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精練加工技術を基本とする
マテリアルを通じて価値を創造し、

人間社会（人・社会・環境）に貢献します。

企業理念

Materials
Innovation
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Challenge （挑戦）
JSRグループ社員一人ひとりは
グローバルな視点で、常に挑戦
意欲を持ち続け自発的に新しい
ことに着手し、例え失敗しても
その経験を活かして次の成果に
つなげます。

Communication（対話）
JSRグループ社員一人ひとりは共通
の基本的価値観に基づき、グループ・
会社の方針、部門の課題を透明性を
もって共有し、同じ目標に向かって
双方向の対話を重視しながら課題解
決に取り組みます。

Collaboration（協働）
JSRグループ社員一人ひとりは、
社内の組織の壁にとらわれない
仕事の進め方を常に心がけ協力
しあい、また、従来の発想にと
らわれず積極的に社外との協働
を取り入れて業務を進めます。

Cultivation（共育）
JSRグループ社員は、上
下双方向の対話を重視し
た人材育成を通じ、上司
と部下が共に成長してい
きます。

当社は JSRグループの一員です。グループ方針にもとづき、当社は企業理念を実行するため、2つ
の軸により経営方針を構成しています。
一つ目は、持続的成長を続けるための普遍的な経営方針としての「変わらぬ経営の軸」で、もう一方は、
社会の一員としての責任を表した「ステークホルダーへの責任」です。

経営方針 行動指針 :4C

絶え間ないマーケットの創造
絶え間ない大きな社会状況の変化に対応し、常に新たなマーケットを創造することで、社会ニーズの実現に貢
献し持続的な成長を達成します。

企業風土の進化
変わり続ける社会ニーズへ精練加工技術を基本とするマテリアルを通じて応え続けるために、人材・組織は常
に進化し続けます。自身の良き風土は維持しながらも新しいものを取り入れ、進化するエネルギーに富んだ経
営と組織を築き続けます。

企業価値の増大
精練加工技術を基本とするマテリアルを通じて事業機会を創出し、企業価値の増大を目指します。そのためには、
顧客満足度の向上と社員の豊かさの向上を重視し続けます。

顧客・取引先への責任
・移り変わる時代の多様な材料ニーズに応えるため、変化への挑戦と進化を絶やしません。
・顧客満足の持続的な向上を目指します。
・全ての取引先に誠意をもって接し、常に公正・公平な取引関係を維持し続けます。
・サプライチェーンにおける環境・社会に配慮し続けます。

従業員への責任
・社員一人ひとりは公平な基準に基づき評価されます。
・社員には常に挑戦する場を提供し続けます。
・社員にはお互いの人格と多様性を認めあい、共に活躍できる場を提供し続けます。

社会への責任
・�地域社会の責任ある一員として環境・安全に配慮した事業活動（レスポンシブル・ケア）を行い続けます。
・地球環境負荷低減を含めた地球環境保全のニーズに対し、環境配慮型製品を提供し続けます。
・�製品ライフサイクル全体から発生する環境負荷の削減に努めるとともに、環境安全配慮を行い続けます。
・事業活動を通して、生物多様性の保全に積極的に貢献し続けます。

株主への責任
・マテリアルを通じて事業機会を創出し、企業価値の増大を目指します。
・経営効率の向上を常に行います。
・透明性が高く健全な企業経営を行うことにより、株主に信頼される企業となります。

変わらぬ経営の軸

ステークホルダーへの責任
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お客様の仕様に応じて、混ぜ合わせたゴムをシート状に圧延します。

合成ゴム

ウェザーストリップ

ゴムクローラ

オーリング

メカニカルジョイント

ゴムロール

防振ゴム・ガスケット

鉄道車両用防振ゴム

自動車部品振動ゴム

エンジンマウント・スト
ラ ッ ト マ ウ ン ト・ ボ
ディーマウント等 オイルシール・グロ

メット類等

ラジエーターホース・エアブ
レーキホース・エアクリー
ナーホース・オイルブレーキ
ホース等

自動車部品ホース

自動車部品その他

オイル

ブラックカーボン

ホワイトカーボン

薬品

ゴム製品を作るためには、ゴム製品に必要な性能を有するゴム素材（マスターバッチ）を作る工程が
必要であり、この工程は、混合する原材料の量や練り方を変えるだけで、全く違った性質が生まれる
奥の深い世界です。世界的にも学術体系が確立されていない非常に難しい分野でありますが、それら
を研究しながら、ゴムがより活用されるための開発・製造を行うことが当社の使命です。

現在当社は、国内に３工場を有し、各工場はいずれも徹底した工程管理とノウハウの蓄積、この二つをバ
ランスよく組み合わせ、高度に洗練された生産システムを構築しています。各工場は環境保全と保安防災
を最優先としながら、お客様のニーズに応え得る高品質な製品づくりをしています。

当社の製品は、社会・生活のあらゆるシーンに広がっています。製品化

数千にも及ぶ原材料から選
定し計量・配合します。

原材料を均一に混ぜ合わせます。当社の混練工程には、長い経験により培ってきた技術力が集約されています。

お客様のニーズに応じた仕様で包装し、出荷します。

生産工程・品質管理

計量・配合

生産工程

品質管理

混練

圧延

マスターバッチ
材料成分の熱重量
測定と示差熱分析
を同時に行う。定量
分析、熱分解解析、
熱安定性、反応性等
の評価が可能。

無機物の表面構造を
微細に観察すること
が出来る。また、含有
元素の同定・定量分析
が可能。

高分子材料と添加剤
などの成分ガスを分
離し、定性・定量分
析が可能。有機配合
剤などの特定に有効。

TG-DTA
（示差熱 - 熱重量同
時測定装置）

SEM
（走査電子顕微鏡）

GC
（ガスクロマトグラフ）

お
客
様
に
よ
る
加
工

〈自動車〉

〈建設機械〉 〈土木関係〉 〈建築関係〉

〈家電関係〉 〈印刷関係〉 〈新幹線〉
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原材料知識
マスターバッチを製造するためには、原材料の性質・特徴を十
分に理解することが大切です。当社では、半世紀に亘って培っ
てきた原材料の知識を活かして、原材料のグローバル化にも着
手しており、競争力のあるコストをお客様に提案することを可
能にしています。

成形プロセスの習得
当社は、お客様にマスターバッチを満足して利用して頂くため
には、お客様の成形・加工プロセスを熟知する必要があると考
えております。
当社はお客様との信頼関係を構築することで、お客様の成形加
工プロセスの習得にも尽力しています。

配合技術
マスターバッチは配合が違うだけで別物のように性質が変わっ
てしまいます。そのため、豊富な経験に裏打ちされた適確な配
合設計が必要不可欠であり、製品差別化の命ともいえる重要な
決め手です。
当社は業界でもトップクラスの研究内容を誇っており、今後も
多様化・高度化するニーズに的確にお応えしていきます。

評価技術
お客様からの要望は千差万別、マスターバッチの仕様も一つひ
とつ違ってきます。
その総てに対して納得のいただける品質でお応えしていくため
に、当社は徹底した評価体制を整備しています。

加工 技術
マスターバッチを製造するため には様々な原材料が必要とな
りますがそれらを均一に混ぜる ことは、簡単ではありません。
当社は現場技術者からの知見 の集約と分析をシステム化し、
独自の研究開発を進めてきた結 果、配合特性を最大限に引き
出す製品の量産化・技術確立に 成功しました。

お客様の期待に応える提案力
当社は、営業部門・技術部門・製造部門が一体となり、
お客様と一緒にお客様の抱える課題やご要望に応えてい
きます。
また、お客様に安心して製品をご使用いただくために、
技術力やノウハウ、世界中に拡がるネットワークを活か
した、継続的なフォローを実施してまいります。

高度な専門性を要するゴム業界のあらゆるニーズに、当社は総合力で応えます。

ニーズに応える総合力

安定供給を支える生産体制
当社は国内外に拡がるグローバルな生産体制により、お
客様のニーズに応える製品を、迅速かつ安定して提供す
ることを可能にしています。
また、お客様へ品質の高い製品を提供するため、国内外
のすべての拠点で、徹底した品質管理を行っています。

お客様に寄り添う
提案・フォロー体制

高品質な製品を
安定的に提供できる

生産体制

お客様に 直結した
開発  ・  改良
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タイ　
ELASTOMIX(THAILAND) CO., LTD.
7/116�Moo4,�Tumbol�Mapyangporn,
Amphur�Pluakdaeng,�Rayong�21140
Thailand
国際規格� ISO9001、ISO14001�認証取得

中国　
天津国成橡膠工業有限公司
天津市静海県経済開発区金海道28号
国際規格� ISO9001�、ISO14001�認証取得
� OHSAS18001�認証取得

中国　
福州国台橡膠有限公司
福建省福州市閩侯県青口投資区

■�海外

インドネシア　
PT.ELASTOMIX INDONESIA
Kawasan�Indstri�Mitra�Karawang
Jl.�Mitra�Raya�Selatan�III�Blok�H-8,
Desa�Parungmulya,�Kec.�Ciampel,
Kab.�Karawang,�Indonesia
国際規格� ISO9001�認証取得

中国　
日密科偲橡膠（佛山）有限公司
広東省佛山市三水区楽平鎮齊力大道南10号
国際規格� ISO9001、ISO14001�認証取得

JSR株式会社
◆�所在地　　����（本��社）〒105-0021　東京都港区東新橋1-9-2
◆工　場　四日市、千葉、鹿島
◆研究所　四日市、筑波

■�関連会社

■国内

● 本社　
� 〒 510-0871　三重県四日市市川尻町100
� TEL（059）345-2022（代）　FAX（059）346-5038
� 国際規格　ISO9001、ISO14001認証取得

● 技術部　
� 〒 510-0871　三重県四日市市川尻町100
� TEL（059）345-5965（代）　　FAX（059）347-0441
� 国際規格　ISO9001、ISO14001認証取得

● 東京事務所（東京営業所含む）
� 〒 105-0021　東京都港区東新橋1-9-2
� TEL（03）6218-3790（代）　FAX（03）6218-3793
� 国際規格　ISO9001認証取得

● 名古屋営業所
� 〒 450-0003　名古屋市中村区名駅南1-16-28
� TEL（052）571-1332（代）　FAX（052）562-1069
� 国際規格　ISO9001認証取得

● 大阪営業所
� 〒 541-0051　大阪市中央区備後町4-1-3
� TEL（06）6203-1459（代）　FAX（06）6203-3639
� 国際規格　ISO9001認証取得

● ファイン製造部
� 〒 510-0875　三重県四日市市大治田1-6-17
� TEL（059）346-2626（代）　FAX（059）346-2637
� 国際規格　ISO9001、ISO14001認証取得

海外市場の拡大に伴い、海外にも生産拠点を展開し、今日では国境の枠を超えて
高品質な製品の提供をしています。信頼を拡げ信用を築く、
これが私たちのダイナミックネットワークです。

● 東京工場
〒303-0044�
茨城県常総市菅生町3420
TEL（0297）27-2231（代）
FAX（0297）27-0994

● 四日市工場
〒510-0871
三重県四日市市川尻町100
TEL（059）345-2027（代）
FAX（059）348-1990

● 滋賀工場
〒526-0103�
滋賀県長浜市曽根町1770
TEL（0749）72-3301（代）　
FAX（0749）72-2398

エラストミックスグループの
ネットワーク




