
本化薬グループは国内20社、海外20社の計40社で、世界9カ国で事業展開しています。
連結グループ会社のCSRコミットメントを掲載します。

機能化学品事業
株式会社ポラテクノ 代表取締役社 安藤誠
ポラテクノは「光を制御する」をキーワードに事業を展開しています。光を制御す
るポラテクノの各種製品を提供することにより、お客様やそれらの製品が使われた
商品を使 される 般消費者の皆さまの安全、省エネルギーや快適な 活に貢献
し、ひいては環境にやさしい世界が実現できるよう努 いたします。ポラテクノの
製品が 活になくてはならぬものであり続けることがCSRの最 の課題と考えてい
ます。

地図へ戻る↑

機能化学品事業
株式会社 本化薬福 代表取締役社 邦夫
本化薬福 のCSR活動は、地域社会との共存・共栄を 指した活動が主体です。

創 98年の福 に根差した 場であり、地域の活性化のために労働安全衛 、消防、
権啓発、環境保全、祭りや 事の 援について活動をしていて、今後も続けてま
いります。また、当社の製品のひとつである産業 インクジェット の 素材料は、
染 業において廃液を削減するなど環境負荷の少ない製品であり、環境保全にも
役 つことを期待しています。

地図へ戻る↑

機能化学品事業
株式会社 本化薬東京 代表取締役社 栗野清志
私たち 本化薬東京は、コンプライアンス、コミュニティー、コストダウン、セイ
フティー、クオリティー、エコロジーの3C&SQEを会社運営のキーワードとして、
インクジェット・プリンター 素などの 産を通じて社会に貢献いたします。

さつき祭り（5 ）、もちつき 会（12 ）、 場 学会、インターンシップなど
により地域の 々との交流を図るとともに、都会地 場として、 衛消防活動によ
る 社の安全確保はもとより、地元町内会との地域防災協定の締結、AED設置など、地域の安 ・安全にも
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貢献して参ります。

地図へ戻る↑

機能化学品事業・セイフティシステムズ事業
株式会社ニッカファインテクノ 代表取締役社 服部秀明
ニッカファインテクノは、国内唯 の商社機能のグループ会社です。 本化薬およ
びグループ会社の事業領域をビジネスコアとし、多岐な商材や技術 援 などを強
みに、社員 ひとりが 動基準を意識し、法令を遵守した企業活動を うことに
より、すべてのステークホルダーの期待と信頼に応えるCSR経営を っ
て、KAYAKU spiritを実現してまいります。

地図へ戻る↑

医薬事業
本化薬フードテクノ株式会社 代表取締役社 北野重孝
本化薬フードテクノは群 県 崎市に 場、研究所、本社を置き、従業員総数は

110名、業態は鮮度保持剤「脱酸素剤」などを製造し、6営業所を拠点として 品
会社などへ販売しております。 本化薬グループの 員として「最良の製品を不断
の進歩と良 の結合で社会に提供し続けること」を実現することにより、お客様や
社会への期待に応えていきます。「職場環境改善委員会」を活性化させ、従業員が
働きやすい環境を整えることを基本として、地域社会との共 を 指しています。

地図へ戻る↑

その他事業
和光都市開発株式会社 代表取締役社 中信
和光都市開発株式会社は不動産賃貸業を営む会社です。埼 県の和光市駅前に 地
および6階建てのビルを有し、イトーヨーカ堂・和光店にお貸ししています。
2014年4 に20年契約満了のため、新たに 期更新契約を締結しました。また、
本化薬向けに社宅2ケ所、単 寮1ケ所、さらに 児難病患者様向け通院 宿泊施

設 "あすなろの家" の建物をお貸ししています。"あすなろの家" を始め、多くの
が利 される施設を有していますので、安全かつ快適にお使いいただけるように設
備修理・更新に努めています。

地図へ戻る↑

機能化学品事業
厚和産業株式会社 代表取締役社 博
厚和産業では「環境と安全と品質に関する私たちの宣 」に則り、 作した体験型
機材を いて従業員へ危険を疑似体験してもらい、 ら危険を察知し正しく 動で
きる安全 の育成研修と傷病者が発 した場合、バイスタンダー（その場に居合わ
せた ）が応急 当を速やかに える知識と技術を につける応急 当社内研修制
度を設けています。また、地域消防団に20名余りの社員が所属し、「 らの地域は
らで守る」という郷 愛護の精神に基づき、年間を通して減災活動や災害発 時の防御活動を っていま

す。今後も継続してこのような地域社会の役に てるCSR活動に取り組んでいきたいと考えています。

地図へ戻る↑

機能化学品事業
モクステック,Inc CEO&President / 河村重幸
Moxtek社のCSR活動の基本はKAYAKU spiritです。このSpiritをいつも に抱くよ
う 掛けています。また、Moxtek社は研究開発が得意な企業ですので、「お客様
に最 のパフォーマンスの製品を、責任を持って提供する」との使命を持ち、毎
の企業活動を っています。Moxtek社には多くの専 性の い技術者がいます
が、その知識をわかりやすく地域の 学 に説明する機会を持つなど、地域社会に
根ざした会社となるようにも 掛けています。

地図へ戻る↑

機能化学品事業・セイフティシステムズ事業
ニッポン カヤク アメリカ,Inc. 代表取締役社 宮 明
ニッポンカヤクアメリカは、 本化薬の化学品製品を 国内に販売しています。倉庫は外部業者に委託してい
ますが、化学品をより安全に輸 ・保管・運搬を うための指導・チェックを常時 っています。また、 危



険化学品であっても24時間対応連絡先の表 をおこない、すべての製品で万が の
事故に対しても迅速な対応ができるようにしています。メーカーの販売会社とし
て、また、製品を良く知る 場として、社会的責任を果たす努 をしています。

地図へ戻る↑

機能化学品事業
マイクロケム Corp. President & CEO / Jeremiah J. Cole Jr.
マイクロケムは、当社従業員の福祉、地域社会や環境のために、また、ステークホ
ルダーの皆さまの経済的価値のために果たすべき企業責任を約束します。私たちは、
お客様が当社の 新的な製品や技術を通じて成功するよう献 して 援していきま
す。また、私たちは、私たちのビジネスの成功が当社の い倫理原則と社会の期待
に沿ったものであることを確かにしています。

地図へ戻る↑

機能化学品事業
無錫宝来光学科技有限公司 総経理 中澤務
無錫宝来光学科技有限公司（WPLC）は、株式会社ポラテクノの後加 場とし
て、中国無錫市に設 し、昨年 「創 10周年」 を迎えることができました。主に
液晶プロジェクター 部品の加 や 載 偏光フィルムのチップ加 を っていお
ります。昨今、 産量の増加に伴い、増員対応（雇 創出）を図っておりますが、
性社員が多く、" 性が安 して働き続けられる環境づくり" が 切と考えており

ます。これまでCSR活動・社会貢献の 環として、献 への参加推進や環境への取り組みを ってきました
が、今後 "地域社会密着型のCSR活動" が重要と考え、地域活動への参加にて "より魅 ある企業・社会から
認められる企業" を 指し、活動していきます。

地図へ戻る↑

機能化学品事業
ポラテクノ（ 港）Co.,Ltd. 総経理 家坂昌秀
港は亜熱帯地域の 温多湿の時期が く、電 消費量が きくなる傾向がありま

す。 港政府から25.5度を推奨温度とする案内が出されておりますが、特に夏の時
期には室内温度を20度から22度と 常に低く設定する場所が多くなっておりま
す。ポラテクノ 港では、事務所内については24度を超えた場合に25度を設定温
度としており、社員の体調管理に配慮しつつ、電 消費を抑えるようにしておりま
す。

また、 港では狭い 地柄のため、ごみ問題も注 されており今後、 企業としてリサイクルなどの廃棄物削
減に向けた取り組みを進めていき地域社会に根ざした会社になるよう努めてまいります。

地図へ戻る↑

機能化学品事業
化薬化 （無錫）有限公司 総経理 明妻政福
化薬化 （無錫）有限公司は、中国江蘇省無錫市で持続的発展させ、事業を継続し
ていくことが、雇 を守り、従業員が安 して働き続けられる環境を整備すること
が 切です。そのために、健康が第 で、早期発 、早期治療で従業員の健康維持
のため、従業員の定期健康診断内容を 直し、指定病院選定、検査項 再考し（必
須、オプション）、基盤のCSRの強化に取り組んでします。また、従業員の育成の
ために、本社 産技術部、 事部&上海管理性公司の 援をいただき、本年度から、種々の研修がスタートし
ます。

中国市場で、信 を得るために、安定供給・安定品質そして、コストパフォーマンスを追求する必要があ
り、ビジネスバリューチェーンを重視し、原材料メーカーへの品質監査・フォローアップを計画的に実施する
こと、物流会社へのサービス業としてのお願いを常に励 しています。

地図へ戻る↑

機能化学品事業
無錫先進化薬化 有限公司 総経理 加藤芳則



本年度の中国全 代において李克強 相が「環境問題に対し戦線布告する！」との
発 をしているように、 今後中国では国を挙げての環境規制強化が予想されます。
無錫先進化薬化 有限公司では操業開始以来、さまざまな環境対策を い、環境法
規の遵守を徹底してきました。しかしながら、 産量の増 や、新規事業の導 な
ど、さらなる環境対策が必要な状況となっています。適切な環境対策をベースに、
グリーン調達によるサプライヤーの管理体制の強化を い、安定した供給体制の確
保を 指します。

地図へ戻る↑

機能化学品事業
招遠先進化 有限公司 総経理 弘津克
招遠先進化 有限公司は中国・ 東省で1995年に創業し、紙 蛍光染料及び
染料を製造しています。会議室、応接室、 堂などに「KAYAKU spirit」ボードを
掲 し、定期的に「冊 」の読み合わせを っています。創業以来、5S（整理、整
頓、清掃、清潔、躾）活動をもとに、4つの安全(安全操業、環境への安全、お客様
への信頼という安全、従業員の健康という安全)確保を標榜しています。特に、安全
操業、環境規制への対応、コストダウンにチームワークで取り組み、CSR経営を実践しています。

地図へ戻る↑

機能化学品事業
上海化耀国際貿易有限公司 総経理 井上晋司
上海化耀国際貿易有限公司（SKT）は中国およびASEAN地域向けに染料、産業 イ
ンクジェット インク、感熱 顕 剤などを販売しています。これらの地域におけ
る環境、省エネルギー問題は今後ますます重要になっていきます。特に繊維への染
を うお客様では、環境への配慮や省エネルギー化が 常に重要な課題となって

います。そのような中、私たちは染 程を従来の約半分の時間で終了可能な染料
を積極展開することで、お客様の効率 産、省エネルギー化、排 量の削減等に貢献しています。

地図へ戻る↑

セイフティシステムズ事業
化薬（湖州）安全器材有限公司 総経理 牧内孝典
化薬（湖州）安全器材有限公司（KSH）では2013年に、「企業ビジョン」5項 と
「私達の 標」3項 を策定しました。2014年度は、重点課題として、「品質確保
および 産性向上のための教育の充実」「適切な法対応によるコンプライアンスの
徹底」を掲げ、 々の活動に落とし込みます。具体的には、倫理的な 動と遵法で
は「コンプライアンス委員会設 」、セキュリティー確保では「監視カメラシステ
ムの整備」、顧客満 の追求では「TS16949認証取得」、安全・健康・公正な職場では「QC活動」、 材開
発では「英語教育」を課題として取り組みます。

地図へ戻る↑

その他事業
化薬（上海）管理有限公司 総経理 公
化葯（上海）管理有限公司の役割は、①最良のサービスを中国グループ会社に提供
し、事業発展に貢献する、②CSR経営の浸透、③中国グループ会社の求 、を掲
げています。

今回のCSR活動の取り組みの中の つとして「駐在員に求められる能 を最 化す
る」 的で中国各グループ会社駐在員の赴任後研修を4 からスタートします。今
後ますます中国の事業展開が急務である状況下、必要とされるグローバル 財の育成に向けて初めての試みで
す。また中国 従業員の階層別強化研修も同時にスタートします。将来の現地化に向けて積極的に展開してま
いります。

地図へ戻る↑

機能化学品事業
デジマ テック B.V. Managing Director / Henk L.Kalsbeek
Dejimaは、従業員・株主・顧客・サプライヤーなどすべてのステークホルダーの
ニーズを尊重し、地域社会に貢献し、社会的な責任感と い倫理観を持って事業を
進めていくことを 指しています。Dejimaは、すべての従業員に対して寛容さ、敬
意、尊厳が保たれるよう健康で安全な職場環境を維持していきます。Dejimaは、す



べての雇 について均等な機会を提供するとともに、差別、強要、ハラスメントといった不法職場 為を保証
したり、許容したりしません。Dejimaは、環境汚染の防 、 物多様性や資源の保全が持続可能な環境への
鍵と考えており、これらを事業上の意思決定に効果的に反映させていきます。Dejimaのすべての従業員は、
責任感と義務感を持って、常に安全を重視して 動し、安全な労働環境を維持し、環境に責任を持った態度で
業務を進めていきます。

地図へ戻る↑

機能化学品事業
ユーロ ニッポン カヤク GmbH 代表取締役社 北 靖之
ドイツでは労使間の問題を専 に扱う労働裁判所があり、企業に対するCSR経営に
則った事業活動・従業員への配慮を うことが求められており、個 レベルでの意
識が 常に い国であります。当社ではKAYAKU spiritの冊 を使 しCSR経営の
理解をさらに深め、従業員の安全・健康な職場を作るために、通勤途上災害・通勤
途上事故のゼロと有給休暇の完全取得を 指します。今後も地域社会に配慮した
CSR活動に積極的に取り組みたいと思います。

地図へ戻る↑

セイフティシステムズ事業
インデット セイフティ システムズ a.s. 代表取締役社 徳 晋
Indet Safety Systems a.s.（以下ISS）は、セイフティシステムズ事業本部の海外
関連会社として創業15周年を迎えました。元々、チェコ共和国は共産圏に属してい
たため、CSRという言葉自体に馴染みが薄く、CSRの概念を理解させることから開
始しました。近年ようやくCSRという言葉が定着しつつあり、それに伴いCSR活動
が活発になり、CSR経営の実現に向けて日々取り組んでいます。他の地域同様に、
ISSが立地するフセチン市も高齢化社会の進展に伴う医療の課題や大都市への人の流出による過疎化など、
様々な社会問題に直面しています。医療に関しては、地元病院との関係を強化しサポートを継続します。
また自動車産業のグローバル化により、高品質のISS製自動車安全部品が世界各地で使用されることにより、
交通事故から人命を守ることをステークホルダーの皆さまへの約束と位置づけています。

地図へ戻る↑

機能化学品事業
ニッポン カヤク コリアCo.,Ltd. 代表取締役社 平野雅浩
ニッポンカヤクコリア（NKK）は、韓国内のお客様へ 本化薬の機能性材料を輸
、販売しております。機能性材料は、化学物質ですので、韓国への輸 にあたっ

ては、韓国の化学関連法規に則って、事前に確認申請が必要です。NKKは、当社が
取り扱う韓国への輸 化学物質について、今後も法規に則って管理を徹底していき
ます。韓国では、今後、新しい化学物質規制であるK-REACHが施 されます。
NKKでは、この新しい化学物質規制にも確実に対応していきます。

地図へ戻る↑

医薬事業・機能化学品事業
台湾 化股 有限公司 総経理 花 郎
現在、台湾 化はKAYAKU spiritを実現するために、①お客様のニーズを正確に把
握し、社内の関連部 に伝えるよう 常業務の質の向上に努めること。② 本交流
協会、台北市 商会等の部会活動、委員会活動、各種 事に積極的に参加・協 す
ることにより現地の 化・経済交流に寄与するよう活動すること。③KAYAKU
spiritを常に意識するために社内の中 に企業ビジョンボードを掲げ、各 携帯
カードを常に持ち歩き 常活動を っています。今後も地域社会に貢献するよう積極的にCSR活動に取り組ん
でまいります。

地図へ戻る↑

セイフティシステムズ事業
カヤク セイフティ システムズ デ メキシコ,S.A. de C.V. 代表取締役
社 川 喜承
Kayaku Safety Systems de Mexico（KSM）は 動 安全部品を製造販売して
います。KSMは2007年創 のまだ発展途中の会社です。KSMは顧客の声をよく聞
き理解すること、いつも製品の改善を続けること、責任と誇りを持ち広い視野の
化を社内に創ること、組織と社会のメンバーとしての義務を果たすこと、の4項



をミッションとして地域社会に認められる企業を 指し活動していきます。

地図へ戻る↑

セイフティシステムズ事業
カヤク セイフティ システムズ マレーシア Sdn.Bhd. 代表取締役社
市川真司
当社は 動 安全部品の製造販売を 的に2012年12 マレーシアに設 された若
い会社です。現在、当地で 場建設を進めており2015年の量産開始を 指して社
員 丸となり奮闘中です。当社は新規設 であり従業員も新規採 となります。ま
ずは 社した全従業員に「KAYAKU spirit」を良く浸透させ、環境、安全への配慮
を第 に、 品質な製品供給を通して地域の 動 死亡事故の減少に寄与するとともに、地域の雇 創出や
活 準向上、はては経済成 に貢献していくことを 指していきます。

地図へ戻る↑


