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新ケミカル商事が展開する、
5つの「コアビジネス」。

さらなる成長に向けた“創造と破壊”を。
新ケミカル商事（NCT）グループ・上田哲則会長が語る
中期経営計画「NCT-26」の完結とこれから。

CORE BUISSINESS

さまざまな拠点で、さまざまな領域の 
ビジネスを展開する新ケミカル商事。

「で、いったいどんなことをやっている 
会社なの？」という疑問もごもっとも。
そこで、ここでは新ケミカル商事の 
主たる事業領域「コアビジネス」にかかわる
5つのセクションについてご紹介します。

化学
まさに、ケミカルのスペシャリスト。

基礎化学品からその誘導体や電子材料用の特殊化
学品まで、多種多様な化学品を扱うケミカルのス
ペシャリストとして、お客様のご希望に沿うべ
く、国内・海外ともに活動拠点を充実させていま
す。また国内メーカーや日本市場の開拓を目指す
海外メーカーの要望にお応えし、各所にストック
ポイントを整備。在庫販売や荷姿変更（潤滑油・
特殊化学品・ガス等）を行うことで、お客様に対
する安定供給・短納期対応も実現しています。

コークス・炭素材
さまざまな産業に欠かせない名脇役。

主に炭素材と呼ばれる商材を取り扱うコークス事
業。電気炉・鋳物メーカー向けのコークス販売、
タイヤの強度増強・樹脂やインキの着色用に使用
されるカーボンブラック販売、ゴムや接着剤・塗
料の添加剤として粘着性・耐久性等の付与で使用
されるクマロン樹脂販売を柱に、建築土木の防水
で使用されるウレタン系防水材など、鉄鋼・自動車
・高速道路・建築と幅広い分野へ貢献しています。

樹脂
新たなビジネスの萌芽がそこに。

原料販売としては汎用樹脂・汎用エンプラ・特殊
エンプラまで幅広く取り扱っています。再生ビジ
ネスでは廃材からの樹脂再生プロセスを販売し、
その再材を海外で販売するほか、自社で難燃製品
に再製品化も実現。ドイツの環境ラベル「ブルー
エンジェル」に適合する材料提供を行っていま
す。また、海洋汚染対策としてのバイオプラスチ
ック事業への取り組みや、製品事業ではICキャ
リアテープや食品容器事業を手掛け、電子・食品
包装材料へ展開。川下から川上まで幅広いプラス
チックニーズにお応えしています。

建材
建設にかかわるエブリシングを。

街づくりに不可欠な生コンクリート、セメント、
骨材、コンクリート二次製品、各種断熱材の販売
から、杭工事をはじめとする土木・建築工事業ま
で展開しています。誰もが安全で暮らしやすい街
づくりを土台から支えるとともに、建設業界の発
展のために、パートナー会社と提携して社会に貢
献しています。

肥料
日本の「食」を支える仕事。

いまや世界から高い評価を得ている、日本が誇る
べき伝統的な食文化「和食」。当社の肥料事業は、
そんな日本の食料生産の一端を支える農業に貢献
するべく事業を展開しています。国内販売シェア
首位を占める硫安をはじめ、肥料等の農業関連資
材を扱っています。最近では、高品質な農産物を
求めるアジア諸国への技術指導や、肥料製品の輸
出も手がけています。

インタビュアー　
成長戦略部 「Chemica」編集委員　

宮崎恭子

「NCT-26」とは、 
“社会に認知される会社”としての指針。
宮崎　私たちはNCTの企業理念である「社会のために お客
さまのために 私たちのために」を実現するため、平成26年
に中期経営計画「NCT-26」を設定しました。その達成期限
である令和3年3月に向け、例えるなら9合目に達した今。
まず、上田会長には当時どんな思いで「NCT-26」を策定し
たのかからおうかがいします。
上田　「この会社は3年しか持たないよ」平成16年、新ケミ
カル商事創業時にある人から言われた言葉です。できること
はなんでもやろうと頑張って、その時あった商権を皆の努力
で拡大した結果、200億円の売上でスタートした会社は10

年後に売上高470億円になりました。基礎固めができて、次
に全社一丸となって進むべき道標として、平成26年に初め
ての中期経営計画「NCT-26」をつくりました。
「NCT-26」の指針は、“社会に認知される会社である”こ
とです。社員全員にとってわかりやすい指針にしたかった。
社員の家族、周りの人から「良い会社に勤めているね」と言
ってもらえる、自分たちが誇りを持って働ける会社にしよう
と思いました。そして、“社会に認知される会社づくり”に
向けて、三つの目標を立てました。

1.売上高1,000億円をめざす
2.特色のあるビジネスへの挑戦
3.社格の向上

一番目の目標、売上高1,000億円についてですが、会社が

社会に認められるためには売り上げが必要、でもお金がある
だけではダメ。自己資本があり税金を収められる、“健全な
経営”が大前提です。
二番目の目標、特色についてですが、もともとの化学品・

コークス・硫安の流通に加え、樹脂事業を立ち上げ、リサイ
クルプロジェクトで環境への貢献をめざしています。海外拠
点は香港・上海・台湾・マレーシア販社を開設、北九州本社
から海外に展開する体制を作っています。別に立ち上げた建
材事業と、肥料を中心としたアグリビジネスは、国内産業、
内需に対応するビジネスです。
積極的なM＆A（NCTグループ会社・ILCの紹介は本誌

P.9）を行い、販社と合わせて拠点は日本国内で20箇所を超
え、各地域を網羅しています。
雇用についても、働きたい人に働きやすい環境をととの

え、65歳まで働ける体制を作りました。また、経験採用も
積極的に行ってきました。
宮崎　では第三の目標、“社格”についてうかがいます。“社
格”というのは聞き慣れない言葉ですよね。
上田　そうですね。“社格”は、会社の品格。まず社員ひと
り一人の品格から形成されるものです。マナー・規範を守り、
社会の一員としてきちんとしていることです。CSR活動の
大切さを考えてもらうようにしています。ボランティアの推
進や会社で寄付を行っており、また社員の家族も参加して寄
付した団体・チームを応援するようにしています。本社のあ
る北九州市では、「北九州市音楽協会」、サッカーチームの「ギ
ラヴァンツ」、フットサルの「ボルクバレット」もサポート
していますよ。クラシックコンサートや伝統芸能を楽しむ会
（本紙P.10）なども定期的に開催しています。

確かな成長の手応えを感じる、 
5年目を迎えた「NCT-26」。
宮崎　さて、NCT中期経営計画「NCT-26」の進捗について、
上田会長の“中間評価”をお聞かせください。
上田　売り上げは900億円を超えました。自己資本も約2.5

倍になり、思ったように成長してきている。今が9合目だと
すれば、まずまず合格点でしょうか。建材カンパニーもでき
ました。樹脂リサイクル事業は、東京の樹脂事業部や北九州
営業部、グループ会社のNCT化学、NCTフロンティア、日
興ケミカル、そして海外拠点で原材料調達、コンパウンドや
成形品まで扱うようになりました。
“社格”についても、社員が主体となって考える場が増え

てきました。社格委員会をつくり、会社へのさまざまな提言
が挙げられたり、今年は北九州本社で「楽しみ方改革会」を
発足、第一回は、通常業務でお世話になっている他社の現場
担当の方々といっしょに、落語イベントを楽しみました。
宮崎　昨年４月に東京本社に加え、北九州に本社機能を設置
したことは大きな転機でした。また社員が“社格”を意識し
た最近のイベントですが、昨年10月にNCT設立15周年に
合わせて、北九州芸術劇場でバッハのコンサート「秋の盛り
にバッハはいかが」を社員が企画・運営して行いました。 

上田　「NCT-26」は我が社を形づくる“憲法”のようなもの。
会社は走りながら「NCT-26」に照らし合わせて方向性を確
認したり、軌道修正したり、成長を促す大切な役割を担って
います。「NCT-26」がなかったら、実現していないプロジェ
クトもあったでしょう。コンサートはなし、社員の給与は上
がらなかったかもしれないね（笑）。

時代の流れを読み、変化を恐れない。 
「NCT-26」のその先に向かって。

宮崎　（笑）最後の質問です。あと1年と少しで「NCT-26」
は終わり、私たちは次の時代を迎えます。これからのNCT

について上田会長のお考えをお聞かせください。
上田　確かに来期は「NCT-26」の最終年度。先ほど、現在
「NCT-26」は９合目とすると合格点、とは言いましたが、残

りあと1年、どこまでいけるのか気は抜けません。
「NCT-26」が終わった後の話、次の中期経営計画策定の話
をしましょう。私が考えるのは、“事業の質を変えていくこ
と”。「NCT-26」はもともと商社としての事業拡大を念頭に
策定されたものです。これからの成長には、“工夫のあるサ
ービスの提供”が必要です。例えば今までは基礎原料・素材
を仕入れ、顧客に提供してきたわけですが、これからは“顧
客のニーズに対し、より大きな付加価値を提供できるように
コーディネートする”ということ。顧客にとってより価値の
高いサービスは、NCTにとってもより大きな利益を生みま
す。今後は「利益率」がキーワードになるでしょう。
経営とは予測。時代の動きを読み、自社の力を読み、未来

へ向かって進めること。「NCT-26」がある程度うまくいった
として、次の中期経営計画が同じで良いはずがありません。
私が経営において念頭に置くのは、“創造と破壊“です。成
長するためには、創造と破壊を繰り返す必要があるのです。
周りの環境、情勢は変化を続けます。これからは IOT、5G

が背景にあり、SDGsも全世界で意識されています。次期の
経営中期計画策定にあたり、これからの変化を読み、変化に
乗って、体だけが大きな会社ではなく、今よりさらに中身の
ある、質の高い会社にしていく。中期経営計画そのものに特
色を持たせることも大切でしょう。各事業部のリーダーたち
に期待をしており、次の時代も楽しみです。
宮崎　ありがとうございました。

本誌 Chemica vol.12 では、
NCT の特色について
私こと宮崎がコメントします。

新ケミカル商事会長 
上田哲則
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「ケニア共和国」について

面積：58.3万k㎡（日本の約1.5倍）
人口：4,970万人（2017年：国連）
首都：ナイロビ
言語：スワヒリ語、英語
宗教： プロテスタント（47.7%）、 

カトリック（23.5%）、 
その他キリスト教（11.9%）、 
イスラム教（11.2%）、その他（5.7%）

1  ナイロビ市の中心街。 2  ナイロビ市中心部には近代的なビルも多い。 3  ナイ
ロビのショッピングセンター。 4  市内を流れるナイロビ川には、不法に投棄され
たゴミが多くある。 5  埋立処分場には処理能力を大幅に超える廃棄物が投棄され
ている。 6  National Environment Authorityにて使用済PETボトルの処理に関する
法規制等の確認。 7  Kenya Investment Authority（KenInvest） 8  Nairobi City County
にて、廃棄物の最終処分場についての説明を受ける。

宇宙から見た地球 
（本人撮影）
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PET飲料の需要が拡大。生産量は年間40,000トン。PET

ボトルの消費量およびその廃棄量が増加しつつある一方
で、使用済みPETボトルの回収率は年間8,000～16,000

トンにすぎず、再資源化は年間2,500トン。これまで圧縮・
破砕したPETボトル片を受け入れてきた中国が2018年に
輸入を禁止したことにより、ナイロビ市内では廃棄された
PETボトルの処理方法が社会問題化している。

NCT化学がこのプロジェクトの相談を受け、樹脂リサイ
クル設備を提案。具合的には、フレーク洗浄、ペレット化
のための設備等の導入を計画中。今回NCTグループとし
てプロジェクトチームを発足し、調査団に参加することと
なった。

第一回調査リポート 
現地調査：2019年8月20日～28日

PET ボトルはいまだ「廃棄物」的位置付け。 
ケニアの PET リサイクルはいまだ「開発途上」。

1. PETボトルの効率的な回収システムは確立しておら
ず、ナイロビ市中心部では回収ボックスが設置されて
いる箇所もあるが少数。PETボトルは「資源」ではな
く「廃棄物」の位置付けである。

2. フレーク化における選別・分離工程でも手選別が主
流。洗浄プロセスを経ない場合や、破砕は一度のみ
の場合もあり、フレーク片が大きく均一ではない。

3. 第一回調査では、ペレット化まで対応している業者は
見つからなかった。再生PETペレットを知らない業者
も多い。

第二回調査は2019年11月に予定されており、PETペ
レット販売先調査、現地製造フレークの相場確認など、検
証事項をつぶしていくと同時に、実施にあたり必要となる
設備を検討し、現地での協力体制を整えるなど、今後の具
体的なステップへ進めていく。

世界を舞台に展開するNCTグループの環境ビジネス。
2019 年 8 月にはJICAプロジェクトに参画、ケニア共和国でのPETボトルリサイクル案件の
視察を行いました。今号では、その様子をご紹介します。

現地リポート

ケニア発・環境ビジネス最前線

調査担当兼リポーター　山本健司
新ケミカル商事の化学品営業部に所属、主に日鉄ケミカル＆
マテリアル社、シーケム社の原料を担当しています。
壮大な自然の風景や宇宙に興味があるため、長期の休みには、
「大自然」と「宇宙」の少なくともひとつ以上を楽しむことを目
的に行き先を選びます。例えば、これまでにオーロラを見る
ために北欧諸国を、星空を見るために南米を訪れました。今

から8～9年前には、ロシア空軍にコンタクト。MiGに乗り込み、音速の2倍の速
度で宇宙へ飛び出しました。強烈な吐き気と頭痛や眩暈、加速（G）に耐え、失神の

危険に曝される大変な
経験でしたが、機体か
ら見える地球が青く輝
いている光景は感動的
でした。

金額 （億円） 構成比 （%）

スパイス・コーヒー・茶 16.6 25.0

樹木・植物 16.2 24.3

コーヒー・茶の濃縮物 12.7 19.0

チタン鉱 5.3 7.9

食用果実・ナッツ 3.4 5.6

銅のくず 2.3 3.5

魚のフィレ・魚肉 1.7 2.5

その他 8.1 12.2

合計 66.6 100.0

金額 （億円） 構成比 （%）

鉄道用以外の車両 563.1 67.0

鉄鋼 164.2 19.5

一般機械 27.7 3.3

医療用免疫血清 16.3 1.9

セメント 5.6 0.7

その他 63.1 7.5

合計 840.1 100.0

対日本輸出品目（2017年）

GDP産業別構成比（2016年） GDP農業品目別構成比（2016年）

対日本輸入品目（2017年）

1USD＝110JPYで計算（出所　JETRO世界貿易投資報告 2018年度版）

1USD＝110JPYで計算（出所　JETRO世界貿易投資報告 2018年度版）

出所　農林水産省
ケニアの農林水産業概況 2018年更新出所　経済産業省「通商白書 2017」

JICAからのアプローチがきっかけ 
新たな環境ビジネスの可能性を探る
いまや新ケミカル商事において、重要な一角を占める環
境事業。グループ会社であるNCT化学（社長　正山堯）は、
プラスチックのリサイクルに長年携わり、廃プラの再生か
ら販売まで、また再生樹脂化のための機械販売など、国
内・海外で幅広い事業展開を行っています。この度、独立
行政法人　国際協力機構（JICA）が取り組もうとしている
ケニア地区でのPETボトルリサイクル案件に関して、NCT

化学が相談を受けたことから、NCTグループは調査団とし
てケニア共和国に派遣されることとなりました。日本から
遠く離れたケニアへは、飛行機を乗り継いで約18時間の
長旅。今号では、調査団メンバーによるケニアの首都ナイ
ロビからの第一弾リポートをお届けします。

（調査担当兼リポーター：新ケミカル商事　化学品営業部　山本健司）

ケニア共和国におけるJICA「使用済み 
PETボトル再資源化のための案件化調査 
（中小企業支援型）」 
履行期間：2019年8月9日～2020年9月17日

調査背景 
首都ナイロビでの、樹脂リサイクル設備 
建設に向けての第一歩。

ケニアの首都ナイロビでは経済成長と人口増加に伴い、

品目 %

■農業 33

■製造業 9

■卸売・小売業 7

■保管・輸送業 8

■金融業 7

■不動産業 7

■そのほか 29 

品目 万㌧ %

■さとうきび 709 38.9

■生乳（牛） 412 22.6

■トウモロコシ 334 18.3

■ばれいしょ 134 7.4

■バナナ 129 7.1

■牛肉 53 2.9

■茶 47 2.6

■コーヒー豆 5 0.3
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スマホ・カーナビ・パソコン・デジカメ製造の必需品。
精密機器の電子部品の梱包資材「エンボスキャリアテープ」。

九州エリアの拠点として、アジア各国への窓口として。
NCT グループの核的存在、「北九州本社」。

豊富な取り扱い品目で、 
お客様の幅広いニーズに対応。

2018年4月、北九州市に本社を新設して以来、九
州エリアでのビジネス事業拡大に一層力を入れていま
す。市場はまだ小さいとはいえ、取り扱い品目は、化
学品・樹脂・産業廃棄物・電子材・製品受託とバラ
エティ豊富。特に化学品は、液体アンモニアが当社製
品であることから、メーカーポジションとして、九州
エリアでの重要な役割を担っています。また、トルエ
ン・キシレンは、自社においてトルエン980トン1つ、
キシレン480トン2つのタンクを所有。九州各地の需
要家に、タンクローリーで供給しています。
さらに、商社では珍しく産業廃棄物の処理の仲介も
行っており、無機化学品・有機化学品などをリサイク
ルして再利用することで、お客様のさまざまなニーズ
に応えています。

地理的なアドバンテージをフル活用。 
輸出入業務・海外展開を精力的に展開。

ASEAN諸国や中国と距離的に非常に近く、輸出入
に関して、有利な場所に位置する北九州本社。北九
州市アジア低炭素化センターとの関係強化で、
ASEAN地域における環境改善等の取組みを推進でき
る体制づくりも展開し、外部団体との協業にも力を入
れています。

アジア低炭素化センターには、アジア各国から、
日々多くの問い合わせが入ってきており、特に中国の
各省・市などからも相談が届いています。
その内容は、大気・排水・土壌などの一般的なも
のから、さまざまな重金属除去・バッテリーリサイク
ルなど、高い技術を持ち合わせていなければ対応が
難しいものまで幅広くあります。当社が対応可能な案
件なのか、という選定は非常に困難なこともあり、定
期的な情報交流会や勉強会などに積極的に参加する
ことで、情報収集を行っています。

2019年11月末には中国青島市で開催される、「東
アジア経済交流推進機構」の14回環境部会議に参加
し、リサイクル対策を協議します。その際、北九州市
の企業として、当社が行っているリサイクル事業を、
日中韓の参加者へ紹介します。商社としての参加は珍
しいこともあり、商社ならではの視点で、当社の環境
への取り組みをアピールすることで、北九州だけでは
なく東アジア、そしてアジア全域へのビジネスの架け
橋となるよう努めます。

北九州本社のNB推進部において販売している
「エンボスキャリアテープ」。これは、携帯電話やス
マートフォン・カーナビ・パソコン・デジタルカメ
ラなど、精密機器の電子部品を梱包するための、プ
ラスチックや紙でできた梱包資材です。半導体・コ
ネクタ・LEDなどを製造する電子部品メーカーの世
界で、非常に多く使用されています。
ＮＢ推進部が販売しているエンボスキャリアテー

プは、薄いプラスチック製のシートにくぼみ（ポケ
ット）を成形して、リールに巻き取ったものです。
リールひと巻きのポケット数は、約25万から100

万個。このポケットに入れるセラミックコンデンサ
ーは、1005（1.0㎜×0.5㎜）、0603（0.6㎜×0.3㎜）、
0402（0.4㎜×0.2㎜）、0201（0.2㎜×0.1㎜）とい
う極小のもので、その梱包に対応する技術は、非常
に難しく、高い品質を求められるものです。

NB推進部では、他にもキャリアテープメーカー

新しいビジネスの入り口として。モダンでスタイリッシュな
デザインが印象的な北九州本社のエントランス。

また当社九州営業部には、製造メーカーに所属して
いた社員も多く、その知識や技術力を生かした、より
専門的なサービス提供を強みとしています。

アジア全域へのビジネスの架け橋に。 
「北九州企画部」の取り組み。

「北九州企画部」は、本社新設と同時期の2018年4

月に発足した新しい部門です。
北九州での新たなビジネス創生をめざし、北九州市が
行う「アジア低炭素化センター」と協定を締結、当社
から人員も派遣しています。北九州市は、行政と企業
ががっちりタッグを組んでいる稀な地域であり、私た
ち新ケミカル商事もその新たな一員となっています。

へのインパクトプレス成形機、バリ取り機、PS・
PPシートの販売などに加え、酒造メーカーへの異
物検知器の販売、納豆やモズク容器等の成型品製造
委託販売なども行っています。

左からNB推進部長 上村 久、取締役 梁井浩一、九州営業部長 菅 智和

キャリアテープ会議で討議中の九州営業部メンバー

キャリアテープ

食品などのトレイ

左から1005、0603、0402、0201サイズのデバイス

「アジア低炭素化センター」
北九州市は環境モデル都市として、アジア地域の低炭
素化を通じて、地域経済の活性化を図るための中核施
設「アジア低炭素化センター」を2010年6月に開設。
2050年にはCO2排出を市内で2005年比50％、アジ
ア地域で150％削減するという目標を掲げています。

 
「東アジア経済交流推進機構」
会員都市の連携、経済交流、相互のネットワークの強
化等により、経済活動及び都市間交流の活性化を推進
し、環黄海地域における新たな広域経済圏を形成する
とともに、東アジア経済圏の発展に貢献しています。
会員都市は、日本4都市（北九州市・福岡市・熊本市・
下関市）、中国3都市（大連市・青島市・烟台市）、韓
国3都市（釜山広域市・仁川広域市・蔚山広域市）の計
11都市で構成されています。

「エンボスキャリアテープ」は、
世界レベルの高い技術を用いた、
特筆すべき商材です。
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［君津営業部］

［株式会社アイ・エル・シー］

新オフィスに移転して 2年。 
和気あいあいと業容拡大中。

当部では、基礎化学品やアンモニア・機械品
他、資機材販売、工業用ガスの供給、デリバ
リー業務の請負を行っています。最近では業
容の拡大により増員を図っていますが、比較
的小さい所帯なので、風通しもよく、和気あ
いあいと業務を行っています。新オフィスに
移転して約2年が経ちました。

「ろ布」とは、微細な粉じんが出る作業の集
塵を行う際に、集塵機のフィルターとして用い
られる部材。製鉄・製鋼・砕石その他工業材料
など、さまざまな産業分野で活用されています。
今までの汎用ろ布に加え、ドイツNorafin社製
のスパンレースフィルター、中国Advancetex

社製のアドフローフィルターという、海外製の
高機能ろ布をラインアップに加えました。

スパンレースフィルター 
（ドイツ Norafin社製）

特徴：高密度で針孔がない不織布を採用。撥
水、撥油機能を持つ基布のため、高湿分の劣悪
な環境下においても、長期使用を可能にした。
取引先のコークス工場にて、1カ月周期の

ろ布交換が必要だった現場に導入を行ったと
ころ、半年の交換で済むようになった。

アドフローフィルター 
（中国 Advancetex社製）

特徴：プリーツがあることで、従来のろ布よ

マンションの軽量化を実現する、 
ボイドスラブにこだわり 30年。

マンションの軽量化を実現する独自素材＝
ボイドスラブにこだわり続けて30年。アイ
・エル・シーは、業界に先駆けて自社オリジ
ナルの中空スラブを開発し、現在では、誰も
が知る有名マンションブランドで繰り返し採
用されています。
新ケミカル商事グループには、2014年に

加入。次の50年・100年に向けて、常にお
客様の視点で、時代や環境の変化に対応し
た、質の高い差別化された商品を提供し続け
ることをめざしています。

独自開発で実現した中空スラブ、 
「アイ・エル・シーボイド」。

「ボイドスラブ」とは、スラブの中に規則
的に中空（void）部分を構築し、軽量化した
コンクリート床のこと。従来のスラブに比
べ、剛性・強度・遮音性に優れています。ア
イ・エル・シーが独自に開発した「アイ・エ
ル・シーボイド」のメリットは5つ。

1. 小梁のない広い空間
同じ重量（単位面積当り）のスラブに比べ、
剛性が高いため小梁を必要とせず、居室内に
広い空間を確保でき、自由な室内空間設計が
可能です。

2. 高い遮音性
「アイ・エル・シーボイド」は、スラブ内に
コンクリートの隙間（発泡スチロール） をつ
くり、軽量なままスラブ厚を厚くでき、在来
工法よりも遮音性能が優れています。
JIS A 1418（建築物の現場における床衝撃音
レベルの測定法）により、仕上げ材のない状
態のスラブ（裸スラブ）における床衝撃音の
遮音性能がかなり優れていることが証明され
ました。

3. 手間の少ない工法
下端筋配筋、上端筋配筋の間に施工するとい
う鉄筋配筋工程を分断せず、スムーズな工程

●問い合わせ先　株式会社アイ・エル・シー　http://www.ilc-void.com/contact/index.html●問い合わせ先　新ケミカル商事㈱　君津営業部　0439-52-4611

アドフローフィルター
（中国Advancetex社製）
従来の円筒型ろ布をはじ
め、さまざまな取付けサ
イズに対応可能。

スパンレースフィルター
（ドイツNorafin社製）
Norafin社では軍需関係
の製品も手がけ、耐熱・
撥水における高い技術が
評価されている。

「建築の未来を笑顔にする会社！」
株式会社アイ・エル・シー　代表取締役社長　江口英彦

が可能。鉄筋工の出戻りによる施工の手間と
工期を大幅に短縮させました。長方型と正方
型の2種類のボイド形状があり、従来型の中
空ボイドに比べ、設置に小回りが利きやすく
なっています。特に段差周りのボイド割付け
が容易で、現場でも高い評価を受けています。

4. コスト削減
施工工程がシンプルで、工程管理も楽。オリ
ジナル部材を海外で製作することで、高いコ
ストパフォーマンスを実現。材料費と施工
費、両面からのトータルコスト削減を図れま
す。

5. 設計から施工まで自社一貫体制
自社内に営業・構造設計・施工管理部門を配
置し、スピーディに対応した自己完結体制を
整えています。ご要望に応じた提案をもとに
施工図を作成し、事前打合せや上棟、竣工ま
で現場管理を行います。

全国大手デベロッパー・大手ゼネコン各社や
公営住宅の採用も多く、中低層のマンション
を中心に採用実績を積み重ねています。

りも1.6～1.7倍のろ過面積がある。一般的
なプリーツフィルターはろ過できない部分が
20～30%ほどあるが、本製品は100％ろ過
が可能。本体はコンパクト設計のため、限ら
れたスペースにも設置が可能。
名古屋の製鉄所にて、以前は1年未満でろ

布交換を行っていたが、アドフローフィルタ
ー導入後は2年間メンテナンスが不要になっ
たという実績がある。

作業効率をアップさせる長寿命のフィルター
をお探しなら、ぜひお気軽にご相談を。お客様
の用途や設置場所に応じた提案を行います。
同様に、集塵機関連の部品・機械、一連にわ
たる商品をソリューション提案できる体制も整
えています。お客様の環境経営について、ぜひ
一度ご相談ください。
また、機械販売におきましても、上海拠点で
は中国現地のベンダーへ直接のコンタクトが可
能です。安価で高品質の資機材購買のご要望に
応えられる、当社独自の調達体制を構築してい
ます。

国内外に 26 の拠点を配するNCTグループのネットワーク。
今回紹介するのは、基礎化学品なども好調な君津営業部です。

グループ間でのシナジー効果が顕著になってきたNCTグループ。
そのグループを構成する各企業に
スポットライトを当てるこのコーナー。

第一回めとなる今回ご紹介するのは、㈱アイ・エル・シー。
独自に開発したボイドスラブで、
数多くのマンション等の床（スラブ）を設計・施工しています。

新ケミカル商事にまつわるひとつのキーワードから、その多様性に迫る新コーナーがこの「CLOSE UP! NCT」。
今回は、「集塵機用ろ布」に注目します。

HELLO! NCT NETWORK 

CLOSE UP! NCT 集塵機用ろ布

vol
.

君津営業部　 前列左から鈴木あゆみ、君津営業部長　前野幸彦、平田栄子 
後列左から平野亜由美、桐谷 裕、勝 秀樹、白沢雅司、増田 薫（円内）

富津ガスセンター
左から富津ガスセンター長　西村雅樹、
上野義昭、古橋友幸

機能性・作業効率性・経済性を高めた中空スラブ ILCボイド施工実績

遮音では、
「特別評価方法認定4級」を

取得しています。

君津営業部おススメの
商材、集塵機用ろ布は
“ 高機能フィルター”です。

（上）木目調で温かみのあるエントランス
（中）自然をテーマにした“海”の会議室
（下）君津営業部 オフィス内の様子

We are 
NCT GROUP!
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2019 年 10 月に「NCT歩こう会」は、国内外の観光客に
大人気の京都に訪れました。今回はエリアごとの 8 コースを設定。
各コースのおススメスポットをご紹介します！

NCTグループ会社・灰孝本店 1Fにある、2016年 1月にオープンしたカフェ
「マーマーコーヒー京都」。高瀬川沿いにあるお店は、京都散歩の休憩スポット
にぴったり。店名の「murmur（マーマー）」とは、「木の葉のざわめき」や「小
川のせせらぎ」のこと。

NEWS from NCT
NEWS 1 肥料営業部

「NCT歩こう会」がおススメする
京都散策 厳選８コース

NEWS 2 メセナイベント

肥料営業部では、本年度より鹿島製鉄所硫安を取り込み、
日本製鉄グループのすべての硫安を取り扱うことになり、全
国に販売しています。その量は年間15万トン。これはJA全
農への販売量としては、全国一となります。

2019年8月8日、日鉄ケミカル＆マテリアル社化学品事
業部より事業部長表彰を受けました。当社肥料営業部硫安の
販売体制を構築し、安定取引に貢献したことが評価されたも
のです。

当営業部では、日本農業新聞へ4・5・10月に題字横広告
を掲出しました。
広告内の「くみあい硫安」とはJA全農の硫安のブランド
名で、商品には当社が販売店として記載されています。この

当社では、文化支援活動にも積極的に取り組んでいます。

伝統芸能を楽しむ会　第四弾 
今回のテーマは「江戸の食文化」
古典落語をより楽しんでいただくため、ワークショップと講
談を交えて行います。どなたでも歓迎ですので、ご家族、ご友
人、会社の仲間と、ぜひお立ち寄りください。

「江戸の食文化」ワークショップのネタばらし。
○「二八そば」　名前の由来は諸説あるが、二かける八の十六
文説が有力？！
○「鰻」はもともと酒の肴。関東では甘いたれでご飯とあわせ
るようになるも、関西では明治になるまで、鰻のたれは醤油
と酒で作っていた。
○「天つゆ」は、屋台に大きなどんぶりをおいて皆でつけ合い、
大根おろしは、各自のトッピングであった。この食べ方は汁
が薄まらないので、現代でもおススメ！

●❺ 貴船神社
全国に約 450社ある貴船神
社の総本山。水神。鞍馬山駅
では大きな天狗がお出迎え。

 金閣寺
足利義満の住まいとして建
立。北山文化を象徴する名
刹として世界遺産にも登録。

 天龍寺
庭園も美しく、紅葉の季節
は特に賑わう。

● 京都水族館
2012年にオープン。館内
には 12のエリアがあり、子
どもから大人まで楽しめる。

● 伏見稲荷大社
国内外の観光客から大人気
のスポット。「お稲荷さん」
の総本宮と言えば納得。

 八坂神社
通称「祇園さん」。京都三大
祭の一つ「祇園祭」で有名。

● 鴨川
川沿いの景色を楽しみなが
ら、散歩する人も多い。

 銀閣寺
正式名称は東山慈照寺。展
望所から臨む全貌は必見。

1  2  お店は高瀬川のすぐ横に。四季
折々の風景が楽しめるのも特徴。 3  フ
ワフワのフレンチトーストは、コーヒー
との相性抜群。 4  素敵なカップは、京
都美術工芸大学の学生さんによるもの。 

 オリジナルのキャニスターや、店内
で焙煎されたコーヒー豆も購入できる。

マーマーコーヒー京都
murmur coffee kyoto

落語＆講談 
「江戸の食文化⋯江戸で生まれた味」 
【主催】新ケミカル商事株式会社／アキバテクノクラブ

アキバテクノクラブオープンセミナー Vol.5

一龍斎貞弥　　 
2007年　一龍斎貞花に入門。 
　　　　  貞弥の号を受ける 
2008年　前座。 
2011年　二つ目昇進。

「伝統芸能を楽しむ会」第4弾は、 
「江戸の食文化　江戸で生まれた味」がテーマです。

今から200年前の江戸は100万人を超え、政治・
経済の中心となり、飛躍的な発展を遂げました。 
「花より団子、色気より食い気」 
当時の江戸には様々な食べ物、商売がありました。
その中でも、そば・蒲焼き・天ぷら・握りずしは
江戸の四大名物食と言われ、江戸っ子に愛され、
人気を博しました。 
ワークショップでは江戸を代表するこの食につい
て発展史をたどります。 
また、おなじみとなりました講談と落語は 
食にまつわる噺をお楽しみください。 

＊抽選で「明神下神田川本店」の 
お食事券が当たります!! 

【お申込み】下記URLよりご登録をお願い致します。 
　https://fofa.jp/sangaku/a.p/101/ 
 ▼お問合せはアキバテクノクラブ事務局まで 
　TEL：03-3252-1840 
　e-mail：info@akiba-sangaku.jp　

新ケミカル商事株式会社 メセナ活動「伝統芸能を楽しむ会」

三遊亭鳳志 
昭和51年生まれ。大分県出身。 
2000年4月三遊亭鳳楽に入門。 
2004年3月二つ目昇進。 
2009年3月真打昇進。 
円楽一門会所属。

【日時】2019年11月21日（木）18:00～20:00 

【場所】秋葉原ダイビル5F 

【参加費】無料 

【プログラム】 

＜産学交流ゾーンにて＞ 

　17:30～　受付 

　18:00～18:20　ワークショップ 
　　　　　　　～江戸四大名物を肴に一杯～ 
　　　Welcome Drinkをご用意しております 

＜カンファレンスフロア 5C会議室にて＞ 

　18:35～19:00　講談：一龍斎貞弥 
　　「おから先生と豆腐屋の情け」（徂徠豆腐） 

　19:00～19:10　休憩 

　19:15～20:00　落語：三遊亭鳳志 
　　 古典落語「味噌蔵」

Welcome Drink 
image
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3 4

水族館の「豆乳ソフトク
リーム」。ほんのり甘く豆
乳の香りが広がる、おス
スメスイーツです。

鴨川にかかるさまざま
な橋をめぐる、少しマ
ニアックなコース。

渡月橋の近くのお店で
豪華なランチ。他にも
たくさんのお店が並ん
でいました。

鳥居の下は大行列！
人出の少ない早朝が
チャンスかも。 コース の最初に訪れ

た清水寺は改修中で
した。工事は 2020 年 
3 月に終わるとのこと。

天龍寺から渡月橋への
道にはお店がぎっしり。
テイクアウトフードで小
腹も満たせます。

コース
 清水寺～八坂神社
 南禅寺～銀閣寺
 嵐山

● 仁和寺～金閣寺
● 鞍馬寺～貴船神社
● 鴨川に架かる橋めぐり

 伏見稲荷大社と伏見酒蔵巡り
●  梅小路公園
（京都鉄道博物館と京都水族館）

鞍馬寺から貴船神社に
かけて、かなり歩きま
した！

この袋の中に
硫安を入れて
販売しています

日本農業新聞 2019年4月2日・5月30日・
10月3日に掲載

 2019年11月21日　18～20時　参加費無料
 秋葉原ダイビル5階

●  問い合わせ先　 新ケミカル商事㈱成長戦略部　宮崎　03-6847-9392

硫安とは……
肥料三大要素（窒素、リン酸、カリウム）
のうち「窒素」を含む化学肥料です。
正式名称は「硫酸アンモニウム」です。

「くみあい硫安」は、全国の農家の方々に購入していただい
ています。

新ケミカル商事　坂口部長のコメント

鹿島（硫安）・和歌山（化成品）販売
の新規商流における、日本製鉄への硫安
事業運営が評価されたことを嬉しく思い
ます。また、今回の感謝状をいただいた
ことについて、大変恐縮しております。
当営業部においては、販売・業務改善に向けてこれからが正
念場です。「和敬静寂」たがいを尊重する気持ちを忘れるこ
となく、当社の個性を存分に発揮できるビジネス追求をこれ
からも行ってまいります。

＊抽選で「明神下神田川本店」のお食事券があたります！

肥料営業部長 坂口修一
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北九州本社
TEL: 093-288-5300

東京本社
TEL: 03-5297-7871

樹脂オフィス
TEL: 03-5297-7873

札幌ユニット
TEL: 011-222-7708

大阪ユニット
TEL: 06-7670-7100

名古屋ユニット
TEL: 052-564-7214

福岡ユニット
TEL: 092-285-7856

君津ユニット
TEL: 0439-52-4611

衣浦コークスセンター
TEL: 0566-41-2651

大分オフィス
TEL: 097-527-5246

室蘭オフィス
TEL: 0143-46-2832

北九州オフィス・
北九州カスタマーセンター
TEL: 093-873-6775

富津ガスセンター
TEL: 0439-80-2718

姫路オフィス
TEL: 079-257-0025

株式会社灰孝本店
TEL: 075-341-3161

NCT化学株式会社
TEL: 03-6853-6911

東洋化成工業株式会社
TEL: 082-433-2422

NCTフロンティア株式会社
TEL: 0848-64-7133

日興ケミカル株式会社
TEL: 06-6446-5205

株式会社アイ・エル・シー
TEL: 092-714-2325

マルシチ砕石販売株式会社
TEL: 0246-32-7491

四倉運輸株式会社
TEL: 0246-32-2411

新化実 （上海） 貿易有限公司
TEL: （86） 21-5298-0931

新凱美塑料香港有限公司
TEL: （852） 3188-2601

新化美台湾股份有限公司
TEL: （886） 2-2567-6681

NCTマレーシア
TEL: （603） 9207-9663

5

Tokyo Headquarters

Tokyo Headquarters

Osaka Unit

Osaka Unit20

15

19

16

3

4

12
5

11

10

17

18
14

7

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

15 19

20

21

22

23

24

25

26

17

18

2

6

9

13

8

21

1

22

Kitakyushu Headquarters

Kitakyushu Headquarters

Tokyo Headquarters Functional Resins Office

Tokyo Headquarters Functional Resins Office

Tokyo Headquarters Functional Resins Office

Sapporo Unit

Sapporo Unit

Nagoya Unit

Nagoya Unit

Fukuoka Unit

Fukuoka Unit

Kimitsu Unit

Kimitsu Unit

Kinuura Coke Center

Kinuura Coke Center

Oita Office

Oita Office

Muroran Office

Muroran Office

Kitakyushu Customer Center, Kitakyushu Office

Kitakyushu Customer Center, K
itakyushu Office

Kitakyushu Customer Center, K
itakyushu Office

Himeji Office

Himeji Office

Futtsu Gas Center

Futtsu Gas Center

Haiko-Honten Co., Ltd.

Haiko-Honten Co., Ltd.
NCT Chemical Co., Ltd.

NCT Chemical Co., Ltd.

Toyokasei Kogyo Co., Ltd.

Toyokasei Kogyo Co., Ltd.

NCT Frontier Co., Ltd.

NCT Frontier Co., Ltd.

NCT Frontier Co., Ltd.

Nikko Chemical Co., Ltd.

Nikko Chemical Co., Ltd.

ILC Co., Ltd.

ILC Co., Ltd.

Marushichi Saiseki Hanbai Co., Ltd.

Marushichi Saiseki Hanbai Co., Ltd.

New Chemi Plastics 

HongKong Limited

New Chemi Plastics 

HongKong Limited 23

25
24

26

New Chemical Trading Shanghai Co., Ltd

New Chemical Trading Shanghai Co., Ltd

NCT Malaysia Sdn Bhd

NCT Malaysia Sdn Bhd

New Chemical Trading Taiwan Co., Ltd.

New Chemical Trading Taiwan Co., Ltd.

Yotsukura Unyu Co., Ltd.

Yotsukura Unyu Co., Ltd.

http://www.nctcl.co.jp/
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NCTグループは日本22拠点・海外4拠点
ビジネスのあらゆるニーズに迅速に対応します。


