〜 Let’s start from “WHY” 〜

（Vol. 16.2）

我々のWHYを求めて

エンドユーザーの立場でものづくりを考えます
私達が、お客様にジャバラの提案を始めて、早いもので44年が経ちました。これもひとえに、皆様のご
指導ご愛顧の賜物だと厚く御礼申し上げます。そのジャバラも、時代のニーズの変遷により、創業当初の
カメラの部品から、今では「機能的なカバー」に広がってきています。守備範囲は変わりましたが、変わ
らないものがあります。それは、弊社の存在意義です。
我々のWHY とは何でしょう。経営理念の第3条で、「私たちは常にエンドユーザーの立場で、ものづく
りを考えます。」と宣言し、朝礼等で唱和しています。直接お取引をいただいているお客様にもその先に
エンドユーザー様が居られます。そのお立場で、我々の製品を設計開発することが、我々の存在意義だと
考えています。
工作機械用で例をとれば、高速化、高加速化対応のために、金属性テレスコからスラッツという鎧付き
カバーが主流になってきています。この傾向はおよそ12年前の2004年にドイツで開催されたMETAFから
明確になり、その後10年にわたり我々は研究開発を重ねてきました。そして、一昨年、鎧を一枚ごと取替
えられる構造を開発、世界中に広がるエンドユーザー様のマシンダウンを極力短くするご提案をいたしま
した。また、大型化する工作機械状況に対応すべく、従来弊社で摺動確認ができなかったクロスレール型
ジャバラのために、Bella−Saurus という縦5m＊長さ9mの試験機を開発いたしました。お客様での確認
試験を経ることなくエンドユーザー様の立場での動作確認や様々なご提案が可能になりました。
2015年弊社は初めて、国際ロボット展に出展いたしました。そこでの反響は大きく、今後エンドユーザ
ー様のご使用環境にあったロボットカバーの提案を積極化してまいります。また、世界の気候や環境の変
化に即した防災用品を、非常電源なども含めて直接消費者に提案する活動を始めます。
常に、WHYを念頭に、今後も努力してまいります。引き続き、ご指導ご愛顧のほど、よろしくお願い
申し上げます。

2016年1月
株式会社 ナベル
代表取締役社長

永井 規夫

Norio Nagai

誰が いつ どこで！！
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携帯電話
基地局

災

津波避難用救命カプセル
災害時の非常用電源として

backSun

災害時にも活躍
電動スクーターバッテリーの充電に使用
AHAMANI社（台湾）との連携

医療現場

picoGrid
持ち運び時

持ち運び時

無線

無電化地域

アウトドア

登山
マリンスポーツ
開発途上国での利用

ロボット関節用カバー
PV+蓄電池(リチウム電池)+投光器
非常電源あんしんセット
『三重県南伊勢町認定品』
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折り畳み集水タンク

教育・屋外活動

砂漠

キャンプ（バーベキュー）

The Functional Cover from the Worldwide Collaboration
of Nabell Group

本社・三重工場

敷地面積
建物面積

8,504㎡
3,384㎡

山口工場・山口営業所

(Ulsan)

●

YAMAGUCHI
●

Nabell China(Dan Yang)Corporation

【JAPIC工業団地内 第10棟】

敷地面積

1,500㎡

(North Carolina)
●

TOKYO

●

(DANYANG)

7,379㎡
4,623㎡

NABELL USA

SEYOUNG NABELL

NABELL CHINA

敷地面積
建物面積

●

●

IGA

Seyoung Nabell Corporation
敷地面積 414㎡

Nabell USA Corporation
敷地面積 12,949.47 ㎡
建物面積 1860㎡
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ナベルの製品群
Products Line up

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。

MEDICAL

OPTICAL

WAY COVER

CLEAN ROOM

MAINTENANCE

MATERIAL HANDLING

WELFARE TOOLS

動画配信
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STANDARD ARTICLES

http://www.bellowsmuseum.com
http://www.bellowsmarket.com
三重・山口両工場にて取得
We acquired ISO 9001 & 14001at both factories, Mie and Yamaguchi.

MACHINE TOOL

横型MC用

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

MEASUREMENT / INSPECTION

LASER
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カメラの蛇腹

会社の歴史とドメインの変遷
1972年

光学用蛇腹専業メーカー 永井蛇腹創業

1982年

新素材ナベルシリーズ完成

1988年
1990年

必要なとき伸び︑不要なとき縮むもの

1992年

会社組織を株式会社 ナベルに変更
日本写真映像用品工業会入会

1994年

東京営業所開設
医療機器用フード素材ANUL開発、UL94-VTM0合格（FileNo,E1625666）

1995年

名古屋中小企業投資育成㈱から投資を受ける
山口工場新社屋完成

1996年

イギリスにて商標登録

1997年

株式会社日伝と「標準ジャバラ」を共同開発し、販売開始

1998年
1999年

光学機器用蛇腹

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（N.USA）設立および工場完成
三重県上野市（現 伊賀市）に三重工場完成、本社機能移転
Moeller社と技術販売提携契約を締結
山口工場 新工場（AF機械工場）完成
N.USA CTテーブル用蛇腹フード量産開始

2000年

テーブルリスト用蛇腹製造法「ファルタ製法」特許取得 特許登録番号3103961
レーザ加工機用センサー蛇腹量産開始・AF蛇腹本格量産開始

2001年

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（クリーンルーム用蛇腹、ロボット溶着蛇腹）

2002年

JIMTOF2002初出展
平成14年度文部科学大臣賞（科学技術功労者表彰）を社長 永井諒（現 相談役）が受賞
レーザ加工機用「センサー蛇腹」特許取得 特許登録番号3353059

2003年

ナベル韓国支店開設
ISO14001 三重工場取得

2004年

2005年

JIMTOF2004出展（工作機械用高速蛇腹展示）
山口工場内板金工場『N-TECH』完成
ISO14001 山口工場取得 ISO9001 三重・山口両工場で取得
KEYARROW社（台湾）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 特許登録番号3525339
社長 永井諒、第22回地域社会貢献者受賞(日刊工業新聞社)
永井諒代表取締役会長就任（現 相談役）
永井規夫 代表取締役社長、NABELL USA Corporation CEO就任

2006年

JIMTOF2006出展（工作機械用高速蛇腹展示）

2007年

ゆめぽりす伊賀Bella-Flex新工場完成、本社機能移転
経済産業省「元気なモノ作り中小企業300社 2007年度版」選出

2008年
2009年

機能的カバー

2010年

「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（特許登録番号：4139365）
NABELL USA Corporation（N.USA）工場移転・拡張
「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）
JIMTOF2010、IMTS2010に出展
「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ジャバラ』が【奨励賞】を受賞
（日刊工業新聞社／モノづくり推進会議）

2011年

「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）

2012年

中国 丹陽市にNABELL CHINA設立
「ウォーターディフェンサー」特許取得（特許登録番号：4988413）

2013年

2014年

独立電源可搬式ソーラーパネル『Bella-Solar』販売開始
特許庁より『知財功労賞』受賞

商標・特許・意匠出願

本社第二工場完成
RSアーマーの開発、販売開始
｢異常ストローク検知機能付きジャバラ｣特許取得（特許登録番号：5388229）
「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ジャバラ』が
【奨励賞】を受賞（日刊工業新聞社／モノづくり推進会議）

2015年

韓国に合弁会社 SEYOUNG NABELL設立
国際ロボット展に初出展

2016年

G7伊勢志摩サミット 三重情報館（国際メディアセンター アネックス内）で、折り畳み式PV「nanoGrid」が展示される
折り畳み式PV nanoGridを日刊工業新聞社「@monoDo」に掲載開始
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）」を受賞

2017年
2018年
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蛇腹製造法「スクリーン製法」特許取得、特許登録番号1441115
会社組織を有限会社 永井蛇腹に変更
CT/MRIベッド用フード蛇腹開発
レーザー加工機用「反射面付き蛇腹フード」を開発
山口県阿武郡に山口工場進出
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

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）
国際ロボット展2017に出展
経済産業省「地域未来牽引企業」に選出される

VSアーマー
2008年 モノづくり部品大賞 奨励賞

NEW

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】
2010年 モノづくり部品大賞 奨励賞

RSアーマー
（着脱式ヨロイカバー＋異常ストローク検知機能）

ウォーターディフェンサー
2009年 モノづくり部品大賞 奨励賞

【国際特許申請中】

2014年

【特許取得済み】

モノづくり部品大賞 奨励賞

センサー蛇腹

レーザー光路イメージ図

反射面付ジャバラ構造イラスト

会社の概要

反射板

ジャバラ本体

制限テープ

社

名 株式会社

目

的 ジャバラ製造・販売並びにこれに関わる一切の業務

創

業 昭和47年10月（永井蛇腹）

設

立 昭和63年10月（㈲永井蛇腹：資本金800万円）

改

組 平成04年11月（㈱ナベル：資本金2,000万円）

ナベル

資 本 金 5,000万円

ファルタ

資本異動
平成７年１月 転換社債発行（2,000万円）
名古屋中小企業投資育成㈱引受
平成９年６月 増資（1,000万円）
平成９年８月 社債転換（2,000万円）
役

標準ジャバラ

員

カタログ

AFジャバラ
従業員数

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

田中

啓一

監

査

役

永井

杏奈

200名（平成27年10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

MRIテーブル用蛇腹

日本政策金融公庫 津支店
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本社
（三重工場） 〒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
山口工場・山口営業所

〒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

Head office
Mie factory

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

Yamaguchi factory
Yamaguchi Oﬃce

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

海

外

拠

点

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

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

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

株式会社

NABELL CORPORATION
HP: http://www.bellows.co.jp
http://www.nabell.com
E-mail:nabell＠bellows.co.jp
じ

ゃ

ば

ら

（Bellows）
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