拠

点
本社本社

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-9-9
石川LKビル4F
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-9-9
石川LKビル4F
TEL：
TEL：03-3252-1703
FAX：03-3252-1708
03-3252-1703
FAX：03-3252-1708

大阪支店
大阪支店

研究所
群馬営業所

南那須工場

ディ
プレイパネル製造
ディス
スプレイパネル製造
看板資材製造
看板資材製造

●
●

沼津営業所＆工場
沼津営業所＆工場

栃木複合工場

粘着加工
粘着加工

ディ
プレイパネル製造
ディス
スプレイパネル製造
粘着加工
粘着加工

●

●

富士工場

●

栃木成形工場

KRボン
ド製造
KRボンド製造

●

食品用成形容器製造
食品用成形容器製造

大阪支店

●

本 社
千葉ヘルス工場
医療機器製造
医療機器製造
衛生用品製造
衛生用品製造

●
●

〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-32
〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-32新大阪アーズビル6F
新大阪アーズビル6F
TEL：06-6325-1919
FAX：
06-6325-1921
TEL：06-6325-1919
FAX
：06-6325-1921

沼津営業所
沼津営業所

〒410-0872
静岡県沼津市小諏訪480
〒410-0872
静岡県沼津市小諏訪480
：055-951-3153
：055-962-2360
TEL：TEL
055-951-3153
FAXFAX
：055-962-2360

研究所
群馬営業所

〒321-0532 栃木県那須烏山市藤田1181-155
〒370-0501
群馬県邑楽郡千代田町福島242-4
TEL：0287-88-6080
FAX：0287-88-6081
TEL：0276-86-9331 FAX：0276-86-9332

沼津工場
研究〒410-0872
所
静岡県沼津市小諏訪480

TEL：055-951-3153 FAX：055-962-2360
〒321-0532 栃木県那須烏山市藤田1181-155
TEL：富士工場
0287-88-6080 FAX：0287-88-6081
〒417-0826 静岡県富士市中里字水門前2626-17
沼津工場
TEL：0545-32-0555 FAX：0545-32-0556
〒410-0872
静岡県沼津市小諏訪480
栃木複合工場
TEL：055-951-3153 FAX：055-962-2360
〒329-4306 栃木県栃木市岩舟町曲ヶ島882
TEL：0282-55-2859 FAX：0282-55-4648
富士工場

栃木成形工場
〒417-0826
静岡県富士市中里字水門前2626-17
TEL：
0545-32-0555
FAX：0545-32-0556
〒329-4306
栃木県栃木市岩舟町曲ヶ島882
TEL：0282-55-6861 FAX：0282-55-5615
栃木複合工場
南那須工場

〒329-4306
栃木県栃木市岩舟町曲ヶ島882
TEL：
〒321-0532
栃木県那須烏山市藤田1600-50
0282-55-2859
FAX：0282-55-4648
TEL：0287-88-1016
FAX：0287-88-1019

栃木成形工場
千葉ヘルス工場

KOYO SANGYO
Smiling Technology
+Effort
+Inspiration
+Continuation
=Creation

〒289-1537
千葉県山武市松尾町借毛本郷665
〒329-4306
栃木県栃木市岩舟町曲ヶ島882
TEL：
TEL：0479-86-4141
FAX：0479-86-4144
0282-55-6861
FAX：0282-55-5615

関連会社及び海外事務所

南那須工場

〒321-0532 栃木県那須烏山市藤田1600-50
PT.KOYOLEM
INDONESIA

TEL：0287-88-1016 FAX：0287-88-1019
JI.. Lemindo No. 1, Cikuda, Wanaherang Gunung Putri, Kab. Bogor-16965
千葉ヘルス工場
West Java-Indonesia
千葉県山武市松尾町借毛本郷665
概 要〒289-1537
：KOYOBOND(水性高分子－イ
ソシアネート系木材接着剤)の製造・販売
TEL：0479-86-4141 FAX：0479-86-4144

瀋陽光洋産業有限公司

関連会社及び海外事務所

瀋陽光洋産業有限公司

瀋陽光洋産業有限公司 上海分公司

中国遼寧省新民市城区柳河路36号
概 要：KOYOBOND(水性高分子－イソシアネート系木材接着剤)の製造・販売
U R L：http://sykoyoweb.com/

瀋陽光洋産業有限公司 上海分公司
中国上海市青浦工業園区盈秀路98号第5棟
概 要：両面テープ製造販売、各種発泡品・ゴム・樹脂シートの粘着加工及び販売

瀋陽光洋産業有限公司

瀋陽光洋産業有限公司
KOYO SANGYO VIETNAM CO.,LTD.(略称KVC)

KOYO SANGYO VIETNAM CO.,LTD.(略称KVC)

PT.KOYOLEM INDONESIA

中国遼寧省新民市城区柳河路36号
KOYO SANGYO VIETNAM CO.,LTD.(略称KVC)
概 要：KOYOBOND(水性高分子－イソシアネート系木材接着剤)の製造・販売
LOT B 3B10 CN, MY PHUOC INDUSTRIAL PARK 3, BEN CAT DISTRICT,
U R L：http://sykoyoweb.com/
BINH DUONG PROVINCE, VIETNAM
概 要：KOYOBOND(水性高分子－イソシアネート系木材接着剤)の製造･販売
U R L：http://koyoweb.com.vn/

KOYO SANGYO VIETNAM CO.,LTD.(略称KVC)
LOT B 3B10 CN, MY PHUOC INDUSTRIAL PARK 3, BEN CAT DISTRICT,
BINH DUONG PROVINCE, VIETNAM
概 要：KOYOBOND(水性高分子－イソシアネート系木材接着剤)の製造･販売
U R L：http://koyoweb.com.vn/

CORPORATE PROFILE
会社案内

社長あいさつ

会社概要

光洋産業は、
その社名の通り、明るく、広い視野を持ち続ける、
そんな人たちが集まる

社

会社でありたいという思いを胸に1958年に創業しました。当初は化学品の販売会社

決算期

毎年2月（年1回）

光洋産業株式会社
（KOYO SANGYO CO.,LTD.）

としてスタートし、1972年には自社研究所で接着剤を開発、
さらにその応用技術を活
かした製品であるポリスチレン発泡体の粘着加工、その他断熱材などの粘着複合

事業所

本社所在地

材、水性高分子-イソシアネート系木材接着剤の開発と生産体制を確立するなど、他

本社（東京）、支店（大阪）、営業所（沼津・群馬）
研究所（那須烏山）
工場（栃木・那須烏山・沼津・富士・山武）

東京都千代田区鍛冶町1-9-9 石川LKビル

社にはないオンリーワンの製品開発を常に目指し、独自の強みを育ててまいりました。

電話番号

また、早くからアジアを拠 点にグローバル事 業にも注 力。1 9 9 3 年にはインドネシア、

取引銀行

03-3252-1703

1995年には中国、2011年にベトナムに生産拠点を設立。
日本の研究所で生み出し
たオリジナル技術を海外工場で活かし、生産・販売を実施するといったグローバル戦

三菱ＵＦＪ銀行 室町支店
三井住友銀行 日本橋支
店みずほ銀行 神田駅前
支店商工中金 上野支店
足利銀行 烏山支店

e-mail

略における成功モデルも構築してまいりました。
私たちは「努力＋ヒラメキ＋持続＝創造（smiling

名

info@koyoweb.com
設

technology）」
という企業理念を掲

1958年4月2日

げ、独創性の高い製品を開発してまいりましたが、その技術開発力こそが、私たちの
最大の武器と自負しています。
しかし、技術は一朝一夕では生まれません。当社の社

売上高

代表者

員は“誰もやっていない技術”“無理だとあきらめている技術”“ユニークな技術”であ

代表取締役社長

ればあるほど、
どん欲に取り組む姿 勢を大 切にしています 。お客 様に喜んでいた
だくためには、
どんな技術が必要かを考え抜き、チャレンジする企業文化を社員全

舟山

(単位：100万円)

聡一

14,000
12,000

資本金

員で育んできました。開発においてはすべてが成功するわけではなく、むしろ失敗の

10,000

10,000万円

方が多いといえます。
しかし、挑戦から生まれた副産物的な技術が、現在の当社を

8,000
6,000

従業員数

支えているのも事実です。失敗を恐れない、転んでもただでは起きない、そんな光洋
産業で働く社員達の“心の共通点”が、会社をこれからも大きく成長させていくものと
考えています。今後とも、チャレンジ精神で新しい何かを開発する光洋産業に、ぜひ

立

代表取締役社長

舟山 聡一

4,000

288名

2,000
0

ご期待ください。

企業理念

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

組織図
本

ヒラメキ
努 力

=
持 続

創造

社

大阪支店

Smiling
Technology

沼津営業所
取締役会
群馬営業所

当社の基本方針は、
｢広く情報収集に徹し、独創性のある技術を確立し、商品化する｣ことにあり、
常に他社にない新技術をカギとして
業務の複合化を進める事に重点をおいています。
この目的達成の為には「技術の厚い蓄積」と「ヒラメキ」の
有機的な結合が重要であると心掛けております。

研究所
工

場

●ウッドラック部
●ホームセンター部
●包装資材部
●KR化成品部
●機能複合材部
●金属エンジニアリング本部
●管理部
●資材部
●特許部

●沼津工場
●富士工場
●栃木複合工場
●栃木成形工場
●南那須工場
●千葉ヘルス工場

サイン・ディスプレイ材
Sign and Display Materials

接着剤
Wood working Adhesives (KOYO BOND)

担当部署［ウッドラック部・ホームセンター部］

担当部署［KR化成品部（接着剤）］
KRボンドは、構造用集成材、合板、フローリング、家具などの木工専用の工場へ販売されており、
皆さまの生活の中の、身近にある木材製品に幅広く使用されています。この世界中で使用されて
いるKRボンド「水性高分子‐イソシアネート系木材接着剤」を世に生み出したパイオニアとして、
私共はこれからも環境に優しく、画期的な技術を開発すべく、技術開発に努めてまいります。

発泡スチレンパネル「goo！パネシリーズ」と切り文字看板素材である「３D LETTER MATERIALS」を
中心に、当社オリジナル技術によるサイン•ディスプレイ関連製品の製造•販売を行なっています。
また全国のホームセンターへ当社オリジナル商品のデコパネ、ワンダーズ（木製品）を中心に販売しています。

3D LETTER
MATERIALS
goo!パネ
goo!パネは年間売上枚数
No,1※のスチレン
パネルです。

KRボンド受賞歴など
1972年 水性高分子-イソシアネート系木材接着剤
（KRボンド）
を発明。
国内22件、
海外11カ国で特許を取得。
1995年 公益財団法人日本化学会「第43回化学技術賞」
受賞
2012年 独立行政法人国立科学博物館より
「未来技術遺
産」にKRボンド製造開始当初の攪拌釡が登録。

ＫＲボンド

3D LETTER MATERIALS
（チャンネルボード）は、あらゆ
る切り文字加工に対応す
るバリエーションを取
り揃えています。

KRボンドは当社が独自の技術と研究に
よって開発した接着剤です。開発以来、数
多くの特許を確立して、世界８カ国にライセン
ス供与し、世界的に広く商品化されています。水性
でありながらその高い接着性能が認められ、日本工業
規格（JIS K 6806）に制定されています。さらに農林水
産規格（JAS）の構造用集成材への認可を受け、現
在では構造用集成材へ使用される代表的な接着
剤のひとつです。海外ではＫＯＹＯＢＯＮＤの
名称で親しまれ、中国、ベトナム、インドネ
シアに生産拠点を設け、アジア全域
へ供給し、家具などの製造に使用
されています。

※当社調査

重要科学技術史資料
記念盾

ワンダーシェルフ
ウッドラック
当社は、デュポン・スタイロ
（株）のオリジナルブランド
「ウッドラック」の東日本の
総代理店です。

自由に簡単に組立が出
来る光洋オリジナル
組立家具です。

担当部署［KR化成品部（住宅関連部材)］

サイン資材

デコパネ

建築資材 畳資材
House Interior Materials

アルミ複合板、カッティン
グシート、インクジェットメディ
ア等あらゆるサイン関係の部
材を取り扱っています。

当社オリジナル技術であるノンホルムアルデヒド接着剤のKRボンドや、水性ながら高い性能を持つ
粘着剤。それらを融合させる事によって、地球や人、環境に優しい製品づくりを目指しています。
特に生活に直接関わる畳や、住宅建材関連などの製品を中心に開発しており、畳の芯材には、農産
廃棄物であった「高粱（こうりゃん）」の茎を利用した高粱ボードや、各種素材によって構成された
高機能置き畳、貼り畳（花たたみHAL・OKU）などをラインナップしています。
これからも多様化していく生活空間に、オリジナル技術による新しい提案をしてまいります。

POP、工作、応援うちわ
など幅広く使える当社オリジ
ナルのパネルです。

花たたみOKU
敷くだけで本格的な和風空
間を演出する、置き畳です。
防炎認定、アンモニア消臭などの
機能性を持ち、変色がほとんど
無く、寸法安定性に優れ、
お手入れも簡単です。

高粱ボード

輸入材
ワンダーフォーム
リフォームや部屋の模様替
えなど様々なシーンで使用
出来る光洋オリジナル
内装用壁材です。

当社が独自に開発した、
オリジナルボードです。
天然素材である高粱と、KRボ
ンドの技術を融合させた
薄畳用芯材です。

海外より集成材等の木材、
プラダンなど輸入材を
取り扱っています。

高粱とは

高粱ボード
使用例
薄畳の他、床暖房畳の芯材と
して複数のガス会社様に
よる厳しい試験に合
格しています。
※高粱=こうりゃん

イネ科の１年草で世界
５大穀物の一つ。飼料など
に利用され、茎は農産廃棄物
として処分されています。この
高粱の茎を当社の技術で接
着・成型し、高粱ボードを
開発しました。

花たたみHAL
カラーバリエーションに富ん
だ、タイル調畳です。裏面に独自
の密着材を採用、その加工性、施工
性の高さと耐水性、クッション性、
防炎認定等の機能性から、新
築からリフォームまで幅広
い用途に適します。

超低VOC両面テープ・防音対策製品
Materials and Processing Solutions

メディカルヘルスケア
Medical and Healthcare

(Noise-proof,Vibration-damping,Fire-proof,PSA,Adhesive)

担当部署［機能複合材部（メディカル）］

担当部署［機能複合材部（機能複合材）］

清潔で快適な生活に貢献するトイレタリー製品を開発し提供しています。
首都圏に近接した千葉ヘルス工場を拠点として、高度医療機器製造販売業、
医薬部外品製造業取得、ＧＭＰに準拠した生産、品質管理体制でOEM製品の
製造、海外製品の導入拠点としてお客様のニーズに対応しています。

世 の 中にあふれるたくさんの 素 材を上 手にか つ 効 果 的に使 いこなすことは 、
なかなか 簡 単なことではありませ ん 。私達はそれらを収集し活用して、皆様の
ニーズに叶う新機能の材料や製品を、皆様と一緒に作り上げていく仕事をしてい
ます。派手さはなくとも裏方で支えるいぶし銀。生活に密着した様々な機器の中に、
私たちは隠れています。

開発から製品化まで
受託しています。

防音対策製品
ネオフェード

救急絆創膏等、
衛生材料の製造受託

非塩ビ系樹脂を使用した
高性能な制振材
フィルム・シートです。

超低VOC
両面テープ
KOYOBONDTAPE

各種製品の製造
受託しています。

独自の水性エマルジョン粘着
剤を使用した超低VOC両
面テープです。

バイオプローラ
迅速・簡便・高性能な
微生物迅速
検査装置です。

電磁波シールド
EMC Solutions

担当部署［機能複合材部（建材用電磁波シールド及び工事）］
IT時代の建築空間は、電磁波環境のコントロールが必要です。特にオフィス
ビルやデータバンク施設などでは、電子機器の誤作動防止や電波情報の漏洩
防止対策が不可欠となってきました。
これらを解決するための対策材料の開発から施工アドバイス、シールド工事
まで一貫して行なえる体制を整えています。

海外医療機器
の国内承認。
医薬品原料、
トイレタリー製品の輸入
申請業務・国内選任製販・
輸入・検査・業務を受託
しています。

各種製品の製造
受託しています。

担当部署［包装資材部］

建材用電磁波
シールド

農業資材や飲料カップふた材等の食品容器の製造・販売を行っています。汎用樹脂のほか、高耐
熱性樹脂、生分解性樹脂も取り扱っています。工場は、シート押出から成形まで一貫生産できる
設備を整えており、数多くの食品メーカーの品質基準をクリアーしております。都心から80ｋｍ
圏内の、首都圏へのアクセスが非常に良い場所に立地しており、高品質な製品を素早く供給でき
る体制が整っています。

テープやフィルムから扉ま
で、電磁波シールド
関 連のアイテム
群です。

電気・電子
対策部材

特殊樹脂成形
容器のまま焼成や再加
熱に耐えられる高耐熱性樹
脂[C-PET]、土中で分解す
る生分解性樹脂[PLA]
の製造販売も行って
います。

押出+ペレット
シート押出から成形まで
一貫生産しています。
押出し品目：HiPS、
PLA、PP

電子機器誤作動防止・電波
情報漏洩防止等に使
用します。

サイト、試験設備、
エンジニアなどを
ご提供します。

清浄綿・
ウェットシート製品
の製造受託

食品用成形容器
Food Packaging Materials

(Electro magnetic Compatibility)

EMC計測
サービス

医療機器・
医薬部外品・
化粧品の製造受託

電磁波測定
実施した磁場測定に基
づき、シミュレーション・
シールド施工方法を
ご提案します。

磁気シールド
加工性の高い
磁気シールド性金属
シートです。

食品用成形品
加工食品用の容器や
飲料リッド等を製造販売
しています。

農産用容器
農産物用容器を規格・
別注品で販売して
います。

設備
圧空成形機8台、
真空圧空機5台の設備を
所 有して います 。
容器製造品目：OPS、
A-PET、PP(PPF)、
C-PET、PLA

