
2020 年日本化学会九州支部秋期研究発表会

企業展示資料集

主 催：日本化学会九州支部

日 時：2020 年 11 月 28 日~29 日 

場 所：オンライン開催



参加企業一覧 

ＪＮＣ株式会社 p.5

昭和電工株式会社   p.6

住友化学株式会社   p.7

デンカ株式会社  p.8

日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社 p.9

三井化学株式会社 p.10

三菱ケミカル株式会社  p.11

正晃株式会社    p.12

株式会社オーイーシー  p.13

株式会社加貫ローラ製作所  p.14

関西保温工業株式会社  p.15

山九株式会社   p.16

住友大阪セメント株式会社 p.17

ＷＤＢ株式会社エウレカ社  p.18

中本パックス株式会社  p.19
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2020年11月28日（土）
内容 Room 11:00～12:30 12:40～14:10 14:20～15:50 16:00～17:30

研究
紹介
事業
内容
採用
情報

R1 中本パックス 中本パックス 中本パックス

R2 加貫ローラ 加貫ローラ 加貫ローラ

R3 山九

採用
情報

R4 住友大阪
セメント

住友大阪
セメント

R5 関西保温工業 関西保温工業 関西保温工業

R6 WDB WDB

研究
紹介
事業
内容
採用
情報

R7 三菱ケミカル 三菱ケミカル 三菱ケミカル 三菱ケミカル

R8 JNC JNC JNC JNC

R9 日鉄ケミカル＆
マテリアル

日鉄ケミカル
＆マテリアル

研究
紹介 R10 デンカ デンカ

事業
説明 R11 住友化学 住友化学
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2020年11月29日（日）

内容 Room 9：50～10：50 11:00～12:30 12:40～14:10

研究紹介 R1 三井化学 三井化学

事業説明 R2 住友化学

研究紹介
事業説明
採用情報

R3 日鉄ケミカル
＆マテリアル

R4 三菱ケミカル 三菱ケミカル 三菱ケミカル

研究紹介
事業説明
採用情報

R5 山九 山九

採用情報 R6 WDB WDB

研究紹介
事業説明
採用情報

R7 昭和電工 昭和電工

採用情報 R8 正晃 正晃

採用情報 R9 OEC OEC
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ＪＮＣ株式会社は、チッソ株式会社の事業承継会社です。

優れた技術で、社会の進歩に貢献する先端化学企業

商 号 JNC株式会社
創 業 1906年1月12日
設 立 2011年1月12日
資本金 311億5,000万円
従業員数 約3,000名（連結）
持株会社 チッソ株式会社

HPアドレス http://www.jnc-corp.co.jp/

機能材料分野

高度情報化社会に

先端材料を供給す

る機能材料分野

●採用に関するお問い合わせ

JNC株式会社 リクルートページ

Web．https://www.jnc-corp.co.jp/career/

●研究開発・その他に関するお問い合わせ

Web. https://www.jnc-corp.co.jp/contact/form.php 

化学品分野

石油化学製品に
加えて特色ある製
品群を展開する化
学品分野

加工品分野

暮らしや産業に高

機能素材で貢献

する加工品分野

●企業理念

●製品情報

●会社概要

JNC株式会社
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昭和電工株式会社

昭和電工は、 を目指し

日立化成を昭和電工マテリアルズとしてグループの一員に迎えました。

両社の融合・協創により 高度な顧客ニーズに応えるイノベーション戦略を推進し

サプライチェーンを飛び越えソリューションを提供する

「ワンストップ型先端材料パートナー」へと進化していきます。

- 世界シェアの高い製品 -

世界トップレベルの機能性化学メーカー

■電⼦材料⽤⾼純度ガス

（C4F6、HBr、Cl2 世界No.1 ）
半導体製造時に必要なエッチング、成膜材料として使⽤

■⿊鉛電極（世界No.1）
電気製鋼炉での鉄鋼⽣産時に

鉄スクラップを溶かすために使⽤

■⾼純度アルミ箔（世界No.1）
IT機器、家電、⾃動⾞に搭載される

電解コンデンサーに使⽤

■ハードディスク

（専業メーカー 世界No.1）
ハードディスクドライブのデータ記録媒体に使⽤

■アルミラミネート包材SPALF®

（リチウムイオン電池⽤ 世界No.2）
スマートフォンなどのリチウムイオン電池に使⽤

■パワー半導体SiC（世界No.2）
電⼒制御⽤モジュールの軽量・⼩型化と⾼効率化の実現

省エネルギー化が期待できる 次世代のパワー半導体材料

（シェアは両社推定）

■封止材（世界No.2）
ICチップを温度、湿度、ほこり、物理的衝撃などから

保護するために使⽤

■ダイボンディング材料（世界No.1）
ICチップをリードフレーム、パッケージ基板などに

接着するために使⽤

■CMPスラリー（世界No.2）
半導体回路形成工程で⽣じた、絶縁膜や配線層などの

凹凸を平坦化するために使⽤

■銅張積層板

（パッケージ基板⽤ 世界No.2）
スマートフォンなどのリチウムイオン電池に使⽤

■感光性フィルム（世界No.2）
プリント配線板の製造の際、銅張積層板の上に貼り付け

回路を形成するために使⽤

■昭和電工製品 ■昭和電工マテリアルズ製品

昭和電工㈱
コーポレートサイト

2022年
新卒採⽤情報

研究開発

石油化学

化学品

無機

アルミニウム

エレクトロニクス 【アルミ】喜多方

【化学品】東長原

【アルミ】⼩山
【無機】大町・塩尻・富山

【エレクトロニクス】千葉・秩父

【無機】横浜

【化学品】川崎

【石油化学】
大分

【化学品】
徳山

【アルミ】彦根

【アルミ】堺

千葉：融合製品開発研究所
計算科学・情報センター
分析物性センター

横浜：プロセスソリューションセンター

【化学品】
龍野

【化学品】
伊勢崎

【エレクトロニクス】山形

機能材料*

【機能材料】日立・筑西

*昭和電工マテリアルズ（旧：日立化成）主要拠点

・固体触媒の設計と⽣産設備への展開

・有機化学品の新規製造方法の開発

・新規有機化学品・ポリマーの開発

・クラッカー留分の有効活⽤・⾼付加価値化

- 国内の主要拠点 - - 大分での研究開発事例 -

昭和電工マテリアルズ㈱
コーポレートサイト



豊かな明日を支える創造的ハイブリッド・ケミストリー 
住友化学は 1913 年に、愛媛県の別子銅山で、銅を製錬する時に発生する亜硫酸ガスによる環境問題を解決す

るため、亜硫酸ガスから過燐酸石灰という肥料の製造を開始したのが事業の発祥です。以来、今日に至るまで、住

友化学は、無機化学、有機化学からバイオテクノロジー、情報電子材料等、広範な分野でさまざまな技術を蓄積し、

環境問題、食糧問題、資源・エネルギー問題といった様々な課題の解決に真摯に取り組み続けています。 

大分工場の位置付け 
幅広い農業化学品や、タイヤ用接着剤等の原料レゾルシン、高分子添加剤「スミライザー®ＧＰ」等を製造して

います。同じ敷地には、大日本住友製薬（株）の医薬品製造工場もあり、大分工場は住友化学グループのライフ

サイエンスケミカル事業のグローバル展開を支える中核工場としての役割を担っています。

農業化学品 レゾルシン

研究開発 

住友化学は、長年にわたる広範な研究活動を

通じて培った技術を昇華させ、触媒設計、精密加

工、有機・高分子材料機能設計、無機材料機能設

計、デバイス設計、生体メカニズム解析という、“６

つのコア技術”を育ててまいりました。住友化学が

研究開発において基本戦略としている「創造的ハ

イブリッド・ケミストリー」は、これら６つのコア技術の

深化や基盤技術の充実、さらには社内外の異分

野技術との融合によって、より付加価値の高い製

品・技術を創出することを意味しています。

また、素材・材料の開発にとどまらず、ダウンスト

リーム事業や異業種への展開も視野に入れた「マ

テリアル・ソリューション・ビジネス」へのつながりを

重視しており、研究開発の成果を高い効率とスピ

ードをもって高付加価値事業に結びつけるため、国

内外の大学や異業種企業との連携にも積極的に

取り組んでいます。

三沢工場 

先端材料開発研究所 

情報電子化学研究所（筑波） 

千葉工場 

工業化技術研究所（千葉） 

石油化学品研究所 東京本社

名古屋支店 

岐阜プラント 

大阪本社 

岡山プラント 

愛媛工場 

大江工場 

工業化技術研究所（愛媛） 

生産安全基盤センター 

石油化学研究所（愛媛） 

エネルギー・機能材料研究所(愛媛)

情報電子化学研究所（大江）

デバイス開発センター

福岡支店 

国内拠点 

大分工場 
健康・農業関連事業 

研究所（大分） 

大阪工場 

歌島試製部 

工業化技術研究所（大阪） 

健康・農業関連事業研究所(大阪、歌島) 

生物環境科学研究所 

エネルギー・機能材料研究所（大阪）

情報電子化学研究所（大阪）

バイオサイエンス研究所

CSR 活動 

住友化学グループは、新しい価値を生みだし、提供

しつづけることによって、企業価値を向上させ、人々の

豊かな暮らしづくりや、私たちの社会や地球環境が抱

える問題の解決に貢献してまいります。 

そのためには、住 友 化 学 グループは経 済 性 の追

求、安全・環境・品質保証活動、社会的活動のそれぞ

れに積極的に取り組み、また株主、社員、取引先、地

域社会の方々等、関係するあらゆるステークホルダー

の皆様の関心に配慮しながら、CSR 活動を推進してま

いります。これらの取り組みを通じて、社会の持続可能

な発展に大きな役割を果たし、同時に自らも発展を続

け、住友化学グループが 21 世紀に目指す姿である

「真のグローバル・ケミカルカンパニー」となることを実

現したいと思います。 
住友化学の目指す姿 

健康・農業関連事業研究所(宝塚) 

生物環境科学研究所（宝塚） 
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青海工場
50億トンの石灰石と、16万ｋＷもの自家発電所を有する、デンカの主力
生産拠点

大牟田工場
高度な窒化技術をベースに、現代セラミックス化学の最先端分野を開拓

千葉工場
石油化学分野の拠点工場。樹脂から樹脂加工までの一貫生産体制

渋川工場
接着材料、電子・機能材料を核に、特色ある製品を製造

大船工場
樹脂加工事業における、中核的な生産拠点

伊勢崎工場
樹脂素材の開発力と加工技術を融合

1
4 6

5 3

2

エラストマー・機能樹脂部門

生活・環境プロダクツ部門

インフラ・ソーシャルソリューション部門

電子・先端プロダクツ部門

球状シリカ、球状アルミナ 主用途（半導体封止材料） 各種放熱用部材

┃機能樹脂：透明樹脂、耐熱樹脂、SBC樹脂
｜スチレン系汎用樹脂：ポリスチレン樹脂、ABS系樹脂
┃化成品：酢酸、ポバール
┃有機化学品：クロロプレンゴム

┃樹脂加工製品：包装資材、テープ、合成繊維、雨どい┃電子部材：電子回路基板、エミッター
┃機能性セラミックス：溶融シリカ、セラミックス粉体
┃エレクトロニクス関連樹脂加工製品：キャリアテープ

┃特殊導電材：アセチレンブラック ┃セメント・特殊混和材：ポルトランドセメント、膨張材、急結材
┃肥料：石灰窒素
┃無機化学品：アルセン

－ 大牟田工場 －

デンカ株式会社
Denka Co., Ltd.

デンカは1915年に創業し、カーバイド、石灰窒素をはじめ、セメント、合成樹脂、合成ゴム、さらに最先端の電子

材料など、さまざまな製品の開発・供給を通じて社会の発展に貢献してきました。グローバルな競争がますます
激化する中、デンカは技術革新の著しいＩＴ（情報技術）分野に使用される先端素材の開発や、高品質製品群の
新規用途の開拓などを通じて、比較優位な事業競争力を向上させています。 デンカグループでは、企業活動
全般において、法令の遵守はもちろんのこと、品質管理や安全・環境への対応について徹底した取り組みを続
け、社会的責任を果たしつつ成長し続ける企業を目指してまい進しています。

－ 製品群と生産拠点 －

1916年（大正5年）、デンカ初の工場として、石炭コンビナート都市・大牟田に建設され、カーバイド、石灰窒素

を基盤に成長しました。また、独自の電炉技術、高温技術、窒化技術を中心とする技術展開から、電池の電極
材(アセチレンブラック)、半導体封止材(溶融シリカ)、セラミックス製品（粉末、成形体）、電鉄、HV用の放熱部
材(セラミックス基盤、MMC）LED用蛍光体など、ユニークな製品群が多数生まれ、デンカ電材事業の拠点とし
て、多様な先端産業分野の発展に貢献しております。

・Denka Corporation (New York)

・Denka Chemicals G.m.b.H (Dusseldorf)

・Denka Singapore Private Limited (Singapore)

・Denka Advantech Private Limited (Singapore) 他

海外拠点

LED用蛍光体

7

五泉事業所（新潟工場・鏡田工場）
ワクチン・検査試薬、高分子ヒアルロン酸製剤を製造

ライフイノベーション部門

┃医薬関連：ヒアルロン酸、各種ワクチン、各種検査試薬
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商 号 ：日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社 

英文名 ：NIPPON STEEL Chemical & Material Co., Ltd.  

設 立 ：昭和 31 年 10 月 

資本金 ：50 億円（2020 年 3 月末現在） 

従業員数：連結：3,147 名 

株 主 ：日本製鉄株式会社 

コールケミカル事業 化学品事業 機能材料事業 金属箔事業 

メタル担体事業 球状微粒子事業 ボンディングワイヤ事業 マイクロソルダーボール事業

HIP 加工品事業 エポキシ事業 炭素繊維複合材事業 ピッチ系炭素繊維事業 

会社概要 

事業紹介 

事業拠点 

2018 年 10 月 1 日、新日鉄住金化学と新日鉄住金マテリアルズは経営統合し、日鉄ケミカル＆マテリアルが誕生しま

した。両社の統合によって、主力であるコールケミカル事業と化学品事業を強化する一方で、新日鉄住金化学の芳香

族化学をベースとした、合成・精製・配合等の素材設計製造技術と、新日鉄住金マテリアルズ 

の薄箔・細線・微粒子等の材料技術を融合させ、日本製鉄グループが目指す総合素材対応力強 

化の一翼を担う体制を整えます。 

日本橋本社 
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絶えず革新による成長を追求し、グローバルに存在感のある化学企業グループへ

化学の持つ無限の可能性を、豊かな社会のために―

化学の未来と、夢の実現に向けて

 合成化学品研究所（袖ヶ浦、茂原、大牟田）
 高分子材料研究所（袖ヶ浦、市原）
 機能材料研究所（袖ヶ浦、名古屋、岩国大竹）
 新事業開発研究所（袖ヶ浦）
 生産技術研究所（袖ヶ浦、大阪、岩国大竹、大牟田）
モビリティデベロップメントセンター（本社、袖ヶ浦）
三井化学アグロ（株）農業化学研究所（茂原、野洲）
(株)プライムポリマー自動車材研究所、産包材研究所（袖ヶ浦、市原）
三井化学東セロ(株)開発研究センター（名古屋、古河）
三井化学シンガポールＲ＆Ｄセンター(株)（シンガポール）

三井化学の全社R&D戦略の中核を担うのが袖ケ浦センターです。関係会
社を含め、約1000名を擁する国内最大規模の研究開発拠点です。各工
場地区にも、生産技術研究所をはじめ、各工場に関連する研究開発組
織を置き、全地区一丸となって研究開発に取り組んでいます。

※三池の石炭を発見した伝説の絵
1469年、一農夫、伝治左衛門(でんじさえもん)が現在
は大牟田工場内に位置する三池稲荷山で、燃える石
(石炭)を発見したと言い伝えられています

化学は、素材の価値を飛躍的に高めて、人々の生活に新たな豊かさをつくり上げていく夢の産業
です。三井化学は、化学産業の立場から、人と社会、さらに地球の環境を見つめています。そし
て、革新的な技術と素材、および新しい機能を持った製品を広く社会に提供しています。

化学の持つ無限の可能性を、豊かな社会のために。そして「夢の実現」のために―。
三井化学はますます高まる化学産業への期待に応えていきます。

三井化学は、「地球環境との調和の中で、材料・物質の革新と創出を通して高品質の製品とサー
ビスを顧客に提供し、もって広く社会に貢献する」ことを、企業理念として掲げています。これ
を実現するため、「化学」「革新」「夢」の三井化学 ～絶えず革新による成長を追及し、グロー
バルに存在感のある企業グループ～を目指し、全社を挙げて取り組んでいます。

大牟田工場は、九州のほぼ中央、有明海に面
した福岡県大牟田市に位置しています。1912
年（明治45年）に石炭化学からスタートし、
有機合成技術を蓄積してきました。
現在は、ウレタンの原料であるイソシアネー
トをはじめ、プラスチックメガネレンズの原
料、低環境負荷の農業化学品やバイオ技術を
活かしたアミノ酸類などを生産しています。

紹介ブースでは、三井化学の製品、特に大牟田工場
で生産されている製品を中心にサンプルを展示して
います。

◎材料・物質の革新と新機能創出をめざし、研究開発組織
の技術力を結集。三井化学グループの事業強化・拡大に資
する製品の開発と、次世代に向けた技術開発・材料開発に
取り組んでいます。

国内研究拠点

企業理念

事業概要

紹介ブースで

高屈折率メガネレンズ原料

イソシアネートなどのウレタン原料

低環境負荷の農薬(ﾉﾝﾊﾛｹﾞﾝ）

研究開発

大牟田工場

- 10  -
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 正晃は医療機関や大学・企業・官公庁などの研究機関に薬品
や関連機器、システムを販売する専門商社です。 

今回の日本化学会参加企業の多くは、正晃のお客様です。 
 医療関係者や研究者のもとへタイムリーに商品や情報をお届
けするほか、あらゆるニーズに応えることで業界の信頼を得て
70年。正晃は人々の健康維持や将来の日本の発展に貢献して
います。今年は、新型コロナウイルス対策のためのPCR機器や
検査薬、アルコール消毒液、マスクや手袋・防護服などを供給
し、感染の拡大防止に寄与しています。 

正晃株式会社 人事総務部 
☎ 092-621-8199 ✉ jinji@seikonet.co.jp

 医療と研究の専門商社 

≪日時≫ 2020年12月17日（木） 
午前の部：10：00～11：30 

 午後の部：14：00～15：30 
≪プログラム≫  

１．医療業界解説 
２．各社紹介  
３．若手活躍社員のパネルディスカッション 
４．人事担当者による就活アドバイス  

３社合同医療業界セミナ―に参加しませんか？ 

医療業界に興味がある方へ・・・ 

正晃・キシヤ・翔薬 九州を代表する医療商社三社が業界について説明します♪ 
オンライン（ZOOM）なので、自宅にいながら私服参加OK

リクナビ2022に
プレエントリー後
ご予約下さい♪ 

QRコードで 
予約画面へGO♪ 



私たちは単にハードウェアやシステムを提供するだけでなく、
お客様に応じた最適なソリューションを通し「満足」を提供します。

ソフトウェア
開発サービス

ネットワーク
構築サービス

ドローン活用
支援サービス

AI・IoT活用
支援サービス

ハードウェア販売
・保守サービス

大分県大分市東春日町17番57号 ソフトパーク内

TEL／097-537-1212 FAX／097-537-2694

大分本社 URL／https://www.oec.co.jp

当社ソリューション情報
お問い合わせはコチラ→

東京都中央区東日本橋2-15-4 ＰＭＯ東日本橋3F

TEL／03-5833-8760 FAX／03-5833-8761

東京本社



KATSURA ROLLER MFG. CO,.LTD.

加貫ローラ製作所は、1899年に大阪市西区にて「加貫商店」として創業。剣道防具を修理する個人

商店としてスタートしましたが、当時の印刷業界で使われていた革製ローラーの修理を引き受けた
ことをきっかけに事業を転換。現在では、多種多様な産業用ローラーの設計・開発・生産・販売をお
こなっています。
主力のゴムローラーについては西日本No.1の規模を誇るとともに、近年では金属ローラーの設計・

開発にも注力するなど活動領域を広げています。製・販・技が一体となった課題解決型提案活動で、
高性能・高品質なものづくりをお客様の現場から支えています。

製品情報

新製品紹介

高強度・高離型シリコーン材質「白C970N」
シリコーン本来の特徴である高離型を維持し、
弱点であった強度の補強を実現した新規シリコーン材質。

フィルムのシワ伸ばし「コンケーブローラー」
フィルム生産ラインで発生するシワ問題を
コンケーブ（逆クラウン）形状にすることで解決。
周速度が速い端部方向にフィルムを拡幅させる。

会社概要

創業／設立 1899年4月／1948年6月 資本金 1億円（非上場）

代表 代表取締役 加貫泰弘 従業員数 440名

本社所在地 大阪府大阪市生野区中川5丁目3番13号

拠点 工場：茨城、千葉、滋賀、大阪、北九州
営業所：千葉、東京、名古屋、大阪、北九州など12拠点
海外：加貫ローラ（蘇州）有限公司（中国）、台日工業有限公司（台湾）、韓国カツラ㈱（韓国）

カテゴリ 市 場 主な用途

印刷ローラー
オフセット・新聞・グラビア・
金属・フレキソなど各印刷機

インキ練り・給水・圧胴 etc.

工業ローラー
フィルム・鋼板・建材・繊維・製紙・
ゴム表面処理・異物対策 etc.

搬送・フィルム延伸・鋼板圧延・
異物除去(粘着)・コーティング etc.

金属ローラー
軸芯・CFRP芯・低たわみ構造・
表面加工 etc.

軽量化・高剛性・しわ防止・
スリップ防止・耐腐食 etc.

関連商品 印刷関連部材・メンテナンス用品 洗浄・保護 etc.



*

*

本 社

東 京 支 店

大 阪 支 店

滋賀研究所

滋 賀 工 場

事 業 所 大分、徳山、岩国、水島、堺、四日市、青海、新潟、川崎、千葉、鹿島、苫小牧

出 張 所 喜入、松山、宇部、姫路、加古川、和歌山、知多、豊橋、北陸、上越、いわき、仙台、八戸、室蘭、釧路

Email及び連絡先

学んだことを活かすことができます。（化学工学系は設計技術者も可能です。）

また、当社では、学科にかかわらずいろんな分野にチャレンジし、幅広く学び成長できる

職場環境を整えています。

総合職の社員は、入社7年を経過した時点で「係長」に昇格させｷｬﾘｱｯﾌﾟを図っています。

さらに、経験を積むことにより、所長や部門長の職責を担います。

入社後の期待

（Email) entry@kansa-hoon.co.jp    (連絡先）06-6252-6343

基本的には、化学系は研究開発、機械系は設計技術者、土木系は工事技術者として大学で

③各種機器装置設計施工据付（焼却炉、加温庫、脱臭）

④タンク及び配管の電気加温（面ヒーター）設計製作取付工事

⑤回転テレビ式煙突内部点検及び自動煤取清掃耐火工事

滋賀県栗東市高野234番地

建設業：当社は国土交通大臣許可業者です。

東京都中央区銀座二丁目4番9号(SPP銀座ビル5階）

関西保温工業は、「熱を逃がさない」をモットーに、技術開発に力を注ぎ「地球環境の保護」に

たゆまぬ努力を傾注して、社会に貢献することを使命と考えています。

②耐酸、防水、防食、配管、建築工事の設計施工

「省エネルギー断熱工事・環境クリーン工事」の設計施工

学生の皆さんへ

事
業
内
容

事
業
所

当社の断熱技術は、地球温暖化対策に貢献しています。

これを継続していくために、次のテーマを重点技術におき、開発をさらに進めてまいります。

省エネに関心ある人、待ってます。

大阪市中央区南船場四丁目6番10号（新東和ビル4階）

滋賀県守山市勝部四丁目1番17号

関西保温工業株式会社

材料の開発と製造

　保温、保冷、鉄骨耐火、築炉、耐酸、防水、防食、防音工事の材料の開発製造

（省エネ効果の高い保温材、無機多孔質保温材・保冷材、断熱キャスタブル耐火物、難燃防水シート等々）

(各種プラントの保温、保冷、耐火、築炉工事等の設計施工）

大阪市中央区南船場四丁目6番10号（新東和ビル4階）

今
後
の
展
開

①省エネルギーシステムの開発

②環境クリーン化技術の開発

③次世代新素材の研究開発

　＊当社の断熱技術は、地球温暖化対策に貢献しています。

（取引先）石油精製、石油備蓄基地、石油化学、一般化学、鉄鋼、金属、電力、ガス、製薬、

研
究
開
発

建
設
業

　繊維工業、食品会社等のプラントを主たる対象にします。

①省エネルギーを目的とした保温、保冷、鉄骨耐火被覆、耐火、築炉工事の設計施工
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人事部 九州事務所 採用・キャリアサポートＧｒ． 
〒８０４－８５３８ 福岡県北九州市戸畑区中原先の浜４６－５１ 山九㈱先の浜ビル１Ｆ 

ＴＥＬ：０９３－８８４－９６３３ FAX：０９３－８８４－９６３２ 

北九州発祥。東証１部上場。創業１００年。 

【企業ビジョン＆ポリシー】 

“ひとを大切にすること”を基本理念とし、お客様にとって
なくてはならない存在としての山九を築きます。 

そして、社業の発展を通じて社員の福祉向上、ならびに
社会の発展に寄与します。 
▶良き企業市民として、国際社会の発展に寄与します。

▶産業進化に即した、最高のサービスを提供します。

▶“現場の知恵・汗”を大切にし、社員の可能性を育みます。

【企業の特徴】 

事業分野 
◆プラント・エンジニアリング事業【PE事業】
・新規建設、既存設備の増強・改造工事
・メンテナンス（日常保全／大型定期補修）

◆オペレーション・サポート事業【BS事業】
・製鉄・石油精製・石油化学プラントの操業
・上記付帯作業（原料荷役・棟間輸送・出荷荷役）

◆ロジスティクス事業【LS事業】
・国内輸送（陸運・海運・空運・港湾荷役・倉庫）
・国際複合輸送（陸運・海運・空運・輸出入通関）
・３ＰＬ（企業物流一括請負）

会社概要 
主要顧客 日本製鉄 ＪＦＥスチール 神戸製鋼所 三井化学 

三菱ケミカル 住友ケミカル 旭硝子 ＪＳＲ 等 

関連企業 山九プラントテクノ 日本工業検査 等 全９０社 

連絡先 中城（なかじょう） 山本 林田 

Ｅ-ｍａｉｌ：ｔｎａｋａｊｏ＠ｓａｎｋｙｕ．ｃｏ．ｊｐ 

得意分野

◆製鉄設備 高炉改修シェア 国内１位 

◆石油石化設備 設備保全シェア 国内２位 

◆最高峰の超重量物特殊輸送＆精密据付技術

（プラント機器据付、橋梁架構、各種特殊輸送）

◆業界屈指の幅広い対応分野

・石油化学／エネルギー／環境／薬品／自動車、等

◆３ＰＬ（一般消費財／工業製品／基幹素材）

~ EP “ T ” C+“O”+3PM+3PL ~ 
山九グループは、プラント・エンジニアリング、ロジスティクス、オペレー

ション・サポートを有機的に結びつけた、世界でも類を見ないビジネスモデ
ルを構築しています。 
プラントの企画段階から、設計・建設・重量物輸送・据付・試運転までのト

ータルなサポートが可能。さらに、お客さまの操業支援と設備のメンテナン
ス、調達・生産・販売までの各種物流にいたるまで、すべてお任せいただ
ける体制を整えています。 

- 16  -



創立１１３周年を迎えた住友グループの素材メーカーです。

社会インフラや街づくりには欠かせない≪セメント≫を磐石のコアビジネスに、光電子・新材料と

いった分野へも最先端の技術を提供しています。当社のコア事業であるセメント事業では、産業廃棄

物を工場で受け入れリサイクルするなど、環境への負荷をできる限り低減する【循環型社会】の維

持・発展に貢献しています。

セメント 鉱産品 建材

光電子 新材料 電池材料

セメント関連事業

高機能品事業
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WDB（株）エウレカ社

多くの社員が化学・バイオ系の分野で活躍しています。

配属先
企業内訳

電機・その他
10%

公的機関・大学
11%

エウレカ社の社員が担う業務レベルは、最初から「研究補助者」や「研
究技能者」となり、研究者のトップレベルとなります。

正社員として雇用されるので、賞与や住宅補助等、福利厚生は
充実しています。

研究補助者

研究技能者

支援者

ある程度自立して
研究補佐を行う

主体的に研究を行う

指示通りに技能的
な実験補佐を行う

業務のレベル 福利厚生の充実

■学会参加費補助
■単身者帰省旅費支給
■サークル活動補助金制度

■エリア懇親会補助金制度
■社員旅行
■慶弔見舞金

■提携施設利用
■退職金

無期

正社員雇用

資格補助 
（試験料負担
・祝金）

住宅補助・
転居支度金

長期就労
慰労金通信費補助

昇給年１回
（5月）

賞与年２回
（7月、12月）

サークル活動
補助金制度各種手当

（職務・役職 
配属・扶養等）

研修受講料
補助

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング2F TEL 03-6212-8811 URL https://www.wdb-eu.com
WDB株式会社 エウレカ社

研究職をあきらめたくないあなたへ

研究者

私たちは研究職の正社員型派遣会社です。エウレカ社の正社員として入社していただくので、安定した雇用環境
の中、最先端の研究現場でスキルを磨くことができます。皆さんの進路の選択肢の１つにぜひ研究職正社員型派
遣を加えていただきたいと思っています。

化学

配属先 業務例

配属先

業務例
新規化合物の合成・
触媒開発業務・
有機合成・無機合成・
高分子合成・化学分析

東レ（株）・AGC（株）・
（株）カネカ・
三菱ケミカル（株）・
日東電工（株）・
ENEOSグループ

武田薬品工業（株）・エーザイ（株）・
中外製薬（株）・ファイザー（株）・
アステラス製薬（株）・サノフィ（株）

抗体医薬品の新規開発・
遺伝子操作・細胞培養・
化学分析・動物実験

31%31%

33%33%

医薬

その他

15%15%
食品



中本パックス株式会社

当社は1941年に洋紙卸売店を創業して以来、グラビア印刷による食品包装資材の加工をはじめ、医療・医
薬、ＩＴ・自動車、日用雑貨など、様々な分野への技術提供と製品供給により社会貢献してきました。
地球温暖化や海洋汚染に伴う脱プラが求められる現在、当社ではクリーン＆セイフティ宣言のもと、薄肉化
や易リサイクルなど環境にやさしい素材開発・改質を推進しています。また、今後の国内人口・消費減少を見
据えて新たな分野開拓と技術提供で全天候型経営を強化するとともに、中国、ベトナム、アメリカなどグロー
バル化で企業競争力を高め、責任ある企業として成長し続けられるよう努力していきます。

【事業内容】

グラビア印刷 食品包装容器・資材、日用雑貨、住宅建装材・家具 等

ラミネート加工 食品包装資材、ITデバイス内臓フィルム、自動車部材 等

コーティング加工 ITデバイス内臓フィルム、半導体関連工程紙、医療・医薬部材 等

素材開発・改質 PET開発（食品用途：高耐熱・薄肉剛性、忌避剤等：保香性・耐薬品性） 等

リペレット製造 廃プラスチック二次資源化（リサイクルペレット製造・販売）

【事業拠点】

埼玉工場

筑波工場

竜ヶ崎工場
押出成形工場

名張工場
柏原工場

関東事業所

東海営業部
本社
九州営業部

食品包装で培った印刷技術、ノウハウは様々な商材となって流通しています。
印刷のデザインや彩りなど視覚的領域を越えて、工業用途機能性や付加価値性を実現しています。

■グループ国内拠点 ■グループ海外拠点

株式会社アール 中国河北省 3社

株式会社中本印書館 中国蘇州市 2社

株式会社サンタック アメリカテネシー州 1社

エヌアイパックス株式会社 ベトナムフエ省 1社

三国紙工株式会社

国内では、印刷、ラミネート、コーティング、素材開発に加えて、
2020年11月にシーティング（PETシート押出製膜）事業を始動し
ます。
海外では、国内事業の水平展開とともに日用雑貨（布団圧縮
袋、射出成型部品）や自動車関連部材（天井材、サンシェード、
フロアカーペット、インシュレーターなど）を手掛けています。
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