COMPANY PROFILE

ニッカリの創業
Foundation of NIKKARI

「正心誠意」本業を深めていきます
炎天下での刈取り作業、果樹園など急傾斜地での運搬作業の負担を軽減でき
ないかと生まれたのがニッカリの刈払機やモノラックです。
ニッカリの社是は「正心誠意」
。これには創業当初からの「製品を使うお客様の
立場に立って考える」という思いが込められています。この社是のもと創業以来、
経営活動のすべてにおいて、常に誠意をモットーに歩み続けています。
創業の地である岡山県から日本全国へ、そして世界へ。これからもお客様ととも
に考え、製品を作り続けていきます。
代表取締役

杉本 宏

:HGRRXUFRUHEXVLQHVVZLWKVLQFHULW\DQGKRQHVW\
Nikkari’s mowers and monoracks were developed to reduce the labor of mowing in midsummer or carrying products in steep fields.
Our company motto is “sincerity and honesty”. The motto shows our determination of putting our customers first, the actual users of our products.
Ever since the foundation, we have conducted all of our business in a manner true to our motto.
We aim to expand from Okayama, our birth place, to all corners of the nation and eventually throughout the world. We will continue to strive to
develop products that meet our customers’ needs.
President
Hiroshi SUGIMOTO.
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「お客様とともに考える」は
ニッカリのキーワードです。
´WKLQNZLWKFXVWRPHUVµLVRXUHVVHQWLDOLGHD
お客様の声をかたちにしたら
日本で初の製品が生まれました。
Listening to our customers voices,
we created the first-ever product in Japan.

携帯用万能刈取機
3RUWDEOH$OO3XUSRVH
0RZLQJ0DFKLQH

農業用急傾斜地軌条運搬機
（モノラック）
$JULFXOWXUDO0RQRUDLO&DUULHUIRU
6WHHS6ORSHV 0RQRUDFN

お客様の声が新製品を生み出す原動力になっています。
2XUFXVWRPHUV·YRLFHVPRWLYDWHXVWRFUHDWHQHZSURGXFWV
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事業紹介

our operation

ニッカリは「お客様とともに考える」を基本に、
開発・製造・販売に取り組んでいます。
研究開発

R&D
創業以来、
『 お客様の不便を便利に』をモットーに、
安心・安全・快適な製品を日々研究しています。

Since our establishment, we have been researching and developing
safe, secure and comfortable products. keeping in mind our
mission; Change our customers’ inconvenience to convenience.

製 造

Manufacturing

お客様の様々なニーズにお応えすべく、多品種・小

ロット、
かつ低コスト・高品質という、背反するテーマ

に取り組んでいます。

We have been working to make possible the efﬁcient production of
a large variety of goods in small batches at low cost, which are
mutually exclusive factors, in order to meet our customers’ needs.

OEM

OEM
刈払機のパイオニアとして蓄積された高い技術力と
品質が認められ、国内・海外の多数のお客様にOEM
供給を行っています。

Having earned the trust of industry due to our high level of
technology and quality as a result of our pioneering brushcutting,
we currently provide OEM to a number of customers both
domestically and internationally.
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We, NIKKARI, have been working to develop, manufacture and sell
our products based on the idea. “thinking with our customers”.

レンタル

Lease
農業用モノレールは大型化して土木用に転用され、
国土保全や災害復旧の現場などで活躍しています。
We increased the size of our agricultural monorails so as to used for
civil engineering use. The products are used for national
conservation as well as disaster recovery projects.

貿 易

Exporting

ニッカリ製品は、国内はもとより、
ヨーロッパ、
アメリ

カなど世界の各地域に輸出され、ご好評をいただ
いています。

Our products are sold and well received not only in Japan but also
in various regions in the world including Europe and the US.

販 売

Importing
当社製品の販売はもちろん築き上げてきた販売網

を活用し、
ヨーロッパの有力メーカーの先進的な製
品の、
日本国内独占販売も行っています。

In addition to selling our products, we exclusively sell cutting-edge
products of leading manufacturers in Europe, utilizing our
established sales networks.
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製品紹介

Products

軽量・便利・安全
進化・拡大する農業用機器

グリップ
grip

ハウジング防振構造

housing vibration-proof structure

園芸機器

軸受構造

Agricultural Equipment

handle vibration-proof structure

巻付防止構造

winding-proof structure

ロック機構

Lightweight, easy to use, safe
Developing and expanding agricultural equipment

locking mechanism

Brush Cutter

手押し式草刈機

Hand Mowers

トリ マ ー

Trimmer

シェーカー

Shaker

小型管理機

Compact Cultivator

刈払機
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ハンドル防振構造

bearing structure

苺高設栽培用管理機

Cultivator for Raised Strawberry Beds

牽引車

運搬作業を画期的に楽にした
日本初の急傾斜地用モノレール

puller

モノレール
Monorail

The Japan’s first monorail for steep slopes,
dramatically simplifying transportation work.

農林業

建設・土木

その他

Agriculture and Forestry

乗用台車

passenger seat

荷物台車
carriage

ラック&ピニオン機構
レール

rack and pinion structure

rail

レジャー

Leisure

Construction and Engineering

Others
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www.nikkari.co.jp
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