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新しい価値を創造し続ける

Make a clean value
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当社は、不断の創造的努力により、優れた自主技術に基づく製品開発を通じて社会に貢献することを基本理念とする。あわせて、企業
が社会の一員であることを深く認識し、公正かつ透明な企業行動に徹するとともに、環境との調和、積極的な社会貢献活動を通じ、日
本無機人としての誇りを堅持し、良識ある市民として真に豊かな社会の実現に尽力する。

Our company's basic philosophy is to contribute to society through the development of products based on our own unique and advanced technologies through 
constant creative efforts. In addition, we recognize that our company is a member of society, and we maintain pride as members of Nippon Muki Co., Ltd. by 
thoroughly devoting ourselves to fair and transparent business practices and through existing in harmony with the natural environment and also through 
actively participating in activities that contribute to society, and work towards the realization of a truly affluent society as good citizens.

基本理念

「Make a clean value」 は当社のコーポレートスローガンであり、この言葉に経営ビジョンのすべてが込められています。私たちは、
人々の快適な暮らしと環境負荷低減に寄与する製品の開発や新技術の創出に向けて果敢に挑戦し続けるとともに、すべてのステーク
スホルダーから信頼され続ける企業であるために、企業価値の向上に努めてまいります。

当社は「＜ひとへのやさしさ＞と＜環境へのやさしさ＞を両立させ、快適環境を創造する」ことを経営ビジョンとして掲げ、環境
事業の担い手として、常に一歩進んだ変化に対応する新たな価値を提供し続け、皆様とともに成長していくことを目指しています。

経営ビジョン

コーポレート スローガン

Make a clean value 新しい価値を創造し続ける

＜ひとへのやさしさ＞と＜環境へのやさしさ＞を両立させ、快適環境を創造する

Basic Philosophy

Our company's business vision is "Creating a comfortable environment through a combination of <people friendliness> and <environmental friendliness>", and 
as a leading environmental business we aim to continue to provide new value by always being one step ahead in responding to constant changes and to 
continue to grow and develop together with all of you.

Business Vision

Our corporate slogan is "Make a clean value" and these words encompass the entirety of our business vision. In addition to continuing to boldly undertake 
challenges working towards the creation of new technologies and development of products that can contribute to making people's lives more comfortable and 
reducing environmental burdens, we are also constantly working to improve our company value in order to continue and maintain the trust and faith of all of 
our stakeholders.

Corporate Slogan
Make a clean value - Continuously create new value

Creating a comfortable environment through a combination of <people friendliness> and <environmental friendliness>
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Transferred Tarui Works（Battery Separator Division）
to NSG, due to corporate split

Energy saving filter series developed "ATMPK", "LELFI"
developed Joined DAIKIN INDUSTRIES group

Nippon Muki Co., Ltd. merged
DAIKIN INDUSTRIES Filter Sales Division

Merged Nippon Muki Shoji Co., Ltd.
The company head office has relocated to Higashi-ueno, Taito-ku,
Tokyo

平成25年
5月

ダイキン工業株式会社のフィルタ販売部門を当社に統合

平成28年
10月

各部門の開発機能を統合し「開発センタ」を設置

電池セパレータ部門（垂井工場）を会社分割により、
日本板硝子株式会社に承継

日本無機商事株式会社を合併
本社を東京都台東区東上野へ移転

省エネフィルタシリーズ「ATMPK」、「レルフィ」開発
ダイキン工業株式会社グループ入り

原子力施設向け「ユニパック」フィルタユニット販売開始

May
2013

Established R & D Center at Yuki Works
October
2016
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フィルタ
電子半導体、精密機械、原子力、
製薬、病院、食品、ビル空調まで

あらゆる産業に欠かせない塵埃・
ケミカルガスの除去

For elimination of dust and chemical gases necessary
for every possible field including electronics

semiconductor, precisions instrument,
nuclear power, pharmaceutical, hospital, 

food and building air conditioning 
industries

●Atomos Compact HEPA filter
）CMTA（

●アトモスコンパクトHEPAフィルタ

   pressure drop power   pressure drop power
●Atomos ultra low●Atomos ultra low●Atomos ultra low●Atomos ultra low
   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power   pressure drop power

●Boron-free filter●Boron-free filter（（（（BFGL）BFGL）BFGL）BFGL）
●ボロンフリーフィルルタタタ（BFGL）（BFGL）（BFGL）

●SILIGLASS non asbestos silica textiles●SILIGLASS non asbestos silica textiles●SILIGLASS non asbestos silica textiles●SILIGLASS non asbestos silica textiles●SILIGLASS non asbestos silica textiles●SILIGLASS non asbestos silica textiles●SILIGLASS non asbestos silica textiles●SILIGLASS non asbestos silica textiles●SILIGLASS non asbestos silica textiles
   for high temperature insulation    for high temperature insulation    for high temperature insulation    for high temperature insulation    for high temperature insulation    for high temperature insulation 

●超高温耐熱●超高温耐熱●超高温耐熱材材材材シシシリリググララスス
●Fresh Lon●Fresh Long（PCE）
●●フフレレッシシュロンンググ（PCE）（PCE）

Filter

取扱　製品
Product        Line-up
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クリーン機器

あらゆる産業に欠かせない
クリーン機器

Clean Equipment indispensible
for every industry

無機応用品

ガラス繊維を用途に応じて
様々な形態に加工

Fiberglass is processed into a wide variety
of forms according to application

●Clean Booth●Clean Booth●Clean Booth●Clean Booth（PBS）
●クリーンブース（PBS）●クリーンブース（PBS）●クリーンブース（PBS）●クリーンブース（PBS）

●Ultra thin fan filter unit（PFT2）（PFT2）（PFT2）
●超薄型ファンフィルタユニット（PFT2）●超薄型ファンフィルタユニット（PFT2）●超薄型ファンフィルタユニット（PFT2）●クリーンブース（PBS）●クリーンブース（PBS）●クリーンブース（PBS）

●●Air showerAir shower（PAS）
●●エアシャワー（PAS手動）エアシャワー（PAS手動）

●Filatomicter●Filatomicter●Filatomicter●Filatomicter●Filatomicter
●フィラトミクタ●フィラトミクタ●フィラトミクタ●フィラトミクタ●フィラトミクタ●フィラトミクタ●フィラトミクタ●フィラトミクタ●フィラトミクタ●フィラトミクタ●フィラトミクタ

Clean Equipment

Applied Inorganic products

取扱　製品
Product        Line-up

提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)
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TechnologyとEcologyの融合
そして歴史と進化が織り成すクリーン技術

フィルタ（クリーンルーム用）

今やクリーンエアは高度の生産施設に必須のアイテムです。重要な環境作りに当社の技術は
生きています。多彩な製品ラインナップでクリーン＆エコを追求し続けています。

A Fusion of Technology and Ecology
Clean Room technologies that weave history and evolution
Today, clean air is a basic requirement for advanced production facilities. Our products 
really shine in the ever important task of environment maintenance. We will continue to 
pursue even better clean and eco effectiveness with our diverse lineup of products.

日本無機_本文CS5.indd   7 15/05/29   9:35



日本無機_本文CS5.indd   8 15/05/29   9:35



9

地球環境への配慮を基本的なスタンスとし
快適な環境をクリエイト

フィルタ（空調設備用）

環境負荷の少ない製品で快適環境を創造します。
「環境への優しさ」が一番のテーマです。

Creating comfortable 
environments while maintaining 
awareness and consideration 
of global environmental issues 
as part of our basic stance
Creating comfortable environments with 
products that have minimal environmental 
load.
Our first theme is "be kind to the 
environment".
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塩害対策レルフィ(LMXL-S)

Salt particle removing type LELFI
 (LMXL-S)

70CMMの風量で使用可能な低圧力損
失形の塩害対策中高性能フィルタです。
長寿命、薄形という特長があります。

Low pressure drop, medium 
performance salt particle removing 
type filter that can be used 70CMM 
airflow volumes. This product has the 
features of long life and thin shape.

低圧力損失中高性能フィルタ

ソルトラップフィルタ(SLT-LC)

Saltrap filter (SLT-LC)

特殊なろ材構造により塩分が多量に付着
しても容易に析出しにくい長寿命形の吹
き流し中高性能フィルタです。

Wind sleeve medium capacity long life 
filter that does not easily precipitate 
even if a large amount of salt adheres 
due to the special filter material 
structure.

塩害対策形中高性能フィルタ
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テクノロジーの先端には
クリーン技術が必須

フィルタ（製造設備用）

高温のまま除塵する技術、ケミカルガスを除去する技術等
幅広い分野で活躍し続けます。

Clean room technologies are a requirement on the cutting 
edge of technology
Products that continue to be succesfully used in a wide variety of fields including in 
technologies for removal of dust at high temperatures and technologies for elemination 
of chemical gasses.
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アトモス耐熱350℃多風量形（ATMCU）

常時350℃で使用可能なHEPAフィルタ
です。

アトモス耐熱350℃多風量形（ATMCU）

常時350℃で使用可能なHEPAフィルタ
です

耐熱HEPAフィルタ（350℃）

Atomos 350℃ filter（ATMCU）

HEPA filter that can be used at a
constant 350℃.

捕集した菌などを溶菌するHEPAフィ
ルタです。

アストロン耐熱250℃(ASTCH)

耐熱中高性能フィルタ

Astron 250℃ filter (ASTCH)

常時250℃で使用可能な中高性能フィル
タです。

Medium performance filter can be used 
at a constant 250℃.



13

クリーンエネルギーは
クリーン技術から

フィルタ・クリーン機器（原子力・ガスタービン用）

原子力等の発電施設に不可欠な給気＆排出物質の処理設備。
このリークが許されない安全システム体制にも当社の技術が
組み込まれています。

Clean energy comes from clean technologies
Facilities for intake air and exhaust material processing are essential for 
nuclear power and other power generation facilities. Our product's are 
incorporated into even these safety systems which will not forgive even 
the smallest of leaks.
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複合

アトモス・コンパクト・フィルタ（ATMC-N)

0.15μm粒子を99.97%以上捕集する
高性能フィルタ（JIS Z 4812対応品）

放射性エアロゾル用高性能フィルタ

Atomos Compact HEPA filter（ATMC-N）

HEPA filter which collects 99.97% or
more 0.15μm particles

（JIS Z 4812 compatible products）

Nuclear power
plants filters原子力用フィルタ Radioisotope

facilities filtersRI施設用フィルタ

ろ材のバックアップ材にガラスクロスを
用いた難燃形の中高性能フィルタです。

N_MUKI_CP.indd   6 2020/09/07   10:05



15

飽くなきクリーンの創造

クリーン機器（クリーンルーム用）

目覚しい進歩を遂げるエレクトロニクス、バイオテクノロジーの先端技術に、
当社のクリーン技術が貢献します。長年培った技術を時代のニーズに応用し、
製品開発を行っています。

Tireless clean maintenance
Our products contribute to the cutting edge of the always advancing 
electronics and biotechnology fields. We adapt our technologies, cultivated 
over many years, to adapt to the needs of current times when developing 
products.
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シリグラスはSiO2 96%以上からなる高珪酸ガ
ラス繊維です。1,000℃の高温において長時
間連続して使用することができます。
熱耐久性、化学的安定性、電気絶縁性に優れて
います。クロス、テープ、スリーブ、ヤーン、ウー
ル等の形状に加工できます。
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器
機

品
製
機
無

身近な暮らしの裏側にも
ミクロの技術が
ガラス繊維を用途に応じて様 な々形態に加工。
光触媒もクリーン技術に応用。

無機応用品

Micro Technologies can be found behind the scenes 
in every day life
Fiberglass is processed into a wide variety of forms 
according to application. Photocatalysts are also applied to 
clean technologies.

Applied Inorganic products

フレッシュロング（ＰＣＥ）

シリグラス

SILIGLASS

無機応用品
超高温耐熱材 極細グラスウール

極細グラスウールは、繊維の太さが平均0.6～
3.5ミクロンです。
チクチクせず、断熱・吸音性、柔軟性、成形性に
優れています。
用途：断熱吸音材、クッション材、ろ過材

Micro fine glass wool has a fiber diameter of 
less than 0.6～3.5µm. It causes no skin irritation 
and and has excellent thermal/sound insulation, 
flexibility and mold-ability properties. 
Applications: Thermal and acoustic insulation, 
cushioning material and electric insulation.

オイルミスト除去装置

Non asbestos silica textiles for
high temperature insulation

SILIGLASS is a high silic acid fiberglass that consists 96% or more SiO2. It can be 
used continuously for long hours at high temperatures of 1,000°C and above. It has 
excellent thermal durability, chemical stability and electrical insulation properties. 
Can be processed into a variety of forms including cloth, tape, sleeve, yarn and wool.

Oil mist removing equipment

Micro fine glass wool

フレッシュロングは光触媒の有機物分解および
除菌作用を用いた環境浄化装置です。
脱臭、室内浮遊菌の除菌、農産物の鮮度保持な
どにご利用いただいております。

オイルミスト除去装置

フィラトミクタ（FM、FS）

オイルミスト除去装置は、ガラス繊維フィルタにより、空気中
のミストを効率よく分離・除去します。分離されたミストは凝
集・回収されるため、長期にわたり除去性能を維持します。
用途：機械加工、圧延、プラスチック成型、食品など

FRESHLONG is a photocatalyst type 
environment purifier for deodorizing, sterilizing 
airborne viruses and keeping agricultural 
products fresh.

Mist rap

Firatomicter

Oil mist removing equipment separates and removes 
mists in air efficiently by fiberglass filters.
Keeps removing efficiency for a long time because 
separated mists are condensed and collected.
Applications：Machinery processing, metal rolling, 
plastic molding, food and others.

Applied Inorganic products

光触媒式環境浄化装置 Photo catalyst type environment purifier

）ECP（ gnoL hserF

提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)
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Cultivating the roots of clean products
which pioneer the new age of cutting edge technologies.

感染症関連製品

HEPAフィルタがウイルスを捕集し、
感染リスクを低減
抗ウイルスHEPAフィルタを搭載した感染症関連製品は、
医療機関や老健施設、商業施設に幅広く採用されています。

19

Cultivating the roots of clean products
which pioneer the new age of cutting edge technologies.
Cultivating the roots of clean products
which pioneer the new age of cutting edge technologies.

感染症関連製品

陰圧排気／空気清浄ユニット

病室などに増設可能な、抗ウイルスHEPAフィ
ルタ内蔵の排気ユニットです。簡単に室内を陰
圧化でき、また「循環型空気清浄機」としても
使用可能です。（1台で2役）

陰圧排気／空気清浄ユニット陰圧排気／空気清浄ユニット
ヘパウォール

抗ウイルスHEPAフィルタ内蔵の空気清浄機
です。クリーンな空気を供給する「プッシュ型」
と、汚染された空気を吸い込む「プル型」の2
仕様をラインアップします。

薄型空気清浄機 へパウォール

組立て式陰圧ブース

ベッドなどを覆う組立て式のブースです。抗ウ
イルスHEPAフィルタを搭載した超薄型ファン
フィルタユニットにより、ブース内の空気をろ過
しながら排出し、内部を陰圧に保ちます。

組立て式陰圧ブース
折畳み式陰圧ブース

組立・収納が簡単なアルミフレームのブースで
す。陰圧排気ユニットとセットで使用すること
で、ブース内の空気を抗ウイルスHEPAフィ
ルタでろ過して排出しつつ、内部を陰圧に保ち
ます。

折畳み式陰圧ブース

Equipment against infection



■高速液体クロマトグラフ（HPLC）
■High Performance Liquid Chromatograph（HPLC）

R&D

Cultivating the roots of clean products
which pioneer the new age of cutting edge technologies.

最先端技術で、時代に先駆けた
クリーン化製品の芽を育てます。

■イオンクロマトグラフ（IC）
■Ion Chromatograph（IC）
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環境社会をリードする

地球環境に貢献
する商品・サービ
スの開発・設計

環境負荷の
少ない資材
の調達

生産活動におけ
る地球温暖化防
止等の環境負
荷の低減・抑制

販売・物流・施工時
の環境負荷低減・
抑制

使用・消費・
サービス時
の環境配慮

使用後商品の
回収・ﾘｻｲｸﾙ
への環境配慮

設 計
開 発

調 達

製 造販 売
物 流
施 工

使 用
消 費
ｻｰﾋﾞｽ

廃 棄
ﾘｻｲｸﾙ

DAIKIN

ひとりひとりに、グリーンハート
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