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昭和34年創業。当時、岡山県はタタミ表に使用されるイ草の特産地だったのですが、このイ草刈りの
作業は刈取りが真夏の炎天下で行われるため、大変な重労働だったそうです。この重労働を何とか
軽減できないかと当時林業関係者の間で主流であった外国製の刈取機の改良に取り組み、生まれ
たのがニッカリの刈取機です。この刈取機とともにニッカリはスタートしました。

Nikkari was founded in Okayama in 1959. Back in these days, Okayama was famous for producing rush which is used in the 
production of Tatami,. the traditional Japanese mat. However, harvesting rush required heavy labor under the scorching midsummer 
sun. NIKKARI managed to modify imported mowers, which were commonly used in the forestry industry at that time, to lighten the 
labor. Then, NIKKARI launched its business with this modified mowing machine.

代表取締役　杉本　宏
President

Hiroshi SUGIMOTO.

社是
正心誠意

Mission statement

経営理念
「正道」「人道」「王道」

Management philosophy

ニッカリの創業
Foundation of NIKKARI

お客様の声が新製品を生み出す原動力になっています。

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。  

Our customers’ voices motivate us to create new products.

携帯用万能刈取機
Portable All-Purpose 

Mowing Machine

農業用急傾斜地軌条運搬機
（モノラック）

Agricultural Monorail Carrier for 
Steep Slopes (Monorack)

Listening to our customers voices, 
we created the first-ever product in Japan.

一. 倫理を重んじ、普遍の尺度で 全ての活動において正しく判断する
一. 従業員、お客様、株主をはじめ、 当社に関わる全ての人々を大切にする
一. 利益を最大化し、会社を永続させる

We follow our moral compass in all our activities.
We respect all.

We do our utmost to maximize profit so that our firm will continue forever
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ニッカリについて about us

R&D研究開発

OEMOEM

Manufacturing製 造 Domestic sales(monorail)国内販売（モノレール）

Exporting海外販売

Domestic sales(agricultural machinery)国内販売（園芸機械）

メーカーとして、価値ある製品を開発し続けます。

As a manufacturer, we will continue to develop valuable products.

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.

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。

国内と海外（中国）に工場を展開。
小型の園芸機械から大型のモノレールまで、様々な
機械を製造しています。

We have factories in Japan and overseas(China).
We are manufacturing various machinery from small agricultural 
machinery to large monorail.

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

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.

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

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。

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。

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。
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製品紹介

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

園芸機器

Products

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

軽量・便利・安全
進化・拡大する農業用機器

モノレール
Monorail

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

ハウジング防振構造
housing vibration-proof structure

ハンドル防振構造
handle vibration-proof structure

Hand Mowers Shaker

刈払機 Brush Cutter

Cultivator for Raised Strawberry BedsCompact Cultivator

Construction and Engineering建設・土木

軸受構造
bearing structure

グリップ
grip

巻付防止構造
winding-proof structure

ロック機構
locking mechanism

荷物台車
carriage

ラック&ピニオン機構
rack and pinion structure

レール
rail

シェーカー

小型管理機 苺高設栽培用管理機

手押し式草刈機

Leisure農林業 Agriculture and Forestry レジャー

乗用台車
passenger seat

牽引車
puller
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