
2023年4月1日現在　235社
一般社団法人 日本化学品輸出入協会

No. 会社名 本社住所

1
アークサーダジャパン株式会社 〒104-6591

東京都中央区明石町８－１
聖路加タワー　３９階

2
ＩＬＳ株式会社 〒101-0041

東京都千代田区神田須田町２ー６
ランディング神田ビル８階

3
ＩＣＬ　ＪＡＰＡＮ株式会社 〒112-0004

東京都文京区後楽２－２－２２
住友不動産飯田橋ビル２号館ウイング

4
アクサルタコーティングシステムズ
合同会社

〒105-0001
東京都港区虎ノ門一丁目２番８号
虎ノ門琴平タワー４Ｆ

5
旭化成株式会社 〒100-0006

東京都東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
日比谷三井タワー

6
旭化成アドバンス株式会社 〒105-0004

東京都港区新橋６－１７－２１
住友不動産御成門駅前ビル

7
アシュランド・ジャパン株式会社 〒104-0033

東京都中央区新川１－６－１
アステール茅場町ビル３Ｆ

8
アステラス製薬株式会社 〒103-8411

東京都中央区日本橋本町２－５－１

9
株式会社ＡＤＥＫＡ 〒116-8554

東京都荒川区東尾久７－２－３５

10
アフトンケミカル・ジャパン株式会
社

〒102-0093
東京都千代田区平河町２－１６－１
平河町森タワー７Ｆ

11
荒川化学工業株式会社 〒541-0046

大阪府大阪市中央区平野町１－３－７

12
アリスタヘルスアンドニュートリ
ションサイエンス株式会社

〒103-0027
東京都中央区日本橋一丁目４番１号
日本橋一丁目三井ビルディング１９階

13
アルケマ株式会社 〒100-0011

東京都千代田区内幸町２－２－２
富国生命ビル１５Ｆ

14
アルベマール日本株式会社 〒107-0052

東京都港区赤坂７-１-１
青山安田ビル11F

15
安藤パラケミー株式会社 〒104-0032

東京都中央区八丁堀３－２５－７
Ｄａｉｗａ八丁堀駅前ビル

16
石原産業株式会社 〒550-0002

大阪府大阪市西区江戸堀１－３－１５

17
伊勢化学工業株式会社 〒104-0031

東京都中央区京橋１－３－１
八重洲口大栄ビル１０階

会員名簿

1 / 13 ページ



No. 会社名 本社住所

18
伊藤忠アビエーション株式会社 〒107-0052

東京都港区赤坂二丁目９番１１号

19
伊藤忠ケミカルフロンティア株式会
社

〒107-0061
東京都港区北青山２－５－１
伊藤忠ビル１６階

20
伊藤忠商事株式会社 〒107-8077

東京都港区北青山２－５－１

21
伊藤忠プラスチックス株式会社 〒102-0082

東京都千代田区一番町２１番地
一番町東急ビル

22
稲畑産業株式会社 〒542-8558

大阪府大阪市中央区南船場１－１５－１４

23
イヌイ株式会社 〒541-0045

大阪府大阪市中央区道修町２－２－５

24
株式会社イノアックインターナショ
ナル

〒141-0032
東京都品川区大崎二丁目9番3号
大崎ウエストシティビル

25
イハラニッケイ化学工業株式会社 〒421-3203

静岡県静岡市清水区蒲原5700-1

26
インフィニアムジャパン株式会社 〒100-0011

東京都千代田区内幸町１－３－３
内幸町ダイビル３Ｆ

27
宇津商事株式会社 〒103-0023

東京都中央区日本橋本町２－８－８

28
ＡＧＣ株式会社 〒100-8405

東京都千代田区丸の内１－５－１
新丸の内ビルディング

29
ＡＴＴＯ株式会社 〒103-0022

東京都中央区日本橋室町4丁目5-1
さくら室町ビル5階

30
エーザイ株式会社 〒112-8088

東京都文京区小石川４－６－１０

31
株式会社エーピーアイ　コーポレー
ション

〒871-0801
福岡県築上郡吉富町大字小祝955番地

32
株式会社エストケム 〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町１－８－１２
さくら堀留ビル3階

33
エヌシーエイチコーポレイションパ
シフィック

〒194-0045
東京都町田市南成瀬１－２－２
５Ｆ

34
株式会社ＥＮＥＯＳマテリアル 〒105-0021

東京都港区東新橋1-9-2
汐留住友ビル

35
株式会社荏原製作所 〒144-8510

東京都大田区羽田旭町１１－１

36
ＭＣ山三ポリマーズ株式会社 〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町１－２－１０
日本橋堀留町ファースト　９階
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37
エメリーオレオケミカルズジャパン
株式会社

〒300-2635
茨城県つくば市東光台5-5

38
大内新興化学工業株式会社 〒103-0024

東京都中央区日本橋小舟町７－４
大内ビル

39
オー・ジー株式会社 〒532-8555

大阪府大阪市淀川区宮原４－１－４３

40
株式会社オーシカ 〒174-0041

東京都板橋区舟渡一丁目４番２１号

41
大塚化学株式会社 〒540-0021

大阪府大阪市中央区大手通３－２－２７

42
大塚製薬株式会社 〒101-8535

東京都千代田区神田司町２－９

43
岡畑興産株式会社 〒542-0082

大阪府大阪市中央区島之内１－５－６

44
岡畑産業株式会社 〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場１－７－１１

45
小川香料株式会社 〒103-0023

東京都中央区日本橋本町４－１－１１

46
オキシデンタル・ケミカル株式会社 〒105-0001

東京都港区虎ノ門１－１６－１４
アーバン虎ノ門ビル　７階

47
オクサリスケミカルズ株式会社 〒100-6007

東京都千代田区霞が関３－２－５
霞が関ビルディング

48
小野薬品工業株式会社 〒541-8564

大阪府大阪市中央区久太郎町１－８－２

49
オリヱント化学工業株式会社 〒541-0054

大阪府大阪市中央区南本町１－７－１５
明治安田生命堺筋本町ビル１１階

50
花王株式会社 〒103-8210

東京都中央区日本橋茅場町１－１４－１０

51
科研製薬株式会社 〒113-8650

東京都文京区本駒込２－２８－８
文京グリーンコート内

52
化成品商事株式会社 〒103-0004

東京都中央区東日本橋3-10-6
Daiwa東日本橋ビル７階

53
株式会社カネカ 〒107-6028

東京都港区赤坂１－１２－３２
アーク森ビル２８階

54
兼松株式会社 〒100-7017

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
JPタワー

55
川研ファインケミカル株式会社 〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町２－３－３
堀留中央ビル
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56
川津産業株式会社 〒133-0056

東京都江戸川区南小岩７－１５－２

57
関西ペイント株式会社 〒541-8523

大阪府大阪市中央区今橋２－６－１４

58
関東化学株式会社 〒103-0023

東京都中央区日本橋本町３丁目２番８号

59
ＫＩＳＣＯ株式会社 〒103-8410

東京都中央区日本橋本町４－１１－２

60
木村産業株式会社 〒103-0023

東京都中央区日本橋本町４－９－２

61
株式会社Ｋｙｕｌｕｘ 〒819-0388

福岡県福岡市西区九大新町４ー１
福岡市産学連携交流センター２号棟　227号室

62
協同油脂株式会社 〒251-8588

神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-30

63
協和キリン株式会社 〒100-0004

東京都千代田区大手町1-9-2
大手町フィナンシャルシティ グランキューブ

64
クミアイ化学工業株式会社 〒110-8782

東京都台東区池之端１－４－２６
クミアイ化学工業ビル

65
クラリアントジャパン株式会社 〒113-8662

東京都文京区本駒込２－２８－８
文京グリーンコートセンターオフィス　９Ｆ

66
株式会社クラレ 〒100-0004

東京都千代田区大手町２丁目６－４

67
クリーンケミカル株式会社 〒567-0865

大阪府茨木市横江１丁目１２番１４号

68
クレイトンポリマージャパン株式会
社

〒108-0075
東京都港区港南2-16-2
太陽生命品川ビル9階

69
株式会社クレハ 〒103-8552

東京都中央区日本橋浜町３－３－２
トルナーレ日本橋浜町

70
株式会社クレハトレーディング 〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町１－２－１０
日本橋堀留町ファースト

71
群栄化学工業株式会社 〒370-0032

群馬県高崎市宿大類町７００番地

72
Ｋ＆Ｏヨウ素株式会社 〒299-4205

千葉県長生郡白子町南日当２５０８

73
ＫＨネオケム株式会社 〒103-0022

東京都東京都中央区日本橋室町二丁目３番１号
室町古河三井ビルディング１３階

74
ケマーズ株式会社 〒105-0001

東京都港区虎ノ門４－１－１７
神谷町プライムプレイス
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75
ケミカルロジテック株式会社 〒107-0061

東京都港区北青山２－５－１
伊藤忠ビル１６階

76
株式会社ケミクレア 〒103-0004

東京都中央区東日本橋３－４－１３
VPO東日本橋９階

77
高圧ガス工業株式会社 〒530-8411

大阪府大阪市北区中崎西２－４－１２
梅田センタービル２８階

78
広栄化学株式会社 〒103-0016

東京都中央区日本橋小網町１－８
茅場町髙木ビル

79
弘栄貿易株式会社 〒650-0034

兵庫県神戸市中央区京町７１番地
山本ビル

80
株式会社合同資源 〒104-0031

東京都中央区京橋２－１２－６
東信商事ビル

81
交洋貿易株式会社 〒530-0001

大阪府大阪市大阪市北区梅田1－13－1
大阪梅田ツインタワーズ・サウス16F

82
興和株式会社 〒460-8625

愛知県名古屋市中区錦３－６－２９
興和株式会社本社ビル

83
株式会社小桜商会 〒105-0003

東京都港区西新橋３－３－１
KDX西新橋ビル　11階

84
コストコホールセールジャパン株式
会社

〒292-0007
千葉県木更津市瓜倉３６１番地（金田西２街区２画地）

85
小西安株式会社 〒103-0023

東京都中央区日本橋本町２－６－３

86
コベストロジャパン株式会社 〒105-0011

東京都港区芝公園１丁目７番６号
ＫＤＸ浜松町プレイス３階

87
坂井化学工業株式会社 〒651-2128

兵庫県神戸市西区玉津町今津１４５番地

88
酒井興業株式会社 〒541-0053

大阪府大阪市中央区本町３－５－７
御堂筋本町ビル

89
堺商事株式会社 〒530-0005

大阪府大阪市北区中之島３丁目２番４号
中之島フェスティバルタワー・ウエスト１６階

90
三京化成株式会社 〒541-0057

大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目9番8号

91
三協化成株式会社 〒544-0023

大阪府大阪市生野区林寺６－７－１１

92
三光株式会社 〒830-0018

福岡県久留米市通町８－１６

93
三洋貿易株式会社 〒101-0054

東京都千代田区神田錦町２－１１
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94
ＣＢＣ株式会社 〒104-0052

東京都中央区月島２－１５－１３

95
ＪＳＲ株式会社 〒105-8640

東京都港区東新橋１－９－２
汐留住友ビル

96
ＪＸ金属株式会社 〒105-8417

東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号
オークラプレステージタワー

97
ＪＮＣ株式会社 〒100-8105

東京都千代田区大手町２－２－１
新大手町ビル９階

98
ＪＦＥ商事株式会社 〒100-8070

東京都千代田区大手町１－９－５

99
重松貿易株式会社 〒541-0047

大阪府大阪市中央区淡路町２－２－５

100
四国化成工業株式会社 〒763-8504

香川県丸亀市土器町東８－５３７－１

101
株式会社島田商会 〒541-0052

大阪府大阪市中央区安土町３－５－６
ナカヒロビル

102
株式会社シミズ 〒578-0901

大阪府東大阪市加納４丁目１１番２３号

103
ジャパンソファルシム株式会社 〒101-0032

東京都千代田区岩本町２－２－３
日本ケミファビル

104
城北化学工業株式会社 〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿１－３－１
朝日生命恵比寿ビル５階

105
昭和興産株式会社 〒107-8452

東京都港区赤坂６－１３－１８

106
白石カルシウム株式会社 〒530-0005

大阪府大阪市北区中之島2-2-7
中之島セントラルタワー 9F

107
新ケミカル商事株式会社 〒802-0001

福岡県北九州市小倉北区浅野二丁目１４番１号

108
シンロイヒ株式会社 〒247-8550

神奈川県鎌倉市台２－１９－１２

109
住商アグロインターナショナル株式
会社

〒100-0003
東京都千代田区一ツ橋１－２－２
住友商事竹橋ビル９階

110
住商エアロシステム株式会社 〒100-0003

東京都千代田区一ツ橋１丁目２番２号
住友商事竹橋ビル５階

111
住商ファーマインターナショナル株
式会社

〒100-0003
東京都千代田区一ツ橋１－２－２
住友商事一ツ橋ビル１２階

112
住友化学株式会社 〒103-6020

東京都中央区日本橋２－７－１
東京日本橋タワー
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113
住友商事株式会社 〒100-8601

東京都千代田区大手町二丁目３番２号
大手町プレイス　イーストタワー

114
住友商事ケミカル株式会社 〒100-0003

東京都千代田区一ツ橋一丁目２番２号
住友商事

115
住友ベークライト株式会社 〒140-0002

東京都品川区東品川２－５－８
天王洲パークサイドビル

116
セイカ株式会社 〒640-8232

和歌山県和歌山市南汀丁８

117
セントラル硝子株式会社 〒101-0054

東京都千代田区神田錦町３－７－１
興和一橋ビル

118
双日株式会社 〒100-8691

東京都千代田区内幸町２－１－１
飯野ビルディング

119
双日プラネット株式会社 〒530-8689

大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号

120
双日マシナリー株式会社 〒100-0005

東京都千代田区丸の内1-6-1

121
ソー・ジャパン株式会社 〒599-8237

大阪府堺市中区深井水池町３２５５

122
ソーダニッカ株式会社 〒103-8322

東京都中央区日本橋３－６－２
日本橋フロント

123
ソルベイジャパン株式会社 〒105-6207

東京都港区愛宕二丁目５番１号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー７階

124
第一稀元素化学工業株式会社 〒541-0041

大阪府大阪市中央区北浜4丁目4番9号

125
第一三共株式会社 〒103-0023

東京都中央区日本橋本町３－５－１
本社ビルB館

126
株式会社ダイセル 〒530-0011

大阪府大阪市北区大深町３番１号
グランフロント大阪　タワーＢ

127
大日精化工業株式会社 〒103-8383

東京都中央区日本橋馬喰町１－７－６

128
大日本塗料株式会社 〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番11号
ＳＲビル長堀

129
大陽日酸株式会社 〒142-8558

東京都品川区小山１－３－２６
東洋Ｂｌｄｇ．

130
大和化成株式会社 〒652-0047

兵庫県神戸市兵庫区下沢通２－１－１７

131
ダウ・ケミカル日本株式会社 〒140-0002

東京都品川区東品川２－２－２４
天王洲セントラルタワー８Ｆ

7 / 13 ページ



No. 会社名 本社住所

132
武田薬品工業株式会社 〒540-8645

大阪府大阪市中央区道修町四丁目１番１号

133
田中藍株式会社 〒830-0022

福岡県久留米市城南町８－２７

134
田辺三菱製薬株式会社 〒541-8505

大阪府大阪市中央区道修町3-2-10

135
チタン工業株式会社 〒755-8567

山口県宇部市大字小串１９７８－２５

136
株式会社築港 〒650-0024

兵庫県神戸市中央区海岸通３番地
シップ神戸海岸ビル

137
中越運送株式会社 〒950-8621

新潟県新潟市中央区美咲町１－２３－２６

138
中央化成株式会社 〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場２－５－１２
クリスタファイブ２階

139
中央化成品株式会社 〒104-0061

東京都中央区銀座７－１４－１３
日土地銀座ビル４階

140
中央自動車工業株式会社 〒530-0005

大阪府大阪市北区中之島４－２－３０

141
蝶理株式会社 〒108-6216

東京都港区港南２－１５－３
品川インターシティＣ棟

142
ＤＩＣ株式会社 〒103-8233

東京都中央区日本橋３－７－２０
ディーアイシービル

143
ＤＫＳＨジャパン株式会社 〒108-8360

東京都港区三田３－４－１９
ＤＫＳＨ三田ビル

144
デュポン　ジャパン株式会社 〒100-6111

東京都千代田区永田町２－１１－１
山王パークタワー

145
デンカ株式会社 〒103-8338

東京都中央区日本橋室町２－１－１
日本橋三井タワー

146
東京化成工業株式会社 〒103-0023

東京都中央区日本橋本町４－１０－１

147
東京材料株式会社 〒100-0005

東京都千代田区丸の内１－６－２
新丸の内センタービル

148
東洋合成工業株式会社 〒272-0012

千葉県市川市上妙典１６０３番地

149
巴工業株式会社 〒141-0001

東京都品川区北品川五丁目５番１５号
大崎ブライトコア

150
豊田通商株式会社 〒450-8575

愛知県名古屋市中村区名駅４－９－８
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151
豊通ケミプラス株式会社 〒108-8216

東京都港区港南２－３－１３

152
長瀬産業株式会社 〒100-8142

東京都千代田区大手町２－６ー４
常盤橋タワー

153
長瀬ビジネスエキスパート株式会社 〒100-8142

東京都千代田区大手町２－６ー４
常盤橋タワー

154
鍋林株式会社 〒390-0811

長野県松本市中央３－２－２７

155
ナミキ商事株式会社 〒160-0022

東京都新宿区新宿５－５－３
建成新宿ビル

156
西日本貿易株式会社 〒541-0045

大阪府大阪市中央区道修町４－４－１０
ＫＤＸ小林道修町ビル８階

157
日亜化学工業株式会社 〒774-8601

徳島県阿南市上中町岡４９１番地

158
日華化学株式会社 〒910-8670

福井県福井市文京４－２３－１

159
日揮触媒化成株式会社 〒212-0013

神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地
ソリッド　スクエア東館１６Ｆ

160
日産化学株式会社 〒103-6119

東京都中央区日本橋二丁目５番１号

161
日清オイリオグループ株式会社 〒104-8285

東京都中央区新川一丁目２３番１号

162
日信化学工業株式会社 〒915-0802

福井県越前市北府２－１７－３３

163
日辰貿易株式会社 〒101-0021

東京都千代田区外神田2丁目16番2号
第2ディーアイシービル10階

164
日星産業株式会社 〒103-0023

東京都中央区日本橋本町１－１０－５
日産江戸橋ビル３Ｆ

165
日曹商事株式会社 〒103-0023

東京都中央区日本橋本町３－３－６
ワカ末ビル

166
日東電工株式会社 〒530-0011

大阪府大阪市北区大深町４番２０号
グランフロント大阪 タワーＡ　３３階

167
日宝化学株式会社 〒103-0023

東京都中央区日本橋本町４－８－１５
ネオカワイビル　７Ｆ

168
株式会社日本触媒 〒541-0043

大阪府大阪市中央区高麗橋４－１－１
興銀ビル

169
株式会社日本触媒トレーディング 〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町１丁目１４番８号
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170
日本製紙株式会社 〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

171
日本曹達株式会社 〒100-8165

東京都千代田区大手町２－２－１
新大手町ビル

172
日本ソルベイ株式会社 〒105-6207

東京都港区愛宕２－５－１
愛宕グリーンヒルズMORIタワー７階

173
日本ペイントコーポレートソリュー
ションズ株式会社

〒531-8511
大阪府大阪市北区大淀北二丁目１番２号

174
日本海化株式会社 〒103-0023

東京都中央区日本橋本町２－６－３
小西ビル７Ｆ

175
日本化学産業株式会社 〒110-0015

東京都台東区東上野４－８－１
TIXTOWER UENO ４階

176
日本紙パルプ商事株式会社 〒104-8656

東京都中央区勝どき三丁目１２番１号
フォアフロントタワー

177
日本ケミカルデータベース株式会社 〒112-0004

東京都文京区後楽一丁目４番１４号
後楽森ビル

178
日本パーカライジング株式会社 〒103-0027

東京都中央区日本橋１－１５－１
パーカービル

179
株式会社日本ファインケム 〒100-0011

東京都千代田区内幸町１－３－２
内幸町東急ビル９Ｆ

180
日本リファイン株式会社 〒100-0005

東京都千代田区丸の内２－２－１
岸本ビル１１Ｆ

181
ヌーリオン・ジャパン株式会社 〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町２－１－３
ヤマトインターナショナル日本橋ビル

182
株式会社野村事務所 〒105-0003

東京都港区西新橋１－２－９
日比谷セントラルビル

183
野村貿易株式会社 〒541-0052

大阪府大阪市中央区安土町１丁目７番３号

184
株式会社ノルドマンジャパン 〒103-0014

東京都中央区日本橋蛎殻町１―２９―４
日本橋蛎殻町東急ビル２Ｆ

185
パレス化学株式会社 〒236-0004

神奈川県横浜市金沢区福浦１－１１－１６

186
Ｐ＆Ｇジャパン合同会社 〒651-0088

兵庫県神戸市中央区小野柄通７－１－１８
三宮ビルディング北館

187
ＢＡＳＦジャパン株式会社 〒103-0022

東京都中央区日本橋室町３－４－４
ＯＶＯＬ日本橋ビル（３階）

188
株式会社樋口商会 〒108-0075

東京都港区港南２－１６－２
太陽生命品川ビル　１０階
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189
株式会社日立産機システム 〒101-0021

東京都千代田区外神田一丁目５番１号
住友不動産秋葉原ファーストビル

190
藤倉化成株式会社 〒105-0011

東京都港区芝公園２－６－１５
黒龍芝公園ビル

191
富士フイルム和光純薬株式会社 〒541-0045

大阪府大阪市中央区道修町３－１－２

192
株式会社フジミインコーポレーテッ
ド

〒452-8502
愛知県清須市西枇杷島町地領２－１－１

193
株式会社ブリヂストン 〒104-8340

東京都中央区京橋３－１－１

194
ヘルム・ヤーパン株式会社 〒107-6218

東京都港区赤坂9-7-1
ミッドタウン・タワー18階

195
ＨＯＹＡ株式会社 〒160-8347

東京都新宿区西新宿６－１０－１
日土地西新宿ビル

196
北興化学工業株式会社 〒103-8341

東京都中央区日本橋本町１－５－４
住友不動産日本橋ビル

197
本荘ケミカル株式会社 〒572-0076

大阪府寝屋川市仁和寺本町４－１９－７

198
丸石化学品株式会社 〒550-0002

大阪府大阪市西区江戸堀２－１－１
江戸堀センタービル

199
丸一海運株式会社 〒551-0001

大阪府大阪市大正区三軒家西３－１２－４

200
丸善株式会社 〒103-0072

東京都江東区大島２－３１－６

201
丸紅株式会社 〒100-8088

東京都千代田区大手町一丁目４番２号

202
丸紅ケミックス株式会社 〒101-0053

東京都千代田区神田美土代町７番地
住友不動産神田ビル７階

203
丸紅プラックス株式会社 〒112-0004

東京都文京区後楽１－４－１４
後楽森ビル９階

204
丸和物産株式会社 〒105-0004

東京都港区新橋４－２１－３
新橋東急ビル１３階

205
三木産業株式会社 〒103-0027

東京都中央区日本橋３－１５－５

206
水澤化学工業株式会社 〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町一丁目１０番１３号
REVZO日本橋堀留町７階

207
三井化学株式会社 〒105-7122

東京都港区東新橋１－５－２
汐留シティセンター
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208
三井・ケマーズ　フロロプロダクツ
株式会社

〒105-0001
東京都港区虎ノ門４ー１１ー７
神谷町プライムプレイス　７階

209
三井物産株式会社 〒100-8631

東京都千代田区大手町１－２－１

210
三井物産ケミカル株式会社 〒100-6811

東京都千代田区大手町一丁目３番１号
JAビル　１１階

211
三井物産プラスチック株式会社 〒100-6808

東京都千代田区大手町１－３－１
ＪＡビル７・８階

212
三菱ガス化学株式会社 〒100-8324

東京都千代田区丸の内２－５－２
三菱ビル

213
三菱ガス化学トレーディング株式会
社

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-2-1
KANDA SQUARE 15階

214
三菱ケミカル株式会社 〒100-8251

東京都千代田区丸の内１－１－１
パレスビル

215
三菱商事株式会社 〒100-8086

東京都千代田区丸の内二丁目3番1号

216
三菱商事ケミカル株式会社 〒104-0031

東京都中央区京橋１－６－１
三井住友海上テプコビル４Ｆ

217
三菱商事プラスチック株式会社 〒100-8350

東京都千代田区丸の内１－８－３
丸の内トラストタワー本館　１１階

218
ミヤコ化学株式会社 〒102-0074

東京都千代田区九段南1-6-17
千代田会館 6Ｆ

219
明和産業株式会社 〒100-8311

東京都千代田区丸の内３－３－１
新東京ビル

220
メック株式会社 〒660-0822

兵庫県尼崎市杭瀬南新町三丁目４番１号

221
メルク株式会社 〒153-0064

東京都目黒区下目黒１－８－１
アルコタワー

222
メルテックス株式会社 〒103-0023

東京都東京都中央区日本橋本町４－８－２
イワキビル

223
森田化学工業株式会社 〒541-0056

大阪府大阪市中央区久太郎町４－１－３
大阪センタービル６階

224
森村商事株式会社 〒105-8451

東京都港区虎ノ門４丁目１番２８号
虎ノ門タワーズオフィス

225
森六ケミカルズ株式会社 〒107-0062

東京都港区南青山１－１－１
新青山ビル東館　　１８階

226
株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ 〒650-0047

兵庫県神戸市中央区港島南町５丁目５－３
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227
山田化成株式会社 〒101-0047

東京都千代田区内神田２－８－４

228
ヤマハ発動機株式会社 〒438-8501

静岡県磐田市新貝２５００

229
山本通産株式会社 〒541-0059

大阪府大阪市中央区博労町１－７－１６

230
有機合成薬品工業株式会社 〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町３－１０－４

231
ユニマテック株式会社 〒105-8585

東京都港区芝大門１－１２－１５
正和ビル

232
ライオン・スペシャリティ・ケミカ
ルズ株式会社

〒111-8644
東京都台東区蔵前一丁目３番２８号

233
ランクセス株式会社 〒100-8215

東京都千代田区丸の内１－６－５
丸の内北口ビル２３階

234
株式会社レゾナック 〒105-8518

東京都港区芝大門一丁目１３番９号

235
ロンザ株式会社 〒252-0253

神奈川県相模原市中央区南橋本４-３-３６
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