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3株式会社ナスデン

株式会社ナスデン
代表取締役

社歴は16年の浅い会社ですが、私自身
この電材業界に携わり約35年になりま
す。
社員も全員が10年以上勤務しているベ
テラン揃いです。
電材に関する幅広い知識と経験を生かし、
お客さまからのご質問などに、多少助言
できるスタッフと自負しています。
このノウハウを生かし、ディーラー、
ユーザー様に何らかのヒントを提供でき
るよう、ナスデンという会社が皆様に必
要であると思って頂けます様、日々行
動、実行、継続、発展をモットーに、商
売の原点を常に考えお役に立つ会社に成
りたいと思います。

１．社員とその家族を大切にする
２．ユーザー、ディーラー、仕入れ先様、すべ

てのお客様を大事にする
３．継続することで社会的使命を果たす

１．社長よりみなさまへ

２．経営方針
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3.ナスデンの事業概要

■ 業 種 ： 電材・アクセサリーパーツ総合商社

■ 営 業 内 容
A  電機絶縁部品 及びアクセサリー販売

▼工業材、包装資材、耐熱、保護用テープ関連品

ビニールテープ、両面テープ、マスキングテープ、養生テープ、絶縁テープ、自己融着テープ、

表面保護テープﾟ、耐熱テープ、耐火テープ、包装・梱包テープ、リノテープ、ワニスクロス

▼耐熱用パテ、シーリング剤、消防法認定品

ネオシール、プラシール、SFシール、フイブロック、サンユボンド、アデカウルトラシール、

エアコンパテ、シリコンシーラント、変成シリコン、電気絶縁・放熱シリコン

▼ ベーク、ファイバー、ゴム、アクリ、エンビ 加工 及びニーズ品

原色ベーク、黒ベーク、天然ゴム、耐電ゴム、アクリ材、エンビ材、紙ファイバー など加工品

▼耐熱、UL、CSA用チューブ関連品

YKチューブ、ULチューブ、耐熱ガラスチューブ、収縮チューブ、常温収縮チューブ、

スパイラルチューブ、コルゲートチューブ、イラックスチューブ

▼ 電子、電気部品、絶縁配線材料全般

端末キャップ、カプラカバー、ワイヤーステッカー、自在ブッシュ、ロッキングスペーサー、

キャプコン、コードロック、エスシーロック、ケーブルグラウンド

▼結束材料、表示材料一式

結束バンド（インシュロック・タイラップ・コンベックス・ケーブルタイ）、デルテック、固定具

結束工具、マークバンド、ケーブル縛り紐、エスロンロープ、サランロープ、ロービキ紐、麻糸

ビニレース、パックレス、線名札、カラーエフ、TABTAGラベル、セキュロック、 、ビニタイ

マーキングタイ、マジックテープ

▼ 各種電線、及びハーネス加工全般

UL・KV・VSF・VCT-F 等 電線加工品

▼ EMI、ESD、対策品 及びフェライトコア

北川工業、星和電機、竹内工業、日本ジッパーチュービング、住友3M、太陽金属株式会社
他 各社製
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1993年 5月 豊中市蛍池西町2丁目13番7号に於いて、
電気絶縁部品卸売業として 有限会社 ナスデンを
設立。

1995年 6月 現在地に住所を移転する。

1996年11月 資本金を1000万円に増資する。

1997年 1月 有限会社の組織を変更、株式会社 ナスデンとなる。

1998年10月 資本金を2400万円に増資する。

2001年 3月 資本金を3000万円に増資する。

2007年 8月 本社新社屋完成。

2008年 4月 東京営業所開設。

4.ナスデンの沿革

B    コネクター、及び制御部品販売

▼ 圧着、中継、基盤、圧接用各種端子 及びコネクター

日本圧着端子製造、大同端子、冨士端子、ニチフ、日本端子、モレックス、住友電装、矢崎総業

他 各社コネクター・端子

▼制御部品全般

オムロン、和泉電気、栄通信工業 他 各社パーツ

▼ 熱中症対策品

クールビット、クールビットビルダー、熱中OUT、クールビットベスト、冷たすき
等 熱中症対策品



6

ナスデンの価値創造の木

株式会社ナスデン

親切な
対応

豊富な
品揃え新鮮な情報

の発信 臨機応変な
配達体制 適正な

在庫管理

自社による
HP更新

お客様のニーズに
合わせた品揃え

商品知識
が豊富

迅速な
配達体制

3S活動

商品レパート
リーの広さ

ベテランが多い

メーカー様と
の信頼関係

お客様目線の
親身な接客

５．知的資産
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（１）親切な対応

株式会社ナスデン

親切な対応とは
◆お客様目線の親身な接客

「カタチ」のないお問い合わせを「かたち」にします

お問い合わせには確実に返事致します
在庫の有無は確実に返事致します
納期の回答も確実に返事致します
見積回答も確実に返事致します

サンプル・資料も確実にお届けします

お問い合わせ回答率＝100%
在庫の有無回答率＝100%

納期回答率＝100%
見積回答率＝100%

サンプル・資料対応率＝100%

あたり前のことを確実に行います

５．知的資産
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（２）新鮮な情報の発信

株式会社ナスデン

新鮮な情報発信とは

ホームページは自社で更新しています
安心、安全、環境に関わる商品に取り組んでいます
異業種の方にもわかり易いように表現しています

かわりダネ商品も多数掲載しています

http://www.nasuden.co.jp/

アクセス件数 月平均 ５0,000件（2009年８月現在）

更新回数 随時実施

掲載アイテム数 5,300アイテム

５．知的資産
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（３）迅速な配送体制

株式会社ナスデン

迅速な配送体制とは

ドライバーがルートを熟知しています

お届け時刻を大切にしています

全国配送可能！

大阪空港（伊丹）に徒歩5分！
陸も空もお任せください

万が一ミスが発生してもバックアップ体制は万全です

まごころと笑顔もお届けします

お客様の大切な商品を
正確に迅速に

大阪空港が目の前！
急ぎの商品も直ちにお送りします

５．知的資産
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（４）豊富な品揃え

株式会社ナスデン

豊富な品揃えとは

取り扱いメーカー数が多いです
売れ筋は欠品させません

納期のかかる商品も前もって取り揃えます
お客さまが必要な商品も取り揃えます

売れ筋以外も取り揃えます

納期に対して
ストレスのない対応をいたします

品揃え率≒お客様満足度100%

５．知的資産
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（４）豊富な品揃え

株式会社ナスデン

メーカー（順不同） 商品名

積水化学工業㈱
両面、保護、絶縁、防食、防振、断熱、包装、等各種工業用テープ、熱膨張耐
熱材、フィブロック

日本圧着端子製造㈱ 圧着端子、中継用コネクター、コンタクト

北川工業㈱ 自在ブッシュ、スーパーロック、ロッキングスペーサー

品川商工㈱ サーキットボードスペーサー、カプラーカバー、TCVキャップ

ティーアンドビー タイラップ、固定具、デルテック、埋設管理表示プレート

ヘラマンタイトン（株） インシュロック、ABタイ、アクセサリー、結束工具、MSタイ、ELタイ

日本モレックス（株） 中継用コネクター、ニューミニフィットコネクター、ターミナル

（株）カメダデンキ クイック金具、U金具、ミニ金具、サポーター、ハイステッカー

ムツミ金属工業（株） ワイヤーステッカー、ナイロンステッカー、ミラクルベース

横山化成（株） 絶縁ビニールチューブ、（YKチューブ耐寒、耐熱、耐油等）結束用ムクヒモ

芝軽粗材（株） コンベックス、コイルチューブ、グリップチューブ

住友電気工業（株） スミチューブ、イラックスチューブ、PSTチューブ、NC-26等

（株）フジクラ UL電線、FBWテープ

（株）ニックス ナイロンクリップ、コードロック、DKNクランプ

ﾊﾟﾝﾄﾞｳｨｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ パンタイ、ケーブルタイ、ワイヤリングアクセサリー

日本ｼﾞｯﾊﾟｰﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ
（株）

ジッパーチューブ、ZTシールドメッシュ、ZTノイズシール

（株）共和 ミリオンULチューブ、ビニタイ、各種テープ

オーム電機（株） キャプコン、マイクロケース、レスロック

（株）名取製作所 ワンタッチカラーブッシュ、プラスチックサポート

（株）マックエイト プリント基板用各種端子、アクセサリー

日東化成工業（株） ネオシール、プラシール、耐火パテ、エポキシパテ

東方電材（株） ビニールキャップ、VCPキャップ、スパイラルチューブ

ニッカン工業（株） スパロン電線、ワニステトロンテープ

（株）クラベ シリコンガラスチューブ、ジィゲル電線等

古河電気工業（株） エフコテープ、バルコテープ、UL電線

ワゴジャパン（株） 差込コネクター、KGクランプ端子台

日立化成（株） ワニスクロス（エンパイヤクロス）

日本ｴｲ･ｳﾞｨｰｼｰ（株） スーパーグランド、ロックタイ、アクセサリー

（株）ニッセイエコ コルゲートチューブ、ディップ品

５．知的資産
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（４）豊富な品揃え

株式会社ナスデン

メーカー（順不同） 商品名

エスジー工業（株） ケーブルタイ、ビーズタイ、タグメイトシリーズ、自動結束機、クルック

青山金属工業（株） アンダーホールナット

（株）シーティーケイwest ホットマーカー印字機、M-3N、H201FC、H402A、等

日東シンコー（株） リノテープ（ワニスレイヨンバイヤステープ）ブチルゴムテープ

日本ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ㈱ 耐火、防火、不燃建材、タイカプラストA、オパコート、ダンエンボンド、等

（株）エスケイ工機 SKバインダー、クイッククランプ、SKクイックメント

住友スリーエム（株） 常温収縮チューブ、PSTチューブ（NC26）、ガラス粘着テープ

星和電機（株） カッチングダクト、エスシーロック、ｅダクト

ﾀｲｺｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｱﾝﾌﾟ
（株）

ＰＣＩ/Ｏコネクター、ツールレス、モジュラジャック、端子

アメリカン電機（株） 埋込コンセント、露出コンセント、パネル用コンセント、防水コンセント

因幡電機産業（株） ジャッピーブランド、空調配管部材、耐火部材

積水樹脂（株） エスロンロープ、エクセル線

（株）ニチフ Ｔ形コネクター、Ｔ形コネクタカバー、防水端子、クイックロック

冨士端子工業（株） ガラス管ヒューズ、耐熱用圧着端子、Ｔ字ボタンチューブ、マジックチューブ

大同端子（株） 丸型端子、ブレーカー用端子、棒状形端子

共和化学工業所 絶縁ゴムブッシング、ベークノズル、ＶＡファスナーキャップ

アセイ工業（株） サーモカラーセンサー、温度感知シール、液晶シール、ＷＡＸ示温インク

日油技研工業（株） サーモラベル、サーモテープ、サーモシート、サーモワッペン

（株）寺岡製作所 （ガラスクロス、ノーメックス、カプトン、アセテート）粘着テープ

大阪電具（株） ＤＳアーススパイプシステム、イーグルフレキ、光ファイバー用フレキ

信越化学工業（株） 一液型ＲＴＶゴム、グリース、オイルコンパウンド、シリコンゴム熱収縮チューブ

（株）電研社 （ＰＶＣ、ＥＶＡ）スパイラルスリーブ、ステンレスバンド

三平化学（株） 軟質ビニールチューブ

日東電工（株） ポリエステル、ノーメックス、テフロン、ポリイミド、アセテート粘着テープ

興和化成（株） ダクト、プロテクトチューブ、スパイラルチューブ、ベースレールカッター

（株）クラレ マジックテープ、フリーマジック、マジタッチ、マジックガード

日星電気（株） （シリコンガラス、シリコンゴム、フッ素樹脂）チューブ、各種電線

田中産業（株） ボルトキャップ、グリスキャップ、ネオダクト、ネオトラフ

電気化学工業（株） ハーネステープ、ビニテープ、ウォールダクト、耐熱用ビニテープ

５．知的資産
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（４）豊富な品揃え

株式会社ナスデン

メーカー（順不同） 商品名

（株）アオイ アミドフレックス、スーパーフレックス、Ｕ－フレックス、ソフトウレタンチューブ

（株）ハギテック
ファイバープロテクター、ケーブル保護チューブ、プラスチックチューブ、
エラストマーチューブ

（株）岡部マイカ工業所 耐火マイカ粘着テープ、ドライマイカ、マイカ積層板

（株）イワセ エクスロンULチューブ、エクスロンＪチューブ、フッ素樹脂チューブ

ケイテック（株） ボタンチューブ、ケイタック、プラステッカー

（有）幸久 吊りボルト固定具

ニチバン（株） クレープテープ、ナイスタック、カートンテープ

イシマル産業（株） ガラステープ、コーネックス組紐・テープ・スリープ

５．知的資産
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（５）３S活動

株式会社ナスデン

ナスデンの３Sとは

職場の整理、整頓、清掃
ナスデンは、

あたり前のことを
あたり前に行います

倉庫は取り出し易く清潔に

トイレも自慢です

お客さまを
気持ちよくお招きします

５．知的資産
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（６）気概の精神

株式会社ナスデン

ヒントを提供できます。
解決方法を提供できます

古い商品のことも、今の製品に置き換えてお勧めできます
大ロットの商品も、小ロットの商品に置き換えてお勧めできます
長い納期の商品も、短納期の商品に置き換えてお勧めできます

ちょっとやそっとでは投げ出しません。
粘り強くお調べします

５．知的資産



16

ナスデンの将来に向けた価値創造の木

株式会社ナスデン

親切な
対応

豊富な
品揃え新鮮な情報

の発信

臨機応変な
配達体制

適正な
在庫管理

自社による
HP更新

お客様のニー
ズに合わせた

品揃え

商品知識が
豊富

迅速な
配達体制

3S活動

商品レパート
リーの広さ

ベテランの
ノウハウ

メーカー様との
信頼関係

お客様目線の
親身な接客

ISO9001
認証取徔

デー
タ化

お客様のための価値を創造する

人材育成

新製品の
掘起し

６．今後の事業展開



17

（１）社内体制の整備

株式会社ナスデン

ISO9001 品質マネジメントシステムを
構築することで、社内体制の整備と、一層

の顧客満足の実現を目指します。

業務プロセスの
効率化・迅速化

情報の共有化

人材育成による
力量の向上

是正・予防による
課題の解決

内部監査による
システムの維持

継続的改善

ＱＭＳ取徔の
ねらい

お客様満足の一層の向上

６．今後の事業展開
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（２）新製品の掘り起こし

株式会社ナスデン

お客さんにとって、より良い商品の提案が
できるように情報収集をします

お客様のアイデア・ニーズを
メーカーとともに実現します。

50

150

250

仕入先様社数
H18

H19

H20

H21

1年後

2年後

3年後

目標：
6600アイテム

目標：228社様

６．今後の事業展開
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（３）受発注のデーター化

株式会社ナスデン

お客様のお問い合わせに迅速に応えるため
誰でも答えられるように

商品データベースを構築します。

商品DB

納期
商品

使い方
新提案

６．今後の事業展開
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商号 株式会社ナスデン

本社 大阪府豊中市蛍池西町2丁目13番15号
TEL 06-6850-4691  FAX 06-6850-4690
MAIL nasuden@nasuden.co.jp
HP     http://www.nasuden.co.jp

東京営業所
千葉県松戸市大金平2-72 グランドール北小金110
TEL 047-701-7757  FAX 047-701-7761
MAIL tokyo@nasuden.co.jp

資本金 3000万円
設立 平成 5年 2月
代表取締役 奈須 昇

主要取引銀行
尼崎信用金庫 本店
摂津水都信用金庫 蛍池支店

株式会社ナスデン

ナ
ス
デ
ン

本
社

北小金駅

JR東日本 常磐線 北小金駅
下車 北口方面

ﾔｸﾙﾄ北小金儀式殿

東京営業所

至柏 至松戸

Family mart

本土寺

７．会社概要
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株式会社ナスデン
大阪府豊中市蛍池西町2丁目13番15号
TEL 06-6850-4691  FAX 06-6850-4690
MAIL nasuden@nasuden.co.jp

株式会社ナスデン

支援者からのメッセージ

ナスデンの強みは経験豊富なベテラン社員が揃っている事と、皆さんの「明るさ」にありま
す。ベテランの方々が持っている力量や「明るさ」を発揮して、お客さんからの問い合わせや困
りごとに100%答えられる。これがナスデンの企業価値につながっていると感じました。今後は
社内体制の整備などに力を入れて、お客様目線の、親身な対応の一層強化を通してお客様にお役
に立つ企業に発展していきます。これからのナスデンの皆さんの活躍が楽しみです。

有限会社ツトム経営研究所 代表
中小企業診断士 森下 勉

８．お問い合わせ先

大阪空港から見たナスデンです。
是非、お越し下さい。

本書ご利用上の注意
本知的資産経営報告書に掲載しました将来の経営戦略及び事業計画並びに附帯する事業見込みなどは、す
べて現在入手可能な情報をもとに、当社の判断にて記載しています。そのため、将来に亘り当社を取り巻
く経営環境（内部環境及び外部環境）の変化によって、これらの記載内容などを変更すべき必要を生じる
こともあり、その際には、本報告書の内容が将来実施又は実現する内容と異なる可能性もあります。よっ
て、本報告書に掲載した内容や数値などを、当社が将来に亘って保証するものではないことを、十分にご
了承願います。


