Business Guide

沿革
1913年 神戸市で野田啓太郎が計測器類の輸入
販売・修理調整業を創業
1919年 合資会社野田測器調正所を創立
1931年 野田啓太郎が日本測器株式会社を設立
（本社・神戸市、資本金5万円）
1943年 下関営業所を開設
1960年 大阪営業所を開設
1967年 東京出張所を開設
1969年 本社を神戸市生田区海岸通4丁目に移転
1970年 東京出張所を営業所に昇格
1972年 姫路営業所を開設
1973年 名古屋出張所を開設
1976年 北九州出張所・広島出張所を開設
1979年 下関営業所と北九州出張所を統合し、
北九州営業所を発足
1980年 名古屋出張所を営業所に昇格
1981年 横浜出張所、京都出張所を開設
1985年 埼玉出張所・千葉事務所を開設
1986年 加古川営業所を開設
千葉事務所を出張所に昇格
1992年 埼玉、千葉、横浜、京都、広島各出張所を
営業所に昇格
1996年 横浜営業所を神奈川営業所に改称・改称
2000年 神戸市中央区磯辺通3丁目に本社ビル
竣工・移転
2002年 和歌山事務所を開設
2003年 久留米営業所を開設
2003年 岡山事務所を開設
2004年 滋賀営業所を開設
2006年 煙台日特測量儀器有限公司を設立
ISO14001認証取得
2007年 富山営業所・大分営業所を開設
2008年 四国営業所を開設
株式会社中島商会全株式取得、子会社化
2010年 和歌山事務所を営業所に昇格
岡山営業所を移転
2011年 久留米営業所を長崎営業所に移転・改称
2012年 高松営業所を開設
四国営業所を松山営業所に改称
岡山営業所を福山営業所に移転・改称
2014年 株式会社中島商会を吸収合併
NIPPON SOKKI(THAILAND)を設立
2015年 滋賀営業所を現在地へ移転
ISO9001を取得
2016年 阿部商事株式会社全株式取得・子会社化
2017年 高松営業所を徳島営業所に移転・改称
2018年 京都営業所を現在地へ移転
2019年 横浜営業所・福岡営業所を開設
加古川営業所を現在地へ移転
2020年 上田営業所を開設
大分営業所を現在地に移転
有限会社第一理研全株式取得・子会社化
NIPPON SOKKI(VIETNAM）を設立
シマ産業株式会社全株式取得・子会社化
2021年 長崎・上田・和歌山営業所を移転
第一理研株式会社に商号を変更
2022年 徳島・松山営業所を現在地へ移転
福岡営業所を久留米営業所に改称
神奈川営業所を厚木営業所に改称・移転
周南営業所を開設

ごあいさつ
創業100年を超える老舗の計測機器・電
子機器専門の商社です。お客様に応えう
る技術とサービスをもって、お客様ととも
に発展していきたいと思っています。「豊
かで健康な生活づくり」のために、安全・
安心な製品とサービスの提供を行って、
お客様の満足と信頼を獲得することで社

会に貢献します。
取締役社長

明石 仁成

会社概要
商

号 日本測器株式会社
http://www.nippon-sokki.co.jp/
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主要株主
取引銀行

神戸市中央区磯辺通3丁目1番19号
1931年6月12日（昭和6年）
2億3,000万円
取締役社長 明石 仁成
162名
119億1,000万円（2020年3月期)
ニチモウ株式会社（東証一部）
みずほ銀行神戸支店
三菱UFJ銀行三宮支店
商工組合中央金庫神戸支店
山口銀行神戸支店
建設業：（般-29）第110547号 1976年4月9日 兵庫県知事
古物商：第631122000033号 令和4年9月4日
兵庫県公安委員会
ISO14001認証：3047 2020年10月6日更新 UKA,IAF
ISO9001認証：12064 2020年10月6日更新 UKA,IAF

事業所
■国内拠点
本社営業部

西部営業部
17

福山営業所

13

海外営業部

本社・神戸営業所・海外営業部

福山市西町１丁目25-12西町大畑ビル1F 神戸市中央区磯辺通3丁目1番19号
TEL：084-959-5451 FAX：084-959-5452 TEL：078-222-4291FAX：078-222-4881
18

広島営業所

14

広島市南区東荒神町3番35号
広島オフィスセンタービル2F
TEL：082-263-9403 FAX：082-263-9541
19

加古川営業所

加古川市加古川町平野350番地
シェーネル・ブラウエン加古川1F B号室
TEL：079-425-7111 FAX：079-425-7119

松山営業所

15

姫路営業所

松山市千舟町4丁目3番5号佐伯物産ビル 姫路市東延末3丁目37番地
No.11 3F
中川ビル2F
TEL：089-989-1566 FAX：089-989-1567 TEL：079-221-5665 FAX：079-221-5599
20

周南営業所

16

徳島営業所

徳島市八百屋町1丁目14グラン徳島3F-D
20 山口県周南市緑町1丁目31 2階
TEL：0834-34-0880 FAX：0834-34-0881 TEL：088-624-7690 FAX：088-624-7691
21 北九州営業所
北
北九州市小倉北区熊本3丁目7番17号
TEL：093-941-7651 FAX：093-922-4476 第一理研株式会社
22

久留米営業所

24

➊ 東京営業所
7
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長崎営業所

長崎市興善町2-21 明治安田
20
生命長崎興善町ビル9F
21
TEL：095-816-0112
22
23
FAX：095-816-0113

9

東京都中央区日本橋本町4丁目6番10号
サトービル8F
TEL：03-5202-1121 FAX：03-5202-0301
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中部営業部

19

➋ 埼玉営業所
3

➐ 富山営業所

さいたま市北区土呂町2丁目10番5号
OSD土呂1F
TEL：048-651-3566 FAX：048-651-3526

➌ 千葉営業所

市原市五井中央西2丁目21番11号
富山市西田地方2丁目7番4号3F-1
TEL：076-425-7650 FAX：076-425-7651 SKビル5F
TEL：0436-20-2468 FAX：0436-21-2485

24

16

➑ 名古屋営業所

大阪営業部
11

東京営業部

23

久留米市中央町38番6号
久留米プラザビル5F5B号室
TEL：0942-27-8588 FAX：0942-27-8313
23 大分営業所
21
大分市日岡1丁目2番31号
TEL：097-555-9120 FAX：097-555-9121

大阪営業所・技術サービス課

➍ 横浜営業所
名古屋市名東区社台3丁目2番地
TEL：052-769-1861 FAX：052-769-1863 横浜市鶴見区豊岡町2番3号
ツルミフーガ3-405号室
TEL：045-717-5815 FAX：045-717-7802

❾ 滋賀営業所
吹田市江坂町1丁目12番10号
➎ 厚木営業所
草津市大路2丁目13番27号辻第3ビル3F 厚木市旭町1丁目8番6号パストラルビル
丸信江坂ビル
TEL：06-6389-8561 FAX：06-6389-8568 TEL：077-585-9780 FAX：077-585-9781 TEL：046-227-0911 FAX：046-227-0922
12

和歌山営業所

➓ 京都営業所

❻ 上田営業所

和歌山市本町1-43 和歌山京橋ビル4F 京都市伏見区竹田北三ツ杭町38番地
長野県上田市常磐城4-11-11
TEL：073-488-3351FAX：073-488-3352 TEL：075-646-3100 FAX：075-646-3101 TEL：0268-71-0443 FAX：0268-71-7860

■グループ会社

■阿部商事株式会社
〒564-0063 吹田市江坂町1丁目12番10号 丸信江坂ビル6F

TEL：06-6369-1500 FAX：06-6369-1501

■第一理研株式会社
〒950-0865 新潟市中央区本馬越2丁目13番2号

■シマ産業株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目6番10号 サトービル8F
〒564-0063 吹田市江坂町1丁目12番10号 丸信江坂ビル2F
〒386-0027 長野県上田市常磐城4-11-11

■海外拠点

TEL：03-3548-9595 FAX：03-3548-9596
TEL：06-6310-8461 FAX：06-6310-8462
TEL：0268-27-4032 FAX：0268-27-4037

■煙台日特測量儀器有限公司
煙 台 総 部
天津
煙台
西安

大連
青島

上海営業本部
大連分公司

上海
無錫

3

天津分公司
青島分公司

広州

無錫分公司
広州分公司
西安分公司

ダナン
バンコク

TEL：025-246-4800 FAX：025-246-4828

〒264-000山東省煙台市芝罘区南大街158号魯東国際3号ビル3304 室
TEL：+86-0535-666-7106 FAX：+86-0535-666-7126
〒200-052上海市長寧区延安西路1358号迎龍大厦2号楼20階C室
TEL：+86-021-5230-8251 FAX：+86-021-5230-8252
〒166-600遼寧省大連開発区五彩城A区1棟1号凱倫国際大厦B座903室
TEL：+86-0411-8753-9950 FAX：+86-0411-8753-9950
〒300-202天津市河西区大沽南路459号晶采上品大厦2-1703
TEL：+86-022-8383-1788 FAX：+86-022-8383-1799
〒266-555山東省青島市開発区長江中路216号城市桂冠A座1506室
TEL：+86-0532-8699-0510 FAX：+86-0532-8699-0512
〒214-028江蘇省無錫市新区高浪東路19号 第一上海広場8楼812室
TEL：+86-0510-8522-6008 FAX：+86-0510-8522-6009
〒510-310広州市海珠区新港中路352号麗影広場C区会展時代写字楼1015室
TEL：+86-020-8520-5133 FAX：+86-020-8520-5155
〒710-0000西安市新城区金花北路205号西鉄工程大厦6F613号室
TEL：+86-153-8924-2920

■ NIPPON SOKKI（THAILAND） CO., LTD

425 Srinagarindra Rd,Suan Luang Bangkok 10250 Thailand
TEL：+66-2-379-5701 FAX：+66-2-379-5761

■ NIPPON SOKKI（VIETNAM） CO., LTD.
10 Tran Thu Do Street, Cam Le District, Da Nang City, Vietnam TEL：+84-905-916-939

事業内容 常に先行く計測機器の専門商社として、時代に応える先端技術で貢献します
工業用計測器
圧力、温度、流量、液面のほか、ガス検知器等の各種センサーから操作端まで、変換器、記録、警報などを豊富に取
り揃えて、トータルシステムの提案もいたします。

普通型圧力計

圧力トランスミッタ

質量流量計

ロータリー流量計

▶株式会社アイシーティー
▶愛知時計電機株式会社
▶株式会社アイ電子技研
▶株式会社アズビル金門
▶株式会社アロマニッキ
▶株式会社宇津木計器
▶株式会社宇野澤組鐵工所
▶株式会社荏原計器製作所
▶株式会社エム・システム技研
▶エンドレスハウザージャパン株式会社
▶大阪フローメーター工業株式会社
▶株式会社オーバル
▶株式会社岡崎製作所
▶株式会社岡野製作所
▶株式会社カイジョー
▶金子産業株式会社
▶カワキ計測工業株式会社
▶関西オートメイション株式会社
▶株式会社倉本計器精工所
▶国際計測器株式会社
▶ココリサーチ株式会社
▶株式会社コスモ計器
▶コフロック株式会社
▶坂口電熱株式会社
▶株式会社鷺宮製作所
▶株式会社佐藤計量器製作所
▶シュミットテクノロジー
▶昭和機器計装株式会社
▶株式会社菅原研究所
▶株式会社センスビー
▶株式会社ソニック
▶株式会社第一計器製作所

高機能形熱画像カメラ

マイクロウェーブ式レベル計

▶大晃機械工業 株式会社
▶大東工業株式会社
▶大有株式会社
▶株式会社タクミナ
▶株式会社竹田特殊電線製造所
▶株式会社立山科学工業
▶株式会社チノー
▶超音波工業株式会社
▶株式会社司測研
▶東京計器株式会社
▶株式会社東京測器研究所
▶東京流機工業株式会社
▶東工・バレックス株式会社
▶株式会社東芝
▶トキコシステムソリューションズ株式会社
▶巴バルブ株式会社
▶長野計器株式会社
▶西垣ポンプ製造株式会社
▶株式会社西野製作所
▶日東精工株式会社
▶日本エマソン株式会社
▶日本クリンゲージ株式会社
▶日本クロイド工業株式会社
▶日本計器株式会社
▶日本工装株式会社
▶日本ダイヤバルブ株式会社
▶日本電測株式会社
▶株式会社日本特殊計器製作所
▶日本特殊測器株式会社
▶日本ハネウェル株式会社
▶日本フェンオール株式会社
▶日本フローセル株式会社

フロート式レベルセンサ

▶ネステック株式会社
▶株式会社ノーケン
▶ハイデンハイン株式会社
▶東フロコーポレーション株式会社
▶東和制電工業株式会社
▶株式会社日阪製作所
▶フェロー工業株式会社
▶株式会社フジキン
▶フシマン株式会社
▶ブロンコストジャパン株式会社
▶兵田計器工業株式会社
▶本多機工株式会社
▶株式会社増田鉄工所
▶マイクロテック・ラボラトリー株式会社
▶株式会社マツシマメジャテック
▶三國重工業株式会社
▶株式会社緑測器
▶ミネベアミツミ株式会社
▶ムサシノ機器株式会社
▶メイク株式会社
▶株式会社山本電機製作所
▶有限会社トムデータ
▶理化工業株式会社
▶流体工業株式会社
▶ロス・アジア株式会社
▶株式会社和興計測
▶日本ベーカーヒューズ株式会社
▶ITWジャパン株式会社
▶SMC株式会社

電気・電子計測器

世界No.1商品であるオシロスコープ、スペクトラム・アナライザ、ロジック・アナライザ、ネットワーク・アナライザ、通信用
測定器、電源、デジタルマルチメータ、信号発生器、光測定器などからEMI/EMCノイズ分析まで各種扱っています。

プログラマブル交流電源

オシロスコープ

ネットワークアナライザー

▶アイシー測器株式会社
▶旭計器株式会社
▶株式会社アドバンテスト
▶アンリツ株式会社
▶岩崎通信機株式会社
▶株式会社エー・アンド・ディ
▶株式会社エーディーシー
▶江藤電気株式会社
▶株式会社エヌエフ回路設計ブロック
▶オリックス・レンテック株式会社
▶カイセ株式会社
▶春日電機株式会社
▶株式会社キーエンス
▶キーサイト・テクノロジー株式会社
▶菊水電子工業株式会社
▶株式会社キャンドックスシステムズ
▶共立電気計器株式会社
▶協立電子工業株式会社
▶グラスマンジャパンハイボルテージ株式会社
▶グラフテック株式会社
▶クロマジャパン株式会社
▶甲南電機株式会社
▶株式会社計測技術研究所
▶株式会社サンコウ電子研究所
▶三和電気計器株式会社
▶渋川桑野電機株式会社
▶島田理化工業株式会社
▶株式会社シマデン
▶新光電機株式会社
▶株式会社菅原研究所
▶スワロー電機株式会社
▶株式会社ソーテック
▶ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
▶台強電機日本株式会社
▶株式会社高砂製作所
▶竹中システム機器株式会社
▶治部電機株式会社
▶株式会社千代田エレクトロニクス

メモリーハイコーダ

ATIパフォーマンス・広帯域オシロスコープ

▶鶴賀電機株式会社
▶ティアック電子計測株式会社
▶株式会社テクノサイエンスジャパン
▶テレダインジャパン株式会社
▶東京精工株式会社
▶株式会社東京精密
▶日東精工アナリテック株式会社
▶日本アビオニクス株式会社
▶日本イ−ティ−エス・リンドグレン株式会社
▶日本シールドエンクロージャー株式会社
▶日本スタビライザー工業株式会社
▶日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
▶株式会社ノイズ研究所
▶浜松ホトニクス株式会社
▶日置電機株式会社
▶富士電機株式会社
▶マイクロウェーブファクトリー株式会社
▶マイクロニクス株式会社
▶松定プレシジョン株式会社
▶株式会社松永製作所
▶三菱電機株式会社
▶光洋電子工業株式会社
▶株式会社ムサシインテック
▶ユーアイニクス株式会社
▶横河電機株式会社
▶株式会社ラインアイ
▶リーダー電子株式会社
▶株式会社理化電機
▶リゴルジャパン合同会社
▶ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
▶渡辺電機工業株式会社
▶ITECH Electronic Co., Ltd.
▶SMFLレンタル株式会社
▶TDKラムダ株式会社
▶株式会社テクトロニクス＆フルーク
▶株式会社YAMABISHI

分析・環境・検査・試験機
温度校正装置、燃料電池評価装置、太陽電池評価装置、各種分析装置、水質分析装置、排ガス分析装置、振動
試験装置、抵抗率計、各種恒温槽など幅広くご用意しています。

pH計

ダブル滴定ハンディ接触角計

ガスモニター

X線検査装置

▶株式会社アールデック
▶アイコーエンジニアリング株式会社
▶愛知時計電機株式会社
▶株式会社アントンパールジャパン
▶株式会社石戸電機製作所
▶株式会社いすゞ製作所
▶株式会社イチネンTASCO
▶岩崎電気株式会社
▶ヴァイサラ株式会社
▶株式会社エイムス
▶株式会社エー・アンド・ディ
▶コメットテクノロジーズ・ジャパン株式会社
▶エスペック株式会社
▶株式会社エナジーサポート
▶エバ・ジャパン株式会社
▶エミック株式会社
▶オー・エル・エムインターナショナル株式会社
▶大倉電気株式会社
▶小野測器株式会社
▶関西ガスメーター株式会社
▶キャノン電子管デバイス株式会社
▶京都電子工業株式会社
▶楠本化成株式会社
▶三洋貿易株式会社
▶佐竹マルチミクス株式会社
▶株式会社ジェイサイエンス
▶株式会社シナガワ
▶株式会社島津製作所
▶昭和測器株式会社
▶神栄テクノロジー株式会社
▶株式会社シンキー
▶新光電機株式会社
▶新コスモス電機株式会社
▶スズキ株式会社
▶株式会社セコニック
▶株式会社ソーテック
▶竹中システム機器株式会社

カロリーメータ

卓上型引張圧縮試験機

超高速温度環境試験装置

▶株式会社チノー
▶株式会社テクネ計測
▶株式会社テストー
▶東亜ディーケーケー株式会社
▶株式会社トプコンテクノハウス
▶日東精工アナリテック株式会社
▶日本音響エンジニアリング株式会社
▶日本計測システム株式会社
▶日本電色工業株式会社
▶株式会社ノーケン
▶ハイソル株式会社
▶ハカルプラス株式会社
▶日立グローバルライフソリューションズ株式会社
▶株式会社平山製作所
▶株式会社フィッシャー・インストルメンツ
▶株式会社フクダ
▶富士工業株式会社
▶ブルカージャパン株式会社
▶株式会社ベスト測器
▶ヘルツ株式会社
▶株式会社堀場エステック
▶マールジャパン株式会社
▶株式会社マルコム
▶株式会社帝通電子研究所
▶ヤマト科学株式会社
▶山本光学株式会社
▶リオン株式会社
▶株式会社リガク
▶理研計器株式会社
▶理研電子株式会社
▶ワシノ機器株式会社
▶ANEOS株式会社
▶GTRテック株式会社
▶IMV 株式会社
▶JFEアドバンテック株式会社
▶株式会社KJTD

制御・FA・監視・産業機器・その他

レーザー加工機、各種電解加工機、複合試験機、制御用カスタムボード、監視装置、検査機器などお客様の様々な
ご要望にお応えしています。

水素リークディテクタ

プレクスロガー

▶アクシス・ネット株式会社
▶イータス株式会社
▶インガソール・ランド株式会社
▶エブレン株式会社
▶エムティティ株式会社
▶株式会社大田計器製作所
▶オプテックス株式会社
▶オリエントブレイン株式会社
▶オリンパス株式会社
▶株式会社キーエンス
▶株式会社北川鉄工所
▶キャノンマーケティングジャパン株式会社
▶株式会社近計システム
▶株式会社草川電機製作所
▶倉敷紡績株式会社
▶株式会社ケ−ヒン
▶光進電気工業株式会社
▶国際チャート株式会社
▶コニカミノルタ株式会社
▶株式会社コムフェイス
▶株式会社三栄精機製作所
▶三基計装株式会社
▶株式会社ジェイテクト
▶シナノケンシ株式会社
▶芝浦セムテック株式会社
▶芝浦メカトロニクス株式会社
▶株式会社シバソク
▶シャープ株式会社
▶株式会社新日本科学製作所
▶セナーアンドバーンズ株式会社
▶象印チェンブロック株式会社
▶大同工機株式会社
▶竹中エンジニアリング株式会社
▶タツモ株式会社
▶多摩川精機株式会社
▶株式会社中央製作所
▶株式会社チヨダマシナリー
▶株式会社鶴見精機
▶株式会社電業社機械製作所

監視カメラ

デジタルマイクロスコープ

特定小電力
トランシーバー

産業用超音波カメラ

▶東亜エレクトロニクス株式会社
▶東京航空計器株式会社
▶東京精工株式会社
▶株式会社東京精密
▶東光東芝メーターシステムズ株式会社
▶東芝情報システム株式会社
▶東芝テリー株式会社
▶東洋計器株式会社
▶ニッタン株式会社
▶日本フェンオール株式会社
▶日本メカトロン株式会社
▶株式会社ニューエラー
▶株式会社ニレコ
▶株式会社ネオシステム
▶能美防災株式会社
▶株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
▶株式会社ハイロックス
▶株式会社初田製作所
▶株式会社バンガードシステムズ
▶株式会社日立国際電気
▶株式会社日立産機システム
▶日立造船株式会社
▶ヒロサワ機械株式会社
▶富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社
▶ホーチキ株式会社
▶北越工業株式会社
▶株式会社マイクロアドバンス
▶三国エンジニアリング株式会社
▶八洲EIテクノロジー株式会社
▶理化工業株式会社
▶株式会社レックス
▶ABB株式会社
▶CSインスツルメンツ
▶DYNABOOK株式会社
▶株式会社JRCS
▶株式会社JVCケンウッド・公共産業システム
▶NTTデータエンジニアリングシステムズ株式会社
▶TOTO株式会社
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