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【国内】

都道府県 拠点 事業セグメント 会社名 部場 事業概要

群馬県 太田市 ケミカル 旭化成パックス㈱ 群馬工場 プラスチック成形容器の製造

茨城県 笠間市 ケミカル 旭化成メタルズ㈱ 友部工場 アルミペーストの製造

旭エスケービー㈱ - 火工品の製造

境地区 建材 旭化成建材㈱ 境工場 軽量気泡コンクリートパネルの製造

ネオマフォームエ場 フェノールフォーム断熱材｢ネオマフォーム｣の製造

材料開発室 建材断熱材製品の改良および新商品開発

境加工㈱ - 建材加工

栃木県 壬生町 ケミカル 旭化成カラーテック㈱ 壬生工場 各種合成樹脂の着色･コンパウンド加工

埼玉県 上里町 ケミカル 旭化成テクノプラス㈱ 埼玉支店 樹脂製品の製造

上尾市 ケミカル 旭化成パックス㈱ 上尾工場 フィルムのラミネート加工

川越市 医薬･医療 ㈱メテク - 医療機器の製造、販売

山梨県 富士吉田市 繊維 ㈱富士セイセン - 各種糸･織物･不織布の染色仕上加工

千葉県 千葉地区 ケミカル 旭化成㈱ 千葉工場 アクリル樹脂の製造、ポリスチレン樹脂の製造

コンパウンド製造統括部 コンパウンドの生産技術開発、加工場の支援

ザイロン技術開発部、レオナ樹脂技
術開発部等

機能樹脂･機能樹脂加工品に関する応用研究

旭化成カラーテック㈱ 袖ヶ浦工場 各種樹脂のコンパウンド技術開発

PSジャパン㈱ 千葉工場 ポリスチレン樹脂の製品管理、生産技術開発

旭化成エネルギーサービス㈱ - ㈱中袖クリーンパワー発電所、㈱新中袖発電所の運転

エレクトロニクス 旭化成㈱ 電子･機能製品事業部 プラスチック光ファイバ等の研究開発

旭化成EMS㈱ 千葉事業所 プラスチック光ファイバの製造

S＆E等 旭化成アドバンス㈱ 柏ＰＤＣ 建材加工

東京都 東京地区 ケミカル 旭化成ホームプロダクツ㈱ - サランラップをはじめとした消費財の開発および販売

エレクトロニクス サンデルタ㈱ - 合成樹脂製品の販売

建材 旭化成基礎システム㈱ - 基礎杭工事

S＆E等 旭化成アドバンス㈱ - 旭化成の繊維、樹脂･化学品、建材等を取り扱う商社

旭化成クリエイト㈱ - 不動産管理･販売、保険代理、総務業務受託

旭化成アミダス㈱ - 人材派遣･紹介、教育、ISOマネジメントシステム構築支援他

㈱旭化成アビリティ - 印刷、製本、OA関連その他

㈱旭リサーチセンター - 情報提供と調査研究

旭化成福利サービス㈱ - 福利施設企画管理業務

神奈川県 川崎地区 ケミカル 旭化成㈱ モノマー製造部 メタクリル酸メチル、メタクリル酸シクロヘキシル、アセトニトリルの製造

ABS･SBラテックス製造部 SBラテックスの製造

合成ゴム製造部 合成ゴム･熱可塑性エラストマーの製造および用役(電気、蒸気、工水など)の供給

アクリル樹脂製造部 アクリル樹脂の製造

交換膜製造部 イオン交換膜の製造

地区内研究開発部場 高機能新規材料の創出、機能製品の研究開発、樹脂･樹脂加工品に関する応用研究

PSジャパン㈱ 研究開発部 ポリスチレンの研究開発

研究開発 旭化成㈱
研究･開発本部 サステナブルポリ
マー研究所

高機能ポリマーの開発、樹脂加工技術開発、用途開発

S＆E等 旭化成エンジニアリング㈱ - 設備設計･施工および開発、検査、修繕、情報システム開発

川崎市 S＆E等 旭化成エンジニアリング㈱ - 機械･装置、土木、建築に関する設計、施工、販売、検査、修繕、情報システム開発

研究開発 旭化成㈱
デジタル共創本部　インフォマ
ティックス推進センター

インフォマティクスによる事業支援とDXの推進

住宅 旭化成住工㈱ 厚木製造部 住宅用鉄骨アセンブル、断熱材加工

静岡県 富士地区 ケミカル 旭化成㈱ マイクローザエ場 分離膜モジュールの製造

富士動力課 用役(電気、蒸気、工水など)の供給

住宅 旭化成ホームズ㈱ 住宅総合技術研究所 ロングライフ住宅を実現･進化させるための研究開発

医薬･医療 旭化成ファーマ㈱ 富士医薬工場 医薬品原薬の製造

旭化成メディカル㈱ バイオプロセス事業部製品開発部 バイオ医薬品の製造工程で使われる分離･精製用のフィルター、吸着剤開発

エレクトロニクス 旭化成㈱ 感光材工場 印刷版用液状･板状感光性樹脂の製造･開発

電子材料工場 感光性ポリイミド樹脂の製造･開発

富士第二工場 感光性ドライフィルムレジストの製造、燃料電池材料の製造

WGFプロジェクト 光学材料･部品の開発･製造

技術開発総部 マテリアルズ領域材料の開発

ＵＶＣプロジェクト 深紫外線発光ダイオードの製品開発

生産技術本部 設備設計･施工および開発、検査、修繕、情報システム開発

地区内研究開発部場 マテリアルズ領域材料の開発

旭化成エポキシ㈱ 富士工場 エポキシ樹脂用硬化剤の製造

旭化成エレクトロニクス㈱ 研究開発センター 化合物半導体を用いた新規電子部品･センサーの研究開発

第三製造部 ホール素子および赤外線センサー用ウエハの製造

S＆E等 旭化成エンジニアリング㈱ - 設備設計･施工および開発、情報システム開発

旭化成クリエイト㈱ - 保険代理

旭化成アミダス㈱ - 教育･コンサルティング、人材派遣事業

㈱旭化成アビリティ - メール配送、資格取得･講習･研修案内

旭化成福利サービス㈱ - 福利厚生に関するサービス

研究開発 旭化成㈱ 研究･開発本部　基盤技術研究所 高度な解析技術とコンピュータシミュレーシヨン技術の提供

研究･開発本部　畜エネルギーセン
ター

環境･エネルギー領域(電池材料、エネルギー材料、他)の研究開発

研究･開発本部　ヘルスケア研究開
発センター

ヘルスケア領域（診断薬、再生医療、他）の研究開発

研究･開発本部　先端材料･システム
研究所

高機能マテリアルに関する技術･製品の研究開発

大仁地区 医薬･医療 旭化成ファーマ㈱ 大仁医薬工場 医薬品原薬の製造

大仁診断薬工場 体外診断用医薬品、酵素等の製造

医薬研究センター 新医薬品の研究開発、医薬品製剤の研究開発･改良

S＆E等 旭化成福利サービス㈱ - 福利厚生に関するサービス

㈱東洋検査センター - 環境測定･飲料水検査･作業環境測定･一般分析および臨床検査業務

旭化成クリエイト㈱ - 保険代理店業務

愛知県 みよし市 医薬･医療 旭化成ファーマ㈱ 名古屋医薬工場 医薬品製剤の製造

岐阜県 穂積地区 建材 旭化成建材㈱ 穂積工場 軽量気泡コンクリートパネルの製造

穂積加工㈱ - 建材加工

福井県 越前市 繊維 旭日繊維㈱ - 各種織物の製造

福井市 S＆E等 旭化成アドバンス㈱ - 旭化成の繊維、樹脂･化学品、建材等を取り扱う商社

旭化成アドバンス福井㈱ - 産業資材･不織布の加工

あわら市 S＆E等 旭化成アドバンス㈱ 金津流通センター 繊維製品の保管管理

環境安全活動実施部場一覧           

厚木市
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滋賀県 守山地区 ケミカル 旭化成㈱ 守山動力課 用役(電気、蒸気、工水など)の供給

ハイポアエ場 高機能微多孔膜の製造

ハイポア技術開発部 エレクトロニクス･エネルギー領域材料の開発

旭シュエーベル㈱ 守山工場 ガラス長繊維織物の製造

繊維 旭化成㈱ スパンボンドエ場 合繊長繊維不織布(スパンボンド等)の製造

ロイカエ場 ポリウレタン弾性繊維｢ロイカ｣の製造

商品科学研究所 衣料系･資材系機能性テキスタイルの研究開発

エレクトロニクス 旭化成エレクトロニクス㈱ 電子材料工場製造課（守山駐在） 感光性ポリイミド樹脂の製造

S＆E等 旭化成アミダス㈱ 守山事業所 業務請負

旭化成エンジニアリング㈱ - 設備設計･施工および開発、情報システム開発

高島市 ケミカル 旭化成㈱ あいばの事業所 金属加工品の製造

東近江市 住宅 旭化成住工㈱ 滋賀工場 鉄骨･屋根･断熱･開口パネルの製造

三重県 鈴鹿地区 ケミカル 旭化成㈱ 鈴鹿製造所 サランラップ、フォーム製品、フィルムの製造

鈴鹿サンビジネス㈱ - プラスチック加工

サンディック㈱ 三重工場 ポリスチレンシートの製造

和歌山県 御坊市 ケミカル 旭化成㈱ 和歌山工場 アクリルラテックス

大阪府 大阪地区 ケミカル 旭化成ファインケム㈱ 大阪開発センター 化学品の製造

S＆E等 旭化成アドバンス㈱ - 旭化成の繊維、樹脂･化学品、建材等を取り扱う商社

兵庫県 小野市 ケミカル 旭化成パックス㈱ 小野工場 プラスチック成形容器の製造

岡山県 水島地区 ケミカル 旭化成㈱ モノマー製造第一部 シクロヘキサノール、シクロヘキサン、シクロセキセン、分解ガソリンの製造

モノマー製造第二部
アクリロニトリル、メタクリロニトリル、高純度アセトニトリル、スチレンモノ
マー、ポリカーボネートジオールの製造

ポリマー製造第二部 高密度･低密度ポリエチレン、ポリアセタール樹脂の製造

ポリオレフィン技術開発部 ポリオレフィンの研究･開発

テナック技術開発部 ポリアセタールの研究･開発

動力部 用役(電気、蒸気、工水など)の供給

PSジャパン㈱ 水島工場 ポリスチレンの製造

研究開発 旭化成㈱
研究･開発本部　化学プロセス研究
所

化学プロセス、機能製品等の研究

S＆E等 旭化成エンジニアリング㈱ - 設備設計･施工および開発、検査、修繕、情報システム開発

旭化成ＡＳテック㈱ - ポリエチレン製パイプの加工

山口県 岩国市 建材 旭化成建材㈱ 岩国工場 軽量気泡コンクリートパネルの製造

岩国サンプロダクツ㈱ - 建材加工

福岡県 筑紫野市 ケミカル 旭化成㈱ 筑紫野工場 金属加工品の製造

大分県 大分地区 ケミカル 旭化成㈱ 大分工場 防衛用火薬類の製造

日本エラストマー㈱ 大分工場 合成ゴム･熱可塑性エラストマーの製造

医薬･医療 旭化成メディカルＭＴ㈱ セパセル工場 白血球除去フィルターの開発、製造

プラノバ大分工場 ウイルス除去フィルターの製造

人工腎臓工場 人工腎臓等の医療機器の開発、製造

アフェレシス工場 体外循環型白血球除去装置等の医療機器の開発、製造

熊本県 八代 S＆E等 旭化成アドバンス㈱ 八代ケミカルセンター 苛性ソーダの保管

宮崎県
延岡･日向
地区

ケミカル 旭化成㈱ 基礎化学品製造部 硝酸(稀･濃)、苛性ソーダ、液体塩素、合成塩酸などの製造

サラン原料製造部 塩化ビニリデン系樹脂、サランラテックスの製造

電解システム製造部
イオン交換膜法苛性ソーダ生産用電解槽の開発、製造、イオン交換膜用原料ポリマー
製造

セオラス製造部 医薬、食品添加物の製造

レオナ樹脂･原料工場 AH塩、アジピン酸、ヘキサメチレンジアミン(ＨＭＤ)、ナイロン66樹脂の製造

ファスニング生産管理部 土木建築用ファスニング材の製造

日向化学品工場 塗料原料の製造

ハイポア日向工場 高機能微多孔膜の製造

延岡動力部 用役(電気、蒸気、工水など)の供給

旭化成新港基地㈱ - 原燃料の受入、貯蔵

延岡プラスチック加工㈱ - ナイロン66樹脂のコンパウンド

旭ケミテック㈱ - 土木建築用ファスニング材の製造、火工品用管体および脚線の製造

旭化成エヌエスエネルギー㈱ - 電気、蒸気の供給

旭化成水力テクノサービス㈱ - 水力発電所の運転、設備管理

旭化成ファインケム㈱ 延岡製造所 有機化学品の製造

延岡医薬工場 医薬品原薬の製造

カヤク･ジャパン㈱ 東海工場 産業用火薬類の製造

雷管工場 工業用雷管の製造

医薬･医療 旭化成メディカル㈱ 医療技術･材料研究所 医療材料の研究開発

旭化成メディカルＭＴ㈱ 岡富工場 人工腎臓その他医療機器の開発、製造

プラノバ工場 ウイルス除去フィルターの製造

繊維 旭化成㈱ レオナ繊維工場 合成長繊維の製造

ベンベルグエ場 セルロース繊維の製造、セルロース長繊維不織布の製造

不織布工場 人工皮革、メルトブロー不織布の製造

技術研究所 新規繊維の研究開発

旭化成繊維延岡㈱ - セルロース長繊維･合繊長繊維不織布等の製造

旭化成レオナ繊維㈱ - ポリアミド系繊維の製造

旭コード㈱ - ポリアミド系繊維加工品の製造

旭小津㈱ - セルロース長繊維不織布の加工

エレクトロニクス 旭化成エレクトロニクス㈱ 第一製造部 電子部品(磁気センサー)の製造

旭化成エレクトロニクス㈱ 第二製造部 半導体集積回路の製造

旭化成電子㈱ 延岡事業所 電子部品(磁気センサー)の製造

旭化成マイクロシステム㈱ 延岡事業所 半導体集積回路の製造

旭化成テクノシステム㈱ 延岡事業所 設備診断機器、環境監視機器の製造、評価用･機能確認ボードの製作など

旭化成ＥＭＳ㈱ 延岡事業所 ペリクルの製造

S＆E等 旭化成オフィスワン㈱ - 旭化成グループ資産の有効活用事業、受託事業

㈱新旭サービス - 保険代理店、ドコモショップ、ボウリング場事業

旭化成エンジニアリング㈱ - 設備設計･施工および開発、検査、修繕、情報システム開発

㈱東洋検査センター 延岡事業所 環境測定･作業環境測定･一般分析および土壌汚染調査

旭化成福利サービス㈱ - 福利施設企画管理業務

㈱旭化成アビリティ - 印刷、製本、OA関連その他

旭化成ネットワークス㈱ - ＩＴ関連事業

㈱ケーブルメディアワイワイ - ケーブルテレビ

旭化成アドバンス㈱ 南九州営業所 医薬品（試薬）等の販売

研究開発 旭化成㈱
研究･開発本部　繊維技術開発セン
ター

繊維領域の研究と開発

宮崎市 S＆E等 旭化成アドバンス㈱ 宮崎ケミカルセンター 次亜塩素酸ソーダ、ＰＡＣの小分け

＊工場、研究所及び関係会社を掲載しています。生産活動を行っていない営業所等の事務所については、ＲＣ活動を実施していますが、記載していません。

＊S&E等は、「サービス･エンジニアリング等」の略です。
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【海外】

地域 国･都市 事業セグメント 事業概要

米国におけるグループ企業の事業支援

ZOLL Medical Corporationの持株会社

合成樹脂およびPPコンパウンド品の生産、販売

樹脂コンパウンドの製造、販売会社の持株会社

米国における「アサクリン」の販売

窒化アルミニウム基板･UV-LEDなどの開発

半導体集積回路の販売

住宅 米国住宅事業持株会社

医薬･医療 バイオプロセス装置の製造、販売

メキシコ ケミカル 合成樹脂およびPPコンパウンド品の販売

AN、青化ソーダ、アクリルアマイド、EDTAの製造、販売

アジピン酸などの販売

リチウムイオン二次電池用セパレータの開発、加工、販売

電子部品のマーケティング、技術サポート

繊維 ポリウレタン弾性繊維の製造、販売

電子材料の製造、販売

ガラス長繊維織物の製造

電子部品のマーケティングサポート

電子材料の販売

ケミカル 「マイクローザ™」の製造、販売

ポリウレタン弾性繊維の製造、販売

ポリウレタン弾性繊維の経編生地の製造、販売

医薬･医療 人工腎臓の製造および医療機器の販売

広州 ケミカル 機能樹脂の販売

- 中国における投資業務、グループ企業の事業支援など

合成樹脂の販売

HDI系ポリイソシアネートの製造、販売

繊維 糸･織編物の販売

エレクトロニクス 電子部品のマーケティング、技術サポート

医薬･医療 プラノバおよびバイオプロセス製品展開の拠点

エレクトロニクス 電子材料の製造、販売

ケミカル 合成樹脂の加工および販売

ケミカル 機能樹脂の着色･コンパウンド、販売

エレクトロニクス 電子材料の製造、販売

ケミカル ポリアセタールの製造、販売

医薬･医療 医療機器の製造、販売

北京 医薬･医療 中国における薬事･薬政業務、中国事業サポート

ケミカル エンジニアリング樹脂の販売

繊維 繊維･生地の販売促進、市場調査

ケミカル CAE技術を活用した解析･高機能樹脂の部品開発

繊維 繊維関連製品の製造･販売

住宅 金属製品製造業

アクリロニトリル、MMAモノマーなどの製造、販売

機能樹脂の着色･コンパウンド

スパンボンド不織布の製造、販売

加工糸事業

ポリウレタン弾性繊維の製造、販売

合成ゴムの製造、販売

エンジニアリング樹脂（M-PPE樹脂）の製造、販売

PPEパウダーの製造、販売

インド - インドにおけるグループ企業の事業支援

オーストラリア 住宅 マクドナルドジョーンズホームズグループ持株会社

スウェーデン エレクトロニクス センシングソリューションの提供およびガスセンサモジュールの開発･製造･販売

- 欧州におけるグループ企業の事業支援、機能樹脂の販売

繊維 ポリウレタン弾性繊維の製造、販売

エレクトロニクス 電子部品のマーケティング、技術サポート

医療機器の販売

バイオプロセス装置の販売サポートと技術サービス

エレクトロニクス 液状／板状感光性樹脂およびシステムの販売

医薬･医療 ウイルス除去フィルターの販売

イタリア 繊維 セルロース繊維･不織布の販売

UK エレクトロニクス 液状／板状感光性樹脂およびシステムの販売アサヒフォトプロダクツ･イギリス

旭化成インディア

Asahi Kasei Homes Australia.Pty.

Senseair AB

旭化成ヨーロッパ

旭化成スパンデックス･ヨーロッパ

Asahi Kasei Microdevises Europe GmbH

旭化成メディカルヨーロッパ（ドイツ）

Asahi Kasei Bioprocess Deutschland

アサヒフォトプロダクツ･ヨーロッパ

旭化成バイオプロセスヨーロッパ

旭化成繊維（イタリア）

ポリキシレノールシンガポール

旭化成紡績（香港）有限公司

旭化成プラスチックスベトナム

旭化成アドバンスベトナム有限会社

旭化成住工ベトナム

PTT旭ケミカル

旭化成プラスチックス（タイランド）

旭化成スパンボンド（タイランド）

旭化成アドバンス（タイランド）

タイ旭化成スパンデックス

旭化成シンセティックラバーシンガポール

旭化成プラスチックシンガポール

旭化成塑料（香港）有限公司

旭化成精細化工（南通）有限公司

旭化成国際貿易（上海）有限公司

旭化成電子科技（上海）有限公司

旭化成生物工程(上海）有限公司

旭化成電子材料（常熱）有限公司

旭化成塑料（常熟）有限公司

旭化成（蘇州）複合塑料有限公司

旭化成電子材料（蘇州）有限公司

旭化成ポリアセタール（張家港）有限公司

旭化成医療科技（張家港）有限公司

旭化成医薬科技（北京）有限公司

旭化成プラスチックス（メキシコ）

東西石油化学

旭化成ケミカルズ韓国

旭化成イーマテリアルズ韓国

旭化成塑料（上海）有限公司

台塑旭弾性繊維股份有限公司

華旭科技股分有限公司

旭シュエーベル（台湾）

台湾旭化成科技股份有限公司

台湾旭化成電子股分有限公司

旭化成分離膜装置（杭州）有限公司

杭州旭化成アンロン（気輪）有限公司

杭州旭化成紡織有限公司

旭化成医療機器（杭州）有限公司

旭化成塑料（広州）有限公司

旭化成（中国）投資有限公司

旭化成アサクリンアメリカズ

Crystak IS.Inc.

AKM Semi Conductor,Inc.

Asahi Kasei Homes North America,Inc.

旭化成バイオプロセスアメリカ

ケミカル

繊維

シンガポール ケミカル

ヨーロッパ

ドイツ

医薬･医療

ベルギー

タイ

アジア･
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韓国

ケミカル

エレクトロニクス

台湾
エレクトロニクス

杭州
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張家港

香港

ベトナム

繊維

上海

ケミカル

アメリカ
米国

-

ケミカル

エレクトロニクス

会社名

旭化成アメリカ

Asahi-Kasei Holdings US,Inc.

旭化成マイクロデバイス韓国

旭化成プラスチックスノースアメリカ

旭化成プラスチックス（アメリカ）


