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　平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。また、品質管理の尽くされた製品を継続的に供給、ご支援
をいただき感謝申し上げます。

　お陰様で、1972年の創業以来、来年で50周年を迎えることができます。創業当時は、カメラのレンズと感材の間の光
の環境を調整する蛇腹を提案いたしました。世界一の品質を誇るハッセルブラッド社をはじめ市場やプロのカメラマン
から高いご評価をいただきました。技術革新で市場は変化していきます。デジタル化の波はアナログの光学用蛇腹を
市場から追い出しました。しかし、反面医療機器の分野で画像診断の技術が生まれました。MRIやCTのテーブルのカ
バーなどの需要が急増。患者や医療従事者の環境を守る私たちの新しい提案が、世界中に広がっていきました。工
作機械でも、機械室と加工室を区分して動きながら加工の環境を守っています。かつて、我が国の殆どのメーカー様
からご愛顧いただいたレーザ加工機光路蛇腹も、光軸の環境を守り高める役割を果たせたと思います。 

　2021年現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延で、人の流れが変わり、それまでの日常が消えてしまいました。少子
化・高齢化の結果、労働力はますます不足しているのに、今までのような人の移動が自由に行えません。本当の需要＝
真需は何か？ 厳しく問いかけられています。労働環境の整備も大きな課題です。在宅勤務やWEB会議の活用など、
製造現場より間接部門での働き方が見直されています。時短という量の面ではなく、生産性を問い直すという意味で
の働き方の質が問われています。

　弊社では、従来の要素部品としての製品の研究開発に加え、エンドユーザー様を直接視野に入れたE Commerce
をアマゾン・ビジネス様やShopify様と組んで実施していきます。 
　自分たちの出来ていないことを見つめ、出来ている部分の真の自信と、不足分への挑戦を積極的に取り組んでいき
たいと存じます。 
　今後とも、ご愛顧、ご支援の程、宜しくお願い申し上げます。

株式会社　ナベル 
代表取締役社長　　永 井  規 夫　Norio Nagai

50周年を迎えるにあたって
お客様が望まれる環境を作り、向上させる製品をタイムリーに。

株式会社 ナベル 本社・三重工場

株式会社 ナベル 山口工場・営業所

三重県伊賀市ゆめが丘7丁目2-3

山口県阿武郡阿武町大字奈古3485-8
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Bella-Solar活用事例

海上釣り堀

グランピング避難誘導灯デジタルサイネージ

屋外仮設トイレ
（バイオ循環ポンプ）

2021年7月

ふるさと納税返礼品
「レジャーに便利」、「災害への備えに安心」等、
ご好評をいただいております。
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IGA

SEYOUNG NABELL
(Ulsan)

●

NABELL CHINA
(DANYANG)

NABELL USA
(North Carolina)

YAMAGUCHI

TAIWAN
i-Smart

TOKYO

本社・三重工場　　敷地面積　8,504㎡
　　　　　　　　　建物面積　3,384㎡
　　　　　　　　　延床面積　6,868㎡

山口工場・山口営業所　　敷地面積　24,346㎡
　　　　　　　　　　　　建物面積　　4,825㎡
　　　　　　　　　　　　延床面積　　7,949㎡

Nabell USA Corporation
敷地面積　12,949.47 ㎡
建物面積　　　　3,394㎡

Nabell China(Dan Yang)Corporation
【JAPIC工業団地内 第10棟】
敷地面積　　　1,500㎡
延床面積　1,492.88㎡

Seyoung Nabell Corporation
敷地面積　9,364㎡
延床面積　　 414㎡

The Functional Cover
from the Worldwide Collaboration

of Nabell Group
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OPTICAL

Robot-Flex（産業ロボット用） MEASUREMENT / INSPECTIONMATERIAL HANDLING

WELFARE TOOLS

CLEAN ROOM

WAY COVER

MEDICAL

Traceability for Quality Control
ナベルは銘板でトレーサビリティを確保しています。

ナベルの製品群
Products Line up

動画配信
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MACHINE TOOL

LASER

三重・山口両工場にて取得
We acquired ISO 9001 & 14001at both factories, Mie and Yamaguchi.

www.bellowsmuseum.com
www.bellowsmarket.com

For large size horizontal type mc
（W：4595mm*MAX：8970mm）

横型MC用

反射面付ジャバラ構造イラスト
反射板

ジャバラ本体

制限テープ

レーザー光路イメージ図

センサー蛇腹
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交換時の圧力しきい値

他社 目標 実証 時間

0.2

0.1

0
0 150 220 400 800 1,2001,000 1,6001,510

「フィルター不織布の寿命時間比較」

B社製（220）
A社製（150h）

Eco Cubic Filter（1,510h）

NRF-1
一　般
防塵・防水性

NRF-2
ブラスト用
耐衝撃性

NRF-3
塗　装
塗料ミストの吸着性

NRF-4
工作機械・産業機械
耐油・耐クーラント性

NRF-5
溶　接
耐スパッタ・耐熱性

NRF-6
食品・医療
消毒液耐性

E3

Eco Cubic Filter

CTS(High Pressure coolant system)

Robot-Flex

before after

動画配信

グレア抑制効果

AGレンズフィルター
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影部が増
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太陽光が当たるパネルの面積（％）
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本パネル

従来品
発電出力差

「パネルへの影が発電出力に与える影響」

軽量コンパク
トなので

　　専用リュ
ックに入れて

持ち運べる

次亜塩素酸水
（CELL:50ppm, 300ml）

Ktパウダー（50g）

災害安心セット
動画配信

Ⓡ

Environment
  Enhancement
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Standard Bellows

Bella-Solar

MAKIMAS

N型番（直動案内軸受用蛇腹）

IR（リング挿入丸型蛇腹）

MJ（巻取り蛇腹） CF（平型折り縫い蛇腹）

WR（溶着丸型蛇腹）

nanoSupport 
(200Wh蓄電池）

【特許出願中】

Online Shop

AF-F(Wフェイス平型蛇腹）
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　ナベル製品は、すべての製品に銘板を貼付し、シリアル番号を通じて、製造工場、製造年月日、ロット数を記録し
ています。万が一問題が発生しても、生産履歴の確認を急ぎ、問題解決に全力を尽くします。

トレーサビリティー

とは…
イタリア語で美しいことを意味します。
ナベルでは、お客様の機械との調和を
図るために、機能面のみならず美観を
重視したものづくりに努めております。

ISO取得状況

ISO　9001

ISO　14001

三重　本社・工場

2004～

2003～

山口　工場

2004～

2004～

2010～

2010～

ナベルUSA ナベル中国

2014～

2018～

ナベル品質に関する取り組み

　ナベルでは、新規量産のお引き合いを頂戴した時、初品の段階で、以後問題発生を事前に防ぐ為、部署をまたい
で活動を行っています。営業部・技術部・資材部・生産管理部そして品質管理部が、仕様・価格について協議します。
この段階で、手順書を確定し、以後の再現性の高い工程を管理します。

　過去、残念ながら、従来の仕様を踏襲する形で、拙速な対応をしたおかげで、後に大きな問題を残してしまうこと
がありました。これは、我々の採算性を害するのみならず、ご信頼頂いているお客様に多大なご迷惑と経済的な損
失をお掛けすることになりました。この反省点から、FAI活動は生まれました。ご理解とご協力をお願いいたします。

FAI活動 First Article Inspection （初品管理活動）

新規お引きあい

過去に類似の仕様が
あっても実行します。

試作価格
量産想定価格のほぼ
倍の試作費用を申し
受けます。

概略図
過去の仕様を参考に、
イメージ図をご提案し
ます。

概 算 試 作
単 価
概 略 図

FAI終了後、問題の発
生を未然に防ぎ、適正
な価格をお出しします。

量 産 単 価
確 定 仕 様 図

F A I
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ナベル製品保証規定 2021年7月 

製品保証の考え方

　本規定は、ナベル製品を弊社が提供する製品保証書、取扱説明書、納入仕様書に規定された内容に従いご使用
いただいたにもかかわらず、所定期間内に故障、あるいは不具合を生じた場合の対応について定めるものです。

　保証修理を受けられる期間は、納入日（お客様にお渡しした日）より1年間とします。 
　　※但し、特定の製品につきましては、別途保証期間を設定させて頂きます。

　1.　ナベル製品の保証は、製品保証書の保証期間内で、取扱説明書、納入仕様書又はその他の資料に従って正常
　　 なご使用をしていたにもかかわらず破損・故障が発生した場合は、無償にて、弊社の判断により修理、代替品
　　 の納入、部品交換のいずれかを致します。  
　2.　上記保証適用対象に含まれない場合であっても、有料での修理、代替品の有料交換等のサービスはお請
　　 け致します。

　保証期間内であっても以下の項目に該当する場合は、保証の適用対象外とさせて頂きます。
  
　1.　オペレーションミスによる部品の変形、破損、故障  
　2.　仕様条件と異なる、又は仕様条件以上の過酷な使用環境若しくは使用状況による変形、破損、故障（温度、湿度、
　　 圧力、流量、その他の要素） 
　3.　使用損耗又は経年劣化による変形、破損、故障 
　4.　主材料若しくは部品材料の腐食による強度低下又は欠陥を原因とする変形、破損、故障
　5.　不当な運転（逆流、墳流）又は不当な改造による変形、破損、故障  
　6.　据付け、配管取付時の過大な外力、歪による変形、破損、故障  
　7.　急激な温度変化（サーマルショック）による変形、破損、故障  
　8.　火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、第三者の故意・過失などの外部要因によって生じた変形、
　　 破損、故障  
　9.　消耗品が損耗し取り換えを要する場合にかかる損耗を原因として生じた変形、破損、故障  
10.　機能上影響のない変形、破損、故障  
11.　通常の注意により発見できたにもかかわらず、お客様が放置したことにより拡大した変形、破損、故障  
12.　弊社純正以外の部品、材料等を使用したことを原因とする変形、破損、故障  
13.　弊社又は法令が許容していない取扱方法、改造、部品の装着を原因とする変形、破損、故障

本規定の趣旨

保証に含まれない事項 

保 証 内 容

保 証 期 間
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　ナベルでは、お客様の真のご要望を伺い、WANTSやNEEDSに適合した形で、
最適な製法と最適な素材を組み合わせて、お客様の必要とされる具体的な環境を
おつくり致します。
　知財という客観的な活動を通じて、社員教育に役立てるとともに、オリジナル技
術の開発への積極性をご評価いただき、2013年には知財功労賞（特許庁長官賞）
を頂戴致しました。

知財戦略

　製品保証規定は、本製品についてのみ無償修理、代替品の納入、部品交換を お約束するものです。本製品の故
障等又は使用によるその他の製品の損害については、弊社はその責任を一切負わないものとします。その他、本
製品の破損・故障を原因とする間接損害、拡大損害、特別損害 (休業補償、営業損失等を含みますが、これらに限ら
れません)について、弊社は一切の責任を負いません。

　知財について 
　ナベル製品、現在知りうる限り、他社の知的財産権を侵害してはいません。 

　ナベルでは、 装置の動作に合わせて摺動する “蛇腹” を加工室の状態を正常に保つ部品であると同時に、 最初
に異常の発生を見極めるセンサーと捉えています。世界で初めて、部品である弊社製品を、異常検知用のセン
サーとして活用する技術を開発、ご提案をしています。
　1.　焼損検知用レーザ加工機光路用蛇腹　2002年　特許取得
　2.　温度センサー付き光路ジャバラ　2010年　  モノづくり部品大賞　奨励賞

IoTへの取り組み

拡 大 損 害 他

補 足 事 項
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　ナベルでは、完成品の全数検査（最終検査）と抜き取り検査
（出荷検査）を実施しています。
更に、 完成品の検査に加え、 作業標準が確実に実施できている
か、 作業標準に問題が無いかを定期的に巡回し、 品質改善活動
に取り組んでいます。

品質パトロール

　お約束した納期を順守させて頂く為、 設備の予防保全活動を
実施しています。

ＴＰＭ活動

　ナベルでは、従来、水平/垂直/壁掛け方向の各種蛇腹試験機を導入していますが2015年三重本社に世界で初
めて、5m×9mのクロスレール（壁掛け式）試験機(速度：120m/min・加速度：1.5G)を備えました。航空宇宙産業
の翼製造横型マシニング等の実用試験機です。特に大型の製品は、納入後の据付けと動作確認に多くの工数が掛
かります。設計段階で実機に近い形で妥当性を確認することで、安心してお使い頂ける製品を提供させて頂き
ます。
　立ち合い確認をご希望の際は、対応させて頂きますので、弊社営業担当にご用命ください。

Bella-Saurus　超大型クロスレール式試験機

動画配信
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1972年

1982年

1988年

2018年

2019年

2020年

2021年

2017年

1990年

1992年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2015年

2016年

2007年

2008年

2011年

2012年

2013年

2014年

2010年

2009年

会社の歴史とドメインの変遷・主な取り組み
戦略領域 西暦 戦略的 組織的 金融的 

新素材ナベルシリーズ完成

CT/MRIベッド用フード蛇腹、開発
ジャバラを ”必要なときに伸び、不要なときに縮むもの”
として企業ドメインに決定
日本写真光学経営者協議会
（JPEA写真映像経営者協会）入会
日本写真映像用品工業会入会
医療機器用フード素材ANUL開発、
UL94-VTM-0 合格（FileNo.E1625666）

株式会社日伝と「標準ジャバラ」を共同開発し、販売開始
KARNAT Technologies（イスラエル）と
販売代理店契約を締結
Möller社（ドイツ）と技術販売提携契約を締結
Analogic社（米国）へ医療用ジャバラの販売開始
NABELL USA Corporation CTテーブル用蛇腹の量産開始
レーザ加工機用センサージャバラ量産開始
AFジャバラ本格生産開始
GE Healthcare社（米国・OEC社）へ医療用Cアーム
テーブルジャバラ量産開始
クリーンルーム用蛇腹のテストデータ解析を開始
スカラ用、溶着蛇腹の耐久テスト実施

JIMTOF2002出展（初出展）

JIMTOF2004出展（工作機械用高速蛇腹展示）
KEYARROW社（台湾）と金属テレスコ蛇腹に関して
技術提携契約を締結

JIMTOF2006出展（工作機械用高速蛇腹展示）

JIMTOF2008出展（テレスコカバーN-SPM、Stahlflex展示）
中期経営計画「セカンド21」策定

JIMTOF2010出展
IMTS2010初出展
中期経営計画「サード21」策定

JAPIC／JAEIC協同組合に入会

JIMTOF2012出展

イスラエル代理店変更（KARNAT社⇒BACCARA社）

RSアーマー開発、販売開始
JIMTOF2014出展（RSアーマー展示）

国際ロボット展　初出展

JIMTOF2016出展
Ｇ７伊勢志摩サミット 三重情報館で、折り畳み式ＰＶ「nanoGrid」が展示される
折り畳み式ＰＶ「nanoGrid」を「＠monodo」(日刊工業新聞社）に掲載開始

国際ロボット展2017に出展

株式会社ナベルホールディングスが、
TECHMAN ROBOT社（台湾）の日本正規代理店に認定
Robot-Flex®開発
JIMTOF2017出展（TM Robot発表）
オリックスレンテック株式会社と
株式会社ナベルホールディングスの提携開始
株式会社山善と株式会社ナベルホールディングスの販売提携開始
放電加工機用 Eco Cubic Filter を台湾にて本格実証試験開始

i-Smart社と業務提携契約締結

光学用ジャバラ専業メーカー「永井蛇腹」創業

会社組織を「有限会社永井蛇腹」に変更

会社組織を「株式会社 ナベル」に変更

三重工場　ISO14001認証取得

三重・山口両工場　ISO9001認証取得
山口工場　14001認証取得

永井諒（創業者）  代表取締役会長就任
永井規夫  代表取締役社長、NABELL USA Corpoeration CEO就任
Mr. Don Stewart  NABELL USA Corpoeration 社長就任

本社住所登記変更
（三重県伊賀市上野丸之内⇒三重県伊賀市上野ゆめが丘）

創業者 永井諒 逝去

FAI活動、品質パトロール、TPM活動を開始

山口県阿武町に山口工場進出

東京営業所開設（神奈川県）

山口工場新社屋完成
名古屋中小企業投資育成株式会社から投資を受ける

三重県上野市西明寺に三重本社工場新社屋完成　本社機能移転
米国ノースカロライナ州にNABELL USA Corporation 設立、工場完成

山口工場 新工場（AF機械棟）完成

韓国釜山広域市にナベル韓国支店開設

山口工場 板金工場『N-TECH』 完成

ゆめぽりす伊賀クリエイトランド(三重県伊賀市ゆめが丘)に
三重本社、Bella-Flex工場 完成　本社機能移転

NABELL USA CORPORATION工場移転・拡張

中国丹陽市にNABELL CHINA設立

韓国に合弁会社（SEYOUNG NABELL）設立
三重本社 第2工場完成
台湾営業所　開設

株式会社ナベルホールディングス 設立

株式会社ナベルホールディングス
名古屋事務所開設（名古屋市東区）

山口工場 第6棟 完成
NABELL USA 拡張
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1972年

1982年

1988年

2018年

2019年

2020年

2021年

2017年

1990年

1992年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2015年

2016年

2007年

2008年

2011年

2012年

2013年

2014年

2010年

2009年

知的財産取得状況・受賞等

『ロボット用保護カバー（Robot-Flex）』特許取得（特許登録番号：6850007）

『シャッター装置(天井カバー)』特許取得（特許登録番号：6772926）

『着脱可能式太陽光発電装置』特許取得（特許登録番号：6624909）
『ロボット用カメラフード』意匠登録（意匠登録番号：1671875）

『RSアーマー』特許取得（特許登録番号：6383201）
『太陽光発電装置(nanoGrid)』特許取得（特許登録番号：6417128）

『タッチパネル付きロボットコントローラー用カバー』意匠登録（意匠登録番号：1595400）
『折り畳み式太陽光発電機 反射板付き』意匠登録（意匠登録番号：1610168）
『Robot-Flex』商標登録（商標登録番号：6006030）

『スタンディングウォール』特許取得（特許登録番号：6030344）
『折り畳み式太陽光発電装置(nanoGrid)』意匠登録（意匠登録番号：1547130）
『Dr. Bellows』商標登録（商標登録番号：5848608）

『ウィング付きVSアーマー』特許取得（特許登録番号：5725618）
『折り畳み式太陽光発電機(nanoGrid)』意匠登録（意匠登録番号：1547130）

『温度センサー付き蛇腹』特許取得（特許登録番号：5449004）
『フィルター付伸縮カバー』特許取得（特許登録番号：5557257）
『角部一体式交換可能ワイパー』特許取得（特許登録番号：5495309）
『保護板付き蛇腹』特許取得（特許登録番号：5663453）
『シャッター装置』特許取得（特許登録番号：5652878）

独立電源可搬式『Bella-Solar』販売開始　商標・特許・意匠出願
『反射シート付き蛇腹』特許取得（特許登録番号：5399290）
『車両連結幌』特許取得（特許登録番号：5222309）
『昇降ベッド用サイドカバー』意匠登録（意匠登録番号：1488219）
『保護板積層蛇腹』実用新案登録（実用新案登録番号：3183353）
『異常ストローク検知機能付き蛇腹』特許取得（特許登録番号：5388229）

『ウォーターディフェンサー』特許取得（特許登録番号：4988413）
『異形スラッツ付き蛇腹』特許取得（特許登録番号：4956394）

『VSアーマー』特許取得（特許登録番号：4833013）
『ASアーマー』特許取得（特許登録番号：4726611）
『SPM-D』特許取得（特許登録番号：4890596）
『ダンパー付き蛇腹』特許取得（特許登録番号：4751256）

『高速対応制限テープ』特許取得（特許登録番号：4249517）
『蛇腹設計条件算出プログラム』特許取得（特許登録番号：4262531）

『カートリッジ式乱光遮蔽板』特許取得（特許登録番号：4139365）
『ＧＩ蛇腹』特許取得（特許登録番号：4212308）
『一括溶着蛇腹』特許取得（特許番号：3525339）

『一括溶着蛇腹』特許取得（特許番号：3525339）

『レーザ加工機用センサー蛇腹』特許取得（特許登録番号：3353059）

『テーブルリフト用蛇腹製造法（ファルタ製法）』特許取得（特許登録番号：3103961）

『一括溶着蛇腹』特許出願

『ナベル』イギリスにて商標登録
レーザー加工機用『センサー蛇腹』 開発、特許出願
『ナベル』EU（13ヵ国）へ商標登録出願
カメラワールド（米国）とソフトボックスを共同開発、特許出願

レーザー加工機用『反射面付き蛇腹フード』開発
実用新案登録申請（公開番号 平3-112717）

蛇腹製造法「スクリーン製法」特許取得（特許登録番号：1441115）

レーザ光路用蛇腹が『第31回 技術開発奨励賞』（㈳中小企業開発センター）を受賞

『平成14年度 文部科学大臣賞』（科学技術功労者表彰）を　故 永井諒(当時社長)が受賞

社長 永井諒、第22回 地域社会貢献者受賞（日刊工業新聞社）

「元気なモノづくり中小企業300社 2007年度版」（経済産業省）に選出

特許庁より「知財功労賞」受賞

地域総合整備財団「平成28年度ふるさと企業大賞（総務大臣賞）」受賞

経済産業省「地域未来牽引企業」に選出される
永井規夫　代表取締役社長　三重大学大学院 博士課程修了
伊賀市ふるさと納税返礼品に『Bella-Solar』認定

永井規夫　代表取締役社長
「第36回 優秀経営者顕彰」において、『最優秀経営者賞』受賞（日刊工業新聞社）

阿武町ふるさと納税返礼品に『Bella-Solar』認定

戦略領域 西暦 知的財産 受賞等

「2008年 　 モノづくり部品大賞」において『VSアーマー』が
【奨励賞】を受賞（日刊工業新聞社／モノづくり推進会議）

山口工場『山口労働局長表彰』を受賞
「2017年 　 モノづくり部品大賞」において『nanoGrid』が
【奨励賞】を受賞（日刊工業新聞社／モノづくり推進会議）

「2014年 　 モノづくり部品大賞」において『異常ストローク検知機能付き蛇腹』が
【奨励賞】を受賞（日刊工業新聞社／モノづくり推進会議）

「2010年 　 モノづくり部品大賞」において『温度センサー付きレーザー光路用蛇腹』が
【奨励賞】受賞（日刊工業新聞社／モノづくり推進会議）

「2009年 　 モノづくり部品大賞」において『ウォーターディフェンサー』が
【奨励賞】を受賞（日刊工業新聞社／モノづくり推進会議）
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VSアーマー
モノづくり部品大賞  奨励賞2008年

【特許取得】

モノづくり部品大賞  奨励賞2010年
温度センサー付き光路ジャバラ（反射シート仕様）

【特許取得】

着脱式ヨロイカバー（RSアーマー）＋異常ストローク検知機能付ジャバラ
モノづくり部品大賞  奨励賞2014年

【国際特許取得】 【特許取得】

2017年　 モノづくり部品大賞 奨励賞

可搬式太陽光発電設備の
折り畳み太陽光パネルモジュール

NEW
【特許取得】

ウォーターディフェンサー
モノづくり部品大賞  奨励賞2009年 【特許取得】

モノづくり部品大賞 奨励賞受賞アイテム
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役　　員　代表取締役社長　永井　規夫
　　　　　常務取締役　　　永井　知子 
　　　　　専務取締役　　　田中　昌克  
　　　　　取　締　役　　　田中　啓一 
　　　　　監　査　役　　　永井　杏奈

従業員数　192名（令和3年6月現在）

海外子会社　NABELL USA CORPORATION
　　　　　NABELL CHINA（DAN YANG）CORPORATION

取引銀行　商工中金 津支店
　　　　　三菱UFJ銀行 四日市中央支店
　　　　　百五銀行 上野支店 
　　　　　山口銀行 阿武支店
　　　　　日本政策金融公庫 津支店

社　　名
目　　的
創　　業
設　　立 
改　　組 
資 本 金 
資本異動
　平成７年１月
　
　平成９年６月  
　平成９年８月

株式会社　ナベル
ジャバラ製造・販売並びにこれに関わる一切の業務
昭和47年10月（永井蛇腹） 
昭和63年10月（㈲永井蛇腹：資本金800万円） 
平成04年11月（㈱ナベル：資本金2,000万円） 
5,000万円 

転換社債発行（2,000万円）
名古屋中小企業投資育成㈱引受
増資 （1,000万円）  
社債転換 （2,000万円） 

〒518ｰ0131　三重県伊賀市ゆめが丘7丁目2ｰ3
PHONE：0595ｰ21ｰ5060　FAX：0595ｰ23ｰ5059
〒759ｰ3622　山口県阿武郡阿武町大字奈古3485ｰ8
PHONE：08388ｰ2ｰ2027　FAX：08388ｰ2ｰ0030

7ｰ2ｰ3 Yumegaoka, Iga City Mie Pref. 518ｰ0131
Phone:0595ｰ21ｰ5060　Fax:0595ｰ23ｰ5059

3485ｰ8 Nago, Abu Town Yamaguchi Pref.  759ｰ3622
Phone:08388ｰ2ｰ2027　Fax:08388ｰ2ｰ0030

Head office
Mie factory

Yamaguchi factory
Yamaguchi Office

本社（三重工場）

山口工場・山口営業所

海　外　拠　点

中　　国
Nabell China
(Dan Yang)
Corporation

江苏省丹阳经济开发区通港西路68号10号棟  〒212310
Phone:+86ｰ511ｰ86997080　Fax:+86ｰ511ｰ86997082

U S A
Nabell USA
Corporation

208 Charter St Albemarle,NC 28001 U.S.A
E-mail:info@nabell.com
Phone:+1ｰ704ｰ986ｰ2455　Fax:+1ｰ704ｰ986ｰ2456

韓　　国
Seyoung Nabell
Corporation

♯25-23,Eunhyeonjakdong-ro,Ungchon-myeon,
Ulju-gun,Ulsan City,South Korea.（689-871）
E-mail:seyoungnabell@daum.net
Phone:+82ｰ52ｰ227ｰ6780　Fax:+82ｰ52ｰ227ｰ6781

10693 台北市仁愛路四段300巷26弄8號4樓
Phone:+886ｰ2ｰ2709ｰ0418　Fax:+886ｰ2ｰ2709ｰ0419

414台中市烏日區太明路226巷68弄38號
E-mail:info@i-smart.com.tw
Phone:04ｰ2335ｰ0957　Fax:04ｰ2335ｰ0318

台　　湾
Nabell Taiwan
Corporation
i-Smart
(示昌智造有限公司)

〒461ｰ0001　愛知県名古屋市東区泉2-21-28
日刊工業新聞社名古屋支社ビル内

名古屋事務所
㈱ナベルホールディングス

会社の概要
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NABELL  CORPORATION
株式会社

www.bellows.co.jp
www.nabell.com

www.nabellholdings.co.jp

E-mail:nabell@bellows.co.jp

～ Beyond the customer’s requests ～
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