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NGF はグローバルビジネスです。NSG 
Group の一員として当社では、日本、中
国、ヨーロッパおよびカナダにおいて製
造を行い、世界各地の顧客に対応してい
ます。

当社では、研究開発から製造およびカス
タマーサービスまで、すべての業務にお
いてエクセレントで、優れたアプローチ
によってワールドクラスの地位を築いて
います。

高強度グラスコード技術における当社の
最近の開発は、 技術者の自動車デザイン
へのアプローチを一新しました。

新世代の内撚エンジンは、油中走行が可
能なベルトにより、「より環境にやさし
く」なり、自動車のさらなる軽量化や、
燃料効率向上。

NGF の技術者は、顧客との協力により、
当社の高付加価値製品が21世紀の市場要
求を満たすものと確信しています。

2014年、英国が拠点の NGF Europe 社
は、クイーン・アワード・オブ・エクセ
レンス－革新部門を受賞しました。この
アワードは、製造およびカスタマーサポ
ートとともに、当社研究チームの専門知
識と取り組みを認めるものです。

NSG グループ会社の支援により、NGFと
世界各地の お客様両者にとって、将来は
明るいものに思えます。 
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NGF は、グラスコードの製
造、開発および供給における
マーケットリーダーです。
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高強度グラスコードは、まず、
高引張強度のガラス繊維（ガラ
スフィラメント）の生産にから
スタートします。

次に、このガラスフィラメント
にレゾルシノール・フォルムア
ルデヒド・ラテックス (RFL) を
コ ー テ ィ ン グ し た 後 、 撚 糸 、
撚り合わせして1本のコードに

仕 上 げ ま す 。 こ の コ ー ド は 、
耐 熱 用 途 や 、 熱 可 塑 系 樹 脂 お
よ び そ の 他 特 殊 エ ラ ス ト マ ー
な ど に 適 し た 処 理 が 可 能 で 、 
CR、EPDM、NBR、PU、HNBR 
およびシリコンコンパウンドなど
幅広いゴムとの優れた接着を実現
します。 テクノロジの活用

革新的ソリューション  を常に追い求めることで、NGFは顧客の活
動を常に刷新してきました。

最新テクノロジの活用により、 NGF Europeの世界各地の   顧客は
専用の品質管理ポータルにアクセスできます。このサイトでは、す
べての発注製品に関する品質保証情報が子細に記載されています。 

テクノロジへのこの持続的投資は NGF の製品開発および製造から
トータルカスタマーサービスまで、最高品質を約束する取組を強化
しています。

英国の NGF は、世界の顧客のメリットを考え、RFID を開発した自
動車部門初の企業の１つです。このテクノロジはすべての顧客への
納品製品に対して精度 100% を保証します。

サステナビリティ―
当社は長年にわたる専門実績をベースに、革新を目指す、
先進企業です。

当社のグローバルチームは、継続的な研究開発およびイノ
ベーションを通じ、現在の顧客ニーズに見合う、新しい市
場を切り開く製品の開発および製造に取り組んでいます。

当社は持続可能な開発に取り組みます。

安全および倫理に配慮することで、高品質な製品を供給
し、21世紀に重要な役割を担っています。 

品質マネジメント
NGF は、全社において最高品質および環境管理の維持に取
り組みます。

現在、以下の認定およびシステムを運用しています。

英国
品質マネジメントシステム IATF 16949:2016   環境管理ISO 14001:2015

ポーランド
品質マネジメントシステム ISO 9001:2015

カナダ
品質マネジメントシステム ISO 9001:2015   環境管理ISO 14001:2015

JAPAN
品質マネジメントシステム ISO 9001:2015   環境管理ISO 14001:2015

中国
品質マネジメントシステム ISO 9001:2015   環境管理ISO 14001:2015



V ベルトテクノロジ

新世代ローエッジ V ベルトでは、細幅、小断面積を実現してい
ます。グラスコードを使用することにより、広い温度幅において
負荷耐用および安定性が最大限引き出されます。

織物

グラスコードの織物により、エスカレーターのハンドレールなど、複
雑な成型製品の成型安定性を提供します。ゴム含浸グラスファイバー
織物の優れた接着品質は、ハンドレールの複合材料の強度を強化し、
貼り合わせの剥がれや使用中の損傷を防ぎます。グラスコードを入れ
込んだ織物は、ドライヤ－フェルトやコンベヤーベルトにも使用され
ています。

                            EPAS
この電動パワーステアリング（EPAS: Electronic 
Power Assisted Steering) システムは、NGFのグラ
スコードを使用した歯付きベルトを使用しており、油
圧システムと比べ、車両駆動時に省燃料および省エネ
ルギーに寄与します。

油中環境で走行する駆動用ベルト

NGF では、自動車、業務用および一般産業用など全ての商品レン
ジのゴム駆動ベルト強化用に、幅広いグラスコード商品群を提供
しています。NGF では革新的な特許技術によるグラスコードとし
て、ユニークで新しいケミカル処理プロセスを採用しています。 

このコードを採用することで、高い同期性と伝動能力を必要とさ
れる駆動ベルトの寸法安定に寄与します。新世代の細径グラスコ
ードは独自の耐油性を特性とし、油中イミングベルトの強化に適
しています。2014年、英国を拠点とする NGF Europe は、企業
を対象とするクイーン・アワード－特許テクノロジを認めるイノ
ベーションを受賞しました。

高負荷、高トルク業務用ベルト

NGF の特殊カーボンファイバー/ガラスハイブリッド、およ
び高付加価値コードは、高負荷、高トルク業務用ベルト向け
に使用頻度が高まっています。これらのハイブリッドコー
ドで強化されたベルト（左端）は、最新の自転車の推進力
に必要な応力および強度に対して、十分な耐久力を持ちま
す。100% カーボンファイバー、アラミドおよび 高強度ガ
ラス繊維製コードは、これらの高負荷用途にも利用でき、ポ
リウレタンを含む、幅広いエラストマーに対応できます。

グラスコードテクノロジによりメリットを
受ける用途はますます拡大しています。

タイヤ

高性能の空気圧タイヤでグラスコードをタイヤ骨格織物繊維に組み込
んだ、あるいはグラスコード自体の織物で使用した場合、熱分散が改
善され、引張強度が強化、トレッドライフが向上し、乗り心地が改善
されています。

ゴム含浸チョップストランド（RICS）は、ソリッドタイヤを強化し、
凸凹の激しい路面を走行した際のタイヤの割れや欠けを防止します。

ウエザーストリップ

NGF は、自動車およびビルなど建造物で使用するゴムおよ
び熱可塑押出成形ウエザーストリップの強化用の各種処理
グラスコードを製造しています。

用途
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NGF Poland

Miedniewice 75F
Skierniewice
96-100
Poland

NGF Canada Limited

255 York Road
Guelph, Ontario
N1E 3G4
Canada

電話 : +1 (519) 836-9228
メール: customerorders@ngfcanada.com

NGF Europe Limited

Lea Green Road
St Helens
Merseyside
England
WA9 4PR

電話 : +44 (0) 1744 853065
メール: customerorders@nsg.com

NGF Suzhou

No. 121 Hongxi Road
New district
Suzhou
China

電話 : (+86) 512 6610200

NGF Japan

4902 Takachayakomori-cho
Tsu Mie
514-0817
Japan

電話 : (+81) 59 238 1122


