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日々進化するものづくり
私たちの生み出す技術は、
最先端の電子部品の品質を支えています。

計測・検査技術で
ものづくりに貢献する。
それが日本電産リードの使命です。
今、社会は最先端技術によって支えられています。

物や情報が世界中を駆け巡り、人々の生活は豊かになる。

そんなことは当たり前だと誰もが感じているかも知れません。

それはまさに最先端の電子機器の品質に対する信頼感に他なりません。

全ての電子部品が正しく機能し、その性能が保証されていること。

私たちは、性能を保証するための「ものさし」、デファクト・スタンダード（業界標準）となる
計測・検査技術を世界中に提供したいと考えています。

High technology applications underpin just about every feature of modern society. 

Sophisticated goods and information crisscross the world as never before, enriching our 

experiences and opportunities in life as well as business. 

You may take technological advances for granted and willingly relate to and pay for 

them�because you believe good quality is the norm, rather than the exception, in today’s 

market. 

As a manufacturer of precision measuring and inspection equipment, we are dedicated to 

assuring the performance quality of customers’ electronic components, and thereby meeting 

the growing quality expectations of the global market. We seek a de-facto standards solution in 

the field of quality assurance.

Bringing World-class    
        Test Solution to You
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Policy The aim of Nidec Corporation is to contribute to the development of society and the welfare 
of the general public around the world. Nidec aims to do so by supplying the highest quality 
products. Our company is sincerely and enthusiastically dedicated to the trinity of 
technology, skillfulness, and modern science. Thereby, Nidec strives to promote the 
prosperity of our society, our company, and all our employees.

Mission We contribute to the Earth by producing the highest quality motors in the world.
All Nidec employees work to the very best of their ability to send motors into the world.  It is 
with these motors and other products we make that we solve various issues such as the 
conservation of the global environment, and contribute to making better lives for people all 
over the world.

Vision
Nidec is a global company that grows sustainably for the next 100 years and beyond.
Nidec is the worldʼs leading solution-providing business group 
that solves numerous problems for the people in the world.

Nidec Group: New Corporate Philosophy

Value “Nidec Way”　“The Challenging Road”
・Three Corporate Policies: “Passion, Enthusiasm, and Tenacity,” “Work smart,”

and “Do your work now; do it without hesitation; do it until completed.”
・“Creativity,” “Respect,” “Collaboration,” “Integrity,” “Decision Making,”

“Team  Building,” and “Grow Talent.”

日本電産グループ　新企業理念

Discipline
　 ＆
  Code

・3Q6S
・Seven Articles of Nidec Employees,
・3Ps (Be proactive, productive, and professional), and eliminating six bad habits
・Three Management Principles　Three Basic Management Philosophies
・Three Management Methods  Three Management Attitudes  Three Conditions for Success
・CSR Charter (social responsibility, respect for diversity, etc.)



Yes, we can do it.
とにかくやってみよう

我社は
科学・技術・技能の一体化と
誠実な心をもって
全世界に通じる製品を生産し
社会に貢献すると同時に
会社および全従業員の繁栄を
推進することをむねとする。

社　是
The aim of NIDEC-READ CORPORATION is to contribute to the 

development of society and welfare of the general public all 
over the world. We strive for this by supplying them with the 

highest quality products with our sincere and enthusiastic 
dedication to the trinity of technology, skillfulness, and modern 

science and thus to promote the prosperity of society, our 
company, and all our employees.

Aim of NIDEC-READ CORPORATION

メッセージYes, we can do it.

「電子を読む」「時代を読む」
社名の「リード（READ）」には、エレクトロニクス分野における計測・検査のエキスパートとして、
新しい技術で業界の先駆けとなる、という想いが込められています。
創業以来、積み重ねてきた技術によって、高密度プリント基板や半導体パッケージ基板、
フラットパネルディスプレイ、LED、太陽電池等のものづくりの現場で常に世界の
「デファクト・スタンダード」を目指し、皆様とともに更なる成長へ邁進したいと考えております。
今後ともあたたかいご支援とご指導をお願い申し上げます。

We read electronic behavior. We lead the future.
Our company name “Read” conveys our commitment to “lead” the industry as an expert in the 
measurement and inspection of electronic equipment. 
Building on the technical advances we have made since our inception, we are poised to drive forward 
business growth by establishing de facto standards in the �eld of high-density printed circuit boards, 
semiconductor packaging, �at-panel displays, light-emitting diodes (LED), and solar cells.
We greatly appreciate your continued support and look forward to sharing with you the bene�ts of our 
innovation initiatives going forward.

成功へ！三つの精神

■ 情熱・熱意・執念
■ 知的ハードワーキング
■ すぐやる、必ずやる、出来るまでやる

電子・電気・半導体・情報通信という
最先端のエレクトロニクス分野では、

毎日のように新しい技術や革新的な製品が生み出され、
それらは世界のあらゆる地域でグローバルに生産されています。

このマーケットでは常に新しい要求が
私たちに投げかけられています。

これまで蓄積してきた技術力と柔軟な発想で、
独自性のある製品、お客様の役に立つ製品を
提供することが私たちの存在価値であり、

その想いの根底には、「とにかくやってみよう」という
前向きな思考とチャレンジ精神が息づいているのです。

In the market for cutting-edge electronics applications ranging from 
semiconductors to information and communication devices, hardly 
a day goes by without seeing yet another technical innovation and 
new product rollout. We are constantly required to develop new 
solutions for the evolving wants and needs of our customers. 

Leveraging our technological progress underpinned by inspiring 
ideas, we will continue to provide creative products �ne-tuned to 
match customer requirements. Underneath it all lies our proactive 
thinking and spirit for challenge.

日本電産株式会社
代表取締役会長
最高経営責任者

Representative Director,
Chairman & CEO
NIDEC CORPORATION

永守 重信
Shigenobu Nagamori

日本電産リード株式会社
会長執行役員

Chairman & Vice President
NIDEC-READ CORPORATION

戒田 理夫
Michio Kaida

日本電産リード株式会社
代表取締役社長執行役員
最高経営責任者

Representative Director, 
President & CEO
NIDEC-READ CORPORATION

大塚 俊之
Toshiyuki Otsuka

企業理念
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President & CEO
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企業理念
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企業風土と職場環境Strong Commitment to Technical Excellence

「業界標準」を自らの手で生み出していく充実感と誇り。
それがオリジナリティあふれる製品を生み出す原動力になる。
Our contentment and pride formed through the pursuit of a de facto standard gives birth
to creative products.

0706

各部門の創造力と技術力、そして責任感を結束し、業界標準の検査を実現しています
Our technology, along with our commitment and creativity,

sets the industry standard in precision measurement and inspection.

加工部門
Processing section

組立部門
Assembly section

生産管理部門
Production management section

購買部門
Purchasing section

管理部門
Corporate Management Div.

As the company’s strategic and administrative 
mechanism, the Management & Supply maps 
out our course of action for corporate value 
enhancement, which builds and maintains 
the trust of our customers, our employees, 
and the community.

私たちは日本電産グループの一社
として、グローバル・カンパニーを
目指しています。お客様だけでな
く従業員、地域社会に信頼される
企業を目指して、企業価値向上に
努めています。

製造部門
Manufacturing Div.

The Manufacturing Div. goes further than 
meeting stringent QCD (Quality, Cost, and 
Delivery) requirements.  Incorporating 
substantial safety and environmental 
considerations into the product and its 
manufacturing process is also a key role of 
the Manufacturing Div. Mobilizing a rich 
array of value-enhancing expertise in 
process control, the Manufacturing Div. 
provides equal high-quality solutions to the 
customers worldwide.

「品質、コスト、納期」だけでなく安
全性や環境負荷に配慮したものづ
くり、高品質と短納期を実現する
ための工程管理は製造部門の役割
です。世界中に同一水準のものづ
くり技術を提供しています。

営業サービス部門
Sales Div.

We need to respond to customers constantly 
raising the bar on quality assurance. The 
Sales Div. stays focused on rapidly-changing
customer requirements, identifies the 
customers’ genuine needs, and timely 
provides the best solution to them.

お客様の検査に対する要求は日々
厳しくなっています。お客様の
ニーズを的確に捉え、最適なソ
リューションを提案する、これら
タイムリーなサポート体制が営業
サービス部門の使命です。

経理財務部門
Accounting & Financial section

情報システム部門
Information system section

広報ＣＳＲ部門
PR/CSR section

法務・知的財産部門
Legal & Intellectual Property section

品質保証部門
Quality assurance section

国内営業部門
Domestic sales section

海外営業部門
Overseas sales section

カスタマーサポート部門
Customer support section

輸出入業務部門
Export & Import service section

技術開発部門
Development Div.

T h e  D e v e l o p m e n t  D i v .  b r i n g s  o u r  
forward-looking ideas and concepts into 
shape. Their current major undertakings 
include the development of new-generation 
measuring/testing devices that embrace the
MEMS* technology.
*MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 
is the integration of mechanical elements 
leveraging three-dimensional process 
technology.

計測や検査の新しいアイデアは技
術開発部門から生み出され、新製
品としてデザインされます。
MEMS*技術を応用した次世代品
の開発などで先を見据えたアイデ
アもここで具現化されるのです。
*Micro Electro Mechanical Systemの略。
 超微細3次元加工技術で製造した機械要素部品です。

Strong Commitment to
Technical Excellence

技術へのこだわりが原動力

私たちが目指す企業風土は、やる気と若さに満ち溢れ、
オリジナリティあふれる製品を生み出す

エンジニア集団であること。
お客様の立場でこだわりぬいた計測・検査技術が

世界中のものづくりの現場で
生かされているのを見た瞬間、

その充実感と誇りは代えがたいものです。

お客様の課題やニーズに真摯に向かい合い、
解決に向けたソリューションを提供する、

エンジニア集団としての存在価値を高めることが、
私たちの成長の原動力です。

We are committed to fostering a corporate culture shaped 
by youthful aspirations, which gives full scope to an 
engineer’s creativity.
Successfully producing truly customer-focused products 
a n d  a c t u a l l y  s e e i n g  t h e m  w o r k  o n  t h e  g l o b a l  
manufacturing scene gives us an irreplaceable sense of 
accomplishment and pride.

We drive our growth engine by working closely with the 
customers, meeting their challenges head-on, and thereby 
providing them with unmatched quality solutions.

企業風土

やる気と若さが技術の可能性をひらく
クリエイティブなエンジニア集団

成長へ！ こだわりとチャレンジ精神が存在価値を高める

総務人事部門
General affairs & Human resources section

経営監査部門
Management audit section

テスター部門
Tester section

ソフト部門
Software section

システム部門
System control section

設計部門
Design section

生産技術部門
Production technology section
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We drive our growth engine by working closely with the 
customers, meeting their challenges head-on, and thereby 
providing them with unmatched quality solutions.
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やる気と若さが技術の可能性をひらく
クリエイティブなエンジニア集団

成長へ！ こだわりとチャレンジ精神が存在価値を高める

総務人事部門
General affairs & Human resources section
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Management audit section
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社会貢献Green and Comfortable Living

いつでもどこでも、暮らしのまわりには、
日本電産リードで「検査済み」の製品があふれています。
Pick any electronic goods around you. Chances are good it has been through
NIDEC-READ’s quality inspection system.

Even a minor flaw in the measuring/testing process could give rise 
to immeasurable damage. What if the problem stemmed from our 
products? We would lose our customers’ trust and, at worst, could 
potentially affect people’s normal daily living activities.

Extremely  h igh qual i ty  assurance i s  required to  enable  
next-generation applications for: 
-reliable data transfer 
-safe and punctual railway/airline services
-effective hybrid vehicle electronic control
-highly diverse smartphone functionality, and
-high solar cell conversion efficiency

Eyeing these market areas for new growth opportunities, we will 
continue to provide fresh solutions that make possible new heights 
of convenience and safety.

0908

Green and
Comfortable Living

技術を通じて環境に優しい便利な暮らしを

人と社会と先端機器に信頼の絆を

もし私たちの計測・検査機器が正しく機能しなかったら…
品質に対する信頼は失われ、

社会活動に大きな影響がでるかもしれません。

通信データの確実なやりとり
航空機や電車の安全かつ定時性の高い運行
ハイブリッド車の効率的な電子制御

スマートフォンの多機能性
変換効率の高い太陽光発電パネル

もっと便利で、安全に。
私たちの製品に課せられた使命であると考えています。

品質から生まれる信頼が
人と環境に優しい社会を支えます

社会貢献

暮らしにあふれる電子・電気機
器の信頼性をチェックし保証し
ているのが、私たちの計測・検査
機器です。

日本電産リードが保有する3次元加工技
術で作られた超微細MEMS製品は、電子
･電気分野のみならずバイオ･メディカル
分野にも広く応用されています。

デジタル機器や家電製品の心臓部に使用
される半導体パッケージ基板や高密度プ
リント基板の電気検査は日本電産リード
の得意分野です。

電車やハイブリッド車、太陽電池パネル
など、環境負荷の小さい製品に搭載され
る電子デバイスにも当社の計測･検査技
術が活用されています。

LEDやタッチパネルなどのディスプレ
イデバイスも当社の接触式・非接触式・
光学式の多彩な検査手法で検査してい
ます。

コンピューター
Computer

ハイブリッドカー
（セラミック基板）

Hybrid car
(Ceramic substrate)

ブルーレイ
プレーヤー

Bluray player

スマートフォン
（プリント基板）
（タッチパネル）

Smart phone 
(Printed circuit board) 

(Touch panel)

太陽電池パネル
Photovoltaic

generation panel

電　車
（ワイヤーハーネス）

Electrical Train
(Wire harness)

液晶テレビ
LCD TV

LED
Light Emitting Diode

医療機器
（バイオチップ）

Medical device
(Biochip)

タブレット端末
Tablet device

デジタルカメラ
Digital camera

エアコン
Air conditioner

検査済
Pass

検査済
Pass

検査済
Pass

検査済
Pass

検査済
Pass

検査済
Pass

検査済
Pass

検査済
Pass

検査済
Pass

検査済
Pass

検査済
Pass

検査済
Pass
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Credibility Built on
Market-proven Technology

積み重ねてきた信頼の技術

技術分野Credibility Built on Market-proven Technology

計測と検査のあらゆる場面に、私たちは「業界標準」の技術を提供します。

最先端の技術が高い次元で融合しています

市場ニーズに応えるために培った技術は
世界中の生産ラインで活躍しています

私たちの製品は、日々進化する最先端の電子部品を
高速・高精度で計測・検査するニーズから

生み出され、さまざまな要素技術を積み重ねて具現化してきました。

検査機器の心臓部を担う高性能ICとソフトウェア、
サブミクロン単位での加工・組立を行う
装置ハードウェアとフィクスチャー製品、

2次元3次元の光学・画像処理技術や3次元加工技術

これらの技術を高い次元で融合させること、
幅広い分野のエキスパート集団であることが

私たち日本電産リードの強みです。

技術分野

1110

半導体パッケージ基板やプリント回路基板に対す
る高密度化や多ピン化狭ピッチ化の市場ニーズに
対して、日本電産リードでは、従来の検査条件では
計測できない様々な不良モードの検出や分析に対
応する最新の計測・検査テクノロジーを市場に提
供しています。

We bring industry-leading technology to a broad area of measurement and inspection operations.

Responding to increasingly multi-pin, fine pitch 
semiconductor packages and printed circuit boards, 
NIDEC-READ brings to the market breakthrough 
measuring/testing solutions that spot and analyze 
previously undetectable types of continuity errors.

電気的に計測できない不良や欠陥の検査には、非接触で良否判
定を行う画像処理技術が欠かせません。各種光源と光学系技
術、検査アルゴリズムを駆使して目視検査ではカバーできない
微細な不良を高い分解能で高速に検出します。

画像処理技術
Vision inspection technology

Non-contact imaging can spot various defect types that are undetectable 

by electrical means. NIDEC-READ’s technical portfolio in optical 

measurement, light source optimization, and associated algorithm design 

enables high-speed, high-resolution detection of very subtle defects that 

slip through human vision screening.

超微細MEMS
加工技術
MEMS process technology

As semiconductor manufacturing process becomes increasingly geared 

toward finer nanostrucure design, the need for innovative inspection 

methods has never been greater. By leveraging its MEMS-oriented, 

three- dimens ional  process  technology  in  areas  ranging f rom  

electroforming to exposure, image development, and fine pattern etching, 

NIDEC-READ opens a new horizon for precision inspection.

半導体製造プロセスの微細化は、検査技術の進化も要求します。
日本電産リードでは超微細MEMS加工技術を確立し、電気鋳造
から露光・現像・エッチングにいたる3次元加工技術で先進的か
つ革新的な検査ソリューションを市場に提供していきます。

微細な回路パターンの検査ポイントに正確にコンタクトする
には高精度な検査治具が欠かせません。超ファインピッチの回
路パターンに対応するCAD/CAM技術やプロービング技術、
精密加工技術をワールドワイドで提供しています。
High-precision jigs allow a testing device to ensure pinpoint accuracy in

making contact with a number of test points on an intricately printed 

circuit board.

NIDEC-READ offers broad-ranging expertise in CAD/CAM, probing, and 

precision machining, which is tailored to ultra fine-pitch component 

applications.

フィクスチャー技術
Fixture technology

計測部であるテスターの性能だけでなく、ハード面における高精
度な位置決め技術や高速搬送技術、セーフティかつコンパクトな
機械設計、前後の検査工程とのインライン化設計など量産部品検
査に必要なメカトロ技術を高い次元で融合させています。
Through a sophisticated fusion of multiple mechatronics elements, 

NIDEC-READ has extended inspection possibilities into mass production 

processes, including: high-precision positioning; high-speed feeding; safe 

and compact machinery design, and in-line process engineering.

メカトロ技術
Mechatronics technology

Testing equipment for open/leak circuit tests is required to be able to 

measure resistance down into the milliohm range and check thousands of 

test points at a time. NIDEC-READ has developed high-speed, high-precision 

testers using high-performance switches of its own design.

回路の導通絶縁（Open/Leak）検査にはmΩレベルの微小抵抗
を測定する技術、数千もの検査ポイントを高速で全数検査する
技術が求められています。日本電産リードでは高性能半導体ス
イッチを自社設計し、高速高精度のテスターを実現しています。

計測技術
Measurement technology

Born out of the need for high-speed, high-accuracy measurement / inspection 

of fast-evolving electronic components, NIDEC-READ products reflect the 

culmination of our longstanding experiences in a variety of elemental 

technologies. Our technical portfolio today realizes extensive application in:

・mission-critical, high-performance integrated circuits and associated software

・hardware design enabling submicron control

・component fixture operation for processing and assembling multi-pin and

 narrow-pitch chips, and

・two- and three-dimensional optical imaging and three-dimensional process

  technology

NIDEC-READ’s main strength derives from the ability to blend a wide range of 

elemental technologies to the industry’s highest level of performance
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PRODUCT LINE UP
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光学式検査装置
Optical Vision Inspection System

通 電 検 査 装 置 （ 接 触 ／ 非 接 触 ）
Continuity Inspection System (contact / non-contact)

車載部品検査装置 / 特殊機器

World-classの計測検査ソリューションを皆様に提供いたします。World-classの計測検査ソリューションを皆様に提供いたします。
Bringing World-class Testing Solution to YouBringing World-class Testing Solution to You

Automotive Device Inspection / Specific Application System
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MCM、CSP、BGA等の半導体パッケー
ジの導通絶縁（OPEN／LEAK）検査を
行う検査装置“GATS: Grid Array 
Testing System”シリーズです。大型
から中小型までの各種基板を検査する
ラインナップを幅広く揃えています。

NIDEC-READ GATS (Grid Array Testing 
System) series carry out open/leak circuit 
t e s t s  o n  s e m i c o n d u c t o r  p a c k a g e  
(MCM/CSP/BGA) and is available for a 
wide spectrum of middle to large-sized 
circuit substrates.

マザーボード等の各種プリント基板の
導通絶縁（OPEN/LEAK）を検査する装
置を豊富にラインナップ。検査ワークの
種類やサイズ、検査ピン数に柔軟に対応
します。

NIDEC-READ offers an array of testing 
equipment used to conduct open/leak 
tests on motherboards, as well as many 
other printed circuit boards.
They can be flexibly configured according 
to applications in terms of size, type, and 
the number of test pins required.

NIDEC-READ’s inspection systems serve to locate 
open/leak circuits on printed substrates forming 
different conductor patterns within photomasks and 
inner/outer layers. These vision inspection systems are 
also used to measure the shape of via holes and solder 
bumps and to find scratches and stains on them.

フォトマスクや内層板、外層板で発生する導体パ
ターンの導通絶縁、ビア穴・半田バンプの形状や傷、
汚れを光学技術で検査･測定する外観検査装置を多
彩にラインナップしています。

NIDEC-READ provides open/leak inspection system for 
touch screen panel and LCD, at singulated size to 
multifaced size, making use of our diverse contact & 
non-contact technologies.

タッチパネルやガラス基板などの表示/入力デバイスの
導通絶縁（OPEN/LEAK）を接触・非接触技術を駆使し
て良品判定する検査装置やテスターをラインナップし
ています。

NIDEC-READ’s automotive device inspection systems 
and specific application systems collectively support 
the customers’ productivity improvement by working 
in their process lines around open/leak the current 
test and post-packaging.

自動車の電装化に伴い需要の高まっている車載部
品のファンクション検査装置や、通電検査の前後ラ
イン、部品実装ラインで活躍する特殊検査装置は、
お客様の生産性向上をトータルでサポートします。

NIDEC-READ offerings include many semiconductor-oriented 
products, such as wafer bump inspection systems, super micro 
MEMS spring probe, probe card, due to miniaturization of 
semiconductor process and diversification of inspection needs.

半導体プロセスの微細化による検査ニーズの多様化に対応する
ウェハーバンプ検査装置や超微細MEMSスプリングプローブ、
プローブカードなど半導体関連製品を多数製品化しています。

N I D E C - R E A D  t e s t e r s  u n d e r t a k e  
various types of continuity tests at 
broad voltage and resistance levels.

検査装置の心臓部であるテスター
は、低電圧から高電圧、低抵抗から
高抵抗までのワイドレンジな導通
絶縁検査を実現します。

4端子検査対応
ワイヤープローブ治具
MEMSプローブ治具

Ninja治具
for 4-wire Inspection

Wire Probe JIG
MEMS Probe JIG

Ninja JIG

In addition to jigs and fixtures 
for probing conductors and 
electrode pads, NIDEC-READ 
provides specialized software 
for test point selection and log 
analysis.

検査対象の導体や電極パッ
ドを高精度でプロービング
する検査治具に加え、検査ポ
イントの抽出や検査ログを
解析するソフトウェアを提
供しています。

装　置 System テスター 治具・ソフトウェア
Fixture / SoftwareTester

超微細MEMSスプリング
Super Micro MEMS Spring

半導体プローブ用バレル
Barrel for Semiconductor Probe

※GATS、STAR REC および NRFEIS は日本電産リード株式会社の日本国又はその他の国における商標です。
GATS, STAR REC and NRFEIS are trademarks of NIDEC-READ CORPORATION in Japan and/or other countries.

GATS-7700/7500 Series
CSPシート基板対応
for CSP Sheet Board

GATS-7800/8600 Series
BGAシート基板対応 

 for BGA Sheet Board

LSR-3230
レーザーパッシブトリミング装置
Laser Passive Trimming System REC-92FT

レーザーアクティブトリミング装置
Laser Active Trimming System

太陽電池セル特性テスター
Solar Cell IV Tester

DEWE2-A4
車載用データロガー

Data logger for Automobiles

LTPS/OLED用DC特性検査装置
DC Characteristic Inspection System

for LTPS/ OLED
*LTPS: Low Temperature Poly-silicon
*OLED: Organic Light-Emitting Diode

REC-71
ECUファンクションテスター

ECU Function Tester
NVR-E2000

３次元形状測定装置
3D Surface Profiling, 

Measuring System

NVM-6060GCP
３次元形状測定装置

3D Surface Profiling, 
Measuring System

RSH Series
２次元／３次元バンプ検査装置 

2D/3D Bump Vision 
Inspection System

GATS-6300 Series
CSPシート基板(量産試作)対応

for CSP Sheet Board
in Mass Production Trial

GATS-2000 Series
個片基板対応

for Single-image Board

STAR REC M6Ⅱ SW
HDIシート基板対応
for HDI Sheet Board

NRFEIS-3045A/5060
FPCシート基板対応

for Sheet type FPC Board

NRFEIS-3045R
FPCロールtoロール基板対応

for Roll to Roll type FPC Board

導通・絶縁テスター 
部品内蔵検査対応モデル

R-5920
Open/Leak Tester

for Embedded Device Inspection

R-580
コンパクトテスター

Compact Tester

R-680e/6100
FPC基板用テスター
Tester for FPC Board

IG-Station
検査データ編集・
ログ解析ツール

Inspection Data Editing/ 
Log Analyzing Tool

NRTES-1000 Series
個片タッチパネル対応

for Single-image
Touch Screen Panel

NRTES-6000 Series
G3.5-6サイズシート

タッチパネル対応
for G3.5-6 size 

Touch Screen Panel

NRFEIS-8060
ロールtoロール

タッチパネル対応
for Roll to Roll type
Touch Screen Panel

RWi Series
ウェハーバンプ検査装置

Wafer Bump Inspection System

高性能垂直型プローブカード
Trio™ Advanced Vertical Probe 

Card Large Area Array, 
High Parallel - 64 Devices Under 

Test (DUTs), 60µm Pitch

CMOSイメージセンサ用プローブカード
Multiplexer™ Probe Card for CMOs 
Image Sensors 48 Devices Under 
Test (DUTs), Designed for High 

Frequency – up to 10Gbps

GATS-3000 Series
フライング検査対応

for Flying Inspection



半
導
体
パ
ッ
ケ
ー
ジ
基
板

Sem
ico

n
d

u
cto

r Packag
e

プ
リ
ン
ト
基
板
／
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
基
板

Rig
id

 PC
B / Flexib

le PC
B

12

PRODUCT LINE UP

13

光学式検査装置
Optical Vision Inspection System

通 電 検 査 装 置 （ 接 触 ／ 非 接 触 ）
Continuity Inspection System (contact / non-contact)

車載部品検査装置 / 特殊機器

World-classの計測検査ソリューションを皆様に提供いたします。World-classの計測検査ソリューションを皆様に提供いたします。
Bringing World-class Testing Solution to YouBringing World-class Testing Solution to You

Automotive Device Inspection / Specific Application System
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MCM、CSP、BGA等の半導体パッケー
ジの導通絶縁（OPEN／LEAK）検査を
行う検査装置“GATS: Grid Array 
Testing System”シリーズです。大型
から中小型までの各種基板を検査する
ラインナップを幅広く揃えています。

NIDEC-READ GATS (Grid Array Testing 
System) series carry out open/leak circuit 
t e s t s  o n  s e m i c o n d u c t o r  p a c k a g e  
(MCM/CSP/BGA) and is available for a 
wide spectrum of middle to large-sized 
circuit substrates.

マザーボード等の各種プリント基板の
導通絶縁（OPEN/LEAK）を検査する装
置を豊富にラインナップ。検査ワークの
種類やサイズ、検査ピン数に柔軟に対応
します。

NIDEC-READ offers an array of testing 
equipment used to conduct open/leak 
tests on motherboards, as well as many
other printed circuit boards.
They can be flexibly configured according 
to applications in terms of size, type, and 
the number of test pins required.

NIDEC-READ’s inspection systems serve to locate 
open/leak circuits on printed substrates forming 
different conductor patterns within photomasks and 
inner/outer layers. These vision inspection systems are 
also used to measure the shape of via holes and solder 
bumps and to find scratches and stains on them.

フォトマスクや内層板、外層板で発生する導体パ
ターンの導通絶縁、ビア穴・半田バンプの形状や傷、
汚れを光学技術で検査･測定する外観検査装置を多
彩にラインナップしています。

NIDEC-READ provides open/leak inspection system for 
touch screen panel and LCD, at singulated size to 
multifaced size, making use of our diverse contact & 
non-contact technologies.

タッチパネルやガラス基板などの表示/入力デバイスの
導通絶縁（OPEN/LEAK）を接触・非接触技術を駆使し
て良品判定する検査装置やテスターをラインナップし
ています。

NIDEC-READ’s automotive device inspection systems 
and specific application systems collectively support 
the customers’ productivity improvement by working 
in their process lines around open/leak the current 
test and post-packaging.

自動車の電装化に伴い需要の高まっている車載部
品のファンクション検査装置や、通電検査の前後ラ
イン、部品実装ラインで活躍する特殊検査装置は、
お客様の生産性向上をトータルでサポートします。

NIDEC-READ offerings include many semiconductor-oriented 
products, such as wafer bump inspection systems, super micro 
MEMS spring probe, probe card, due to miniaturization of 
semiconductor process and diversification of inspection needs.

半導体プロセスの微細化による検査ニーズの多様化に対応する
ウェハーバンプ検査装置や超微細MEMSスプリングプローブ、
プローブカードなど半導体関連製品を多数製品化しています。

N I D E C - R E A D  t e s t e r s  u n d e r t a k e  
various types of continuity tests at 
broad voltage and resistance levels.

検査装置の心臓部であるテスター
は、低電圧から高電圧、低抵抗から
高抵抗までのワイドレンジな導通
絶縁検査を実現します。

4端子検査対応
ワイヤープローブ治具
MEMSプローブ治具

Ninja治具
for 4-wire Inspection

Wire Probe JIG
MEMS Probe JIG

Ninja JIG

In addition to jigs and fixtures 
for probing conductors and 
electrode pads, NIDEC-READ 
provides specialized software 
for test point selection and log 
analysis.

検査対象の導体や電極パッ
ドを高精度でプロービング
する検査治具に加え、検査ポ
イントの抽出や検査ログを
解析するソフトウェアを提
供しています。

装　置 System テスター 治具・ソフトウェア
Fixture / SoftwareTester

超微細MEMSスプリング
Super Micro MEMS Spring

半導体プローブ用バレル
Barrel for Semiconductor Probe

※GATS、STAR REC および NRFEIS は日本電産リード株式会社の日本国又はその他の国における商標です。
GATS, STAR REC and NRFEIS are trademarks of NIDEC-READ CORPORATION in Japan and/or other countries.

GATS-7700/7500 Series
CSPシート基板対応
for CSP Sheet Board

GATS-7800/8600 Series
BGAシート基板対応 
for BGA Sheet Board

LSR-3230
レーザーパッシブトリミング装置
Laser Passive Trimming System REC-92FT

レーザーアクティブトリミング装置
Laser Active Trimming System

太陽電池セル特性テスター
Solar Cell IV Tester

DEWE2-A4
車載用データロガー

Data logger for Automobiles

LTPS/OLED用DC特性検査装置
DC Characteristic Inspection System

for LTPS/ OLED
*LTPS: Low Temperature Poly-silicon
*OLED: Organic Light-Emitting Diode

REC-71
ECUファンクションテスター

ECU Function Tester
NVR-E2000

３次元形状測定装置
3D Surface Profiling, 

Measuring System

NVM-6060GCP
３次元形状測定装置

3D Surface Profiling, 
Measuring System

RSH Series
２次元／３次元バンプ検査装置 

2D/3D Bump Vision 
Inspection System

GATS-6300 Series
CSPシート基板(量産試作)対応

for CSP Sheet Board
in Mass Production Trial

GATS-2000 Series
個片基板対応

for Single-image Board

STAR REC M6Ⅱ SW
HDIシート基板対応
for HDI Sheet Board

NRFEIS-3045A/5060
FPCシート基板対応

for Sheet type FPC Board

NRFEIS-3045R
FPCロールtoロール基板対応

for Roll to Roll type FPC Board

導通・絶縁テスター 
部品内蔵検査対応モデル

R-5920
Open/Leak Tester

for Embedded Device Inspection

R-580
コンパクトテスター

Compact Tester

R-680e/6100
FPC基板用テスター
Tester for FPC Board

IG-Station
検査データ編集・
ログ解析ツール

Inspection Data Editing/ 
Log Analyzing Tool

NRTES-1000 Series
個片タッチパネル対応

for Single-image
Touch Screen Panel

NRTES-6000 Series
G3.5-6サイズシート

タッチパネル対応
for G3.5-6 size 

Touch Screen Panel

NRFEIS-8060
ロールtoロール

タッチパネル対応
for Roll to Roll type
Touch Screen Panel

RWi Series
ウェハーバンプ検査装置

Wafer Bump Inspection System

高性能垂直型プローブカード
Trio™ Advanced Vertical Probe 

Card Large Area Array, 
High Parallel - 64 Devices Under 

Test (DUTs), 60µm Pitch

CMOSイメージセンサ用プローブカード
Multiplexer™ Probe Card for CMOs 
Image Sensors 48 Devices Under 
Test (DUTs), Designed for High 

Frequency – up to 10Gbps

GATS-3000 Series
フライング検査対応

for Flying Inspection
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Taiwan
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Vietnam

Singapore

USA

設 立 1991年11月25日
November 25, 1991

9億3千8百万円（2021年3月31日現在）
938 Million Yen (March 31, 2021)

1991年 11月 リードエレクトロニクスとして創業　
1997年 3月 シンポ工業株式会社（現 日本電産シンポ株式会社）

が資本参加
4月 日本電産株式会社が資本参加

10月 日本電産リード株式会社に商号変更　
2000年 7月 台湾日電産理徳股份有限公司を設立

8月 大阪証券取引所市場第二部に上場
2002年 3月 日本電産グループ5社と合弁で、中国平湖市に

「日本電産機器装置（浙江）有限公司」を設立
2003年 8月 京都市右京区西京極に本社および工場を移転

9月 「アドバンス・コリア株式会社」
（現 日本電産リード・コリア株式会社）に資本参加

2004年 3月 「日電産理徳（上海）国際貿易有限公司」を設立
2009年 2月 「株式会社ルス・コム」に資本参加

4月 「日本電産機器装置（浙江）有限公司」を分社化し、「日本電産
理徳機器装置（浙江）有限公司」を設立

9月 「タイ日本電産リード株式会社」を設立
2011年 7月 「日電産理徳（上海）国際貿易有限公司」を「日本電産理徳機器

装置（浙江）有限公司」に合併し、「日本電産理徳機器装置（浙
江）有限公司 上海分公司」を発足

2012年 7月 「日本電産リード・インスペクション・カナダ株式会社」を設立
2013年 7月 東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場の統合に伴い、

東京証券取引所市場第二部に上場
2014年 10月 株式交換により日本電産株式会社の完全子会社となる
2017年 10月 「SV Probe Pte. Ltd.」（現 Nidec SV Probe Pte. Ltd.）に

資本参加
1991 Nov. Read Electronics Corporation established
1997 Mar. Shimpo Industrial Corporation (Currently Nidec-Shimpo Corporation) 

joined as a share holder.
Apr. Nidec Corporation joined as a share holder.
Oct. Corporate Name changed to NIDEC-READ CORPORATION

2000 Jul. NIDEC-READ TAIWAN CORPORATION established.
Aug. Stock listed on the second section of the Osaka Securities Exchange.

2002 Mar. Joined 5 other Nidec group companies to establish Nidec-System
Engineering (Zhejiang) Corporation in Pinghu city, China.

2003 Aug. Head office moved to Ukyo-ku, Kyoto
Sep. NIDEC-READ acquires a stake in Advance Korea Corporation

 (Currently NIDEC-READ KOREA CORPORATION).
2004 Mar. NIDEC-READ (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. established.
2009 Feb. NIDEC-READ acquires a stake in LuzCom Inc..

Apr. NIDEC-READ (ZHEJIANG) CORPORATION established by spinning off 
operations from Nidec-system Engineering (Zhejiang) Corporation.

Sep. NIDEC-READ (THAILAND) CORPORATION established.
2011 Jul. SHANGHAI BRANCH OF NIDEC-READ (ZHEJIANG) CORPORATION 

established by merger of NIDEC-READ (SHANGHAI) INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD to NIDEC-READ (ZHEJIANG) CORPORATION.

2012 Jul. NIDEC-READ INSPECTION CANADA CORPORATION established.
2013 Jul. After Tokyo and Osaka Securities Exchange were united as of 16 July 2013. 

NIDEC-READ is listed on the second section of Tokyo Securities Exchange.
2014 Oct. NIDEC-READ becomes Nidec Corporation's wholly owned subsidiary

through a share exchange.
2017 Oct. NIDEC-READ acquires a stake in SV Probe Pte. Ltd.. (Currently Nidec SV 

Probe Pte. Ltd.).

沿 革
C o r p o r a t e  

H i s t o r y

事業内容
B u s i n e s s
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世界中に拠点を置く開発・生産・販売が常に高いレベルで連携し、
各マーケットのニーズにきめ細かく対応しています。
NIDEC-READ’s global R&D, manufacturing and marketing teams work in close 
tandem to meet market-speci�c requirements.

14

日本電産リード株式会社
［本社・工場］
〒617-0003
京都府向日市森本町東ノ口1-1ニデックパークC棟  
TEL 075-280-8100　FAX 075-280-8105

［ボードテスト事業部］
〒617-0833
京都府長岡京市神足寺田１番地 生産技術センター 3F 
TEL 075-874-3611　FAX 075-874-3990

［Board Test Division］
1 Koutari Terada, Nagaokakyo, 
Kyoto 617-0833, Japan

◎検査装置の開発製造販売メンテナンス
NIDEC-READ CORPORATION
［Head Office / Factory］
Nidec PARK Bldg.C, 1-1Higashinokuchi, 
Morimoto-cho, Muko-shi, Kyoto, 617-003, Japan
◎Development, manufacturing,

sales and maintenance of inspection systems

会社概要 Corporate Directory

1.  半導体パッケージ検査装置
2.  プリント基板検査装置
3. 検査用治具
4.  光学式外観検査装置 
5.  FPD関連検査装置
6.  その他各種自動計測機器、特殊検査装置
上記に関わるハード・ソフトの開発・設計、製造、販売
1. Semiconductor Package Inspection Systems
2. Printed Circuit Board Inspection Systems
3. Inspection Fixtures
4. Optical Vision Inspection Systems
5. Flat Panel Display Inspection Systems
6. Automatic Measurement Equipment, Specific Application Machines

Development / design, manufacturing, and sales of software / hardware relating to 
the products above

Global networkグローバルネットワーク Global networkグローバルネットワーク

資 本 金
Paid in Capital

日本電産株式会社（100％）
NIDEC CORPORATION （100％）

株 主
Shareholder

E s t a b l i s h e d

東京営業所
〒141-0032
東京都品川区大崎1-20-13　日本電産東京ビル
TEL 03-3494-7970 　FAX 03-3494-0793 
Tokyo Sales Office
Nidec Tokyo Bldg., 1-20-13 Osaki, 
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, Japan

名古屋営業所
〒503-0974
岐阜県大垣市久瀬川町1-3
TEL 0584-83-7680 　FAX 0584-83-7685 
Nagoya Sales Office
1-3, Kuzegawa-cho, Ogaki-city,
Gifu 503-0974, Japan

株式会社ルス・コム
〒141-0032
東京都品川区大崎1-20-13 
日本電産東京ビル 日本電産リード㈱内
TEL 03-3494-7970　FAX 03-3494-0793 
LuzCom Inc.
Nidec Tokyo Bldg., 1-20-13 Osaki, 
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, Japan

[九州工場]
〒833-0055
福岡県筑後市大字熊野1124
TEL 0942-53-2260　FAX 0942-53-2245 
[LuzCom Inc. Factory]
1124 Kumano, Chikugo-shi, 
Fukuoka 833-0055, Japan

SV TCL株式会社
〒171-0014
東京都豊島区池袋4-32-8 サンポウ池袋ビル2階
TEL 03-6915-2820　FAX 03-6915-2474
[SV TCL Kabushiki Kaisha]
Sanpo Ikebukuro Bldg 2F, 4-32-8, 
Ikebukuro, Toshima-ku Tokyo 171-0014 
Japan

株式会社北光電子工業
〒071-0502
北海道空知郡上富良野町1973-32
TEL 0167-45-5113　FAX 0167-45-5149
[Hokko Electronics Co., Ltd.]
1973-32 Kamifurano-cho, Sorachi-gun, 
Hokkaido 071-0502 Japan

日本電産リード・コリア株式会社
NIDEC-READ KOREA CORPORATION
10, Songjeol-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, 28437 Korea
TEL +82-43-276-2840  FAX +82-43-276-2844

日本電産理徳機器装置（浙江）有限公司 上海分公司
SHANGHAI BRANCH OF 
NIDEC-READ (ZHEJIANG) CORPORATION
Rm1210, B/12F, City Center of Shanghai  
No.100 ZunYi Rd, Shanghai, China 200051
TEL +86-21-6237-0303  FAX +86-21-6237-0220

日本電産理徳機器装置（浙江）有限公司
NIDEC-READ (ZHEJIANG) CORPORATION
West side of Building 1, No.550 Fanrong Road,
Pinghu City, Zhejiang, P.R.China
TEL +86-573-85825708  FAX +86-573-85825727

台湾日電産理徳股份有限公司
NIDEC-READ TAIWAN CORPORATION
No. 3, Songjiang S. Rd., Zhongli Dist, 
Taoyuan City 32062 Taiwan R.O.C.
TEL +886-3-4519779   FAX +886-3-4513633

Nidec SV Probe Pte. Ltd.
19A Serangoon North Ave 5, #03-00 Singapore 
554859
TEL +65-6769-8233   FAX +65-6765-8183
◎プローブカードの開発・製造・販売・メンテナンス、修理
◎Development, manufacturing, sales, 
　maintenance and repair of probe cards

SV Probe Vietnam Co., Ltd.
37A, Street 6, Vietnam - Singapore Industrial 
Park Thuan An Dist. Binh Duong Province, 
Vietnam
TEL +84-274-3784301   FAX +84-274-3784304

SV Probe, Inc.
7810 S. Hardy Dr. Suite 109 Tempe, Arizona 
85284 USA
TEL +1-480-635-4700   FAX +1-480-558-7440

SV Probe Technology Taiwan Co., Ltd.
3F, No. 35, Xintai Road Zhubei City Hsinchu 
County 302 Taiwan R.O.C.
TEL +886-3-6565188   FAX +886-3-5544150

SV Probe (SIP) Co., Ltd.
Unit 3 First Floor, Building A Xinhaiyi II, No. 58 
HeShun Road Suzhou Industrial Park Jiangsu, 
China 215122
TEL +86-512-6275-2330   FAX +86-512-6275-2275

タイ日本電産リード株式会社
NIDEC-READ (THAILAND) CO., LTD.
Ticon-Logistic Park, M1, 1/4, 84/4, Moo 9,
Tambol, Bangwua, Amphur, Bangpakong,
Chachoengsao, 24180, Thailand
TEL +66-38-989-231-3  FAX +66-38-134-322

日本電産リード・インスペクション・カナダ株式会社
NIDEC-READ INSPECTION CANADA 
CORPORATION
3700 Rue Griffith, Suite 200 Saint-Laurent, 
QC H4T 2B3, Canada
TEL +1-514-457-1188 FAX +1-514-457-1180
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設 立 1991年11月25日
  November 25, 1991

9億3千8百万円（2022年3月31日現在）
938 Million Yen (March 31, 2022)

1991年 11月 リードエレクトロニクスとして創業　
1997年 3月 シンポ工業株式会社（現 日本電産シンポ株式会社）

4月 日本電産株式会社が資本参加
  10月 日本電産リード株式会社に商号変更　

2000年 7月 台湾日電産理徳股份有限公司を設立
8月 大阪証券取引所市場第二部に上場

2002年 3月 日本電産グループ5社と合弁で、中国平湖市に
「日本電産機器装置（浙江）有限公司」を設立

2003年 

8月 京都府向日市に本社および工場を移転

9月 「アドバンス・コリア株式会社」
（現 日本電産リード・コリア株式会社）に資本参加

2004年 3月 「日電産理徳（上海）国際貿易有限公司」を設立
2009年 2月 「株式会社ルス・コム」に資本参加

4月 「日本電産機器装置（浙江）有限公司」を分社化し、「日本電産
理徳機器装置（浙江）有限公司」を設立

9月 「タイ日本電産リード株式会社」を設立
2011年 7月 「日電産理徳（上海）国際貿易有限公司」を「日本電産理徳機器

      装置（浙江）有限公司」に合併し、「日本電産理徳機器装置（浙
      江）有限公司 上海分公司」を発足

2012年 7月 「日本電産リード・インスペクション・カナダ株式会社」を設立
2013年 7月 東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場の統合に伴い、

東京証券取引所市場第二部に上場
2014年 10月 株式交換により日本電産株式会社の完全子会社となる
2017年 10月 「SV Probe Pte. Ltd.」（現 Nidec SV Probe Pte. Ltd.）に資本参加

1991 Nov. Read Electronics Corporation established
1997 Mar. Shimpo Industrial Corporation (Currently Nidec-Shimpo Corporation) 

joined as a share holder.
Apr. Nidec Corporation joined as a share holder.
Oct. Corporate Name changed to NIDEC-READ CORPORATION

2000 Jul. NIDEC-READ TAIWAN CORPORATION established.
Aug. Stock listed on the second section of the Osaka Securities Exchange.

2002 Mar. Joined 5 other Nidec group companies to establish Nidec-System
Engineering (Zhejiang) Corporation in Pinghu city, China.

2003 Aug. Head office moved to Ukyo-ku, Kyoto
Sep. NIDEC-READ acquires a stake in Advance Korea Corporation

 (Currently NIDEC-READ KOREA CORPORATION).
2004 Mar. NIDEC-READ (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. established.
2009 Feb. NIDEC-READ acquires a stake in LuzCom Inc..

Apr. NIDEC-READ (ZHEJIANG) CORPORATION established by spinning off 
operations from Nidec-system Engineering (Zhejiang) Corporation.

Sep. NIDEC-READ (THAILAND) CORPORATION established.
2011 Jul. SHANGHAI BRANCH OF NIDEC-READ (ZHEJIANG) CORPORATION 

established by merger of NIDEC-READ (SHANGHAI) INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD to NIDEC-READ (ZHEJIANG) CORPORATION.

2012 Jul. NIDEC-READ INSPECTION CANADA CORPORATION established.
2013 Jul. After Tokyo and Osaka Securities Exchange were united as of 16 July 2013. 

NIDEC-READ is listed on the second section of Tokyo Securities Exchange.
2014 Oct. NIDEC-READ becomes Nidec Corporation's wholly owned subsidiary

through a share exchange.
2017 Oct. NIDEC-READ acquires a stake in SV Probe Pte. Ltd.. (Currently Nidec SV 

Probe Pte. Ltd.).

沿 革
C o r p o r a t e  

H i s t o r y

事業内容
B u s i n e s s

15

世界中に拠点を置く開発・生産・販売が常に高いレベルで連携し、
各マーケットのニーズにきめ細かく対応しています。
NIDEC-READ’s global R&D, manufacturing and marketing teams work in close 
tandem to meet market-speci�c requirements.

14

日本電産リード株式会社
［本社・工場］
〒615-0854
京都府京都市右京区西京極堤外町10番地
TEL 075-315-8001　FAX 075-315-9539
◎検査装置の開発製造販売メンテナンス

［ボードテスト事業部］
〒617-0833
京都府長岡京市神足寺田１番地 生産技術センター 3F
TEL 075-874-3611　FAX 075-874-3990

［Board Test Division］
1 Koutari Terada, Nagaokakyo, 
Kyoto 617-0833, Japan

NIDEC-READ CORPORATION
［Head Office / Factory］
10 Tsutsumisoto-cho, Nishikyogoku,
Ukyo-ku, Kyoto 615-0854, Japan
◎Development, manufacturing,

sales and maintenance of inspection systems

会社概要 Corporate Directory

1. 半導体パッケージ検査装置
2. プリント基板検査装置
3. 検査用治具
4. 光学式外観検査装置
5. FPD関連検査装置
6. その他各種自動計測機器、特殊検査装置
上記に関わるハード・ソフトの開発・設計、製造、販売
1. Semiconductor Package Inspection Systems
2. Printed Circuit Board Inspection Systems
3. Inspection Fixtures
4. Optical Vision Inspection Systems
5. Flat Panel Display Inspection Systems
6. Automatic Measurement Equipment, Specific Application Machines

Development / design, manufacturing, and sales of software / hardware relating to 
the products above

Global networkグローバルネットワーク Global networkグローバルネットワーク

資 本 金
Paid in Capital

日本電産株式会社（100％）
NIDEC CORPORATION （100％）

株 主
Shareholder

E s t a b l i s h e d

東京営業所
〒141-0032
東京都品川区大崎1-20-13　日本電産東京ビル
TEL 03-3494-7970 　FAX 03-3494-0793
Tokyo Sales Office
Nidec Tokyo Bldg., 1-20-13 Osaki,
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, Japan

名古屋営業所
〒503-0974
岐阜県大垣市久瀬川町1-3
TEL 0584-83-7680 　FAX 0584-83-7685
Nagoya Sales Office
1-3, Kuzegawa-cho, Ogaki-city,
 Gifu 503-0974, Japan

株式会社ルス・コム
〒141-0032
東京都品川区大崎1-20-13 
日本電産東京ビル 日本電産リード㈱内
TEL 03-3494-7970　FAX 03-3494-0793
LuzCom Inc.
Nidec Tokyo Bldg., 1-20-13 Osaki, 
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, Japan

[九州工場]
〒833-0055
福岡県筑後市大字熊野1124
TEL 0942-53-2260　FAX 0942-53-2245
[LuzCom Inc. Factory]
1124 Kumano, Chikugo-shi, 
Fukuoka 833-0055, Japan

SV TCL株式会社
〒171-0014
東京都豊島区池袋4-32-8 サンポウ池袋ビル2階
TEL 03-6915-2820　FAX 03-6915-2474
[SV TCL Kabushiki Kaisha]
Sanpo Ikebukuro Bldg 2F, 4-32-8, 
Ikebukuro, Toshima-ku Tokyo 171-0014 
Japan

株式会社北光電子工業
〒071-0502
北海道空知郡上富良野町1973-32
TEL 0167-45-5113　FAX 0167-45-5149
[Hokko Electronics Co., Ltd.]
1973-32 Kamifurano-cho, Sorachi-gun, 
Hokkaido 071-0502 Japan

日本電産リード・コリア株式会社
NIDEC-READ KOREA CORPORATION
10, Songjeol-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, 28437 Korea
TEL +82-43-276-2840  FAX +82-43-276-2844

日本電産理徳機器装置（浙江）有限公司 上海分公司
SHANGHAI BRANCH OF 
NIDEC-READ (ZHEJIANG) CORPORATION
Rm1210, B/12F, City Center of Shanghai  
No.100 ZunYi Rd, Shanghai, China 200051
TEL +86-21-6237-0303 FAX +86-21-6237-0220

日本電産理徳機器装置（浙江）有限公司
NIDEC-READ (ZHEJIANG) CORPORATION
West side of Building 1, No.550 Fanrong Road,
Pinghu City, Zhejiang, P.R.China
TEL +86-573-85825708 FAX +86-573-85825727

台湾日電産理徳股份有限公司
NIDEC-READ TAIWAN CORPORATION
No. 3, Songjiang S. Rd., Zhongli Dist, 
Taoyuan City 32062 Taiwan R.O.C.
TEL +886-3-4519779   FAX +886-3-4513633

Nidec SV Probe Pte. Ltd.
19A Serangoon North Ave 5, #03-00 Singapore 
554859
TEL +65-6769-8233   FAX +65-6765-8183
◎プローブカードの開発・製造・販売・メンテナンス、修理
◎Development, manufacturing, sales,

maintenance and repair of probe cards

SV Probe Vietnam Co., Ltd.
37A, Street 6, Vietnam - Singapore Industrial 
Park Thuan An Dist. Binh Duong Province, 
Vietnam
TEL +84-274-3784301   FAX +84-274-3784304

SV Probe, Inc.
7810 S. Hardy Dr. Suite 109 Tempe, Arizona 
85284 USA
TEL +1-480-635-4700   FAX +1-480-558-7440

SV Probe Technology Taiwan Co., Ltd.
3F, No. 35, Xintai Road Zhubei City Hsinchu 
County 302 Taiwan R.O.C.
TEL +886-3-6565188   FAX +886-3-5544150

SV Probe (SIP) Co., Ltd.
Unit 3 First Floor, Building A Xinhaiyi II, No. 58 
HeShun Road Suzhou Industrial Park Jiangsu, 
China 215122
TEL +86-512-6275-2330   FAX +86-512-6275-2275

タイ日本電産リード株式会社
NIDEC-READ (THAILAND) CO., LTD.
Ticon-Logistic Park, M1, 1/4, 84/4, Moo 9,
Tambol, Bangwua, Amphur, Bangpakong,
Chachoengsao, 24180, Thailand
TEL +66-38-989-231-3  FAX +66-38-134-322

日本電産リード・インスペクション・カナダ株式会社
NIDEC-READ INSPECTION CANADA 
CORPORATION
3700 Rue Griffith, Suite 200 Saint-Laurent, 
QC H4T 2B3, Canada
TEL +1-514-457-1188 FAX +1-514-457-1180

が資本参加

2022年 

8月 京都市右京区西京極に本社および工場を移転

2022 Aug. Head office moved to Muko-Shi, Kyoto



■ 本 社
〒617-0003
京都府向日市森本町東ノ口1-1ニデックパークC棟
TEL075-280-8100　FAX075-280-8105 
https://www.nidec.com/jp/nidec-read

HEADQUARTERS
Nidec PARK Bldg.C, 1-1Higashinokuchi, Morimoto-cho, Muko-shi, Kyoto, 617-003, Japan 
TEL +81-75-280-8100　FAX +81-75-280-8105
https://www.nidec.com/jp/nidec-read/

■日本電産マシンツール株式会社
■ニデックオーケーケー株式会社
■日本電産グローバルサービス株式会社
■日本電産マシナリー株式会社

　を含む約345社

■日本電産サンキョー株式会社
■日本電産テクノモータ株式会社
■日本電産シンポ株式会社

■NIDEC SANKYO CORPORATION
■NIDEC TECHNO MOTOR

CORPORATION
■NIDEC-SHIMPO CORPORATION

■日本電産トーソク株式会社
■日本電産モビリティ株式会社
■日本電産コパル電子株式会社

■NIDEC TOSOK CORPORATION
■NIDEC MOBILITY CORPORATION
■NIDEC COPAL ELECTRONICS 

CORPORATION

■日本電産コパル株式会社
■日本電産サーボ株式会社
■日本電産エレシス株式会社

■NIDEC COPAL CORPORATION
■NIDEC SERVO CORPORATION
■NIDEC ELESYS CORPORATION

■NIDEC MACHINTOOL CORPORATION
■NIDEC OKK CORPORATION
■NIDEC GLOBAL SERVICE CORPORATION
■NIDEC MACHINERY CORPORATION
approximately 345 companies or more

■ 本 社
〒601-8205　京都市南区久世殿城町338番地TEL 
TEL075-922-1111　FAX075-935-6101 
https://www.nidec.com/

HEADQUARTERS
338 Tonoshiro-cho, Kuze Minami-ku, Kyoto 601-8205, Japan
TEL +81-75-922-1111　FAX +81-75-935-6101
https://www.nidec.com/

PP-2208010

日本電産グループ

https://www.nidec.com/jp/nidec-read/




