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食品

物流

海洋 機械

バイオティックス資材

　ニチモウは、漁業・水産業の皆様に支えられながら事業を発展してまいりました。

現在では、漁獲シーンへの機資材供給から原料（水産物）、加工、流通そして最終商

品まで、主として「食」の分野で、トータルに貢献できるオンリー・ワン企業（ニチモウ

グループ）を目指し、事業を展開しております。

　これからの21世紀、ニチモウおよびニチモウグループは、

顧客のニーズに応える提案営業力（サービス）、商品開発

力（技術）を活用して、水産物の「食」の分野を主として、

「住」の分野まで生活づくりをサポートし、社会に大きく貢献

することを目指してまいります。

　また、コンプライアンスをはじめとする社会の一員として

の責務を果たし、ステークホルダーの皆様から信頼される

企業グループとなるよう努力してまいります。

「豊かで健康な生活づくり」に貢献する企業を目指し、
確かな技術とサービスで新たな価値を創造していきます。

メッセージ
Message

ニチモウは、1910年（明治43年）の創業以来（会社創立は大正８年（1919年））、100

余年の歴史の中で時代の変化に対応しながらも、漁業・水産業界を主たる事業領域

として事業を展開してまいりました。

創業以来の経営理念のもと、今なお漁業・水産業界を

基盤としながら「『豊かで健康な生活づくり』に主と

して『食』の分野で貢献する企業」を目指して、

ニチモウおよびニチモウグループ各社は、事業を

展開しています。

会社は社会の公器であるとの精神に立ち、
業界をリードする技術とサービスをもって広く社会の発展に貢献する

経営理念
Corporate Philosophy

代表取締役社長
松本 和明



物流事業物流事業
Field 6

2010
創業100周年を迎える。
物流事業を開始。
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歴史

ニチモウの100余年の歴史は、1910年に英国からトロール漁法の技術を
導入して発足された下関の高津商店漁業部から始まりました。以来、漁網・
漁具の研究開発・製造販売や船舶用機資材の販売などを通じて、日本の
漁業の近代化・効率化に貢献。また、お客様のご要望に真摯にお応えする
うちに水産物から加工食品、食品加工機械までをトータルに提供する「食の
分野の商社」としても事業を拡大してきました。
近年ではさらに、機能性と環境に配慮した建装材・包装資材・衛生管理資材の
開発・販売、健康食品やメディカルの分野でも注目されている発酵大豆の
開発・販売など、常に時代と市場が求めるニーズに、豊富な経験に基づく
高度な技術と幅広いノウハウでお応えしています。

History

（
平
成
）▶

1994

1992

2007
営業部門を子会社に統合。

2001
初の自社ブランドの健康食品
「イソラコン®」を発売。

1999
餌科の研究開発が契機となり、
発酵大豆を開発・販売するバイオ
ティックス事業を開始。

1979
農業分野進出の足がかりとして
有機質の土壌改良材「コフナ®」の
取り扱いを開始。

（
明
治・
大
正
）▶

（
昭
和
）▶

（
戦
後
）▶

（
高
度
成
長
期
）▶

1910
当社の礎となる高津商店漁業部が発足。
その後、製網部として分離・独立。

1967
新技術と近代的量産体制を背景に、
冷凍すり身の本格的な販売を開始。
食品事業が拡大。

1972
石油部を分離、キグナス石油（株）に。
社名をニチモウ（株）に変更。

1967
東京証券取引所
第1部（商業）に指定。

食品事業
Field 1

海洋事業
Field 2

機械事業
Field 3

資材事業
Field 4

バイオティックス事業
Field 5

1975
全自動乾海苔製造装置「ワンマン」
完成。海苔養殖業界の省力化に
貢献。

1980
「はねうお」ブランドの辛子明太子
を発売。加工食品分野に進出、製品
開発を進める。

生産部を分離独立、子会社設立。

2019
創立100周年を迎える。

建築業の免許を取得、工場建設
の一括請負などゼネコンとしての
業務を開始。

1961
大手水産会社の食品工場に食品加工機械と資材を納入。
機械事業・資材事業発足の契機となる。

1919.8.17
株式会社高津商会設立。
翌年日本漁網船具株式会社へ改称。
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ニチモウが世界各地から輸入している水産物は、食品加工メーカー
や外食産業、量販店などに提供されています。４本柱であるすり身、
カニ、助子（助宗ダラの魚卵）、鮮凍魚の品質には、洋上での漁獲･
選別･加工技術が大きく影響します。そしてそれは、最終製品の品質
にも現れます。ニチモウでは技術者を漁場へと派遣し、船上での作業
を細かく指導することで、徹底した品質･鮮度管理を実現しています。

船上での技術指導も含めた
高度な品質管理

独自の構築力とネットワークによって、製品ごとに最適なビジネスの仕組
みを構築しています。グループ会社として、米国にニチモウインターナシ
ョナル社、中国に大連日網貿易有限公司を保有。例えば、中国に一次加工
を委託し、原料調達地と日本を合わせた三国間貿易も展開しています。
原料調達から実績あるニチモウグループが加工、製造までを指導、管
理することによって、高品質で優れたコストパフォーマンスを実現して
います。

三国間貿易など製品に最適な体制を構築
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食品事業
世界の海を熟知した技術とノウハウ、グローバルなネットワークを駆使し、
原料から加工にいたる一貫した品質管理で、世界の海で育まれた確かな食品をお届けします。
スタッフを漁場に派遣して高品質な原料の確保と加工技術の指導を行い、
加工の現場では市場ニーズに応えた美味で安心・安全な食品をつくり出すお手伝いをしています。

Field 1

●食品の販売
　ニチモウフーズ株式会社
●加工食品の製造販売
　はねうお食品株式会社
　株式会社博多っ子本舗
　株式会社小樽フーズ
　マルキュー食品株式会社
●すり身の製造販売
　株式会社ヤマイチ水産
●その他
　ニチモウ物流株式会社
　ニチモウインターナショナル社（米国）
　大連日網貿易有限公司（中国）

主な子会社

902-0302_P02-13_CS4.indd   3902-0302_P02-13_CS4.indd   3 19/02/26   11:1019/02/26   11:10



※MSC（海洋管理協議会）認証：適切な資源管理をしている漁業者に与えられる認証。

市場ニーズに即した加工食品の開発 すり身の安定的な供給体制を確保

ニチモウの持つ原料調達能力を活かして、原料買い付けから製品
加工までをグループ内や委託先加工工場で一貫管理した製品
（カニ・たら子・明太子・凍魚・ツナなど）を中心に、さまざまな業態の
お客様の要望に合わせた製品を提供しています。さらに多様なニーズ
に応えるため、国内・海外（タイ・ベトナム・中国など）の加工工場の
選定から製造管理・品質管理までを行い、お客様とのタイアップに
よる製品づくりを行っています。

ニチモウは、日本国内はもちろん、北米、南米、東南アジアなど世界
の海からすり身を調達し、全国の練り製品メーカーに供給していま
す。現地に技術者を派遣、船内加工を含めた製品の指導を行ってい
ます。グループ会社として、国内にヤマイチ水産（北海道・紋別）を有
し、またMSC認証を取得している、高品質で安定的なすり身の供給
に努めています。

カニ関連製品
ズワイガニ、タラバガニ、毛ガニなどの漁
獲、原料選別、現地での技術指導・加工
までをトータルに手がけ、提供しています。

たら子・明太子
ニチモウグループで原料調達から加工
までを一貫して手がけ、製品を提供して
います。

ツナ
マグロの買い付けからHACCP認定工場
（タイ）での製造、日本向けの輸入まで
オーガナイズしています。

凍魚加工品
ニチモウグループが、原料調達から、調理
しやすい形状に加工するまでを一貫した
製造体制で提供する製品です。

魚惣菜（煮魚・焼魚）
原料買い付けから切身加工、惣菜加工
までを一貫して管理しています。簡便性に
優れた人気アイテムをラインアップ。

すり身
南米をはじめとする世界の海でニチモウの技術
者がすり身製造を指導しています。顧客の要望
に応じ、多様な高品質すり身を提供しています。

4
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創業以来100年余、長年にわたって漁網・漁具の研究開発・製造販売
や船舶用機資材の販売などを通じて、広く日本の漁業の近代化に貢
献してきました。漁業は、海域、魚種、漁法、漁具、船舶、機器など幅広
い分野の知識と経験の集合体です。ニチモウはこれまで培ってきた
ノウハウと最新の研究開発の成果を結集し、漁業の省エネにも貢献
できる効率的なシステムと最適な製品を提供しています。

創業以来100年余、日本の漁業・水産業を
支えてきた技術と信頼。省エネにも貢献

長年の事業経験で培ってきた世界の漁業に関する膨大な技術と
ノウハウがニチモウの大きな強みです。米国・ワシントン州の子会社
NET Systems社をはじめ、北米、南米、ヨーロッパ等の世界各国の
協力会社、さらに顧客を含めたグローバルな情報ネットワークを
確立。常に最新の技術・市場動向を把握し、新たな技術の獲得や製品
開発に努めています。

グローバルな事業展開
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創業以来100年余、水産業を支えてきた技術とノウハウで、常に新たな提案を重ね、
高度なコンサルティング営業を展開しています。
確かな研究開発を通じて、漁網・漁具をはじめ船舶、船舶機器、船用品、船体一括、
養殖資材などさまざまな製品と技術を提供し、漁業・水産業の発展に貢献します。

海洋事業
Field 2

漁労システム
ニチモウは資源管理型で効率の良い漁
労システムを提案。漁具一式や漁労機器、
船体機器一式を一括納入しています。

アルミ合金船
環境に優しい素材＝アルミ合金を漁船に
取り入れて20年余、漁労に関する豊富な知識
で次世代型アルミ合金船を提供します。

全自動乾海苔製造装置 「ワンマン」
1975年の開発以来、パイオニアとして
乾海苔製造の省人省力化を実現。現在
は省エネ機能も加わっています。

トロール漁具
長さ100m（世界最大級）の実験用曳航
水槽を活用し、設計から製作まで、一貫
体制で提供しています。

まき網漁具
世界で唯一のまき網・定置網用回流水槽
で実験し、顧客の要望に応じた漁具を設
計・製作しています。

鹿児島大学水産学部附属練習船 かごしま丸
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山口県下関市にある研究開発室は、創業以来蓄積された技術とノウハウをもとに、時代が要請する新たなニーズに応えるために、漁網
や漁具を中心とした製品開発や新たな漁法、機資材の開発に取り組んでいます。
長さ100ｍ（世界最大級）の実験用曳航水槽と、世界に唯一のまき網・定置網用回流水槽を活用し、漁業用資材の開発、海底構造物
への漁具の影響等の把握を目的とした実験を行い、ニーズに応えた最適で的確な設計の漁網・漁具の提案をしています。
例えば、世界各国のトロール網、まき網に使用されている「UCネット」は特許を取得した独自の組紐タイプの無結節網です。高強力、
よれない、摩擦に強い、破れ難いなどの特徴を持ち、漁業のほかにその安全性と耐久性が評価されて、陸上分野でも使用されています。

6

新たな漁網・漁具を提案開発する研究開発室

UCネットの構造
UCネットのストランド

無結節網のストランド

まき網水槽での
実験風景

●漁網・漁具・ロープ類の製造販売
　西日本ニチモウ株式会社
　北海道ニチモウ株式会社
●網の仕立・修理
　東北ニチモウ株式会社
　山陰日網有限会社
●海苔養殖用機資材・海苔システム船の製造販売
　株式会社ニチモウワンマン
●養殖機資材の販売
　株式会社ニチモウマリカルチャー
●北南米・欧州向け漁具製造販売
　NET Systems社(米国)
●その他
　トーエイ株式会社

主な子会社

スポーツネット
ニチモウ独自の技術によって、スポーツ
分野にもネットを提供しています。ダイ
ニーマＵＣは耐久性に優れた線径の細い
ネットで、野球場をはじめ陸上のさまざま
な施設で使用されています。

ハイブリットネット
“見えないネット”として、各地のゴルフ練
習場に採用されています。開放感のある
視界で、弾道を失わずに青空に向けて気
持ちよく打てることから、プレイヤーには
好評です。
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●食品加工機械の製造販売
　株式会社ビブン
　株式会社ソーエー

主な子会社

これまで蓄積してきた総合エンジニア力をもとに、さまざまな分野の
専門メーカーとの協力体制により、原料処理をはじめ、水産加工品は
もとより、中華惣菜、豆腐、冷凍食品、調理食品、製菓・製パンなど
あらゆる食品加工に関する製造ライン、充填・包装・殺菌ライン、排水
処理・公害防止設備そして自動倉庫、工場社屋にいたるまで、トータル
にコーディネイトして提供しています。

原料処理から新工場の建設までを一貫サポート

さまざまな分野の専門メーカーとの協力体制とその実績により、
水産加工品、中華惣菜、豆腐、冷凍食品、調理食品、製菓・製パンなど
のあらゆる食品加工に関する製造ラインを提供しています。
お客様の声にしっかりと耳を傾け、最も適した製造設備の提案と共に、
製造・加工プロセスの効率化・省力化を実現する装置の開発を
行っています。

食品の製造ラインを提供
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機械事業
Field 3

水産加工機械、中華惣菜成形機、豆腐製造装置などの食品加工機械の
提供をはじめ、原料加工から包装までの各種機械を取り扱っています。
さらには製造ライン全体を含めた新工場建設を行う総合監理事業においても、
あらゆるニーズにお応えした最適な機械設備とシステムを構築、提案します。
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HACCP対策や工場環境の向上、作業者動線など、現場の効率を
考えたコンサルティング、提案営業を通じてお客様の課題解決を
トータルにサポートしています。また、ロボット自動化システムについ
ても、業界に先駆けて導入実績を上げています。

HACCP対策にも対応

製造プロセス全般をトータルにサポート

米国・ワシントン州の子会社ニチモウインターナショナル社との連携
により、北米市場の開拓を進めているほか、ヨーロッパや中国など
世界中の国々に向けてマーケティング活動や販路開拓を推進して
います。中華惣菜やカニ蒲鉾、豆腐、寿司などの加工食品は欧米でも
ポピュラーな食材となっており、これらの製造加工機械に関する
需要も確実に伸びています。

海外市場への拡大
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原
料
保
管

原
料
処
理

1
次
加
工
（
成
形
機
）

2
次
加
工

包
装
機

異
物・重
量
検
査
機

箱
詰
め
機

製
品
保
管

出　

荷

ビブンブレンダー
冷凍すり身、畜肉原料を均一に細断・混
合できます。安全性に優れており、かつ
掃除しやすく衛生的です。

春巻成形機
春巻の皮の焼き上げから、巻く工程まで
を完全自動化。手作業で巻いたものと同
様のパリッとおいしい春巻が作れます。

豆腐製造ライン
一括集中制御により、熟練の技術を必要
とせず、誰にでも味と量目の均一な製品
が作れます。

フリーザー
優れた冷却性能を特徴とし、洗浄性に優
れ、CIP自動洗浄も可能です。裸製品、トレ
ー入り製品など、製品の形状を問わず、す
べての冷凍および冷却に使用できます。

高速横ピロー包装機
新時代のスーパーラッパー。自動供給など
のオプションも揃えています。ストレッチ
シュリンク、深絞り包装機もあります。

熱交換式フライヤー
蒸気を熱源とした熱交換方式により、直
火式に比べて熱効率がアップ、省エネ化を
実現します。同時に火災の心配はなくなり、
作業環境が大幅に改善されます。ガスを
熱源とするガス熱交換式もあります。
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1970年代に、協力メーカーと共同開発したオーディオ機器向け
印刷用フィルムは、従来の木材や紙に比べて加工性・耐久性・コスト
メリットで大幅な向上を実現しました。その後、家具や建装材の用途
にも広く普及し、機能性・耐久性に富んだ素材のラインアップを広げて
います。

各種建装材向け素材の提案

●化成品部門

電子、自動車部材に粘着加工製品を提供

各種フィルムに対し粘着加工を基盤としたコンバーティング事業に
30年以上の実績を持つニチモウが出資して、高いクリーン度の要求
にもお応えできるコンバーティング会社「株式会社ジェイネットコー
ティング」が2004年に設立されました。
プリント基板をはじめとする電子材料、液晶やプラズマディスプレイ
などのフラットディスプレイ用資材、自動車産業用資材など最先端
のコンバーティング加工製品を提供しています。

9

資材事業
協力メーカーと連携し、環境に配慮した各種資材を幅広い分野に提供しています。
化成品部門では、建装材、鋼板フィルムなどを住生活のシーンに、
粘着加工製品を電子材料、自動車、メディカルの領域に提供しています。
環境資材部門では、用途に応じた包装資材や、主に食品製造・医療現場向けに衛生管理資材を、
そして農畜資材部門では『コフナ®』を主軸に農業資材などを提供しています。

Field 4

建材用・内外装フィルム
家具の表面材、住宅の各種部
材の表面材として、無公害の
非塩ビ系素材など安全性や
エコロジーを考慮した素材
を提供しています。
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■農畜資材部門
●環境資材部門

段ボールや化粧箱などの紙製品から食品用トレー、ラベル、包装用
ラミネートフィルム、ラップ、シュリンクフィルムなどの化成品、輸送
用の樹脂コンテナーやパレットなどの物流資材まで、さまざまな
包装・輸送資材を提供しております。また、環境に優しい素材開発
にも力を注いでおります。

用途に応じた包装資材の開発

肥料・農業用ハウス資材をはじめ、さまざまな農業用資材を提供
しています。なかでもフランス・パスツール研究所で開発された
微生物群と有機物100%で構成された土壌改良材「コフナ®」
は、化学肥料などで荒れた土壌の改善、連作による障害の改善
などに効果を発揮する微生物資材です。「コフナ®」によって改良
された土壌で育ったコフナ農産物は、非常に美味しく安全で
あると各方面で評判をいただいています。

農業用資材と土壌改良材「コフナ®」

10

日持ち向上剤タケックスキープ 
トレハロースと天然成分モウソウチク抽出
物が融合し液体化を実現させた食品添加
物トレハロース製剤です。食品に0.5～3％
添加すると、保水性と食感向上が可能にな
ります。

衛生管理用資材
機能性アルコール、洗浄剤等クレンリネス
製品を幅広くラインアップし、食品工場、外
食産業のみならず、ホテル、介護、医療施設
まで幅広く提供。高機能マスクと組み合わ
せた感染防止対策セットも販売しています。
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ニチモウの特許技術による大豆イソフラボンアグリコン「AglyMax®」の製造工程

高機能の食品素材
発酵大豆胚芽抽出物 「AglyMax®」
遺伝子組み換えをしていない安全な
大豆胚芽を麹菌で発酵させて抽出した
吸収性に優れたダイゼインリッチなアグリ
コン型イソフラボンを多く含有。

「ファイトロゲン」
AglyMax®を主成分に、チャーガ(シベリ
ア霊芝)を加えた薬局向けのサプリメン
ト。薬剤師の厳しい評価基準をクリアす
る新しいタイプのサプリメントです。
（薬局専売品）

11

バイオティックス事業
植物性タンパクの水産領域への活用に端を発した「大豆」の研究。
ニチモウ独自の麹菌発酵技術による発酵大豆胚芽抽出物『AglyMax®』
（アグリマックス）として結実しました。私たちの健康な生活を支える
食品素材およびサプリメントとして、高い評価と大きな信頼を得ています。
そしていま、医療関係者の手によってさらなる機能性が確認され、
メディカルの世界へと可能性が広がっています。

Field 5

大豆胚芽 蒸 煮 冷 却 発酵および
加水分解 乾 燥

種　麹
日本特許3014145号
US Patent No:5885632
EP Patent No:0682877

US Patent 
No:6410699
EP Patent 
No:1054008

抽 出 濃 縮
製 品

「AglyMax®」

●種　麹

抗アレルギー素材
麹菌発酵大豆培養物「イムバランス®」
「脱脂大豆」と「麹菌」という伝統発酵食品
の力で生まれ、植物性乳酸菌、オリゴ糖、
多糖類を含有。体のさまざまなバランス
を調整します。

「イソラコン」シリーズ
イソラコンは、AglyMax®を主成分に、ビ
タミンC、ビタミンE、ドロマイトなどを加
えた女性のための健康食品です。2012
年3月には20種類の成分を配合したイソ
ラコンプレミアムを発売。（主に通信販売）

ニチモウバイオティックス株式会社 （2007年11月1日付でバイオティックス事業はニチモウバイオティックス株式会社に統合されました）

ニチモウバイオティックス下関工場は、
ISO 9001:2008認証を取得しています。

主な子会社

「原材料ハイクオリティ認証」を取得

健康食品向け素材『AglyMax®』が、
2011年1月に原材料として日本で
初めて同認証を取得、続いて2013
年2月には抗アレルギー素材『イム
バランス®』も取得しました。

「ハイクオリティ認証」を受けた製品は、米国の
FDA、NIHはもとより世界の厚生行政に公認さ
れているナチュラルメディシン・データベース
(NMDB)の記載対象となります。

「Ｄｒ.AglyMax」シリーズ
医療機関への応用を前提に開発された
AglyMax®、イムバランス®を主成分とし
たサプリメント。婦人科、不妊専門を中心
に多くのクリニックで採用されています。
（医療機関専売品）
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12

本社に食品検査室を置き、
食品の検査、品質管理を
行っています

専門のスタッフが工場に赴き、
点検指導を行っています

ニチモウは、より安心で安全な食品をお客様にお届けするため、食品品質管理室を設置しています。

食品品質管理室では、新規取り扱い製品の規格書の確認から、ニチモウグループおよび委託先製造工場の調査点検、

製品の定期的な品質確認まで、専門のスタッフが日々取り組んでいます。

お届けする食品のすべてに安心・安全を求めて！！

ニチモウの食品品質管理

原材料情報・規格基準の確認、食品表示の確認、関係法令との適合性確認、規格書の記載内容確認等を実施

新規取り扱い製品

定期的な
品質確認

協力工場の点検指導

工場スタッフ・営業スタッフへの教育

新規工場の採用審査
新規取り扱い製品情報の確認

国内外の新規協力工場の採用審査、協力工場の定期的な点検・指導の実施

協力工場の審査・点検・指導

製品の定期的なモニタリング検査による品質の確保

製品の定期的な品質確認

工場スタッフや営業スタッフへの衛生・品質管理の意識や
スキルを高めるための集合教育やOJT教育の実施

工場、営業スタッフへの品管教育

新規取り扱い製品の規格
書の内容チェックを行っ
ています

営業スタッフの品質管理に
対する意識やスキルを高める
ための教育を行っています
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CSR

ニチモウは企業の社会的使命を果たすために、ニチモウおよびニチモウグループ各社で働く役員・従業員を対象に、

「ニチモウグループ企業行動憲章」を制定いたしました。企業集団としてはもとより、一人ひとりが社会的責任を

もって、顧客・消費者・株主そして地域社会のステークホルダーの皆様から信頼される活動をしてまいります。

また、ＣＳＲ（企業の社会的責任）およびコンプライアンスの基本として、内部統制を十分に果たし、公正でタイムリー

な情報公開を行います。

皆様から信頼される企業であるために

企業行動憲章の策定と内部統制の実行

ニチモウは顧客の皆様に対し、継続して高い品質＝製品およびサービスを常に提供できるようISO9001の認証

を、2006年１０月本社を対象に、2012年１０月には支店・営業所を含めた全社で取得いたしました。

今後も「ニチモウの品質方針」に基づいて、顧客の皆様のニーズに応えるサービスの実現

と向上に努めてまいります。

Corporate Social Responsibil ity

ニチモウは個人情報保護方針を定めて、積極的に取り組み、情報資産を守ってまいります。

また、「人」を何よりも大切な資産「人財」と位置づけ、各種研修を実施しています。階層・職位別の教育(ヒューマン

スキル研修)や、語学・簿記など業務遂行に必要な教育(ビジネススキル研修)の支援など、社員一人ひとりが

輝ける「人財」となるために積極的に取り組んでまいります。

ニチモウおよびニチモウグループは、長年培った伝統と技術、そして時代の変化に対応する柔軟性と

先見性をもち、顧客の皆様が継続して発展していける事業展開を図ってまいります。

ISO9001の認証取得

個人情報保護と人材教育
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支店

■ 仙台支店
■ 大阪支店
■ 福岡支店

営業所

■ 札幌営業所
■ 八戸営業所
■ 宮古営業所
■ 石巻営業所
■ 名古屋営業所
■ 下関営業所
■ 戸畑営業所
■ 長崎営業所

事務所・事業所

■ 紋別事業所
■ いわき事務所

研究所

■ 研究開発室
　（資材事業本部）

食品事業 

ニチモウフーズ株式会社
はねうお食品株式会社
株式会社博多っ子本舗
株式会社ヤマイチ水産
株式会社小樽フーズ
マルキュー食品株式会社
株式会社福産
ニチモウ物流株式会社
有限会社北海道マリンサービス
ニチモウインターナショナル社
（NICHIMO INTERNATIONAL INC.）

大連日網貿易有限公司

海洋事業

北海道ニチモウ株式会社
西日本ニチモウ株式会社
株式会社ニチモウワンマン
株式会社ニチモウマリカルチャー
東北ニチモウ株式会社
山陰日網有限会社
トーエイ株式会社
NET Systems社
（NOR'EASTERN TRAWL SYSTEMS INC.）

機械事業 

株式会社ビブン
株式会社ソーエー

日本サン石油株式会社
日本測器株式会社
日本船燈株式会社
アサヒテックス株式会社
株式会社ジェイネットコーティング
日繊産業株式会社

事業所所在地 子会社

主要関連会社

バイオティックス事業 

ニチモウバイオティックス株式会社

物流事業 

ニチモウロジスティクス株式会社

管理部門 

日網興産株式会社

ニチモウのネットワーク

Network

本社事務所は東京港に臨む品川区の天王洲アイルにある
「天王洲オーシャンスクエア」（左端）にあります。都内有数の
インテリジェントビル群の一角で、業務に取り組んでいます。



〒140-0002  東京都品川区東品川2-2-20 （天王洲オーシャンスクエア）
TEL.03-3458-3020（代表）　FAX.03-3458-3088

http://www.nichimo.co.jp/
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