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会社概要
商 号 株式会社ニューテックス

NEWTEX CO.,LTD.

設 立 昭和40年10月1日

資本金 1,000万円

代表者 竹内 悟志

本社所在地 〒354-0021
埼玉県富士見市鶴馬2616

工場所在地 秋田工場
秋田県北秋田市米内沢字長野岱102-1

中国工場 NEWTEX WIRE WEIFANG CO.,LTD（纽泰克斯电线（潍坊）有限公司）
中国山东省濰坊市坊子区凤和街1919号

企業全体社員数 210名（2021年6月現在）

事業内容 合成樹脂被覆電線・（AWG20~AWG30）複合、多芯ケーブルの製造・販売

取引銀行 埼玉りそな銀行鶴瀬支店 みずほ銀行浦和支店 北都銀行東京支店 武蔵野銀行大井支店

主要仕入先 株式会社信栄 新東商事株式会社 岩崎銅線株式会社
リケンテクノスインターナショナル株式会社 株式会社長野三洋化成

主要販売先 国内外電機・電子機器メーカー 商社
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事業所紹介

アクセス
大館能代空港から車で約15分
秋田空港（秋田市内）から車で約70分
秋田新幹線 角館駅から在来線で約120分
秋田自動車道(E7) 鷹巣ICから約15分

✈大館能代空港

✈秋田空港

ニューテックス
秋田工場

秋田市内

秋田工場
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事業所紹介

アクセス
成田空港及び関西国際空港から青島空港まで約3時間（直行便は毎日往復しています）
青島空港から車で約90分 （高鉄 近年開通予定 青島空港より最寄り駅迄約40分）

NWI

中国工場（NWI）

NWI
山東省
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沿 革

1965年 10月 野村工業株式会社を埼玉県三芳町に設立

1986年 5月 UL認定工場となる

1988年 10月 中国・青島郊外に現地法人「維坊野村電子」を設立し、ケーブル加工を行う

1992年 6月 秋田工場を建設

1996年 6月 野村工業株式会社から株式会社ニューテックスへ商号変更

2001年 5月 維坊野村電子を改組して中国工場（NWI）を設立（資本金10万US＄）
ケーブルの現地生産を開始

2002年 5月 中国工場（NWI）にて、ISO9001、IOS14001を取得し、UL認定工場となる

2009年 5月 中国工場（NWI）資本金を140万US＄へ増資

2011年 10月 本社を東武東上線 鶴瀬駅前に移転

2016年 10月 秋田工場を増床し、押出し装置と撚り機の設備更新

2019年 1月 中国工場（NWI）工場移設及び増床。（約12000㎡/2階建）

2021年 ５月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社と資本業務提携。
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ULスタイル一覧
2016年10月現在

上記のULスタイルナンバー以外にも多数取得しております。

各ULスタイルナンバーに対するケーブルスペックは、個別にお問合せをお願い致します。

6

対象 ULスタイルナンバー 被覆材
定格 取得工場

℃ V 秋田工場 中国工場

コア

1571 塩化ビニル 80 30 ● ●

1007 塩化ビニル 80 300 ● ●

11614 塩化ビニル 105 300 - ●

1015 塩化ビニル 105 600 ● -

1061
塩化ビニル
（半硬質）

80 300 - ●

10042 ポリエステル 80 300 ● -

11098 ポリエステル 105 300 - ●

1589 架橋ポリエチレン 80 30 - ●

11247 フッ素（ETFE) 105 300 - ●

11582 フッ素（FEP) 200 300 - ●

ケーブル

20276 塩化ビニル 80 30 ● ●

2464 塩化ビニル 80 300 ● ●

2517 塩化ビニル 105 300 ● ●

20954 ポリウレタン 60 300 ● -

20280 ポリウレタン 80 300 - ●

21101 ハロゲンフリー 80 30 ● -



NWI組織図

責任者は日本人で、一カ月のうち約半分程は駐在して執務する態勢を取っております。

副総経理

ISO管理者代表

品質保証部

董事会

株式会社ニューテックス

総経理

総務部 製造部 経理部 資材課 営業部

技術課 統括課

生産管理課
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UL Ｅナンバー E120411-I
ISO9001
ISO14001
グリーンパートナー認定

取得規格



ニューテックスの特徴

技術的知識が豊富な営業マンが貴社の
ご要求にスピーディーに対応可能

accumulated knowledge and skills

秋田／NWI両工場の特性を生かして
貴社のご要望に柔軟に対応可能

utilize the characteristic
of both factories

５１年の歴史で培った技術を生かした
多種多様な取扱い品目が対応可能

A wide variety of goods

Support‼ advantage
‼

お客様要望

solution
‼
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時代と共に歩んだ当社製品の使用実績例

創業開始～１９８０年代

電話機カールコード 自動車電話機向け
カールコード

業務用無線機向け
カールコード
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時代と共に歩んだ当社製品の使用実績例

１９９０年～２０００年代

車載用CDチェンジャー向け
ケーブル カーナビ用ケーブル 官公庁無線機用カールコード
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時代と共に歩んだ当社製品の使用実績例

２０１０年～現在

航空機内用難燃性カールコード

これからも世の中のニーズに合わせて当社ケーブルは進化し続けます。

医療機器向け抗菌・耐候性ケーブル

産業用ロボット向け高屈曲ケーブル ＦＡセンサー用複合多芯ケーブル
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今後の拡販強化品種

高速伝送特性が要求される画像系ケーブル

Mission

今後、更なる需要が高まると予測される、高速伝送特性が
可能な仕様のケーブルに対応出来るよう、高精度な対撚り
が可能な撚り機と、インピーダンス、減衰量、SKEW等の
伝送特性測定が可能な最新の装置を新たに導入しました。

車載用カメラケーブル
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ネットワークアナライザー
（20GHz、TDRエンハンスド・タイムドメイン解析機能付き）


