


1.私達はつねに地球環境保護をこころがけ、企業の永続的な発展成長をめざします。
2.私達はお客様に満足していただける品質と価格を提供し、社会に貢献します。
3.私達は社会の変化を先取りし、未知への挑戦に情熱をもやします。
4.私達は人を大切にし、個性と創意を尊重します。
5.私達は正当な利潤を追求し、公正な配分につとめます。
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タキロンシーアイ株式会社は、2017 年 4 月にプラスチック加工総合メーカーとして独自の技術で成長を遂げてきた
「タキロン株式会社」と「シーアイ化成株式会社」が経営統合して誕生しました。当社は、「建築資材事業」、「環境資材事業」、
「高機能材事業」、「機能フィルム事業」と4つの事業領域を柱として事業を展開しており、ものづくり企業として多岐にわたり存在
感のある商品と新たな価値をお客様に提供することを目指しています。
　私たちは、経営統合によるシナジー効果を最大限に発揮させて市場での競争力を高めるため、販売体制の再構築や生産
拠点の最適化などの事業構造の再編に積極的に取り組んでまいりました。また、人事制度の改正や新しい企業文化の創造などの
経営基盤強化にも力を注ぎ、成長の土台を築きました。そして中期経営計画【Good chemistry Good growth 2020】の
経営ビジョンにあります、「たゆまぬ挑戦と実行を通じ、業界のリーディングカンパニーとして社会に貢献する」を実現する準備が
整ってきましたので、今後の成長にご期待ください。
　近年、世界は時代の転換期を迎え、グローバル化の加速、IT技術の進化、新エネルギーの台頭など、社会は大きく変化してい
ます。とりわけ海洋プラスチックごみの問題は当社にも身近で切実な問題であると認識しております。「プラスチックテクノロジー
で人と地球にやさしい未来を創造する」ことが、タキロンシーアイの使命です。100年の歴史に裏付けられたプラスチックの生産・
加工技術を駆使して社会の変化に対応し、新たな可能性を追求し続けることで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
　今後とも皆様の一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

「プラスチックテクノロジーで
人と地球にやさしい未来を創造する」
これが、私たちタキロンシーアイグループの使命です。

（左） （右）
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マグネットで固定する
振動制振材

船舶や鉄道橋などの騒音発生源対策とし
て使用される振動制振材。「鋼鉄道橋規格
SRS41制振材」に準拠し、JRをはじめ民間
鉄道会社の施設に導入されています。

「シーアイケーダンパー」











技術・研究開発

メーカーの原点であるモノづくりを強化するため、研究開発に取り組みます。

社会やお客様の潜在ニーズを掘り起こし、より多くの新製品を生み出すべく、
私たちは日々技術・研究開発に取り組んでいます。

研究開発方針

技術開発体制

　技術の進歩はお客様に役立つ機能が発現できて初めて価値
が生まれます。強化する機能としては、難燃・不燃化、熱制御、
音制御、高耐久といったものに集中し実施しています。既存の

分野のみならず、新しい技術の開発や技術改良からのアプロー
チにより、新分野や新製品に役立つ技術開発を積極的に行って
います。

　当社グループの製品はプラスチックの成形加工をコア技術
に多数の分野に展開しています。また、各分野で培われた技術
による機能発現を全グループで活用、応用展開すべく企画・

マーケティング部門も設置し、時代の潮流、お客様の潜在ニーズ
を掘り起こしてより多くの新製品を生み出すべく活動しています。

プラスチックの機能を強化し、新分野にも役立つ技術の開発を積極的に行っています。

技術開発方針
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開 発 製 品 例

自然採光を最大限活用することにより建物
内部の照度を保ち低炭素建築を実現。

建築資材事業 環境資材事業

ルメカーボシステム
光や視覚によって変化するデザインと、装
備されたメンテナンス機能がその美しさを
持続。

タキストロンRA
フィルムの両面に特殊処理液を塗布し、防
塵性・防滴性を付与した超長期展張用５層
農PO。

マンテン5
導電＋非導電の多層構造によりシート損傷
の電気的な検査が可能な遮水シート。

導電性メタロバリアー
バイオ由来原料を使用し、低炭素社会の実
現に貢献する環境に優しいプラスチック。

高機能材事業 機能フィルム事業

ペテックバイオプレート
材料面から火災を予防するために設定
されたFM4910規格適合の難燃材料。

FM規格適合プレート
バンド用途として厚みと収縮特性を設計
した熱収縮フィルム。

麺バンド用PETフィルム
ジッパーを閉じる際に、閉める音、閉める
感触を得られる画期的なジッパー。

Sound Zipper

研究開発体制

　素材の可能性を追求することで、独自の機能・特性を持った
多彩なフィルム、シート、パネル製品の開発に結びつく研究に
取り組んでいます。そのために、素材の探索および配合の研究
と、成形加工および周辺技術を組み合わせて、付加価値向上に
も取り組んでいます。
　また、成形加工、材料・素材の研究および分析評価に取り組み、
全グループのベース技術の強化で新商品開発、製品の品質向
上に貢献します。
　これら日々の研究をベースとして、中・長期を見据えた革新
的な技術、商品開発に結びつく研究にも取り組んでいます。

　お客様により近いポジションで市場の要求にスピーディー
に対応すべく新商品の企画・開発に取り組んでいます。
　また、商品化実現のために、各工場、グループ各社との連携
をリードするとともに、商品化技術、加工・施工技術の開発も実
施しています。 技術開発体制

研究開発体制

環境資材
事業分野

高機能材
事業分野

機能フィルム
事業分野

建築資材
事業分野



私たちは、すべての事業活動においてお客様との信頼関係を構築・強化し顧客満足の向上を目指します。

品質方針

品質への取り組み

　ホームページに「お問い合わせ」窓口を、そしてフリーダイヤル
による「お客様相談センター」を設置しお客様の「声」を製品や
サービス、活動の改善に活かす仕組みを整備し、お客様視点
から見た取り組みを進めています。

　お客様からお受けした製品に関するご要望は、製品へのニーズ
を明確にし、関係者が設計段階ごとに行うデザインレビューなど

顧客満足

製品に関するご要望への対応

調達先を国内外に幅広く求め、常に製品の市場ニーズ
にマッチした材料・技術を探索します。

持続可能な循環型社会の実現を目指して、環境保護
活動に意欲的な会社を調達先として優先的に選定し、
環境負荷の低減に資する資材の調達、すなわちグリーン
調達を推進します。

系列、企業規模、取引実績の有無などを問わず自由競争
原理を基本とした取引関係を目指します。また、相互の
立場を尊重し信頼関係のある取引を追求します。

従来の商習慣にとらわれず、常に新しい取引関係の構築
を目指します。また、購買取引は、関連法規を遵守し、
公平・公正な取引関係を構築していきます。

私たちは、環境との調和をはかった人にやさしい商品を社会
に提供するため、購買取引の基本方針を定めています。

資材調達

公平・公正な取引

自由競争と相互信頼関係

グローバルな調達

グリーン調達※

※ 別途グリーン調達ガイドラインがあります。詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください。
https://www.takiron-ci.co.jp/lib/pdf/corporate/takiron_greenProductment.pdf

品質活動 グローバルネットワーク
お客様に満足いただけるよう製品の品質を、徹底的に管理し、
そしてこれを保証するためさまざまな取り組みを行っています。

タキロンシーアイは、海外7拠点に製造拠点を設け、世界的な需要に対応しています。
国内で培った品質管理の手法や量産技術、環境負荷低減技術などを積極的に海外工場で活用しています。
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❸ BONLEX EUROPE S.R.L. ❹ PT. TAKIRON INDONESIA

上海希愛化成電子有限公司
（上海シーアイ化成電子）

❺他喜龍塑料(常州)有限公司
（タキロン常州）

❶

❻

BONSET AMERICA
CORPORATION

❷ BONSET LATIN AMERICA S.A.

❼上海桑普拉斯塑料有限公司
（上海サンプラス）

PT. TAKIRON INDONESIA
［インドネシア］

上海桑普拉斯塑料有限公司［中国］

BONSET AMERICA CORPORATION
［アメリカ］

BONSET LATIN AMERICA S.A.
［ウルグアイ］

他喜龍塑料（常州）有限公司
［中国］

BONLEX EUROPE S.R.L. 
［イタリア］

上海希愛化成電子有限公司［中国］

（イタリア ヴェネト州）

（中国 上海市）

（アメリカ ノースカロライナ州）

（ウルグアイ カネロネス県）

（インドネシア 東ジャワ州）

（中国 常州市）

❹❹

❷❷

❺
❼

❸

❻
❶

購買取引の
基本方針

GLOBAL FAIR

FREE & FAITHGREEN
PROCUREMENT

で安全・品質面からのチェックを実施しながら品質の見える化
を実施し、新製品・改良品を提供する体制を構築しています。
　また、製品の品質管理にあたっては各生産拠点で国際的品質
マネジメントシステムであるＩＳＯ９００１の取得などで品質管理
体制を構築し各工程で標準類に従い日常管理を行いながら
製品を提供しています。
　加えて、各拠点の改善活動を当グループで水平展開し
PDCAサイクルを回しながらレベルアップできるように、品質
監査や会議などを行い、情報共有化を進めています。

海外の製造拠点





横浜護謨製造
株式会社

柴田商会ゴム
工業所

瀧川セルロイド
工業所創立

1919
網干工場完成
1935

瀧川セルロイド
株式会社設立
※1944年に瀧川工業
株式会社に変更するも
1951年に元に戻す

1935
タキロン化学
株式会社に改称

1959

ハマ化成
株式会社創立

1963 1964
滋賀工場完成

神戸樹脂
株式会社設立

1965
シーアイ化成
株式会社設立

1971

タキロン
株式会社に改称

1973

タキロンシーアイ
株式会社スタート

創立100周年
2017 2019

400×287mm

（2021年4月1日現在）役員 （2020年9月30日現在）主要株主

取締役
取締役会長 南 谷  陽 介
代表取締役社長 齋 藤  一 也
取締役　専務執行役員 三 宅  貴 久
取締役　専務執行役員 上 田  明 裕
取締役　常務執行役員 岩 﨑  秀 治
取締役 岩 本 　  宗
取締役 羽多野 憲一
取締役 高坂 佳詩子
監査役
常勤監査役 岡 嶋  俊 郎
監査役 髙 井  研 治
監査役 大 砂  雅 子
監査役 荒 木  隆 志

執行役員
常務執行役員 玉 木  敏 夫
常務執行役員 岩 田  幸 弘
常務執行役員 菊 地  浩 德
常務執行役員 島 　  秀 宏
常務執行役員 木 村  啓 二
執行役員 三 木  努 志
執行役員 松 井  健 司
執行役員 渡 辺  健 治
執行役員 平 岩  行 雄
執行役員 小川 良二郎
執行役員 白 石  明 彦
執行役員 山 崎  　 孝

伊藤忠商事（株） 
日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口） 
タキロンシーアイ共和会 

（株）日本カストディ銀行（信託口）
積水樹脂（株） 
日本生命保険（相） 

（株）カネカ
東ソー（株） 
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
損害保険ジャパン（株）※

タキロンシーアイの変遷
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会社概要

会社の目的タキロンシーアイ株式会社
（C. I. TAKIRON Corporation）

〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目
１番３号 ノースゲートビルディング

大正 8 年10月10日（1919年）

昭和10年12月20日（1935年）

15,189百万円

東京証券取引所株式市場 第一部

約3,400名（連結）
約1,200名（単体）

（１） 合成樹脂製品の製造・加工・販売
（２） 無機化学工業製品の製造・販売
（３） 電気材料、金属材料、磁性材料、超微粒子材料
 およびそれらの応用製品の製造・販売

（４） モータおよび電子部品の製造・販売
（５） ゴム製品の製造・販売
（６） 紙製品の製造・販売
（７） 種苗、肥料、飼料および土壌改良材の製造・販売
（８） 医薬品、医薬部外品、医療機器、動物用医薬品、
 動物用医薬部外品、化粧品、農薬および工業薬品の製造・販売

（９） 各種機械器具装置および金型の設計・製作・販売・リース
（10） 建設工事の請負ならびに設計・管理
（11） 一般貨物自動車運送業、貨物運送取扱業および倉庫業
（12） 不動産の賃貸
（13） 前各号に関連する事業ならびに付帯する一切の業務

企業メッセージ

グループ企業理念

使命

実現したい企業文化

人と地球にやさしい未来を創造する

重ねていく誇りと変革する勇気

今日を支える、明日を変える。

※2021年4月1日、タキロンシーアイグループはグループ企業理念として「使命」および「実現したい企業文化」を制定しました。 
これにより事業案内2ページにある「経営理念」については改訂されました。 ※損害保険ジャパン（株）は、当社が2021年1月に

実施した株式の売出しにおける売出人です。

商号

本社

創立

設立

資本金

株式上場

従業員数

2021.4（1.03）IS I
2021年4月現在　第9版

本書掲載の内容については作成時点のものであり、予告なく変更される場合があります。
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タキロンシーアイ事 業 所 一 覧 関 係 会 社 一 覧（2021年4月1日現在） （2021年4月1日現在）

本社・大阪支店
〒530-0001 大阪市北区梅田3-1-3

（ノースゲートビルディング）
TEL（06）6453-3700  FAX（06）6453-3884

東京本社・東京支店
〒108-6031 東京都港区港南2-15-1

（品川インターシティＡ棟）
TEL（03）6711-3700  FAX（03）6711-3826

札幌営業所
〒060-0001 札幌市中央区北一条西1-6

（さっぽろ創世スクエア）
TEL（011）242-2433  FAX（011）242-2455

東北支店
〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-1-1

（仙台ファーストタワー）
TEL（022）266-2171  FAX（022）266-2176

中部支店
〒461-0004 名古屋市東区葵1-19-30

（マザック アートプラザ）
TEL（052）979-2960  FAX（052）937-3866

中四国支店
〒730-0032 広島市中区立町2-27（NBF広島立町ビル）
TEL（082）248-1581  FAX（082）249-0778

九州支店
〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街7-21

（紙与博多中央ビル）
TEL（092）413-5581  FAX（092）413-5582

網干工場
〒671-1393 兵庫県たつの市御津町苅屋1455
TEL（079）322-1031  FAX（079）322-3672

揖保川事業所
〒671-1665 兵庫県たつの市揖保川町馬場1228-1
TEL（0791）76-5555  FAX（0791）76-5558

安富工場
〒671-2421 兵庫県姫路市安富町長野405
TEL（0790）66-2281  FAX（0790）66-3497

東京工場
〒300-0198 茨城県かすみがうら市加茂5289-1
TEL（029）828-1611  FAX（029）828-2277

滋賀工場
〒520-3185 滋賀県湖南市丸山3-3-1
TEL（0748）77-3170  FAX（0748）77-2424

平塚工場
〒254-0013 神奈川県平塚市田村3-2-1
TEL（0463）55-3050  FAX（0463）54-0209

佐野工場
〒327-0824 栃木県佐野市馬門町1744
TEL（0283）22-6251  FAX（0283）24-0205

総合研究所
〒520-3185 滋賀県湖南市丸山3-3-1
TEL（0748）77-3176  FAX（0748）77-6803

事業拠点 製造拠点・研究所 建築資材事業

三和サインワークス株式会社
〒530-0001 大阪市北区梅田3-1-3（ノースゲートビルディング）
TEL（06）6453-3002

タキロンシーアイプラス株式会社
〒108-6015 東京都港区港南2-15-1（品川インターシティA棟）
TEL（03）5715-7700

タキロンマテックス株式会社
〒108-6015 東京都港区港南2-15-1（品川インターシティA棟）
TEL（03）5781-8100

BONLEX EUROPE S.R.L.
〒31045 Via Friuli, 35-31045 Motta di Livenza （TV） Italy
TEL+39-0422-2806

栃木工場
〒321-3426 栃木県芳賀郡市貝町赤羽 2606

（赤羽工業団地）
TEL（0285）68-2111  FAX（0285）68-2116

岡山工場
〒718-0005 岡山県新見市上市20-10
TEL（0867）71-0221  FAX（0867）71-0233

上海世愛化成貿易有限公司（上海シーアイ化成貿易）
〒200020 上海市黄浦区茂名南路205号 瑞金大厦2503B
TEL+86-21-6467-1010

タキロンテック株式会社
〒671-1393 兵庫県たつの市御津町苅屋1455

（タキロンシーアイ（株）網干工場内）
TEL（079）322-3542 ダイプラ・ウィンテス株式会社

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町4-247（OSビル5F）
TEL（048）645-4171

タキロンシーアイ物流株式会社
〒108-6029 東京都港区港南2-15-1（品川インターシティA棟）
TEL（03）6711-4553

（その他関係会社）

北海道サンプラス株式会社
〒061-3241 北海道石狩市新港西１丁目706番９号
TEL（0133）72-2911

PT. TAKIRON INDONESIA
〒67154 Jalan Kabupaten Desa Cangkringmalang　 
Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Indonesia
TEL＋62-343-659060株式会社ヨコビ

〒060-0032 札幌市中央区北2条東20丁目6番地
ＴＥＬ（011）231-0111

シーアイマテックス株式会社
〒108-6013 東京都港区港南2-15-1（品川インターシティA棟）
TEL（03）6711-4539

シーアイアグロ株式会社
〒880-0211 宮崎県宮崎市佐土原町下田島10135
TEL（0985）73-0361

ダイライト株式会社
〒301-0852 茨城県龍ヶ崎市向陽台4-4
TEL（0297）64-1001

タキロンシーアイシビル株式会社
〒530-0001 大阪市北区梅田3-1-3（ノースゲートビルディング）
TEL（06）6453-9270

環境資材事業

タキロンポリマー株式会社
〒834-0061 福岡県八女市今福437番地1
TEL（0943）24-9151

CIKナノテック株式会社
〒108-6031 東京都港区港南2-15-1（品川インターシティA棟）
TEL（03）6711-4512

タキロン･ローランド株式会社
〒671-1393 兵庫県たつの市御津町苅屋1455

（タキロンシーアイ（株）網干工場内）
TEL（079）322-2556

上海希愛化成電子有限公司（上海シーアイ化成電子）
〒201617 上海市松江区闵塔路1438号
TEL+86-21-57845505

他喜龍塑料（常州）有限公司（タキロン常州）
〒213133 常州市新北区
黄河西路388号粤海工业园常州空港园6号厂房
TEL＋86-519-85269669

株式会社ボンパック
〒111-0052 東京都台東区柳橋2-2-3（柳橋鈴和ビル4Ｆ）
ＴＥＬ（03）5687-5431

BONSET AMERICA CORPORATION
〒27214 6107 Corporate Park Drive Browns 
Summit, NC
TEL＋336-375-0234

BONSET LATIN AMERICA S.A.
〒91001 Camino el Gallo Y Ruta 101, Km29.100, 
Barros Blancos Canelones, Uruguay
TEL+598-2288-9033

上海桑普拉斯塑料有限公司（上海サンプラス）
〒201508 上海市金山区金山嘴工業区板橋東路585号
TEL+86-21-5724-1808

高機能材事業 機能フィルム事業
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