
COMPANY OUTLINE

TOKYO OFFICE

OSAKA HEAD OFFICE
〒 530-0047
大阪府大阪市北区西天満 4 丁目 3 番 25 号
梅田プラザビル本館 902 号
TEL : 06-6365-5322
FAX : 06-6365-5324

〒 101-0047
東京都千代田区内神田1丁目12番10号
四国第二ビル 401 号
TEL : 03-3293-0350 
FAX : 03-3293-0356 

商号

HOME PAGE
 http://www.chemi-cal.co.jp

設立
 昭和 50 年 5 月 1 日

資本金
 2,000 万円

株主
 細田 浩史
 日立化成ポリマー株式会社 他

役員
 代表取締役  細田 浩史
 専務取締役  山本 昌義
 取締役経理部長 中村 直美

取引銀行
 三井住友銀行　 南森町支店 
 四国銀行  東京支店
 池田泉州銀行 堂島支店 

つながるで 化学
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主要販売先主要仕入先
旭化学合成株式会社  稲畑産業株式会社
川口薬品株式会社  菊水テープ株式会社
三愛石油株式会社  住化コベストロウレタン株式会社
ノーテープ工業株式会社  日立化成株式会社
ハリマ化成株式会社  株式会社平泉洋行  
ヘンケルジャパン株式会社  丸石化学品株式会社
三菱化学株式会社  吉村油化学株式会社
SKC株式会社   他

（五十音順, 敬称略)

アコス工業株式会社 　株式会社青井黒板製作所 
イサム塗料株式会社 　キャピタルペイント株式会社
クラウン工業株式会社 　ジェクト株式会社  
昭和インク工業株式会社 　新英産業株式会社 　
神東塗料株式会社 　セイキ工業株式会社 　
株式会社スピーディ 　第一化学工業有限会社 　
第一包装株式会社 　大東ペイント株式会社 　
大竜化成株式会社 　株式会社ティーケーケミカル
東海サーモ株式会社 　常盤化学工業株式会社
株式会社ニチベイ  　日本ゴア株式会社
日本ミラクトラン株式会社 　林六株式会社
日立化成ポリマー株式会社 　富双合成株式会社 　
ミクニペイント株式会社 　三菱化学株式会社 　
メグロ化学工業株式会社 　もりや産業株式会社
山下ゴム株式会社  　株式会社吉野工業所
他

事業種目
石油化学製品  接着剤用合成樹脂  塗料用合成樹脂  塗料用エマルジョン
印刷インキ用合成樹脂 樹脂用硬化剤   各種接着剤  両面テープ 
防腐・防カビ剤         他

樹脂製品をつなげ
今や生活に欠かすことのできない樹脂関連製品。

私たちは、合成樹脂・接着剤を中心に、石油化学製品の専門商社として

樹脂関連製品を工業用材料・製品から一般商品まで、一貫してお取り扱いしております。

ご提案をはじめ、選定、販売、アフターフォローまで樹脂製品のことならなんでもお任せ下さい。 樹脂材料

樹脂製品

コンシューマ製品

各種樹脂原料の販売を行っております。
用途検討ご協力いたします。
硬化剤
　・各種イソシアネート
各種樹脂
　・ポリウレタン
　・アクリル
　・ポリエステル
　・エポキシ　　他

樹脂製品の販売を行っております。
樹脂製品の調査・用途検討ご協力いたします。

塗料・インキ
各種両面テープ
各種接着剤
フィルム
パテ　  他コンシューマ製品向け樹脂製品の販売を行っております。

樹脂製品の調査ご協力いたします。

自動車内外装用途
オーディオ用途
建材用途
梱包資材用途  他
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