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企業会員リスト 企業181社

あ

旭化成(株)
アース製薬(株)
(株)ADEKA
荒川化学⼯業(株)

⽯原産業(株)
出光興産(株)
伊藤忠商事(株)
インフィニアムジャパン(株)

上野製薬(株)

エア・ウォーター・パフォーマンスケミカル(株)
エア・ウォーター(株)
エクソンモービル・ジャパン合同会社
エーザイ(株)
SCC Scientific Consulting Company Japan(株)
エヌ・イー ケムキャット(株)
ENEOS(株)
(株) ENEOSマテリアル
エボニック ジャパン(株)
(株)江守情報
(株)LSIメディエンス
AGC(株)

⼤内新興化学⼯業(株)
⼤倉⼯業(株)
(株)⼤阪ソーダ
⼤阪有機化学⼯業(株)
⼤塚化学(株)
オクサリス ケミカルズ（株）

か

花王(株)
(株)カネカ
関⻄熱化学(株)
関⻄ペイント(株)
関東化学(株)
関東電化⼯業(株)
カーリットホールディングス(株)

(株)喜多村
(株)岐⾩セラツク製造所

会員ページログイン

https://www.nikkakyo.org/
https://www.nikkakyo.org/english
https://www.nikkakyo.org/memberlist/jp
https://www.nikkakyo.org/
http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/index.html
http://www.earth-chem.co.jp/
http://www.adeka.co.jp/
http://www.arakawachem.co.jp/jp/
http://www.iskweb.co.jp/
http://www.idemitsu.co.jp/
http://www.itochu.co.jp/ja/
http://www.ueno-fc.co.jp/index.html
https://awpc.co.jp/
http://www.awi.co.jp/index.html
http://www.eisai.co.jp/
https://scc-japan.jp/
https://www.ne-chemcat.co.jp/
https://www.eneos.co.jp/
https://www.eneos-materials.com/
http://www.evonik.jp/region/japan/ja/Pages/default.aspx
http://www.i-emori.co.jp/
http://www.medience.co.jp/
http://www.agc.com/index2.html
http://www.jp-noc.co.jp/
http://www.okr-ind.co.jp/
http://www.osaka-soda.co.jp/ja/index.html
http://www.ooc.co.jp/
http://www.otsukac.co.jp/
https://www.uyeno-group.co.jp/group/oxachem/index.html
http://www.kao.com/jp/index.html
http://www.kaneka.co.jp/
http://www.tkcc.co.jp/
http://www.kansai.co.jp/
http://www.kanto.co.jp/
http://www.kantodenka.co.jp/
http://www.carlithd.co.jp/
http://www.kitamuraltd.jp/
http://www.gifushellac.co.jp/
https://www.nikkakyo.org/user/login?destination=kaiin


キヤノン(株)

クミアイ化学⼯業(株)
クラリアント ジャパン(株)
(株)クラレ
栗⽥⼯業(株)
(株)クレハ
クローダジャパン(株)

KHネオケム(株)
ケイ・アイ化成(株)
ケマーズ(株)

広栄化学(株)
コクヨ(株)
(株)コスモ技研
コニカミノルタ(株)
コニシ(株)
コネル・ブラザーズ・ジャパン(株)
コベストロジャパン(株)

さ

堺化学⼯業(株)
サカタインクス（株）
サソールケミカルズジャパン(株)
SABICペトロケミカルズジャパン(同)
三光(株)
三洋化成⼯業(株)

JSR(株)
(株)JSP
JNC(株)
JFEケミカル(株)
シェブロンジャパン(株)
四国化成⼯業(株)
(株)資⽣堂
昭光通商(株)
昭和電⼯(株)
信越化学⼯業(株)
新⽇本理化(株)

(株)住化分析センター
住友化学(株)
住友商事(株)
住友精化(株)
住友ベークライト(株)
スリーエム ジャパン イノベーション(株)
(株)スリーボンド

セイコーエプソン(株)
積⽔化学⼯業(株)
積⽔化成品⼯業(株)
セラニーズジャパン(株)
セントラル硝⼦(株)

綜研化学(株)
双⽇(株)
ソルベイ ジャパン(株)

た

第⼀⼯業製薬(株)
第⼀三共(株)
ダイキン⼯業(株)
(株)ダイセル
⼤⽇精化⼯業(株)
⼤⽇本塗料(株)
⼤⼋化学⼯業(株)
⼤陽⽇酸(株)
ダウ･ケミカル⽇本(株)

http://canon.jp/
http://www.kumiai-chem.co.jp/
http://www.clariant.co.jp/reg/apac/internet.nsf/directname/home_jp
http://www.kuraray.co.jp/
http://www.kurita.co.jp/
http://www.kureha.co.jp/
http://www.croda.jp/home.aspx?s=129
http://www.khneochem.co.jp/
http://www.ki-chemical.co.jp/
http://www.koeichem.com/index-j.htm
http://www.kokuyo.co.jp/
https://www.cosmo-gi.com/
http://konicaminolta.jp/
http://www.bond.co.jp/
https://www.wilbur-ellis-japan.com/
https://www.covestro.jp/ja-jp/company/overview
http://www.sakai-chem.co.jp/jp/
http://www.inx.co.jp/
http://www.sasol.com/
http://www.sanko-inet.co.jp/
http://www.sanyo-chemical.co.jp/
http://www.jsr.co.jp/
http://www.co-jsp.co.jp/
http://www.jnc-corp.co.jp/
http://www.jfe-chem.com/
https://www.oronite.com/japan/
http://www.shikoku.co.jp/
http://www.shiseidogroup.jp/
http://www.shoko.co.jp/
https://www.sdk.co.jp/
http://www.shinetsu.co.jp/
http://www.nj-chem.co.jp/
http://www.scas.co.jp/
http://www.sumitomo-chem.co.jp/
http://www.sumitomocorp.co.jp/
http://www.sumitomoseika.co.jp/
http://www.sumibe.co.jp/
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp/about-3m/group/
http://www.threebond.co.jp/
http://www.epson.jp/
http://www.sekisui.co.jp/
http://www.sekisuiplastics.co.jp/
http://www.cgco.co.jp/
http://www.soken-ce.co.jp/
http://www.sojitz.com/jp/index.html
http://www.solvay.jp/ja/index.html
http://www.dks-web.co.jp/
http://www.daiichisankyo.co.jp/index.html
http://www.daikin.co.jp/
http://www.daicel.com/
http://www.daicolor.co.jp/
http://www.dnt.co.jp/
http://www.daihachi-chem.co.jp/
http://www.tn-sanso.co.jp/jp/index.html
http://www.dow.com/


⽥岡化学⼯業(株)
⾼砂⾹料⼯業(株)
多⽊化学(株)

(株)中化学⽇本総合研究所
中国化薬(株)

DIC(株)
DSM(株)
テイカ(株)
帝⼈(株)
デュポン(株)
デンカ(株)

東亞合成(株)
東海カーボン(株)
東京応化⼯業(株)
東京化成⼯業(株)
東ソー(株)
東邦化学⼯業(株)
東洋インキSCホールディングス(株)
東洋合成⼯業(株)
東洋紡(株)
東レ(株)
(株)東レリサーチセンター
(株)トクヤマ
⼾⽥⼯業(株)
豊⽥通商(株)

な

⻑瀬産業(株)
南海化学(株)

⽇油(株)
⽇産化学(株)
⽇鉄ケミカル&マテリアル(株)
⽇東電⼯(株)
⽇本エア・リキード(同)
⽇本化学⼯業(株)
⽇本化薬(株)
⽇本カーバイド⼯業(株)
(株)⽇本触媒
⽇本精化(株)
⽇本ゼオン(株)
⽇本曹達(株)
⽇本乳化剤(株)
⽇本ペイントホールディングス(株)
⽇本化学産業(株)
⽇本ケミカルデータベース(株)
⽇本シーカ(株)
⽇本農薬(株)
⽇本パーカライジング(株)
⽇本ルーブリゾール(株)

は

ハイカルジャパン
パイロットインキ(株)
⽩元アース(株)
⻑⾕川⾹料(株)
ハニカム･テクノリサーチ(株)

BASF ジャパン(株)
BPジャパン(株)

富⼠フイルムホールディングス(株)
富⼠フイルム和光純薬(株)
(株)フジミインコーポレーテッド

(株)ベルポリエステルプロダクツ

http://www.taoka-chem.co.jp/
http://www.takasago.com/ja/
http://www.takichem.co.jp/
http://www.cncec-japan.com/
http://www.chugokukayaku.co.jp/
http://www.dic-global.com/ja/index.html
http://www.dsm.com/countrysites/japan/ja_JP/about-dsm/our-company.html
http://www.tayca.co.jp/
http://www.teijin.co.jp/
http://www.dupont.co.jp/
http://www.denka.co.jp/
http://www.toagosei.co.jp/
http://www.tokaicarbon.co.jp/
http://www.tok.co.jp/
https://www.tcichemicals.com/JP/ja/
http://www.tosoh.co.jp/
http://www.toho-chem.co.jp/
http://schd.toyoinkgroup.com/ja/
http://www.toyogosei.co.jp/
https://www.toyobo.co.jp/
http://www.toray.co.jp/
http://www.toray-research.co.jp/
http://www.tokuyama.co.jp/
http://www.todakogyo.co.jp/
http://www.toyota-tsusho.com/
http://www.nagase.co.jp/
http://www.nankai-chem.co.jp/
http://www.nof.co.jp/
http://www.nissanchem.co.jp/
https://www.nscm.nipponsteel.com/
http://www.nitto.co.jp/
http://www.jp.airliquide.com/
http://www.nippon-chem.co.jp/
http://www.nipponkayaku.co.jp/
http://www.carbide.co.jp/jp/
http://www.shokubai.co.jp/
http://www.nipponseika.co.jp/
http://www.zeon.co.jp/
http://www.nippon-soda.co.jp/
http://www.nipponnyukazai.co.jp/
http://www.nipponpaint.co.jp/
http://www.nihonkagakusangyo.co.jp/
http://www.jcdb.co.jp/
http://www.sika-japan.co.jp/
https://www.nichino.co.jp/
http://www.parker.co.jp/
http://www.pilot.co.jp/
http://hakugen-earth.co.jp/
http://www.t-hasegawa.co.jp/index.php
http://www.honeycomb-tr.com/
http://www.basf-japan.co.jp/
http://www.bp.com/ja_jp/japan.html
http://www.fujifilmholdings.com/ja/
http://ffwk.fujifilm.co.jp/index.html
http://www.fujimiinc.co.jp/
http://www.bellpet.co.jp/
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北海道曹達(株)
北興化学⼯業(株)
保⼟⾕化学⼯業(株)
ポリプラスチックス(株)
本州化学⼯業(株)

ま

マナック(株)
丸善⽯油化学(株)
丸紅(株)

三井化学(株)
三井物産(株)
三井・ケマーズ フロロプロダクツ㈱
三井・ダウ ポリケミカル(株)
三菱ガス化学(株)
三菱ケミカル(株)
(株)三菱ケミカルリサーチ
三菱商事(株)
三菱マテリアル(株)
ミヤコ化学(株)

メタネックス・ジャパン(株)
(株)メディアサービス
メルクエレクトロニクス(株)

や

有機合成薬品⼯業(株)
ユニマテック(株)
(株)UL Japan
UBE(株)

ら

ライオン(株)
ラサ⼯業(株)

レック（株）

ローム・アンド・ハース電⼦材料(株)

わ

団体会員リスト 団体80社

あ

板硝⼦協会
印刷インキ⼯業会

ウレタン原料⼯業会

エポキシ樹脂技術協会
塩化ビニル管・継⼿協会
塩ビ⼯業・環境協会
エンプラ技術連合会

か

⼀般財団法⼈ 化学研究評価機構
⼀般財団法⼈ 化学物質評価研究機構
化成品⼯業協会

http://www.hokkaido-soda.co.jp/
http://www.hokkochem.co.jp/
http://www.hodogaya.co.jp/
http://www.polyplastics.com/
http://www.honshuchemical.co.jp/
http://www.manac-inc.co.jp/
http://www.chemiway.co.jp/
https://www.marubeni.com/jp/
http://jp.mitsuichem.com/
https://www.mitsui.com/jp/ja/
https://www.mc-fluoro.co.jp/
http://www.mdp.jp/
http://www.mgc.co.jp/
https://www.m-chemical.co.jp/
https://www.mitsubishichem-res.co.jp/index.htm
http://www.mitsubishicorp.com/
https://www.mmc.co.jp/
http://www.miyakokagaku.co.jp/
http://www.methanex.com/ourcompany/locations_japan.html
http://www.mediaservices-jp.com/
https://www.merckgroup.com/jp-ja/company/electronics.html
http://www.yuki-gosei.co.jp/
http://www.unimatec.co.jp/
http://japan.ul.com/
http://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/index.html
http://www.lion.co.jp/
http://www.rasa.co.jp/
https://www.lecinc.co.jp/
http://electronicmaterials.rohmhaas.com/
http://www.itakyo.or.jp/
http://www.ink-jpima.org/index.html
http://www.urethane-jp.org/gaiyo/jura.html
http://epoxygk.world.coocan.jp/
http://www.ppfa.gr.jp/
http://www.vec.gr.jp/
http://www.enpla.jp/
http://www.jcii.or.jp/
http://www.cerij.or.jp/
http://www.kaseikyo.jp/


可塑剤⼯業会
関⻄化学⼯業協会
カーバイド⼯業会
カーボンブラック協会

業務⽤燃料⼯業会

⾼圧ガス保安協会
⼀般社団法⼈ 抗菌製品技術協議会
合成ゴム⼯業会
合成樹脂⼯業協会
⾼分⼦凝集剤環境協会
国際臭素協議会

さ

酢ビ・ポバール⼯業会

写真感光材料⼯業会
触媒⼯業協会
シリコーン⼯業会
公益社団法⼈ 新化学技術推進協会
⼀般財団法⼈ 新⽇本検定協会

⽯油化学⼯業協会
⽯油連盟
セロファン⼯業会

た

な

ニッケル協会 東京事務所
⼀般社団法⼈ ⽇本エアゾール協会
⽇本ABS樹脂⼯業会
⽇本オートケミカル⼯業会
⽇本界⾯活性剤⼯業会
⽇本化学繊維協会
⼀般社団法⼈ ⽇本化学品輸出⼊協会
⼀般社団法⼈ ⽇本化学物質安全・情報センター
⽇本⽕薬⼯業会
⽇本ガラスびん協会
⽇本化粧品⼯業連合会
⼀般社団法⼈ ⽇本建材・住宅設備産業協会
⽇本⾹料⼯業会
⼀般社団法⼈ ⽇本ゴム⼯業会
⽇本酸化チタン⼯業会
⼀般社団法⼈ ⽇本産業・医療ガス協会
⼀般社団法⼈ ⽇本試薬協会
⽇本⾷品洗浄剤衛⽣協会
⼀般社団法⼈ ⽇本⾷品添加物協会
⼀般社団法⼈ ⽇本植物油協会
⽇本製薬団体連合会
⽇本⽯灰協会
⽇本⽯灰窒素⼯業会
⽇本⽯鹸洗剤⼯業会
⽇本接着剤⼯業会
⽇本繊維製品防⾍剤⼯業会
⽇本ソーダ⼯業会
⼀般財団法⼈ ⽇本塗料検査協会
⼀般社団法⼈ ⽇本塗料⼯業会
⽇本難燃剤協会
⼀般社団法⼈ ⽇本表⾯処理機材⼯業会
⽇本肥料アンモニア協会
⽇本ビニル⼯業会
⽇本フルオロカーボン協会
⽇本フルオロケミカルプロダクト協議会
⽇本フロアーポリッシュ⼯業会
⼀般社団法⼈ ⽇本分析機器⼯業会
⽇本プラスチック⼯業連盟
⽇本プラスチック板協会

http://www.kasozai.gr.jp/
http://www.kankakyo.gr.jp/
http://carbonblack.biz/
http://www.khk.or.jp/
http://www.kohkin.net/
http://www.jtpia.jp/
http://oec.gr.jp/
http://www.bsef-japan.com/
http://pmma.a.la9.jp/
http://www.cmaj.jp/
http://www.siaj.jp/ja/
http://www.jaci.or.jp/
http://www.shinken.or.jp/
http://www.jpca.or.jp/
http://www.paj.gr.jp/
http://www.nickel-japan.com/
http://www.aiaj.or.jp/
http://www.j-chemi.jp/
http://www.jp-surfactant.jp/
http://www.jcfa.gr.jp/
http://www.jcta.or.jp/
http://www.jetoc.or.jp/
http://www.j-kayaku.jp/
http://glassbottle.org/
http://www.jcia.org/n/
http://www.kensankyo.org/
http://www.jffma-jp.org/
http://www.jrma.gr.jp/
http://www.sankatitan.org/
http://www.jimga.or.jp/front/bin/home.phtml
http://www.j-shiyaku.or.jp/home/
http://shokusen.jp/
http://www.jafaa.or.jp/
http://www.oil.or.jp/
http://www.fpmaj.gr.jp/
http://www.jplime.com/
http://www.cacn.jp/
http://jsda.org/w/index.html
http://www.jaia.gr.jp/
http://www.bouchuko.org/
http://www.jsia.gr.jp/
http://www.jpia.or.jp/
http://www.toryo.or.jp/
http://www.frcj.jp/
http://www.kizaikou.or.jp/index.html
http://www.jaf.gr.jp/
http://www.vinyl-ass.gr.jp/
http://www.jfma.org/
http://www.jfpa.org/
http://www.jaima.or.jp/
http://www.jpif.gr.jp/
http://www.p-bankyo.com/


⽇本保安炎筒⼯業会
⼀般社団法⼈ ⽇本芳⾹族⼯業会
⽇本無機薬品協会
⽇本有機過酸化物⼯業会
⽇本溶接材料⼯業会

農薬⼯業会

は

⼀般財団法⼈ バイオインダストリー協会
発泡スチロール協会

⼀般社団法⼈ プラスチック循環利⽤協会

ポリカーボネート樹脂技術研究会

ま

や

ら

硫酸協会

わ

http://safety-flare.jp/
http://www.jaia-aroma.com/
http://www.mukiyakukyo.gr.jp/
http://www.j-opa.jp/
http://www.jwma-j.com/
http://www.jcpa.or.jp/
http://www.jba.or.jp/pc/index.html
http://www.jepsa.jp/
http://www.pwmi.or.jp/
http://www.polycarbo.gr.jp/
http://www.ryusan-kyokai.org/

