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Development, manufacturing,

and sales of Switch-mode Power Supplies

and Nonstop DC Power Supplies

会社案内   株式会社ニプロン



-Total Cost of Ownership--Total Cost of Ownership-
ＴＣＯを考えた商品設計ＴＣＯを考えた商品設計

ニプロンは「Ｔｏｔａｌ Ｃｏｓｔ ｏｆ Ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ（ＴＣＯ）」を考えた商品設計を基本とし、

商品付加価値・サービス付加価値の高い、商品設計を行っております。

Ｔｏｔａｌ Ｃｏｓｔ ｏｆ Ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ（ＴＣＯ）とは、

システム導入の際、初期導入コスト（イニシャルコスト）だけでなくそれ以外にかかる、

保守･運用･維持等のコスト（ランニングコスト）も含めた最終所有者が負担する総経費のことです。

ニプロンの商品は、装置メーカー様･セットアップメーカー様等だけでなく、

装置を使用する最終所有者様（エンドユーザー様）にもメリットを感じていただける、

ＴＣＯを考えた付加価値の高い商品を作り続けます。

企業キャラクター

源さん

電源保守交換回数の低減

産業廃棄物の削減

電気代の削減

ＣＯ２の削減

ＶＣＣＩクラスＢ対応

ノイズフィルター不要

安全・安心・高品質の

国内設計、国内生産

無停電無停止環境の提供

停電時のＯＳ自動シャットダウン

お客様のご要望に応じ

柔軟にモディファイ対応

Ｗｅｂサポート

環境対策への対応

クレーム解析対応

産業用途に最適な

両面スルーホール基板

余裕のある

ディレーティング設計

販売開始から

基本１０年間の安定供給

長寿命

-Total Cost of Ownership--Total Cost of Ownership-
ＴＣＯＴＣＯ低ノイズ低ノイズ

停電
バックアップ

停電
バックアップ

長期
安定供給

長期
安定供給

高効率高効率

国内設計

国内生産

国内設計

国内生産

モディファイ
対応

モディファイ
対応

高信頼性高信頼性

高品位
サポート

高品位
サポート

長寿命長寿命

ニプロンのホームページやカタログなどに多く登場するこのキャラクターは、

弊社が理想とする製品のイメージから誕生した、元気でパワフルなキャラク

ターです。強いだけでなく、知性も自慢の進化したゴリラです。

- Seven Philosophies -- Seven Philosophies -
７つの理念７つの理念

七． 上昇思考の理念

「上昇思考の理念」 ニプロン人「士の十則」と夢・志論をもって

天命を見出し、何時の時代にも適応できる最先進の力を身に

つけるため、勉学と精進を重ねる必要がある。

六． 匠の理念

ニプロン人は、物造りの心を忘れることなく「道を極める」を生

涯を通して生き甲斐とする。これを心の柱として美しく生きよう！

二． 起業の理念

「人生は面白くないとつまらない」

ニプロンの企業の原点は、「面白く仕事をしたい！充実した時間

と、人生を過ごしたい！」ということが動機で起業し、今日に至っ

ております。この「面白さ」は受身で待つのではなく、自分自身

で作り出していくことが大切です。「面白く仕事をする」「面白く

仕事が出来る」ことを全社員に体感させると共に、ニプロンの

文化として受け継がれていくようにしたいと考えております。

五． 事業の理念

事業理念の「護る」を貫き、顧客の信用と信頼を得たブランドを

後世のニプロン人に引き継いでいかなければならない。未来の

事業に挑戦するときは、近視眼的な判断をすることなく、確か

な眼で未来を鳥瞰し、夢と現実を調和させ、全社員が心を合

わせて行動しなければならない。

一． 企業存立の理念

ニプロンは、未来永劫に社会的価値のある企業として存続し

続けたい、と願っております。そのためには「企業存立の理念」

である正・命・力を深く理解し、護っていくことが必要です。常に

正しさを失わず、新たな命（人材・技術と商品・市場）を生み出

す努力を惜しんではならない。

企業存立
の理念

企業存立
の理念

起業
の理念

起業
の理念

行動
の理念

行動
の理念

創造
の理念

創造
の理念

事業
の理念

事業
の理念

匠
の理念

匠
の理念

上昇思考
の理念

上昇思考
の理念

『 正・命・力 』

『 面白く仕事をしたい！ 充実した時間、人生を過ごしたい！ 』

『 ねば！ まめ！ きち！ 』

『 ３Ｉ Ｉｄｅａ Ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ Ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ 』

『 護る 』

『 道を極める 』

『 ニプロン人 「士の十則」と夢・志論 』
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三． 行動の理念
四． 創造の理念

自然界の掟は厳しいものであり、試練を絶えず我々に与える。

この厳しさは、人類にとって、又自然界の秩序のためには必要

なことでもある。時には厳しい経済環境の変化に対してニプロ

ンが生き栄え続けるためには、その時代に必要となる抜きん出

た力を身につけ、戦いを勝利しなければならない。抜きん出た

力は「行動の理念」ねば・まめ・きちで身につけて、更に「創造

の理念」Ｉｄｅａ, Ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ, Ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎで得られる新技

術・新製品を生み出し、圧倒的な力の差で他を凌駕すると共

に、ブランドを強化して適正な利益を創り出していく。ニプロン

は、この利益を持って社会貢献を行っていくことが使命である

と考える。

ニプロンは、「護る」を基本思想とした電源づくりを行っております。

「電源」は人間で言えば「心臓」と同じ役割があり、機器（人体）より先に電源（心臓）が潰れてはなりません。

「電源（心臓）は絶対に潰れてはならない」

「機器（人体）の寿命までは清い電流（血液）を送り続けなければならない」

をパワーポリシーとし、絶対に潰れず、絶対に止まらない電源を世の中に送り続けるため

電源の品質と技術の向上にこだわりを持ち、「安全・安心な電源づくり」を追求しております。

- Nipron Power Policy -- Nipron Power Policy -
ニプロンパワーポリシーニプロンパワーポリシー

企業理念　■ ２１ ■　企業理念



ニプロンでは、コンピュータ用電源を『頭脳電源』と呼んでいますProduct Introduction

ファンレスＡＴＸ電源 ＆

専用バッテリパック

高信頼２Ｕ電源
高効率＆低待機電力

ファンレス１Ｕ電源
高信頼１Ｕ/２Ｕ電源

高効率＆低待機電力１Ｕ電源
ＦｌｅｘＡＴＸ規格対応

小型１Ｕ電源

累積実績３万台以上

+１２Ｖデュアル出力１Ｕ電源
ロングセラー１Ｕ電源

大容量＆高効率

ＡＴＸ/ＥＰＳ電源

大容量＆高効率

ノンストップ

ＡＴＸ/ＥＰＳ電源

医療規格取得

ノンストップＡＴＸ電源

＆ 専用バッテリパック

医療規格取得

ＡＴＸ電源

ロングセラーＡＴ電源ノンストップＡＴ電源
ノンストップ電源専用

　 ＮｉーＭＨバッテリパック

ノンストップ電源専用

インテリジェンスバッテリパック用

ソフトウェア

高効率＆低待機電力

ＳＦＸ電源
+１２Ｖデュアル出力 ＳＦＸ電源ノンストップＳＦＸ電源

累計実績３０万台以上

高信頼ＡＴＸ電源

累積実績２１万台以上

高信頼ＡＴＸ電源

累積実績３万台以上

ノンストップＡＴＸ電源

ＰＣパーツ市場向け

　「みなもっとさん」シリーズ

累積実績６万台以上

高信頼ＡＴＸ電源

プライマリーリダンダント電源 ３３０Ｗ～１０００Ｗ

１Ｕリダンダント電源

無停電無停止電源であるノンストップ電源を中心に、

最新の大容量ＥＰＳ電源からＡＴ電源まで幅広い製品を揃えております。

高効率・高信頼に加え、ニプロン独自のプライマリーリダンダントモデル

などサーバー用途として最適な電源を数多く揃えております。

製品紹介　コンピュータ用電源　■ ４３ ■　製品紹介　コンピュータ用電源



ニプロンでは、制御・動力用電源を『手足電源』と呼んでいますProduct Introduction

非絶縁型　昇圧電源 非絶縁型 昇/降圧双方向デジタル電源

絶縁型ＨＶＤＣ用定電圧定電流電源 ＰＶマキシマイザー

グリーンベストミックス電源
ＭＰＰＴ制御機能搭載　非絶縁型

電解コンデンサ＆ファンレス昇圧電源

「地球環境を護る」思想の元に、ニプロンは自然エネルギーを最大限に

有効活用できる「次世代グリーンパワー電源」の開発を行っております。

非絶縁型　昇圧電源絶縁型 ＤＣ入力タイプＡＴＸ出力電源
絶縁型

ゲート駆動用電源モジュール

非絶縁型

電解コンデンサ＆ファンレス昇圧電源

２４Ｖ出力＋ＡＴＸ出力ノンストップ電源 ＢＯＸ型バッテリ内蔵単出力電源

ユニット型単出力電源 ３６０～５０００Ｗ

（医療規格取得モデル有）
基板型マルチ出力電源

基板型単出力電源 １５～６００Ｗ （医療規格取得モデル有）

高ピーク・高効率・低ノイズなど豊富な機能を搭載することで

制御・動力用電源として最適な電源となっております。

製品紹介　制御・動力用電源　■ ６５ ■　製品紹介　動力・制御用電源



　　　　

ＲｏＨＳ指令（特定有害物質使用禁止指令）に適合し、鉛フリー化最先進企

業として取り組んでおります。ＡＴＸ電源を初めとして、各種電源の変換効率

を一般的な７０％近辺から８０％以上にアップさせ、地球規模でエネルギー損

失を激減させることで、地球の温暖化防止の魁となって取り組んでおります。

ニプロンは効率８０％以上、寿命１０年以上の製品を創り続けることで、ＣＯ２と

産業廃棄物を減らします。

地球環境を護る！

ニプロンの特許回路である２Ｇａｔｅ-２Ｅｎｇｉｎｅ回路（ノンストップ電源）は、完全に絶縁されたＡＣ側とバッテリ側の

２つの入力と２つのコンバータを持ち、１つの高周波トランスに、ＡＣ側とバッテリ側の２つの入力を同時に行います。

通常時はＡＣ側から電力が供給されますが、ＡＣ側の入力電圧が低下、あるいは停止（停電）した場合は、これを

補完する形でバッテリ側から電力が供給されます。これにより、二次側出力は無停止・無瞬断環境が提供され、コ

ンピュータシステムに全くダメージを与えることなく、継続的な運用が保証できます。

ニプロンの核 『ノンストップ電源』

高圧側ＡＣ入力

２次側

ＤＣ出力回路充電器

低圧側ＤＣ入力

ＡＣ入力

ＡＣ入力動作

ＤＣ入力動作（停電時）

充電

バッテリ入力

２Ｇａｔｅ－２Ｅｎｇｉｎｅ回路方式 ノンストップ電源構成

負荷

どんなに優れた機械でも、電気を供給する電源が止まってしまえば、

その役割を果たせません。また、稼働中に電源が停止すれば、それ

まで処理していた情報は失われてしまいます。

当社は「ニプロンパワーポリシー」のもと電源作りを行なっており、

２Ｇａｔｅ-２Ｅｎｇｉｎｅ回路方式の「ノンストップ電源」など信頼性の高い

電源を開発してきました。ニプロンは、お客様の情報並びに装置の安

全を「護る」ことを使命とし、高品質・高信頼・長寿命の電源を開発・

提供していきます。

情報の安全を護る！

２Ｇａｔｅ-２Ｅｎｇｉｎｅ回路方式 ノンストップＡＴＸ電源

ｅＮＳＰ３-４５０Ｐ ｓｅｒｉｅｓ

Ｐｏｗｅｒ

ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ

技術・夢と拘り

ＣＯＲＥ

ＣＯＭＰＥＴＥＮＣＥ

ＶＡＬＵＥ

ＣＵＳＴＯＭＥＲ

Ｉｄｅａ

Ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ

Ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ
２Ｇ-２Ｅ方式

ノンストップ

電源

情報の安全

護る！

ＩＴ業界

ユビキタス

社会

新たに物事を考え出す独創的な心Ｉｄｅａ

鍛錬に鍛錬した魂から生まれる霊感的発想Ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ

大きな志から発想する想像力Ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ３
３Ｉは、ニプロンの新規事業・新技術・新戦略を生み出すＣｏｒｅ Ｃｏｍｐｅｔｅｎｃｅとなります。

ニプロンは高信頼性設計のノンストップ電源（無停電無停止電源）を核とし、

業界の中でも先駆けた高品質電源を創り続けることで

ＩＴ・産業社会、そして地球環境を護ります。

新しさを創造する
Ｃｏｒｅ Ｃｏｍｐｅｔｅｎｃｅ

Design Concept

技術思想　■ ８７ ■　技術思想



お客様が求める
「高付加価値」の提供

Marketing research

「お客様が本当に必要としている電源とはどのような電源なのか？」

ニプロンはお客様の視点を忘れずに商品企画を行うことで、誰も求めていない「付加価値」ではなく、

お客様に納得していただける「高付加価値」を提供いたします。

商品企画の前に、現在、または将来的に多くのお客様が求めている製品がどのようなものなのか、

様々な方向から市場動向の調査を行っております。

市場のニーズと市場動向の調査

積極的にお客様を弊社へお招きし、弊社技術者との意見

交換などを通じることで、お客様の生の声を新商品の開発

テーマに取り入れていく活動を行っております。

技術交流会

商談情報管理

日々の営業活動の中でお客様からいただいた商談情報をデータベース化し、商品企画の検討資料にしております。

展示会

展示会では新製品の紹介と共に、通常の営業活動では交

流のないお客様からの情報収集も行います。

スマートグリッドＥＸＰＯ （東京ビッグサイト）

ＥＳＥＣ：組込みシステム開発技術展 （東京ビッグサイト）

電源システム展 （東京ビッグサイト）

関西マートグリッドＥＸＰＯ （インテックス大阪）

国際ロボット展 （東京ビッグサイト）

Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃａ （ドイツ：ミュンヘン）

ＴＥＣＨＮＯ-ＦＲＯＮＴＩＥＲ （深圳）

主な参加展示会

マーケティングを活かした商品企画

商談情報や展示会などで収集した情報を活かし、お客様のニーズに合った製品の企画を行なっております。

<お客様の声>

出力容量

機能

安全規格

ｅｔｃ．．．

反映

お客様のニーズから生まれた製品例

商品企画

実績大のノンストップＡＴＸ電源である

ｅＮＳＰ－４５０Ｐ ｓｅｒｉｅｓの医療規格取得モデル

ｍＮＳＰ－４５０Ｐ ｓｅｒｉｅｓ

累計販売台数２１万台以上

信頼性抜群 ノンストップＡＴＸ電源

ｅＮＳＰ－３００Ｐ ｓｅｒｉｅｓ

リサーチ・企画　■ １０９ ■　リサーチ・企画

「高付加価値」の詳細をより多くのお客様に知っていただけま

すように、新製品情報や製品の特長をまとめた特集コーナー

などを掲載した販促季刊誌「Ｎｉｐｒｏｎ　Ｗａｖｅ」を毎季発刊

し、無料でお客様の下にお届けしております。

<主な内容>

・新製品コーナー

・お客様に役立つ「特集コーナー」

・既存製品の活性化コーナー

・ニプロン社内記事

・社長のＴＯＰセールスコーナー

・社長の「ニプロンを語る」

顧客・市場を創造する販促季刊誌 『Ｎｉｐｒｏｎ Ｗａｖｅ』

情報満載の特集コーナー
話題のトピックを意識した

”源さんイラスト”表紙



製品実現のプロセスとして、ＩＳＯ９００１に定められた商品開発フローに従い、デザインレビュー（ＤＲ）、技術試験、評価認定

試験、販売認可などのプロセスを経て、商品開発を行っております。

商品開発フロー

お客様にニプロンの電源を長期間、安全・安心に使用し続けていただくために、ニプロンでは製品開発において使用環境

別に設計基準を定め、以下の４つの信頼性グレードを設定して、製品開発を行っております。

あんしんの設計基準 信頼性グレード

研修課題試作電源

小型ＤＣ－ＤＣコンバータ

研修課題試作電源

単出力汎用電源

ニプロンは、いつの時代でも最先端の電源

を創り続けられるように、若手社員（新卒社

員と先輩社員）でチームを組み、課題サン

プル電源の設計を一から体験させることで

設計・開発のノウハウを学ばせております。

また、設計開発機種の担当を任せることで、

専門性の高いスキル向上を図っております。

次世代を担う技術社員育成

ＯＺＰ－３５０で採用されました、次世代パワー半導体素材として期待されている炭化ケイ素（ＳｉＣ）を材料としたシリコンカー

バイド　ショットキーダイオード（ＳｉＣ－ＳＢＤ）、スイッチング損失やノイズの低減が可能となるソフトスイッチング方式（ハーフ

ブリッジ全波電流共振方式）など、ニプロンは他社では採用例の少ない最先端の素材、技術などを積極的に採用して開発

を行っております。

最先端の素材、技術を採用した開発

月１回、業務改善及び標準化を目的とした技術業務改善プロジェクト（ＲＨＰ会議）

を開催し、技術３拠点、購買、生産技術、評価技術の各部門のメンバーが集まって

議論し、業務改善活動への取り組みを行っております。

技術業務改善

高位産業機器用　設計寿命１０年以上※

両面スルーホール基板（ＦＲ－４ガラスエポキシ材など 使用）

高位事務機器用　設計寿命５年以上※

両面スルーホール基板 又は 片面基板（ＦＲ－４ガラスエポキシ材など 使用）

一般産業機器用　設計寿命７年以上※

両面スルーホール基板（ＦＲ－４ガラスエポキシ材など 使用）

一般事務機器用　設計寿命３年以上※

片面スルーホール基板 又は 片面基板（ＦＲ－１紙フェノール材など 使用）

※ ２４時間連続稼動・常温２５℃時

業界トップクラスの効率９８％とＭＰ

ＰＴ制御機能の搭載により、太陽電池

から引き出す電力を最大限活用できる

小型ＤＣ-ＤＣ昇圧コンバータ。小型

回路を複数並べて電圧を昇圧するニプ

ロン独自回路を採用したことで、寿命

部品である電解コンデンサとＦＡＮを

レス化、これにより長寿命を実現。

最先端の素材、技術を取り入れるこ

とで業界トップクラスの効率９５％

を達成したハイスペック基板型ＡＣ-

ＤＣスイッチング電源。高出力・高

ピーク対応に加え、多彩なオプショ

ン機能を搭載することで、お客様の

様々な要求にフレキシブルに対応で

きる電源となっております。

OZP-350

１００年コンバーター

１００ＴＢＦＬ-１０００ ｓｅｒｉｅｓ

Development

ニプロンを支える

独創的な開発力
圧倒的信頼性、ノンストップ電源などを生み出した、ニプロンの開発力。

「ニプロンだからこそ出来た。」

そんな製品を今後も創り続けます。

ＯＺＰ-３５０ ｓｅｒｉｅｓ
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弊社では年に一度、仕入先様とのパート

ナーシップをより強固なものとするため、

経営方針発表会を開催しております。弊

社の理念を仕入先様に理解して頂き、と

もに成長することにより、良い関係を築き

上げていきます。優秀な仕入先様ととも

に拘りをもった「Ｎｉｐｒｏｎブランド」を創り

あげて参ります。

経営方針発表会

弊社のさらなる発展に「ｗｉｎ－ｗ

ｉｎ」の思想のもと、力強いパート

ナーシップの関係を築くことので

きる仕入先様との取引を目指し

ております。ＱＣＤ（品質・コスト・

納期）について関係部署より

データを持ち寄り、各仕入先様

の評価を行い、優秀な仕入先

様を常に探しております。

仕入先の選定 /
　　 ベンダー評価

地球環境を護ることを課題の一つとし「グリーン調

達」に積極的に取り組んでおります。環境経営に

取り組んでいる仕入先様には、環境マネジメント体

制を維持・向上していただき、取り組みが不足し

ている仕入先様には管理体制の見直しとともに支

援を行っております。

他社認定取得状況
キヤノン㈱　様

㈱ソニー　様

パナソニック電工㈱　様

三菱電機㈱　様

㈱リコー　様

Ｇｒｅｅｎ Ａｃｔｉｖｉｔｙ

グリーンパートナー認定

無鉛半田商品品質認定

グリーン認定

化学物質管理システム認証

環境を考慮したグリーン調達

弊社は価値のある部品を購入し、価値のある電源を

創造しております。価値（アイディア）を安価で販売

することはできません。弊社は、適正価格で部材を

購入することで、お客様や社会が必要とする「高品

質な製品」を適正価格で供給することができる優良

企業を目指しております。

適正価格を目指すコスト管理

部材の生産中止に伴い在庫を早期確保するとともに、設計部門で互換品を

選定することでニプロン電源の長期安定供給を目指します。

部材の長期安定確保

主力商品（標準品）は即納体制を整えるため、使用

される部材を生産計画からシステムにより基準在庫

を設定するなどして「総量内示」を発行し、生産に必

要な部材の安定確保を目指しております。

徹底した部材の納期管理

基本購買方針

１.

Ｑｕａｌｉｔｙ（品質）、Ｃｏｓｔ（コスト）、Ｄｅｌｉｖｅｒｙ（納期）に特徴的で差別化された競争力を備え、

且つバランスの良さを備えていること。

強い物を強い先から購入する

２.

ニプロンの成長発展を支えて頂ける取引先様、ニプロンと共に成長発展を強く期待されるベ

ンダー様と共に、Ｗｉｎ-Ｗｉｎの成果を上げるため、お互いに最善・最高の努力を積み重ねてい

きたいと考えています。

Ｗｉｎ-Ｗｉｎ

３.

Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｓｏｃｉａｌ Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ（企業の社会的責任）を重視した経営とは、正にニプ

ロンの“七つの経営理念”の「正・命・力」の実践であると考えています。ニプロンはこの主旨に

添った購買活動を行います。

ニプロン 「正・命・力」 経営＝ＣＳＲ経営

「Ｎｉｐｒｏｎブランド」を適正価格による安定供給を続けるために、

ニプロンは、仕入先様との信頼関係を築きあげることを重要としております。

弊社は、仕入先様より“物”だけでなく“価値”を購入し、魅力ある商品創りを目指しております。

「価値」を創りあげる

 高品質の部材
Component Procurement

部品調達　■ １４１３ ■　部品調達



ニプロンは他社との競争に打ち勝つためのスピード評価を追い求めて進化しております。これにより、２４時間連続で評価試

験が行えるようオートメーション化を追求した試験環境に拘り、さらに設計的な問題点の抽出や再評価試験を短時間で何

度も行い検証する事が出来る強みを持っております。また、徹底した評価試験ができるように、お客様のご要求に即対応で

きるように、ニプロンでは最新の試験装置を積極的に導入し試験を行っております。

スピード評価 ２４時間連続無人試験装置

各種電気的特性試験自動検査装置

自動パワー対戦試験機長時間自動計測システム

冷熱衝撃試験機

ニプロンでは、徹底した評価試験が出来るように、またお客様のご要求に即対応できるように最新の装置を導入し試験を行

っております。計測器は、定期的に校正を実施することで、品質を保っております。

評価試験装置の校正

特性試験内容

振動試験

面落下試験（衝撃試験）

部品の温度上昇試験 ｅｔｃ．．．

信頼性試験

静電気放電

放射無線周波数磁界

ファーストトランジェント・バースト

雷サージ

ＲＦ伝導妨害

電力周波数磁界

不要輻射ノイズ

入力帰還雑音端子電圧試験

入力ディップ

瞬停 ｅｔｃ．．．

ＥＭＣ試験

入力電流

入力電力

力率

効率

クロスレギュレーション

立上がリ

立下がリ

リップル・スパイク電圧

過電圧保護回路

過電流保護回路

突入電流 ｅｔｃ．．．

各種電気的特性試験

漏洩電流試験

絶縁抵抗

絶縁耐電圧

保護接地抵抗測定 ｅｔｃ．．．

安全性試験

ニプロンには仕様どおりに製品が作られているか評価する試験として、試作品の段階で技術試験と呼ばれるワーストケース

を中心とした評価試験を実施し、電気的特性など設計的な問題点の抽出を行います。それを基に技術部門に対して改善

要求するため、製品の壊れにくい電源を作ることが可能になります。その後に、量産試作品にて販売認可を得るための最終

の評価試験である評価認定試験を行います。この評価認定試験では、技術試験よりも試験条件を増やして細かく測定して

いるため、試験漏れを防ぐ効果があり、完成度の高い電源をご提供できる仕組みになっております。

完成度を高める 技術試験・評価認定試験

・入力周波数変動試験

・負荷変動試験

・コールドスタート試験

・入力過電圧耐量試験

・振動通電試験

・熱衝撃試験

・高温使用試験

・高温エージング試験

・湿度試験

・電源ＯＮ/ＯＦＦ試験

・過電流保護動作直前通電試験

ｅｔｃ．．．

・入力電圧緩動試験

・ラインノイズ試験

・静電気放電試験

・雷サージ試験

パワー対戦試験内容

No. 対戦項目 ニプロン
ePCSA-500P-X2S

A社
API3PC53

K社
KAD550AS SLI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

－

○

×

○

○

×

○

×

○

○

×

×

－

○

×

○

○

○

×

×

×

○

×

×

－

高温入力電圧 ON-OFF試験

高温負荷 ON-OFF試験

過入力電圧試験

高温過負荷試験

高温低入力電圧試験

過温度試験

入力インパルス試験

静電気試験

振動試験

雷サージ試験

トランシーバ試験

複合ランダム試験

 
 

 

1. 決戦日 2006年1月20日

2. ニプロン：ePCSA-500P-X2S

3. 対戦相手

A社：API3PC53
K社：KAD550AS SLI

ATX電源パワー対戦データ 

ニプロンの評価試験には、試作品の段階で最初に行

う「パワー対戦試験」と呼ばれる過酷試験があります。

このパワー対戦試験は、仕様で定める条件をはるかに

上回る過酷な試験を行うことで、回路や機構など設計

上の弱点を炙り出す特徴があります。これにより、設計

的に弱い部分を技術部門に対して早期に改善要求で

きることから、試作品の段階で壊れにくい電源を作るこ

とが可能になります。パワー対戦試験を経て作られた

ニプロン電源とほぼ同等スペックの海外製電源では、

電源設計の実力において歴然とした差があります。

過酷な試験 パワー対戦試験

世界中のお客様が電源に求める機能・仕様・信頼性の要求へ応えるために、

最新の試験装置を用い、特性試験の他、過酷試験など徹底した評価試験を実施することで、

壊れないタフな電源だけを世の中に送り出します。

壊れやすい物は一切通さない

信頼性の番人
Evaluation and Test

評価試験　■ １６１５ ■　評価試験



ラジアル

インサータ

アキシャル

インサータ

クリームはんだ印刷機

ボンドディスペンサー

中速チップマウンタ

リフローはんだ炉

はんだ外観検査機

高速チップマウンタ

生産プロセス

表面実装ラインは、半田印

刷 機 、 ボ ン ド デ ィ ス ペ ン

サー・高速マウンタ・多機能

実装機・リフロー炉で構成

されており、様々な基板構

成に柔軟に対応出来る生

産体制を整えております。

表面実装については外観

検査装置を通し、部品実装

品質の保証をしております。

また、人による作業のバラ

ツキをなくすため、機械化

の推進をしており、最新の

アキシャル機・ラジアル機・

異形挿入機を導入し、生産

性向上と品質向上に取り組

んでおります。

最新ラジアル挿入機

チップマウンタ

最新アキシャル / 異形挿入機

外観検査装置

機械実装工程

生産プロセス

ウェーブはんだ槽

はんだ外観検査機

ＩＣＴ

手実装

機械実装完成基板に大型電子部品

や巻物・ワイヤーハーネスなどを実装

し、フロー槽で半田付けをし基板を

仕上げております。多品種変量の生

産体制構築の為、作業指図書のデ

ジタル化による自動切り替え、全基

板幅の統一による混流生産、段取り

台車による機種切替時間の短縮な

どに取り組んでおります。また、外観

検査装置とＩＣＴ（Ｉｎ－Ｃｉｒｃｕｉｔ Ｔｅｓｔ

ｅｒ）にて、実装状態・半田状態を全

数確認しております。ＩＣＴについては、

ピンボードタイプとフィクチャーレスタ

イプを導入し多品種変量体制に柔

軟な対応ができるようにしております。

また放熱板の組立などには、最新の

パラレルリンクロボットを導入し、生産

性改善と省人化に取り組んでおりま

す。

実装工程

外観検査工程

フィクチャーレスＩＣＴ工程

ロボット組立工程

基板実装工程

基板ユニットの組立をし、最終検査を行います。複数のＵ字ライン、屋台ライン、台車生産ラインがあり、多品種変量に柔軟に対応をしており

ます。製造工程のデジタル化について、「工程飛ばしの抑止」「工程記録のデジタル化」を目的として開発に着手したニプロン版デジタルセル

ライン　『Ｄｉｇｉ Ｃｅｌｌ』は、作業指図書のデジタル化、アンドン機能、トレーサビリティ、工程進捗の見える化を充実させ、ニプロンの基幹システ

ムとして、生産性・品質改善および管理工数削減に貢献しております。

組立

配線

ケーシング

簡易出力確認

ラベル貼付

梱包

ＡＴＥ

（電気検査）

絶縁抵抗試験

耐電圧試験

生産プロセス

Digi Cell
Nipron Digital Cell-line System

最終検査工程

工程分割セル工程

屋台セル工程

台車生産工程

組立・検査工程

ニプロン独自のユニークな「三軍営業」

ニプロンは「Ｍａｄｅ Ｉｎ Ｊａｐａｎ」であることが顧客要求に対し柔軟に対応できると確信しております。

世界一の品質・納期対応を目指し、品質管理体制をより強固なものにしていきます。

生産性と品質を向上させる

洗練された生産工程
Production

生産工程　■ １８１７ ■　生産工程



グローバル営業

日本国内だけでなく、ニプロン電源は高信頼性、ノンス

トップ電源、たじゅぶうをはじめとしたユニークな製品で

海外の各社から引き合いをいただいております。海外の

お客様へのセールス・サポートはニプロンと現地代理店

で行っています。

Ｎｉｐｒｏｎ Ｃａｒでお客様の下へ駆けつけます

陸営業

担当営業がお客様へ直接お伺いし、営業活動を行います。お

客様の抱える問題を解決し、よりよいサービスが提供できるよ

う、お客様と密接な関係を築いて参ります。

陸軍の地上侵攻のように、
お客様への営業活動を行います

顧客先で行う個別展示会

海営業

営業情報を管理し、市場分析、戦略立案を行います。また、サ

ンプルデモや個別展示会などを活用した新規開拓営業を行い

ます。

海軍が敵地に上陸するように、
市場開拓や新規顧客開拓を行います

空営業

広告、宣伝、展示会、カタログ作成を中心とした販促活動を行

います。不特定多数のお客様に対し販促活動を行い、市場調

査や顧客の顕在化を行います。

空軍の偵察や爆撃のように、
市場調査や広範囲への販促を行います

お客様と出会う展示会

ニプロンでは営業組織を軍隊の“空・海・陸”のように置き換えて、それぞれの活動範囲を分かり易くしております。

海営業
市場セグメント

陸営業
直販顧客

空営業
販売プロモーション

電源市場

医療機器分野

Ａ
社

Ｂ
社

ロボット・

工作機械分野

Ｃ
社

Ｄ
社

半導体

製造装置分野

Ｅ
社

Ｆ
社

パソコン・

通信機器分野

Ｇ
社

Ｈ
社

計測器・

試験検査装置

分野

Ｉ
社

Ｊ
社

アミューズ

メント機器

分野

Ｋ
社

Ｌ
社

ニプロン独自のユニークな「三軍営業」体制

全社営業会議

昨今の営業は直接営業に携わる者だけ

で大きく販売を伸ばせるものではないと

いう認識の下、全部門参加の全社営業

会議を毎月行っております。営業に関す

る各部門の目標に対し進捗確認とフォ

ローを行うことで、お客様へのサービスの

質を高めております。

ニプロンの標準品ラインナップは非常に豊富な

ため、ニプロンでは製品勉強会や商談事例の分

析、商談のロールプレイングなどを定期的に行

い、営業マンを育成しております。営業マンの育

成をすることで、お困りごとに対し正確でスピー

ディなサポートを行うことができ、ニーズに答える

ことが出来ます。

営業マン育成キャラバン隊訪問

普段ご訪問出来ない遠方のお客

様に対して､地域毎にキャラバン隊

を組み､弊社営業マンが直接ご訪

問させていただく活動を行なって

おります。直接訪問のため、より詳

細な生の情報を得られると非常に

好評を得ております。

Business

お客様とＷｉｎ-Ｗｉｎ関係を築く

アイデアを結集した営業体制

営業とは最も経営に近いセンスを要求される職種の一つです。

強い企業力＝営業力と言っても過言ではありません。

お客様に満足していただけるように、ニプロンではアイデアを結集した営業体制を構築しております。　

営業　■ ２０１９ ■　営業



即納ショップ　ＴＯＰページ

販売価格（税抜）に対して１％のポイントが付与され、次回のお買い物か

ら１ポイント＝１円としてご利用いただけるなど、特典が満載です。

ニプロンｅメイト会員登録で、よりお得に購入

１００台を超えるご注文に関しましては、よりお得な価格設定の弊社直販

営業が承ります。

最大１００台までの即納が可能

※ キャンペーンセールはＷＥＢからのご注文のかた限定ＳＡＬＥとなっておりますため、

　　ＴＥＬ・ＦＡＸ・ＭＡＩＬ等でのご注文は通常価格の販売となります。また、ポイント進

　　呈対象外となります。

最新電源、人気電源などを対象に特価販売するキャンペーンセールを随

時行っております。キャンペーン内容についてはニプロンＨＰのトップペー

ジにてお知らせしております。

キャンペーンセールなどでお得に購入

当日（平日）１２時までのご注文で当日発送、休前日１２時以降から休日

中にご注文頂くと翌営業日の発送となります。

※ 支払方法が銀行振込の場合、振込み確認後の発送となります。

ご注文後、最短翌日お届け

※携帯電話・ＰＨＳの場合は、０６－６４８７－０６１１（有料） へおかけください

0120-982-787R

平日 ９：００～１７：４５ （弊社休日を除く）

即納ショップに関するお問い合わせ先はこちら

お買い求め易い決済方法

従来のお支払方法に加え、「クロネコあんしん決済サービス」による掛払

取引が可能になりました。

リアルタイムでの在庫確認

３００機種を超える常時在庫

最新電源はもちろん、ＡＴＸ電源、ノンストップ電源、バッテリパック、ＡＣ

-ＤＣスイッチング電源、ハーネス等のアクセサリーを数多く用意しており

ます。また、入手し辛いＡＴ電源も即納体制で、お待ちしております。

型式検索

欲しい電源の型式を入力して下さい。

型式は一部でも入力するとヒットします。

製品一覧

６つのカテゴリーがあり、それぞれに対応

する製品が全て表示されます。

製品検索

欲しいスペックの製品が検索できます。

例えばＡＴＸ電源で出力容量４５０Ｗ以上

のものが欲しければ、２世代パソコン電

源にチェックを入れ、出力容量から４５０

Ｗ以上を選び、上記条件で検索ボタン

をクリックして下さい。

お求めの条件に合わせて製品

を探すことができます。

ニプロンが提供する電源専門ＷＥＢ通販サイトです。数多くの標準電源の取扱い、短期間

で生産できるサプライチェーンの構築、１００％国内生産、高品位サポート、長期安定供給

などの強みと実績から即日発送を可能としております。また、旧ｖｅｒ製品のディスカウント販

売、新製品や人気製品を特別価格で提供するキャンペーンセールなども行っております。

便利でお得な電源ショッピングサイト『即納ショップ』

即納ショップへは下記のいづれかの方法から行くことができます即納ショップへは下記のいづれかの方法から行くことができます

で検索ニプロン　即納ショップ

をアドレスバーに入力ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎｉｐｒｏｎ．ｃｏ．ｊｐ/ｓｏｋｕｎｏｕ/
ニプロンＨＰのＴＯＰページから「ｅコマース 即納ショップ」をクリック

ニプロンＨＰ 【ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎｉｐｒｏｎ．ｃｏ．ｊｐ】

ショップ
電
源

Homepage & E-commerce

便利で快適なＨＰを目指します
（ホームページ）

英語版ホームページ
ｗｗｗ．ｎｉｐｒｏｎ．ｃｏｍ

日本語版ホームページ
ｗｗｗ．ｎｉｐｒｏｎ．ｃｏ．ｊｐ

産業用電源として知られているニプロンの

電源ですが、より多くのお客様へご提供す

るために、企業のお客様のみならず個人の

お客様にもご購入いただけるシステムを導

入しております。

また、ニプロンのホームページでは製品の

特長をまとめた「製品特集」、電源の知識

が無い方にも分かりやすく解説し、知識を

深めていただける「電源辞典」などお客様

の利便性を考えたページもご用意しており

ます。

シリーズごとに製品の特長をまとめたページです。

試験データや比較データなど、製品ページには掲載されていないような情

報がたくさん掲載されております。電源をご検討の際は是非こちらも合わせ

てご覧ください。

製品特集製品特集

電源の仕組みなど、一般的な電源に関する

知識を基礎から学ぶことが出来ます。

電源辞典電源辞典

ニプロンが年に４回発行している社内誌「Ｎｉｐｒｏｎ Ｗａ

ｖｅ」にも製品の情報が満載です。バックナンバーは

ホームページからご覧いただけます。

Ｎｉｐｒｏｎ Ｗａｖｅ バックナンバーＮｉｐｒｏｎ Ｗａｖｅ バックナンバー

ｅコマース 即納ショップ　■ ２２２１ ■　ニプロンホームページ



１９６７年　　　天神橋６丁目で酒井電技商会設立

１９９０年　　　資本金５，０００万円に増資

　　　　　　　　三重県多気郡に自動挿入機を導入した松阪夢工場を建設・稼動開始

　　　　　　　　カスタム電源ＵＬ/ＣＳＡ/ＴＵＶ規格取得

１９６８年　　　名称を「日本プロテクター」と改める

１９７０年　　　資本金１００万円で「株式会社日本プロテクター」として法人化（尼崎市戸の内工場移転）

１９７２年　　　大阪市淀川区新高２丁目１０番地に工場移転

１９７４年　　　新型ドロッパー電源「ＮＣＶ･ＥＣＶシリーズ」開発・販売

１９７６年　　　資本金５５０万円で「株式会社日本プロテクター販売」設立

１９８１年　　　資本金１，０００万円で新たに「株式会社日本プロテクター」を設立

　　　　　　　　吹田市南金田２丁目１９番２０号へ移転

１９８４年　　　資本金２，０００万円に増資

　　　　　　　　極限ロボット用スイッチング電源で大阪府先端技術産業育成資金を受ける

１９８５年　　　本社工場の増設

１９８６年　　　資本金３，０００万円に増資

１９８８年　　　電気用品取締法甲種電気用品の許可を受ける

１９８９年　　　資本金４，０００万円に増資

　　　　　　　　「株式会社日本プロテクター販売」からの出資により、資本金５００万円で板金部門として「シム技研株式会社」を設立

１９９１年　　　資本金７，０００万円に増資

１９９２年　　　資本金９，０００万円に増資

　　　　　　　　大阪府より、品質推進優良企業の特別表彰を受ける

１９９４年　　　北海道拓殖銀行事業「拓銀フロンティア優秀賞」に選ばれる

１９９５年　　　資本金１億１，９００万円に増資

　　　　　　　　チョッピング電圧形成回路を持ったスイッチングレギュレータで米国特許を取得

１９９６年　　　資本金１億６，４００万円に増資

　　　　　　　　尼崎市に阪神夢工場を建設・本社機能を移して稼動開始

　　　　　　　　ノンストップ電源の優秀さを認められ、通産省の特定新規事業法に基づく認定企業に認定され債務保証を受ける

　　　　　　　　ＩＢＭ互換機用パソコン電源「ＰＣＳシリーズ」、ノンストップ電源「ＮＳＰ２シリーズ」開発・販売

１９９７年　　　資本金２億１５０万円に増資

　　　　　　　　ノンストップレギュレータで米国特許を取得　　　　　

１９９８年　　　三重県多気郡にチップ部品自動挿入ラインを導入した松阪夢第２工場を増設・稼動開始

１９９９年　　　ＩＳＯ９００１を全事業所において取得

２００１年　　　名称を「株式会社ニプロン」と改める

　　　　　　　　阪神地域の優れたモノづくり企業と認められ、阪神モノづくりリーディングカンパニーの認証を受ける

　　　　　　　　資本金３億３，６７５万円に増資

２００２年　　　世界初、着脱式ノンストップ電源「ｅＮＳＰ－３００Ｐシリーズ」開発・販売

２００３年　　　第３０回全社営業発表大会を鳥羽で取引先を招待して開催

　　　　　　　　ソニー株式会社殿の「グリーンパートナー」として認定を受ける

２００４年　　　環境マネジメントシステムＩＳＯ１４００１を認証取得

２００５年　　　第２回購買方針説明会を尼崎で取引先を招待して開催

　　　　　　　　完全静音ファンレスＡＴＸ電源「ＰＣＦＬ－１８０Ｐシリーズ」開発・販売

　　　　　　　　ニプロン初 パソコンショップでもご購入できるパソコン電源「みなもっとさんシリーズ」販売開始

２００６年　　　株式上場プロジェクトを立ち上げ、関係会社間取引見直しに伴い、「㈱ニプロンＭＤＦ」を整理し、「㈱ニプロン」で業務を一本化する

２００８年　　　尼崎に新阪神夢工場を建設。本社機能として稼動開始

　　　　　　　　新阪神夢工場披露宴「４０年の歩み、未来１００年展」開催

２００９年　　　株式会社ニプロン１００％出資の子会社「ニプロン香港」設立

２０１１年　　　中央夢研究所＆営業本部の内装改装。来客用スペース・社員教育ルーム拡充

　　　　　　　　阪神夢工場に「ゲンコツロボット」導入。部品組立て工程の一部を半自動化開始

　　　　　　　　大容量双方向型ＤＣ－ＤＣコンバータ「グリーンベストミックス電源（ＧＢＭ）」開発

ドロッパー式直流安定化電源

「ＣＶシリーズ」開発・販売

吹田市南金田２丁目

１９番２０号へ移転

シム技研株式会社を設立

ベストミックス

高効率直流電源

ＮＳＰ２シリーズに１５０/２５０/３７５

の３種類を開発・販売

新生ニプロン誕生記念式典

汎用単出力電源

ＯＺ・ＯＺＰ・ＧＰＳＡシリーズ

チップ自動挿入ラインを増設

新阪神夢工場を建設

Ｖ１･Ｖ２シリーズ

新型ドロッパー電源

「ＮＣＶ･ＥＣＶシリーズ」

開発・販売

標準スイッチング電源

ＮＳＡ（３０機種）開発・販売

松阪夢工場を建設・稼動開始

松阪夢第２工場を

増設・稼動開始

高信頼性静音電源

ＰＣＳＡ－３００Ｐ－Ｘ２Ｓ

着脱式ノンストップ電源

ｅＮＳＰ－３００Ｐシリーズ

第３０回全社営業発表大会

（鳥羽）

ＤＤシリーズ

第１回ＴＱＭ発表大会

東部事業所開設

松阪夢工場を大規模改修

阪神夢工場を増築

大容量双方向型コンバータ

グリーンベストミックス電源

太陽光発電用昇圧コンバータ

ＰＶマキシマイザー

フルオプションセット

みなもっとさんシリーズ

２００７年　　　汎用単出力電源「ＯＺ・ＯＺＰシリーズ、ＧＰＳＡシリーズ」開発・販売

２０１２年　　　電源専門のＷｅｂ通販サービス「即納ショップ」をオープン

　　　　　　　　東京都府中市から、神奈川県川崎市へ移転。自社ビルを購入し東部事業所開設

２０１３年　　　資本金４億３，６７５万円に増資

　　　　　　　　第２５回 中小企業優秀新技術・新製品賞にて「ＯＺＰ－３５０」が奨励賞を受賞

２０１６年　　　遠隔監視・診断システム「ＰＶガードミャン（ＰＶＧ）」開発

２０１７年　　　太陽光発電向け余剰蓄電システム「ＰＶ ｅＸｐａｎｄｅｒ」開発・発表

２０１４年　　　太陽光発電に最適な電解コンデンサレスＤＣ-ＤＣ昇圧コンバータ「ＰＶマキシマイザー（ＰＶＭ）」開発・販売

２０１５年　　　松阪夢工場を再稼働させ、基板型標準電源の専用ラインを構築

　　　　　　　　ＰＶマキシマイザーがＮＥＤＯ「新エネルギーベンチャー技術革新事業（フェーズＣ）」に採択

２０１８年　　　阪神夢工場を増築。増築に伴い「新棟竣工お披露目会」を開催

沿革

太陽光発電向け余剰蓄電システム

ＰＶ ｅＸｐａｎｄｅｒ

サポート

弊社では長期の製品供給することを重要なサポートと考えており、製品発売後１０年間は安定供給に最大の努力を払っております。

長期供給サポート

弊社は、これまで自社開発及び自社生産を主に行ってきており、製品に関するあらゆる情報を蓄積しております。

従って、不具合の解析など短期間での対応をすることができます。

弊社ホームページの「ご相談窓口 修理に関するお問い合わせ」で受付しております。

https://www.nipron.co.jp/consultation/online.cgi

迅速な対応（２週間以内の１次回答対応）

丁寧な対応（１件１件を親身になってお客様の立場で対応）

確実な対応（１件１件を最後まで確実にサポート）

生産中止後も７年間は修理サポートを行います

東部、西部にそれぞれＣＳ部門を設け、迅速、丁寧、確実な対応を行います

解析/修理サポート

テスト機貸し出し

「ニプロンの電源を購入しようか迷っている…」そのようなお客様のために、ニプロン製品の貸出を無料で行っております。

弊社ホームページの「ご相談窓口 テスト機貸し出し」で受付しております。

https://www.nipron.co.jp/consultation/rental_top.cgi

販売サポート

バッテリのリサイクル

弊社では環境保護を目的にニプロンが販売を行っているバッテリーパックに対して、リサイクルを受付しております。

弊社ホームページの「ご相談窓口 バッテリーのリサイクル（回収）に関するお問い合わせ」で受付しております。

https://www.nipron.co.jp/consultation/recycle.cgi

環境品質に関するお問い合わせ

弊社ではＲｏＨＳ指令対応など、積極的に取り組みを開始しており、現在、数多くの製品の環境対応を実現しております。

この環境対応の活動及び、製品の環境に関するお問い合わせなどに対しても迅速な対応をするように努めております。

弊社ホームページの「ご相談窓口 環境・品質に関するお問い合わせ」で受付しております。

https://www.nipron.co.jp/consultation/environment.cgi

環境サポート環境サポート

電源辞典

電源に関する基礎的な部分、電源とは何か？、電源の障害はどのようなものがあるのか？などを

わかり易く解説している「電源事典」を弊社ホームページで公開しております。

https://www.nipron.co.jp/product_info/search_power_cyclopedia1.html

製品に関するお問い合わせ

製品に関するより詳細な情報をお問い合わせ事項につきましては、

弊社ホームページの「ご相談窓口 製品に関するお問い合わせ」で受付しております。

https://www.nipron.co.jp/consultation/product.cgi

よくある質問Ｑ＆Ａ

ユーザー様より過去にいただきましたお問い合わせを内容と回答を、弊社ホームページで公開しております。

https://www.nipron.co.jp/consultation/qa_index.cgi

よくある質問Ｑ＆Ａ

ユーザー様より過去にいただきましたお問い合わせを内容と回答を、弊社ホームページで公開しております。

https://www.nipron.co.jp/consultation/qa_index.cgi

技術サポート

沿革　■ ２４２３ ■　サポート



規格取得状況

取得済

取得年月

登録番号

ＩＳＯ９００１

１９９９年１月

０８１４４-０３

ＩＳＯ９０００ シリーズ

㈱ソニー　様

㈱リコー　様

キヤノン㈱　様

グリーンパートナー ・ 安全重要部品パートナー

化学物質管理システム（ＣＭＳ）認証

Ｇｒｅｅｎ Ａｃｔｉｖｉｔｙ

パナソニック電工㈱　様

三菱電機㈱　様

無鉛半田商品品質認定

グリーン認定

顧客認定

取得済

取得年月

登録番号

ＩＳＯ１４００１

２００４年２月

０８１４５

ＩＳＯ１４０００ シリーズ

組織図

事業所

会社名

本社所在地

設立

資本金

事業内容

代表者

従業員数

株式会社ニプロン

兵庫県尼崎市大浜町２丁目５７番地

１９８１年７月１５日（創業：１９７０年）

４億８０６１万円

（１） スイッチング電源及びノンストップ電源とその周辺機器等の開発、製造、販売、アフターサービス

（２） 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備とその周辺機器の設計、販売、監視、

　　 メンテナンス、コンサルティング

酒井節雄

４０５名 ※２０２１年７月現在

会社概要

監
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役
会

取
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部
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表
取
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役
社
長

製造本部

GPプロジェクト

営業本部

GP事業推進本部

研究本部

技術本部

生産管理本部

管理本部

デジタル開発部

GP開発部

TTC開発部

第一開発部

難波技術部

電源技術部

MDF製造部

HDF製造部

生産技術部

生産管理部

品質保証部

購買部

経営企画部

法務部

総務部

GP海営業部

GP営業部

空営業部

販売管理部

西部営業部

東部営業部

会社概要　■ ２６２５ ■　会社概要

関連会社

シム技研株式会社（ケース・シャーシ加工専門会社）

〒６６０－００９５ 兵庫県尼崎市大浜町２丁目５７番地

ＴＥＬ： ０６-６４３０-１１０１（代）  ＦＡＸ： ０６-６４３０-２０１８

株式会社日本プロテクター販売（持株会社）

〒６６０-０８０５ 兵庫県尼崎市西長洲町１丁目３番３０号

本社・阪神夢工場

〒６６０－００９５ 

兵庫県尼崎市

大浜町２丁目５７番地

ＴＥＬ： ０６-６４３０-１１０１（代）

ＦＡＸ： ０６-６４３０-２０１８

中央夢研究所＆営業本部

〒６６０-０８０５

兵庫県尼崎市

西長洲町１丁目３番３０号

ＴＥＬ： ０６-６４８７-４１４１（代）

ＦＡＸ： ０６-６４８７-２２１２

松阪夢工場

〒５１５-０３０３

三重県多気郡明和町

大字山大淀字中島３２４９番

大淀工業団地内

ＴＥＬ： ０５９６-５５-５４７１（代）

ＦＡＸ： ０５９６-５５-５４７２

名古屋営業所

〒４６１-００４０

愛知県名古屋市東区

矢田１丁目９番２９号 

栄ビル 一階 Ｃ号

ＴＥＬ： ０５２-６０２-４４１１

ＦＡＸ： ０５２-６０２-４３１１

東部事業所

（東部営業部＆ＴＴＣ開発課）

〒２１３-００２２

神奈川県川崎市

高津区千年６２２番地１

ＴＥＬ： ０４４-７５２-１１０１（代）

ＦＡＸ： ０４４-７７７-８８１１

首都圏オフィス

（グリーンパワー事業推進本部）

〒２２２-００３３

神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目１８番地９

新横浜ＩＣビル９０３号

ＴＥＬ： ０４５-５６５-９７７７

ＦＡＸ： ０４５-５６５-９７９３

難波技術センター

〒５５６-０００３

大阪府大阪市浪速区

恵美須西２丁目１４番３２号

ＴＥＬ： ０６-６６４７-２７０１

ＦＡＸ： ０６-６６４７-１１６６



東部事業所
〒２１３-００２２ 神奈川県川崎市高津区千年６２２番地１

ＴＥＬ． ０４４-７５２-１１０１   ＦＡＸ． ０４４-７７７-８８１１

中央夢研究所 ＆ 営業本部
〒６６０-０８０５ 兵庫県尼崎市西長洲町１丁目３番３０号

ＴＥＬ． ０６-６４８７-４１４１   ＦＡＸ． ０６-６４８７-２２１２

本社 ＆ 阪神夢工場
〒６６０-００９５ 兵庫県尼崎市大浜町２丁目５７番地

ＴＥＬ． ０６-６４３０-１１０１   ＦＡＸ． ０６-６４３０-２０１８

www.nipron.co.jp
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Development, manufacturing,

and sales of Switch-mode Power Supplies

and Nonstop DC Power Supplies

会社案内   株式会社ニプロン

CAT No .1309083-2111-1


