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必要とされるものを、必要とされる場所へ。
様々な業種や業態のお客さまの、「ニーズ」を満たすために。

お客様のこれからをサポート。
昭和63年、うちわ名産地として知られる香川県丸亀市で、

株式会社ニーズはうちわの販売を開始しました。

そして製造設備を整え、カレンダーをはじめ様々な企業ノべルティを手掛け、

さらに今、ウェットティッシュをはじめとする衛生分野および医療関連製品の

製造販売を行う環境づくりを、着 と々進めています。

これからも「お客様のこれから」を、より強力にサポートして行きます。

https://www.needs5050.com
雑品・化粧品・医薬部外品

医療機器

場内加工・配送
アッセンブリ
検品・保管

企画・デザイン

製 造

一般消費者向け法人向け

アメニティ

業務用

備品 防災用

ペット用

掃除用

からだ用

除菌・消毒
衛生

SP
ノベルティ

粗品

プライズ

総付景品
キャンペーン

広告・販促品
医療・介護の現場

PB・OEM・ODM受託製造
NB企画・製造・販売・輸出
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総付（ベタ付）景品   飲料・食品メーカー様

OEM受託製造・プライズ・ノベルティ・ギフト
来場記念ノベルティや購入者特典、SP商品の企画・提案からデザイン・製造、配送管理まで。
またキャラクタータイアップ、適切な個人情報の運用が必要なキャンペーン事務局の設置など、
OEM製造、アウトソーシングご相談ください。

プライズ・景品

目覚まし時計 マスキングテープ

カレー総付

防災セット トイレットペーパー 洗剤

ボックスティッシュ

5年保存対応防災用ウェット

タオルギフト 除菌スプレー

不織布マスク

おしりふき ペット用ウェットギフトセット

ペン・文具セット

個包装マスク

カレンダー

クッション＋ネックピロー

ペット用品メーカー様PB品
ペット用ボディタオル20枚入

雑貨量販店様PB品
除菌ウェットティッシュ

弊社NB品（医薬部外品）
薬用おしりふきシート

弊社NB品
救急絆創膏（医療機器）

ハンドクリーム
（化粧品）

介護施設様業務用
トイレに流せるおしりふきシート 72枚入

備蓄・防災用　官公庁様 ポイント交換

粗品・記念品 購入者特典   家電メーカー・カーディーラー様

挨拶用   建築・住宅メーカー様 会員様限定特典・販売用グッズ

箸総付

フロアクッション ブルゾン

PBやOEMの製造においても「医薬部外品GMP（適正製造基準）」に準じた工場で、安心・信頼し
ていただける製造および品質管理を行っています。 原料の選定・保管管理から製造時チェック
や梱包品質に至るまで、適正な衛生管理のもとで確かな商品づくりを行います。

雑品・化粧品・医薬部外品PB製造委託事業

NB品・PB品製造実績の一部

トイレに流せる

トイレに流せる

お肌にやさしいやわらか素材
ももエキス

ノンアルコール

パラペン・PG不使用 72枚入

無香料

OPEN

ささししし

OPEN

ペット用品量販店様PB品
動物用ボディタオル、シャンプータオル

弊社NB品
小型犬用ウェットシート4SKU

HAND
CREAM
しっとり
タイプ

うるおい成分
カモミールエキス
セラミドE配合
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2023
令和5年

うちわ型抜機

ポリうちわ製造事業 カレンダー製造事業

保有設備
・ポリうちわ貼加工機　6台
・うちわ型抜き機　1台
・Wリング製本機　4台
・ペーパーリング製本機　1台
・自動名入機　4台
・箔押機　2台
・オンデマンド印刷機コニカミノルタbizhub PRESS C1100 1台
・トムソン打ち抜き加工機　1台
・サックマシン　1台

自動名入機 ペーパーリング製本機

うちわ自動貼機

オンデマンド印刷機 トムソン打ち抜き加工機 サックマシン

うちわ自動貼機

渋うちわ製作

箔押機

壁掛カレンダー製造

卓上カレンダー製造（高速自動穴あけ・ダブルリング製本機）

2023

2023

本社工場（香川県丸亀市）

弊社創業以来のうちわとカレンダーの製造事業。
丸亀市の工場で、昔ながらの渋うちわからポリうちわ、
卓上・壁掛けカレンダーまで、多彩なラインナップと
対応力で製造しています。

ペーパーリングやFSC認証紙（森林認証）の
使用など、環境負荷を軽減する商品の
開発にも力を注いでいます。
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ウェットティッシュ製造ライン
（3号機・化粧品グレード）

事務所

充填室（防爆環境）

入退室前室

ウェットティッシュ製造ライン

ウェットティッシュ製造ライン

取得製造許認可等
・医療機器製造業登録　・化粧品製造販売業許可　・プライバシーマーク
加盟団体
・清浄紙綿類工業会正会員　・マスク工業会正会員

製造分類： 医薬部外品・化粧品・雑品
医療機器製造業 登録番号 37BZ200021
日本清浄紙綿類工業会会員

第二工場
・ウェットティッシュ製造ライン（3ライン）
・開発・調剤室　・入退室前室
・充填室（防爆環境・高濃度アルコール製品製造可能）　
・テント倉庫（床面積：409.50㎡）医療機器製造業

登録番号37BZ200021

7days, 除菌ウェット濃7days, 除菌ウェット（大判）

キッチンクロスボンバーおそうじクロスボンバー7daysバケツウェット300

ウェット製造ライン（1号機・2号機） ウェット製造ライン（3号機） ウェット製造ライン（3号機）

ペット用ウェット300詰替用

7days,除菌スプレー
（100ml,50ml,30ml）

7days,マルチクリーナー
（個包装）

PB・OEM・ODM受託生産・受託開発事業

・テント倉庫（床面積：409.50㎡）

倉庫

第二工場（香川県丸亀市）

ウェットティッシュや除菌スプレーなどの衛生用品は、今後も継続した需要増が予想されます。
それらの製造には、適切な衛生管理設備の設置を含む高度な品質管理が要求されます。
弊社では段階的に設備の拡充と許認可取得等を進め、扱い品目や運営能力を拡張していきます。

2020年の第二工場操業開始より、化粧品の製造販売許可を取得し、現在医薬部外品の認可取
得に向けて環境整備に取り組んでいます。また量販店様・メーカー様のPB受託製造などを通し
て高度な管理ノウハウや経験値を積み上げつつ、検査機器の拡充や人材育成を継続し、PB・
OEM・ODMはもちろん、より幅広い「ニーズ」に対応するため、機能の充実を計って参ります。

ウェットティッシュ・衛生用品製造

開発・調剤室
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充填製造事業 対応サイズ（一部）

フック穴加工、
バージンシール貼付
シュリンク包装、
他サイズ
その他ご相談ください。

開発・調剤室

薬液充填室（防爆環境）

検針機 真空攪拌装置

充填ライン 最終検査

薬液移送ラインエアシャワー

※外部委託

除菌スプレー等充填製造事業
ハンドクリーム等充填製造事業

W135×H75mm W145×H85mm W210×H125mm

第二工場（香川県丸亀市）

協力会社様

W200×D200×H195mm W160×D160×H195mmH177×φ107mmH172×φ80mm150×φ40120×φ32105×φ30

φ50.0mmラミネートチューブ
印刷方法：特色印刷（3色まで印刷可）、マット加工印刷

大径ラミネートチューブ（φ24.7／φ32.0／φ37.2）
印刷方法：特色印刷（5色まで印刷可）、カラー印刷、マット加工印刷

φ24.7mmオーバルラミネートチューブ
印刷方法：特色印刷（5色まで印刷可）、カラー印刷、マット加工印刷

　各原反種類：ABL（アルミバリアラミネート）白地、ABLアルミ地
PBL（プラスチックバリアラミネートチューブ）白地、PBLアルミ地

小径ラミネートチューブ（φ12.7／φ15.8／φ19.0）
印刷方法：特色印刷（5色まで印刷可）、カラー印刷、マット加工印刷
　原反種類：ABL（アルミバリアラミネート）白地、ABLアルミ地

パウチ・ポーション
印刷方法：特色印刷（5色まで印刷可）、カラー印刷、マット加工印刷
　原反種類：
　パウチ：白地、アルミ地
　ポーション／トップシール：アルミ地
　ポーション／ボトム材：半透明

薬剤充填室は防爆環境になっているので、60%以上のアルコールなど可燃性液体の充填が可能です。

協力会社様 協力会社様

薬液攪拌タンク（1tn×3台）

協力会社様 協力会社様

協力会社様 協力会社様
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柔軟な作業オプションを軸とした物流支援サービス
保管 → 検品 → 加工 → 発送代行まで

多様な二次加工との組み合わせが強みです。

・ポリうちわ貼加工機　6台
・うちわ型抜き機　1台
・Wリング製本機　4台
・ペーパーリング製本機　1台
・自動名入機　4台
・インクジェット印字機　1台
・箔押機　2台
・サックマシン　1台

・オンデマンド印刷機
　コニカミノルタbizhub PRESS C1100　1台
・トムソン打ち抜き加工機　1台

・ウェットティッシュ製造機　3台
・検針機・重量検知器　3台
・薬液充填室（防爆環境）　1室
・薬液攪拌タンク（1tn）　3台
・調剤室　1室
・シュリンクトンネル　1台
・足踏みシーラー×4台
・重量検知器×2台

物流拠点

香川県丸亀市 本社倉庫

　　　　　　 第二工場倉庫

香川県善通寺

千葉県佐倉市

大阪府摂津市

808.82㎡

409.50㎡

2729.25㎡

826.45㎡

1652.89㎡

床面積

取得許認可保有設備

医療機器製造業登録証 化粧品製造販売業許可証 プライバシーマーク登録証

加工を含む庫内作業・内職・検品・アッセンブリなど、複雑なバリエーションを伴う物流支援サービ
スをフレキシブルに行います。多数の配送先ごとの複雑な配送指定や、適切な個人情報の取扱が
必要な配送・物流代行サービスまで、ワンストップでご提供します。

製造・保管・管理 各種  流通加工 出荷・配送 キャンペーンの店舗ディスプレイや、商品ベタ
付けの景品、周年イベントや挨拶の記念品な
ど、ノベルティを中心に様々な二次加工・内職
作業・検品などを行ってきた経験から、庫内作
業、流通加工にまつわる多様なノウハウを蓄積
してきました。少量の都度加工・都度出荷でも
対応可能な、多様な作業オプションに強みがあ
ります。トータルでも、その一部でも柔軟に対
応します。まずは貴社のご要望をお聞かせくだ
さい。

都度製造

在庫調整

名入れ加工

入庫

仕入代行 製品保管

資材保管

PB製造

OEM・ODM
製造

販促物制作

詰替

二次加工

クリーン
ルーム
内作業

家庭内内職

アッセンブリ 

場内加工

検品

販促物
同梱

再包装

ピッキング

個人宅配送

梱包

引き渡し

発送代行

個人情報等
保護管理

キャンペーン
事務局代行
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ポスティング用ギフトBOX 防災対策用

パッケージ製作・ギフトセット企画販売事業

ギフトセットの内容、自由にお選びいただけます。
オリジナルギフトセットや周年記念品など、様 な々パッケージや化粧箱の作成を承ります。
目的に応じて高級感のある化粧箱や、効果的な店頭ディスプレイケースなど、豊富な経験・実績をも
とに企画・設計から作成まで一貫して対応いたします。

箱タイプ

LION キレイキレイ液体ハンドソープセット

LION トップNANOクリーンセット 

ギフトラッピングや熨斗掛け承ります。

石丸製麺 半生讃岐うどん 企業様周年記念品文具セット 家電メーカー様ご成約記念品洗剤セット

ネピア ポスティング用ギフトBOXネピア 鼻セレブギフトBOX

ギフトラッピングや熨斗掛け承ります。

熨斗掛け 各種ギフトラッピング 包装紙作成・リボン掛けメッセージカード封入・シール貼り

他、お手元にあるギフトカタログから商品をお選びください。弊社にて
商品手配から二次包装、詰替、個人宅への出荷代行まで請け負います。

※窓穴・フック穴・表面加工など、ご相談ください。

仕様
ストレート貼り
ピロー型
両サイド貼り
底ワンタッチ貼り
四角貼り

紙種・紙厚
板紙270g～450g
板紙270g～450g
板紙270g～450g
板紙270g～450g
板紙270g～450g

展開寸法（幅×流れ）
500×400mm
350×300mm
400×500mm
450×250mm
400×350mm

（他のタイプも可能です。ご相談ください。）

四角貼り（N式） 底ワンタッチ貼り（ボトムロック）ストレート貼り（A式） 両サイド貼り（C式）ピロー型

使用シーン・ご希望・予算感に応じて、自由な組み合わせに対応します。
内容物のご提案も致しますのでご相談ください。

LION キッチンセット 今治タオルギフトボックス

保有設備
・OPPフィルム窓貼り機　3台
・サックマシン　8台
・ビニールコート機　1台
・ブランキング機　1台
・プレスコート加工機　1台

サックマシン

菊全6色印刷機 自動打抜機

・ラミネーター機　1台
・菊全4色印刷機　1台
・菊全6色印刷機　1台
・自動打抜機　2台
・断裁機　1台

協力会社

協力会社

協力会社
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オリジナルパッケージ・店頭ディスプレイケース製作

ディスプレイケース（POP付き箱）店頭陳列用ケース
ポスティング

（ゆうメール対応サイズなど）

酒類用化粧箱取手付き地獄底キャラメル箱 記念品用額あり組箱



セット加工・内職・包装・梱包・検品事業

段ボール規格（常備在庫品の一部）
W575×D390×H205
W640×D460×H592
W640×D460×H320
W495×D365×H208
W640×D460×H240
W580×D404×H132
W640×D460×H275
W600×D420×H150
W395×D394×H85

W325×D325×H135
W640×D460×H200
W600×D420×H185
W400×D400×H119
W520×D370×H150
W410×D410×H325
W405×D300×H200
W350×D310×H180
　　　　  ...

景品
貼付

差し込む
だけ

目的に応じた資材・取付具・OP袋、ご相談ください。大量の場内加工受託から、小ロット短納期対応まで。
注目度が高く、かつ安全な取付け方法から、小ロット対応やコストダウンまで。
オリジナルの取付治具作成から、個人情報を安全に扱う配送・お届けまで。
オリジナルグッズ制作だけにとどまらず、ベタ付け・ノベルティに関するあらゆること、ご相談ください。

カートンケースへの景品ベタ付け

うちわに景品をセット 景品のOP袋封入・シール貼り バッグの作成からセット作業まで

ボトルネック吊下具
（OP袋・マスク）

ボトルネック吊下具
（OP袋・扇子）

OP袋規格（常備在庫品の一部）
#30*90*115/145
#30*93*125/155
#30*117*145/185
#30*130*180/220
#30*200*200/240 半円20
#30*250*230/270 半円20
#30*305*300/340 半円20
#40*195*190/240
#30*103*185/215 (P150)

場内セット加工・アッセンブリ

内職加工・検品

包装・梱包・検品

人の手でなければ対応できない繊細なセット加工や、複雑なアッセンブリなど、多くの実績と経験、ノウハウがあ
ります。多人数で作業できる場内加工スペースや衛生管理された作業環境も確保可能です。検針機などの品質管
理機の導入や、余裕のある入退室前室など作業環境も整え、継続的に拡充しています。

豊富な内職ネットワークで生産の瞬発力を高めています。複雑なセット指定や複数のシール貼りや印刷物封入な
どの短納期対応などもご相談ください。　　　　　　　　内職人員160～240人（時期により変動します）

得意先様の製造・検品基準に則り、ＡＱＬ抜
き取り検品等を含めた、様々な梱包・検品に
対応いたします。雑品だけでなく化粧品、医
療機器（第3類）製造業許可を取得し、それ
ぞれのGMP（適正製造基準）を厳守して運
営しております。

多数の企業様から加工業務（アッセンブリ・組立加工・内職加工・流通加工・検品加工）を請け負って
おります。作業内容や商品特性に応じて、スタッフ（正社員・パート・内職）を効率的に組み合わせ、
工程管理 品質管理・納期管理を最重要ポイントとして位置付け、運営しております。
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お預かりした大切な製品や資材を、アソートを伴うピッキングや小ロットの都度出荷をするなど、
物流代行業務をワンストップで請け負っております。多彩・多種な同梱指定にもお応えします。
また、プライバシーマーク基準に則った個人情報の適切な運用による個人宅配送も承ります。

ピッキング・梱包 出荷指定＞出荷・アソート指示 引き渡し・出荷

弊社協力会社 中部市場運送倉庫 第二工場倉庫

倉庫管理・発送代行事業

豊富な内職ネットワークで生産の瞬発力を高めています。 小口の都度出荷から個人宅配送まで。物流代行承ります。
入荷・購入代行から同梱物作成、個人宅配送まで、ワンストップでサポートします。
入荷時の検品から数量チェックから、のし掛け・シール貼り・シュリンク・ギフト包装・出荷時検品
まで、庫内業務も細かく対応いたします。

資材・製品のお預かりから、細やかな庫内業務まで。

キャンペーン事務局代行事業
期間限定のキャンペーン事務局、クレーム・返品交換対応まで柔軟に
対応します。プライバシーマーク取得（2021年秋）により、個人情報の
適切な運用も可能です。

＞ ＞

製品・資材保管、入庫・購入代行
香川・千葉・大阪の物流拠点にて製品・資材をお預かりし、都度都度の指定により出荷いたします。
材料をお預かりしての都度製造・都度加工も承ります。

庫内業務・最終仕上
大量に製品・部品をお預かりし、出荷タイミングや地域、顧客属性などによって表示や同梱物が変動するよう
な、複雑な庫内業務もご相談ください。コストダウンにつながるご提案もいたします。 [弊社実績例]キャンペーン運営企画から賞品選定、

仕入代行・賞品発送までトータルで受注した事例
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国産商品の海外展開事業の窓口としても機能しています。

竹団扇工場（桂林）ぬいぐるみ工場（ホーチミン） バッグ縫製工場（ホーチミン） 検品現場（深圳）

マスク工場（ホーチミン） マスク工場（ホーチミン） 縫製工場（東莞）

パンプス（台湾通販サイトMOMO）

カイロ キッチンウェア

ペット用ウェットワイプ各種

おそうじふきん各種

ALIBABA出展

今治タオル

第12届 Gift Show in 上海

輸出入・貿易事業

成形品や縫製品、衛生関連製品など、日本では製造コストの高いものを
海外協力会社・製造拠点のネットワークを活用し、委託製造することで、
コスト抑えつつ大きな生産力を生かして製造・輸入を行っています。

海外生産・輸入・検品 輸出・輸出代行

マスク
タオル・ブランケット・ぬいぐるみ・ウエアなどの縫製品
しぶうちわ・竹うちわ

製品

原反（ウェットティッシュの不織布）

資材・原材料

ペット用ウェットワイプ・バケツウェット・
タオル・ブランケットなど縫製品・カイロ
キッチンウェア・パンプス

製品

台湾（台北市）
ベトナム（ダナン・ホーチミン）*契約スタッフ常駐

NEEDS 中国深圳事務所

主な輸出先

中国（広東省・浙江省）*ニーズ深圳事務所
ベトナム（ダナン・ホーチミン）*契約スタッフ常駐

主な調達先

検品工場（中国 州千盛）

メイク綿棒

风临国际中心

深圳市龙岗中心城风临国际中心B910-911室
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坂出 I.C. より車で西へ約 15 分
JR 丸亀駅よりタクシーで約 20 分

ニーズ本社

土器町第二工場

案内地図
QR code
※Google Mapが
表示されます。

名　　　称

所　在　地

設　　　立

資　本　金

代　表　者

取 引 銀 行

所 属 団 体

顧問弁護士

顧問税理士

株式会社ニーズ

〒763-0092
香川県丸亀市川西町南甲244－1

昭和63年1月21日

2,000万円

代表取締役 細谷 光司

百十四銀行 丸亀支店

中国銀行 丸亀支店

丸亀商工会議所

京極団扇商工業協同組合

馬場俊夫法律事務所

近藤知史税理士事務所

【本　社】
営業部 TEL0877-58-6767　FAX0877-58-6801
総務部 TEL0877-83-6790　FAX0877-58-6228
製造部 TEL0877-58-6772　FAX0877-58-6775
商品部 TEL0877-58-6772　FAX0877-58-6775
制作・営業推進部 TEL0877-58-6558　FAX0877-58-6844

【土器町北第二工場】
〒763-0083 香川県丸亀市土器町北1-18

【東京営業所】
〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-2-8マルイチビル８階
営業部 TEL03-5825-3095　FAX03-5825-3096

【大阪営業所】
〒540-0033 大阪府大阪市中央区石町一丁目1-1
　　　　 天満橋千代田ビル2号館6F
営業部 TEL06-6944-6767　FAX06-6944-8686

【深圳事務所】
深圳市龙岗中心城风临国际中心B910-911室

沿 　 革

会 社 概 要 拠点所在地地図

至蔵前

至東日本橋

浅草橋一丁目

都
営
浅
草
線

江
戸
通
り

神田川

江戸城浅草見附跡
●

肉のハナマサ●

●
銀杏岡八幡神社

ヒューリック浅草橋ビル
●

●変なホテル
　東京浅草橋

マルイチビル８階

東京営業所

JR総武本線 浅草橋駅

浅草橋駅より徒歩約 3分

JR 丸亀駅よりタクシーで約 7分

大阪営業所

大阪営業所 深圳事務所東京営業所

ニーズ本社 土器第二工場

東京営業所

大阪メトロ谷町線 天満橋
京阪電車 天満橋より徒歩 3分

吉祥

新鸿进花园

鸿基花园
Bus stop

风临国际中心

喜洋洋便利店

鸿基幼儿园

甜甜·Cake

龙
岗

大
道

龙岗河

吉
祥

路

西
埔

路

吉
祥

南
路

吉祥来花园

深圳港龙妇产医院

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

海洋包装(深圳)有限公司

3号
线

南都咖啡西餐厅

NEEDS 深圳事務所

1988年（S63）

1993年（H5）
1993年（H5）

1998年（H10）
1999年（H11）
2003年（H15）

2007年（H19）
2008年（H20）

2009年（H21）
2010年（H22）

１月

11月
12月

２月
２月
１月

10月
 ４月

10月
 ４月 

21日

25日
15日

17日

6日

株式会社ニーズ設立 資本金200万円
香川県丸亀市土居町2丁目10番9号
にてうちわ販売開始
資本金を600万円増資（800万円とする）
資本金を200万円増資
（1000万円とする）
本社新築移転
（丸亀市川西町北1584-1）
全自動うちわ貼り機１台目導入
工場のみ移転（綾歌郡宇多津町岩屋）
本社及び工場移転
（丸亀市川西町南甲244-1）
カレンダー製造設備導入
本社新社屋（増築）へ移転
東京営業所開設
東京営業所 浅草橋に移転
大阪営業所開設
資本金を1000万円増資
（2000万円とする）

2015年（H27）
2018年（H30）

2020年（R 2）

2021年（R 3）

2021年（R 3）

5月 
 1月 

5月 

2月 

11月 

医療機器製造業 登録
代表者変更 
細谷光司 代表取締役に就任
土器町北第2工場開設
（土器町北1丁目18番地）
ウェットティッシュ製造設備導入
化粧品製造業許可取得
（許可番号 37CZ200040）
化粧品製造販売業許可取得
（許可番号 37C0X10028）
プライバシーマーク取得
古物商許可取得

【協力会社】 物流協力 ： 株式会社オカショウ　　

貿易協力 ： EMOVID LIMITED　   　

販売提携 ： PHU BAO MEDICAL   　

〒566-0033 大阪府摂津市学園町1丁目1-14
〒285-0065 千葉県佐倉市直弥673-1 西濃運輸㈱ 佐倉物流内

Room 1213, 12/F., Tower A, Hunghom Commercial Centre,
39 Ma Tau Wai Road, Hunghom, Kowloon, Hong Kong.

Lot C21, D2 Street, Cau Tram Industrial Zone,
Can Duoc District, Long Long An Province, Vietnam

天満橋

谷町線

京阪本線

大阪営業所

●ホテル京阪天満橋

●京阪シティ
　モール

南天満公園
大川

追手前病院●

大阪市立中央高等学校●

大阪城公園●

●大阪合同庁舎北大江公園

●大阪法務局

NEEDS 中国深圳事務所

17分
7km

JR

JR

丸亀駅

宇多津駅

城辰小学校●

●南中学校

▼ 善通寺 I.C.

坂出 JCT ▶

高松
自動
車道

丸亀市立体育館●

●
チサンイン
丸亀善通寺

●
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ホテル丸亀

ハローズ
●

丸亀城

ニーズ本社

ニーズ第二工場

●マクドナルド●マクドナルド

土器川土器川

●
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●
Honda

●丸亀スター
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●●
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