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常にエンドユーザー様の立場で
　弊社は、1972年光学用蛇腹の専用メーカーとして創業し、お陰さまで今年35周年を迎えることが出来まし
た。2007年４月には、経済産業省中小企業庁から「元気なモノ作り中小企業300社」の一社に選ばれました。創
業以来、常に弊社の製品をお使いいただくエンドユーザー様の立場で、品質・納期・価格そしてサービスすべ
てのプロセスに我々のベストを尽くす活動を実践しております。新しい蛇腹の開発には、「無から有を生み出
せ」という創業の理念を元に、今後も皆様からの情報を大切に、努力してまいります。
　このたび創業の地、三重県伊賀市に、新しく工作機械用蛇腹の専用工場「Bella-Flex」を開設致しました。
「Bella-Flex＝美しい製品は、決して偶然に生まれない」をモットーに、マーケットインの地の利を活かし
ながら、従業員一同確実なもの造りを進めてまいります。
　弊社山口工場、ナベルUSAとの連携をとりながら、総合的なサービスで積極的に新しい提案を差し上げて
まいります。
　今後とも引き続き、ご指導ご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

2007年7月
　　　株式会社　ナベル 
　　　代表取締役社長　　永 井  規 夫　Norio Nagai

NABELL USA CORPORATION

www. nabell. com
by NABELL GROUP

三重工場 敷地面積 8,504㎡
　　　　　　建物面積 1,842㎡

山口工場 敷地面積 7,379㎡
　　　　　　建物面積 4,623㎡

敷地面積　3.46acre
建物面積　6,000sf

NABELL
U S A

“Leading the world in design, innovation and service”
 The bridge between the time Nabell was founded in 1972 and today has been a thirty five year historical journey. From our 
humble beginnings we grew to have our first factory in Yamaguchi in 1995 to begin the production of laser bellows. In 1998, 
sensing the need to serve our world wide customers more efficiently, we opened our first factory in the USA in North 
Carolina. In 1999 we took another great step in our path by forming an alliance with Moeller Balg in Germany to expand our 
horizons into the machine tool industry. In 2004 another milestone was reached when we began production of the high speed 
telescopic cover for the machine tool market. And in 2007 the Bella-Flex factory was started to further expand the depth of 
our product lines. We have been selected as one of Japan's top 300 exciting manufacturers SMEs. From the very first bellows 
that were made one at a time, entirely by hand by our founder, Akira Nagai, our mission statement has been the same. Quality 
first, Quality in every step of the manufacturing with no compromise. Our tremendous growth has been a result of not only 
unwavering adherence to the highest quality standards but a dedication to innovation. As we have branched out into new 
markets, we have not just copied existing technology, we have sought ways to improve on the products that were currently 
being used. As new technologies demanded new types of bellows, we did the necessary research and development to be first 
and at the cutting edge forefront in supplying our customer's demands and needs. It is our vision that when one mountain is 
climbed and conquered, that we always continue to look for a new peak to master. Simply, Bellows in all forms are more than 
just a manufacturing business for Nabell.
It is our PASSION. Our employees are driven to produce not only the best made, but the most innovative, the most durable 
and the most VALUABLE products for you. It is this value added theory that makes Nabell your most value added supplier 
and partner in your ventures. Our customers have had our trust, our commitment and our dedication for the past 35 years. We 
hope that you will join us as our partners in the continuing journey ahead as we move forward to new horizons, new 
technologies and new challenges. Together we can make the journey our new history.
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www. nabell. com

IGA

BUSAN TOKYO

NABELL
USA

YAMAGUCHI

The Functional Cover from the Worldwide Collaboration
of Nabell Group
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WELFARE TOOLS

www.nabell.com

WAY COVER

OPTICAL

MEDICAL

CLEAN ROOM

LASER

BELLA-FLEX（MACHINE TOOL）

MATERIAL HANDLING

MEASUREMENT / INSPECTIONSTANDARD ARTICLES

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
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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

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
   
役　　員　代表取締役社長　永井　規夫
　　　　　常務取締役　　　永井　知子 
　　　　　取　締　役　　　田中　昌克  
　　　　　取　締　役　　　永井　杏奈 
　　　　　監　査　役　　　大西理恵子 

従業員数　197名（平成20年10月現在）

海外子会社　NABELL USA CORPORATION

取引銀行　商工中金 津支店
　　　　　三菱東京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

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） 

2004年
平成16年

2005年
平成17年

2007年
平成19年

2008年
平成20年

2009年
平成21年

2006年
平成18年

2003年
平成15年

2002年
平成14年

2001年
平成13年

2000年
平成12年

1999年
平成11年

1998年
平成10年

1997年
平 成 9 年

1996年
平 成 8 年

1995年
平 成 7 年

1994年
平 成 6 年

1992年
平 成 4 年

1990年
平 成 2 年

1988年
昭和63年

1982年
昭和57年

1972年
昭和47年
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センサー蛇腹

テレスコピックSPM

AFジャバラ
標準ジャバラ　カタログ

ファルタ

ＣＴテーブル用蛇腹
光学機器用蛇腹

Bella-Flex新工場完成、本社機能移転
経済産業省、中小企業庁が定める「元気なモノ作り中小企業300社  2007年度版」に選定される

「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）
JIMTOF2008出展（テレスコカバーN-SPM、Stahlflex®展示）
「カートリッジ式乱光遮蔽板」特許取得

NABELL USA CORPORATION（NUSA）工場移転・拡張

JIMTOF2006出展（工作機械用高速蛇腹展示）
ゆめぽりす伊賀　Bella-Flex新工場準備開始

社長　永井諒、第22回地域社会貢献者賞受賞（日刊工業新聞社）
10月　永井規夫　新社長就任
ナベル実力主義試験要領決定（第１回試験実施）

会社の歴史とドメインの変遷

永井蛇腹創業

蛇腹製造法「スクリーン製法」特許申請
新素材ナベル３および６を開発

蛇腹製造法「スクリーン製法」特許取得
有限会社　永井蛇腹に組織変更
CT/MRI　「テーブル用蛇腹」開発

レーザー加工機用「反射面付き蛇腹フード」を開発
山口工場進出
日本写真光学経営者協議会（現  JPEA写真映像経営者協会）入会

株式会社　ナベルに組織変更
日本写真映像用品工業会入会

東京営業所開設
業界に先駆けて、医療機器用蛇腹難燃素材「ANUL」開発、UL94-VTM-O取得

名古屋中小企業投資育成㈱から投資を受ける
山口県阿武町に山口工場新社屋完成

イギリスにて商標登録
レーザー光路焼損検知用「センサー蛇腹」開発、特許出願

株式会社日伝と「標準ジャバラ」を共同開発し、販売開始

レーザー光路用蛇腹にて、中小企業開発センターより第31回技術開発奨励賞を受賞
米国ノースキャロライナ州に、NABELL USA CORPORATION（NUSA）設立および工場完成
三重県上野市西明寺に三重工場完成、本社機能移転

ドイツMoeller社と技術販売提携契約を締結、AF（Advanced Folding）蛇腹製造開始
山口工場　AF新工場棟完成　
NUSA、医療用テーブル蛇腹量産開始
「一括溶着蛇腹」特許出願

テーブルリフト用蛇腹製造法「ファルタ製法」特許取得
センサー蛇腹・AF蛇腹量産開始

米国GE社（OEC社）へ医療用Ｃアームテーブル蛇腹量産開始
各種社内テスト開始

JIMTOF2002　初出展
弊社社長　永井諒、平成14年度文部科学大臣賞（科学技術功労者表彰）受賞
「センサー蛇腹」特許取得

新5ヵ年計画「スタート21」策定
ナベル韓国支店開設
ISO14001 三重工場取得

JIMTOF2004出展（工作機械用高速蛇腹展示）　山口工場内に板金工場（N-TECH）完成
ISO14001 山口工場取得　 ISO9001 三重・山口両工場で取得
台湾　KEYARROW社と金属テレスコ蛇腹に関して、技術提携契約締結
「一括溶着蛇腹」特許取得

会社の概要

超
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ドイツMoeller社と技術販売提携契約を締結、AF（Advanced Folding）蛇腹製造開始
山口工場　AF新工場棟完成　
NUSA、医療用テーブル蛇腹量産開始
「一括溶着蛇腹」特許出願

テーブルリフト用蛇腹製造法「ファルタ製法」特許取得
センサー蛇腹・AF蛇腹量産開始

米国GE社（OEC社）へ医療用Ｃアームテーブル蛇腹量産開始
各種社内テスト開始

JIMTOF2002　初出展
弊社社長　永井諒、平成14年度文部科学大臣賞（科学技術功労者表彰）受賞
「センサー蛇腹」特許取得

新5ヵ年計画「スタート21」策定
ナベル韓国支店開設
ISO14001 三重工場取得

JIMTOF2004出展（工作機械用高速蛇腹展示）　山口工場内に板金工場（N-TECH）完成
ISO14001 山口工場取得　 ISO9001 三重・山口両工場で取得
台湾　KEYARROW社と金属テレスコ蛇腹に関して、技術提携契約締結
「一括溶着蛇腹」特許取得

会社の概要

超
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〒518ｰ0873　三重県伊賀市上野丸之内181ｰ13
PHONE：0595ｰ21ｰ5060　FAX：0595ｰ23ｰ5059
〒518ｰ0131　三重県伊賀市ゆめが丘7ｰ2ｰ3
PHONE：0595ｰ21ｰ5060　FAX：0595ｰ23ｰ5059
〒518ｰ0809　三重県伊賀市西明寺2783ｰ1
〒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
〒270ｰ0163　千葉県流山市南流山1-1-13  高雅ビル3F
PHONE：04ｰ7178ｰ8840　FAX：04ｰ7178ｰ8848

181ｰ13 Uenomarunouchi, Iga City Mie Pref.  518ｰ0873
Phone:0595ｰ21ｰ5060　Fax:0595ｰ23ｰ5059
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
2783ｰ1 Saimyoji, Iga City Mie Pref. 518ｰ0809
3485ｰ8 Nago, Abu Town Yamaguchi Pref.  759ｰ3622
Phone:08388ｰ2ｰ2027　Fax:08388ｰ2ｰ0030
3F Kouga-building 1-1-13 Minami-Nagareyama, 
Nagareyama City Chiba Pref. 270ｰ0163
Phone:04ｰ7178ｰ8840　Fax:04ｰ7178ｰ8848

（Bellows）

じ　　ゃ ば　　ら

NABELL  CORPORATION
株式会社

韓　　国
ナベル韓国支店

U S A
Nabell USA
Corporation:

海　外　拠　点

 Crystal Beach O/T  814, 1394ｰ286, Jung-dong,
Haeundae-gu, Busan, 612-010, Korea
E-mail:nabell-korea@bellows.co.jp
Phone:+82ｰ51ｰ746ｰ1771　Fax:+82ｰ51ｰ746ｰ0617

40426 Airport Road  New London, NC 28127 USA
E-mail:info@nabell.com
Phone:+1ｰ704ｰ986ｰ2455　Fax:+1ｰ704ｰ986ｰ2456

Head office:

Mie factory:
（Bella-Flex）
（Parts center）

Yamaguchi factory:

Tokyo sales office:

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

本    　　　社

三 重 工 場
Bella-Flex工場
西明寺パーツセンター
山 口 工 場

東 京 営 業 所


