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日本ケミカル工業株式会社

JAPAN CHEMICAL INDUSTRIES Co.,Ltd.

〒424-8558　静岡県静岡市清水区吉川813番地

1962年4月3日

1億円

トヨタ自動車株式会社 96% 他

162名（2022年3月末現在）

三菱ＵＦＪ銀行

静岡銀行

取締役社長　小澤 学

専務取締役　冨田 均

常務取締役　本多 範雄

常務取締役　松永 真明

監査役　高橋 誠

自動車用ケミカル製品の製造・販売

建物・構築物洗浄剤の製造・販売

自動車用リビルド部品の洗浄

PT. NIHON CHEMICAL INDONESIA（インドネシア）

天津皆希愛化工有限公司 （中国）
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海 外 拠 点

石油製品の製造・販売を目的として設立

本社・東京都京橋/工場・静岡県沼津市/資本金1千万円

（初代社長 神谷正太郎）

工場を静岡県清水市（現在静岡県静岡市）に移転

本社を静岡県清水市に移転

不凍液JIS認定

 LLC JIS認定

本社事務・技術棟竣工

インドネシアに現地法人設立

 ISO14001認証取得

中国に現地法人設立

ISO9001認証取得

新JIS（LLC、BF）認証取得

第２ウインドウォッシャー工場竣工

会社創立50周年

ISO9001/ISO14001：2015年版へ移行
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未来をつくるケミカル

PT. NIHON CHEMICAL INDONESIA
（インドネシア）

設立年 ： 1997年
住所 ： Jalan Irian Ⅱ-Block FF-4 Kawasan MM 2100, 
  Cikarang-Barat, Bekasi 17520, West Java, Indonesia
事業内容 ： 自動車用ケミカル製品の製造・販売

天津皆希愛化工有限公司
（中国）

設立年 ： 2005年
住所 ： 中国天津市東麗経済開発区四緯路16号
事業内容 ： 自動車用ケミカル製品の製造・販売

CHALLENGE 挑戦
磨き続ける技術で未来に挑戦し、世界をリードする企業に成長する

CREATION 創造
期待を超える商品とサービスにより安心で快適な生活を創造する

CONTRIBUTION 貢献
モノづくりを通して、持続可能な環境と社会の実現に貢献する

日本から世界へ、ケミカルの力で未来を創造し、
安心・快適な生活を作り出す

1. 時代を先取りし世界に感動を与える企業へ
2. 卓越した技術と品質で選ばれる企業へ
3. 誠意とコンプライアンスを重んじ、ステークホルダーに貢献する企業へ
4. 人材の育成を通じグローバル社会との調和を進める企業へ

私たちは、自動車用を中心にケミカル製品を開発製造・販売する会社です。

長年に渡りお客様とともに歩み、各種製品を生み出してきました。

品質だけでなく、人に優しく地球環境と調和した製品の開発を念頭に

これからも未来に必要な次世代ケミカル製品を創造していきます。

日本ケミカル工業では、再生可能エネルギーの積極的な導入と省エネ

対策の徹底により、地球にやさしい持続可能な社会づくりに貢献

いたします。スコープ1、スコープ2、スコープ3の排出量を抑え、サプライ

チェーン全体のカーボンニュートラルに取り組みます。

2022年4月1日より本社使用電力の「再生可能エネルギー化100％」

を達成、本社全体で排出される二酸化炭素の80％を削減することが

できました。

更に、自社工場で排出される「二酸化炭素排出量実質ゼロ」を目指し、

「世界の自社工場からの二酸化炭素排出実質ゼロ」を掲げグローバルに

展開していきます。

SDGsへの取り組み脱炭素社会（カーボンニュートラル）の実現に向けて

日本ケミカル工業は安心で快適な生活を創造する製品を開発・提

供し持続可能な社会の達成に貢献することで、ステークホルダー

からの期待に応えていきたいと考えています。また持続可能でより

よい社会を目指すSDGsの実現は、弊社の社是である「和」の志

にも合致したものであり、事業を通じたSDGsへの取り組みは企業

価値を高めるものであると考え、積極的に取り組んでまいります。

サスティナビリティ

会社案内

経営理念体系
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（3C）

社是

Mission

Vision

社是

行動規範

Mission

Vision

■本社
●子会社
●協力会社

●ロシア

●南アフリカ

■日本
中国●

香港●

アメリカ●

ブラジル●

アラブ首長国連邦●

マレーシア●

タイ●

●インドネシア

●フィリピン

●カナダ

●メキシコ

●オーストラリア

●台湾

●

ベトナム

GLOBAL NETWORK



エンジン洗浄添加剤
高い人気を誇る当社のロングセラー製品です。特殊洗浄剤の働きで、

エンジン内部のオイルの流れを妨げるスラッジやワニスを強力に除

去します。溶剤を使用しておりませんので、洗浄中にエンジンを傷め

ることがありません。

エンジンオイル添加剤
金属面に強固な皮膜をつくりだすことでエンジン部品の摩擦と磨耗

を減少、エンジン性能を向上させるオイル添加剤。エンジン音が静

かになり、加速性能も向上、快適走行をお楽しみください。

次世代自動車用ケミカル
電気自動車や燃料電池自動車のバッテリーを安全、高性能に冷却

自動車用ケミカル
磨き続ける技術が車を快適に

燃料電池車用 冷却液（FCV Coolant）

当社が開発した燃料電池車用クーラント（冷却液）は様々な厳

しいテストによって性能が実証されています。自動車メーカーに

工場充填用や純正品として世界中で採用され、地球に優しい持続

可能なモビリティ社会の実現に役立っています。また、燃料電池

車用クーラントは燃料電池スタックで高電圧にさらされるため超

低電導を実現、安全性を高めています。

電気自動車用 冷却液（EV Coolant）

電気自動車の命ともいえるバッテリーの冷却をはじめ、モーター、

インバーターなど多様なパーツの冷却に当社電気自動車用クー

ラント（冷却液）が活躍しています。また当社は電気自動車用の

冷却液として高抵抗タイプの冷却液を新たに開発致しました。

事故等で冷却液が漏れて電池に接触した際、短絡（ショート）に

よる発火リスクを大幅に抑制します。様々な厳しい評価試験によ

り実証された性能は自動車メーカーの工場充填用、純正品とし

て採用され電気自動車の普及を支えています。

LLC、WWFなど様々なケミカル製品を世界中の自動車メーカーに工

場充填用として納入させていただいております。お客様の生産活動

の一助となれるよう工場へ適切な納期で高品質な製品をお届け致し

ます。小容量サイズからローリーまで幅広く対応可能です。

工場充填用ケミカル
世界中の自動車工場へ納入

ビルメンテナンス用ケミカル
プロ仕様の技術でオフィスやホテルをクリーンに

汚れを付きにくくして、美しさを

長持ち。独創の洗浄・コーティン

グ技術が、ビルメンテナンスから

一般家庭まで、幅広いニーズに

お応えします。

部品洗浄
洗浄ケミカル製品の販売だけでなく、お客様の部品を直接洗浄します

部品洗浄ビジネス

自動車用ケミカルメーカーとして長年蓄積した技術とノウハウを

活かし、オリジナルの洗浄剤を開発、大型、中型、小型トラック

のリビルド部品の洗浄、検査を行っています。リビルド部品の

洗浄事業はお客様のお役に立てるだけでなく、環境にやさしく、

持続可能な社会の創出に貢献できる重要な事業として、当社は

これからも注力していきます。

部品洗浄ケミカルの販売

既存の洗浄剤では洗浄力が弱い、部品にダメージが発生してし

まうなど、様々な困りごとを抱えているお客様も多いと思います。

当社ではそんなお客様のご要望にあった洗浄剤を開発、お客様

の困りごとの解決に尽力致します。

クーラント
エンジンの高性能化にともない、クーラントの使用される環境はま

すます過酷になってきました。当社のクーラントは、優れた冷却効果

や凍結防止効果はもちろんのこと、冷却系統全体を錆や腐食から長

期間保護する高い性能を備えており、車のエンジン性能を最大限に

引き出すことができます。様々な厳しいテストによって実証された当

社クーラントの性能は、業界トップクラスの評価を得ており、数多く

の自動車メーカーにおいて国内をはじめ海外においても工場充填用

や純正品として採用されております。

ボディー（ワックス&コート）
日常のお手入れ用から長期持続する業務用まで幅広い製品を取り揃

えております。

ガラスコート
ウインドシールドを撥水させるガラスコートの開発・販売は20年以

上前にスタート致しました。主に業務用として作業性や効果・持続性

の改良を続け、自動車メーカー等お客様の期待に応えます。

燃料添加剤
高い品質と効果から世界中で販売され、各国でトップクラスの評価を

得ております。高性能洗浄剤と特殊溶剤を配合した燃料添加剤を燃

料タンクに注入することにより、インジェクターやインテークバルブ

などに付着したデポジットを強力に除去し、従来のエンジンの性能

を呼び戻し、加速性や燃費の回復、 排気ガスのクリーン化などの効

果を体感いただけます。数多くの自動車メーカーに純正品として採

用されており、その効果は様々なテストにより実証され高い信頼を得

ております。

ウインドウォッシャー
凍結防止効果はもちろんのこと、その優れた洗浄性により車のガラ

スに付着した路上の泥、排気ガスに含まれる油分や煤煙、雨で流れ

落ちたワックスなどの汚れを綺麗に除去、良好な視界を確保し、安

全走行に貢献しています。

洗車機用ケミカル
高品質で、多くのメーカー純正品に適応している洗車機用ケミカル

です。シャンプー、フォーム、ワックス、リンス、撥水コート、光沢撥水

コートを取り揃えております。

ウェットティシュ&除菌剤

日頃のメンテナンスに便利なウェットティシュや除菌剤もライ

ンナップ。自動車室内用に開発された当社製品は、クリーンな

室内環境づくりをお手伝いします。

衛生ケミカル

快適なカーライフをお楽しみいただくためには車室内環境の改善

はかかせません。当社は自動車用衛生ケミカル製品として、効果

の持続する抗ウイルス、抗菌剤や抗菌、防カビ剤、またエアコン

内部の消臭除菌剤等、自動車室内用に開発しております。

衛生ケミカル
抗菌、除菌、消臭など、自動車室内を衛生的に

※全てのウイルス、菌、カビへの効果を保証するものではありません。使用環境や素材、
　細菌やウイルス、カビの種類により効果や持続期間は異なります。

Pro Care Series

FOR NEW ENERGY VEHICLES FOR AUTOMOBILES

FOR FACTORY FILL

FOR BUILDING MAINTENANCE

FOR AUTOMOTIVE PARTS

FOR INTERIOR


