが、魚
用の装置は国内ではニッコーのみ。

ヘッダーガッター連続処理システム

世界初の内臓除去装置ガッターマシンとヘッドカット装置オートヘッダーを連
結し、ヘッドカットとから内臓除去・魚卵等回収を自動でおこなうシステム。

スーパー
プロフェッショナル

三次元計測システム搭載で、生魚を希
望の重量・幅・長さでカットできる、世界
初の生魚定貫切身装置。

世界初登場 オートシェラー

ホタテ貝を自動で殻、ミミ、ウロ、貝柱を
分離させ、貝柱だけを生のまま回収す
る世界初のホタテ貝自動生剥き機。

世界初登場ウェッジカッターＶ

三次元計測システム搭載で、ロース・バ
ラ部位の背骨を自動で歩留りよくカット
する世界初の背骨自動脱骨装置。

世界初登場

世界初登場 世界初登場

ポーションカッター

3Dステレオ計測システム搭載で、肉・
ベーコンなどのワークを高精度でカット
する装置。

国内初登場

国内初登場

企画力＋開発 力＋技術力＝

数々のオンリーワンテクノロジー

複雑な動きでも制御できる
メカトロニクス技術

新しい技術を貪欲に取り入れ
他にはない機械を開発する能力

市場ニーズをいち早く探り出し
要望がある時に提案できる能力
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PRODUCTS
NIKKO SPIRITS

PRODUCTS
NIKKO SPIRITS

製品を潰さずにきれいにカット

コンパクトで効果抜群
除水作業はコレで変わる！！

焼き上がりに差がでる、高温の過熱蒸気でダイレクト焼成

人手作業では効率が悪い、正確にできない等の困難な作業行程をニッコー独自の技
術で機械化。切る、蒸す、除水、計量などの行程での生産性向上、製品の品質向上や
省人化に大きな効果を発揮します。

ロールケーキやカステラ・チーズなど、カットするのが困難
だった製品でも、超音波振動カッターにより製品を潰すこ
となく断面もきれに定ピッチでカットします。また刃物の自
動洗浄機能を搭載。衛生的なカット作業ができます。

抗菌入り特殊ウレタンスポンジを採用し、コンパクトで効率
良い除水作業を可能にします。クリアランスアジャスター機
能で対象物の厚みを調整し固形物のつぶれの心配もあり
ません。オプションのエアブローユニットでより
正確で完全な除水作業を実現します。
大型のスイトールダブルもあります。

ボイラーで発生させた水蒸気を装置内でさらに加熱さ
せた過熱蒸気のみを熱源に、食材をダイレクト焼成。
短時間での加熱処理が可能になり、焼き上がりの製品
の味や品質が劇的に変貌します。ムラのない均一な仕
上がりと食材の旨味を閉じ込め、良質に仕上げる焼成
装置。焼き目もしっかりと付けることができ、さらに省
エネ効果もあります。

ニッコーがご提案するロボットによる生産システムは、生産性はもとより大幅なコスト
削減・製品の衛生管理・省スペース化など多くのメリットを実現します。各種ロボット
技術を中核とした前後の処理も含めた最適なライン構築をご提案いたします。

ULTRASONIC CUTTER

［特許取得］

［実用新案取得］

超音波カッター

食品加工ロボットシステム

イノーバ

高性能除水装置

過熱蒸気焼成機

スイトール

シュウマイ集積・包装機への投入

厚揚げ豆腐パック詰め

大葉選別

ウィンナー整列集積

ソーセージ箱詰め

オートシェラーへの原貝投入

パレタイジングシステムパック入豆腐ケース詰め

Robotic Automation Food Processing

■掲載事例はほんの一例です■
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PRODUCTS
NIKKO SPIRITS

PRODUCTS
NIKKO SPIRITS

簡単操作、ワンウェイで正肉処理

高速・高精度でのポーションカットを実現

斬新な発想と技術力で、省力化・作業効率化をご提案。ニッコーの技術が可能にし
た職人技を持つ高性能な機械をご使用になれば、作業員の経験値を問わず労働負
荷の軽減や製品の高品質化を望めます。

ブロック肉を装置にセットすると、第一ステージで短
冊状にカット。自動でステージ移動し角状にカットさ
れます。肉を移し替えることなく、本機1台で角状ま
でのカットが可能。操作が簡単でパートさんでも正
肉処理が可能になります。場所をとらないコンパクト
設計で、洗浄も容易にできます。

新技術の3Dステレオ計測が製品の大きさ・重量を計測し
設定された重量と厚さを瞬時に算出します。この計測技術
で高速高精度でのポーションカットが可能になりました。
ベーコン、ハム、ブロック肉などのほかに魚にも使用できます。
また、工具レスで分解できるので
清掃やメンテナンスが楽に
できます。

水産加工機の技術力なくしてはニッコーは語れません。なかでも鮭加工の分野では、
一次処理から切身製造に至まで加工ラインを一社の製品で対応できるのは「世界中
でもニッコーだけ」といわれるほどラインナップは充実しています。

［特許取得］

［特許出願中］

食肉加工水産加工

牛・豚加工用

超職人技！！ 包丁自動研磨ロボット

包丁を使用して作業する仕事は、包丁の切れ味が命です。
研磨職人さんがいなくなりつつある昨今、素人が切れる包
丁を研ぐのは至難の技です。
本装置は作業員を問わず包丁をセットするだけ　　　　
で、ロボットが自動で研磨します。包丁研ぎ職人　　　　
さんはもう必要ありません。

［実用新案取得］とぎロボ ⅡVersion

正肉裁断装置

ヘッドカットから内臓除去まで自動で連続処理

希望の重量、幅、長さを設定し生のフィレをセットするだけで
一切れごとの誤差の少ない「鮮魚の切身」を製造します。
水揚げ地や養殖地でのご使用で、チルド、ワンフローズンでの
鮮度の良い切身流通が可能になります。

手間のかかる一次処理を自動化。ラウン
ドの鮭をオートヘッダーに並べるだけ
で、ヘッドカット後自動でガッターマシン
へ搬送され、自動で開腹、内臓・卵等を
きれいに分離回収します。これだけの作
業で作業員はたったの1名。省人化に大
きく貢献できるシステムです。

［国内・海外特許取得］

スーパープロフェッショナル

3Dインテリジェンスポーションカッター Type Mヘッダーガッター連続処理システム

手剥きと同等の製品ができる
まさに人手不足の救世主

技術の融合で生まれた生魚定貫切り装置

ホタテ原貝を投入するだけで自動的に殻・ミミ・ウロ・貝柱
を分離させ、貝柱だけを生のまま回収する世界初のホタテ
自動生剥き機です。 5,760枚/時＊の処理能力で人手不足に
大きく貢献します。 原貝の自動選別とロボットによる投入
をおこなう原貝自動供給システムもご提案します。

［国内・海外特許取得］

＊8連式の場合

ホタテ貝自動生剥き機 オートシェラー

Fish Processing Meat Processing
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PRODUCTS
NIKKO SPIRITS

漁獲から食卓まで
高鮮度コールドチェーンを確立！！

旬の野菜を美味しいままで。
遠距離の消費者へ提供可能に！！

海水・塩水から連続的にシルクアイス、および冷海水を製
造し魚介類を素早く冷却できる装置です。
氷の粒子数がミクロンの滑らかなシルクアイスは、冷却効
率と魚にダメージを与えずに鮮度保持できる理想的な海水
シャーベット氷です。
コンパクトな設計で船舶・陸上（別途ストレージタンクが必
要）に設置できます。 氷の温度・濃度をタッチパネルで設
定変更ができ、常に安定した温度と濃度の氷をいつでもワ
ンタッチで生成できる、抜群の性能を発揮します。

本装置で製造された氷は雪氷
状のため、外からの影響を抑
え、美味しさを損なうことなく
鮮度保持が可能です。
雪状氷は野菜の隙間まで氷が
行き渡るので野菜を傷つけず、
また氷結点温度にならないた
め野菜を氷結させることがあり
ません。

魚や野菜などの生鮮品を購入する際に消費者が重要視している「鮮度」。
ニッコーは生鮮品の鮮度保持を目的としたシステムを開発。その画期的な効果は、産
地から小売までの生鮮物流に革命をもたらすほどのシステムです。

［特許・実用新案取得］

［特許取得］

鮮度保持

ベジタブルアイス・インジェクションシステム

連続式シルクアイスシステム 海氷

Keeping freshness

対象アイテム
●ブロッコリー ●とうもろこし ●芽キャベツ ●にんじん ●パセリ
●玉ねぎ ●かぶ ●にら ●かぼちゃ その他

創業以来ずっと繋がっている「モノづくりへの情熱」と

いう糸は、いまも変わらす技術者たちに受け継がれ、

その熱い想いは太く切れない束となり次代へと紡がれ

ていきます。

Nikko, The Passion for Technology

Passion for Technology
次代を変えていく。

モノづくりへの情熱で NIKKO SPIRITS
第7回ものづくり日本大賞
内閣総理大臣賞受賞

海

氷は
高い評

価をいただきました



www.k-nikko.com

CORPORATE GUIDE
株式会社ニッコー　会社案内

オンリーワンテクノロジーで次代を拓く
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