わたしたちニッタクスは、
合板の可能性を提案し続けます。

建築材から家庭用品まで、
素材を活かした多彩な製品に使用されています。

ニッタクスは1919年木材の高度利用のため、日本初の合板製造よりスタートし、数々の
建築内装、工業、産業部材の開発を行ってまいりました。加工技術、デザイン性、材料
力学の検討などを踏まえた対応によりお客様のご期待にお応えしております。今後共、
更に皆様のご要望にお応えすべく技術・品質レベルの向上を図り前進を続けます。
NITTAX was established in 1919 as the ﬁrst Japanese plywood mill in Hokkaido, Japan.
We have produced many items of wood products for architectural and industrial usage.
With studies of design, material dynamics, tooling and machining, we have been supplying
products to meet requirements of customers in various markets. We will continue to step
forward, supplying high quality wood products and wood plastic composites.

■会社概要
商

■子会社

号 株式会社ニッタクス

英 文 名

NITTAX CORPORATION

創

業 1919 年 7 月

設

立 1944 年 10 月

●日本カンタコア株式会社
●新田林産株式会社

■グループ会社

資 本 金

9000 万円

代 表 者

取締役社長

従 業 員

125 名（2020年 9 月末現在）

事業内容

1. 産業用特殊合板及び複合材料、

新田

潔

原子力発電 / 船舶 / 車輌 /LNG
貯蔵などの各部材の開発・製造・
販売
2. 木材・合板製品の開発・製造・
販売（建材・家具・文具・箸 等）
3. パークゴルフ用具の開発・製造・

●ニッタ株式会社
〒 556-0022

大阪市浪速区桜川 4-4-26

TEL：06-6563-1211

FAX：06-6563-1212

H.P：http://www.nitta.co.jp/
●新田ゼラチン株式会社
〒 556-0022

大阪市浪速区桜川 4-4-26

TEL：06-6563-1511

FAX：06-6563-1510

H.P：http://www.nitta-gelatin.co.jp/

販売
4. その他

■関連会社

取引銀行 三井住友銀行、商工中金、帯広信金、
三菱UFJ銀行、みずほ銀行、
りそな銀行、東日本銀行
事 業 所

●株式会社新田事務所
〒 541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-30
船場ダイヤモンドビル15階
TEL：06-6267-3131 FAX：06-6267-3132

●本社
〒 104-0061

東京都中央区銀座8-2-1

TEL：03-6228-5164

FAX：03-6228-5165

●東京営業所
〒 130-0014

東京都墨田区亀沢4-11-12

TEL：03-6658-8351

FAX：03-6658-8352

●大阪営業所
〒 557-0063

FAX：06-6656-3399

●名古屋営業所
名古屋市中川区上高畑 1-120

TEL：052-362-1031

FAX：052-362-1019

●札幌営業所
〒 065-0012 札幌市東区北十二条東 14-2-10
TEL：011-733-5525

FAX：011-711-2085

●十勝工場
〒 089-0611

●新田の森記念館
〒 089-0611

北海道中川郡幕別町新町 96

TEL：0155-54-6575
H.P：http://www.nittax.co.jp/mnfm/mnfm.html

大阪市西成区南津守 7-15-29

TEL：06-6656-3360
〒 454-0873

■関連施設

北海道中川郡幕別町新町 68

TEL：0155-54-2131

FAX：0155-54-3019

●千葉工場
〒 262-0012 千葉市花見川区千種町 34-2
TEL：043-250-4101

FAX：043-250-4103

2000 年 1 月 ISO9001 認証取得
H.P： http://www.nittax.co.jp/chiba̲factory/

■会社沿革
1919年 合資会社新田ベニヤ製造所を設立し、
北海道十勝工場にて日本初の合板の
製造を開始
1926年 新単板工場を設立
1927年 合板をプレスで加熱圧着する製造を
開始
1935年 東京工場の開設
1940年 強化木プロペラの製造を開始
1941年 新田化学工業㈱を設立
1944年 合資会社新田ベニヤ製造所を新田ベ
ニヤ工業㈱と社名変更
1949年 ㈱千葉新田牧場を設立
1952年 コムプライトの製造を開始
1953年 高周波加熱による強化木の製造を開始
1954年 木金合板（プライメタル）
の製造を開始

1955年
1959年
1963年
1965年
1972年
1973年

㈱新田事務所を設立
㈱四国製作所を設立
新田林産㈱を設立
野球用バットの成型加工を開始
ＦＲＰ合板（パワープライ）
の製造開始
ＬＮＧタンカー用特殊合板を米国へ輸出
を始める
1974年 日商岩井㈱と合弁で日本カンタコア㈱を
設立し、
サンドイッチ構造用バルサ材（カ
ンタコア）
の製造を開始
1976年 完全無公害合板（ノンステン）
の製造を
開始
1981年 東京工場を千葉鉄工団地内に移転
1984年 実用新案床板（バームフロアー）
の製造
を開始
1988年 康大股份有限公司
（現CONTOURKORE CO.,LTD.）
を
台湾に設立
1991年 ㈱ニッタクスと社名変更
1992年 トラック用軽量パネルの製造を開始
1998年 無公害家具イクシを発売、
Gマーク取得
2000年 千葉工場ISO9001認証取得
2002年 本社・東京営業部 東日本橋へ移転
2004年 JR九州新幹線つばめ号の内装にプライ
ウッド部材（難燃）採用
2005年 小田急ロマンスカーの内装にプライウッ
ド部材（難燃）採用
2007年 JR東海道新幹線N700系グリーン車の
内装にプライウッド部材採用
2009年 パークゴルフ
「ジェニュイン」の販売開始
2011年 山陽・九州新幹線直通列車「みずほ」
「さくら」の内装にプライウッド部材採用
2013年 JR九州クルーズトレインななつ星㏌九州
内装材（床、
家具材）
を納入
2015年 和歌山温山荘園保存工事参画
2016年 韓国向パークゴルフ市場へ本格参入
2017年 JR東日本TRANSUITE四季島
内装に浮造り合板納入
2018年 ミラノサローネ初出展
第一回韓国ニッタクス杯開催
（済州）
2019年 十勝工場 事務所竣工
JAL向木製車椅子の納入
10月 創立100周年
2020年 100周年クラブ
【Kaizer/皇帝】発売
パークハイアットニセコ什器納入
2021年 本社 銀座へ移転
東京営業部 東京営業所に変更し
墨田区亀沢へ移転

①

①ななつ星ｉｎ九州

⑤ＬＮＧタンク保冷パネル

⑨JALカップ全日本選手権

②コンサートホール／内装

⑥木製車いす

⑩会議テーブル

③医療センター受付台

⑦図書館閲覧テーブル・椅子

⑪車両用電気絶縁材

④新幹線／座席・テーブル

⑧パークハイアットニセコ

⑫パークゴルフクラブ／Kaizer

⑬お箸 京華木

⑤

⑨

②

⑥

⑩

③

⑦

⑪

④

⑧

⑫
⑬

