紙パルプ技術協会 賛助会員企業様一覧
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会社名

日本フエルト㈱

㈱ＩＨＩフォイトペーパーテクノロジー

相川鉄工㈱

荒川化学工業㈱

イチカワ㈱

川崎重工業㈱

星光ＰＭＣ㈱

URL

紹介

TEL

製品・取扱い品目

http://www.felt.co.jp/

あらゆる方向から世界の紙づくりに貢献します

03-5993-2030

抄紙用フェルト,シュープレス用ベルト,工業用フィルタークロス,抄紙用プラスチック織
物

www.voithihi.com

160年の歴史を持つIHIと150年のフォイト社(独)との製紙機械の合弁会社です。

03-6221-3100

各種抄紙機,塗工機,仕上装置一式,古紙再生プラント,ノンウーブンマシン,各種
抄紙用具

www.aikawa-iron.co.jp/

相川鉄工株式会社は紙製造のために利用する製紙機器開発・製造を行うメー
カーです。

054-648-0600

原料調成機器,抄紙関連機器,各種産業機械

https://www.arakawachem.co.jp/j
p/

独自技術のサイズ剤,紙力増強剤等の製紙用薬品メーカー

03-5645-7800

サイズ剤,表面処理剤,紙力増強剤

https://www.ik-felt.co.jp/

「抄紙プレスパートの総合ソリューションカンパニー」として、「世界一の品質」を目指
す。

03-3816-1111

抄紙用フエルト,シュープレス用ベルト,トランスファー用ベルト,工業用フエルト

https://www.khi.co.jp/
03-3435-6641

造船,航空機,車輌,各種産業機械,ボイラー他,化学プラント,公害防止装置,鉄骨
粉砕機,蒸気タービン,ガスタービン,ガスエンジン,各種搬送設備,産業用ロボット

https://www.seikopmc.co.jp/

製紙業界のあらゆるニーズに応える総合製紙薬品メーカー

03-6202-7333

紙力増強剤,湿潤紙力増強剤,サイズ剤,印刷適性向上剤,各種表面処理剤,凝
結剤,紙厚向上剤,風合向上剤,クレープ剤,微生物製剤

03-6730-7140

コンピュータ連動制御装置の販売

https://www.filcon.co.jp/

紙の誕生の瞬間［ウェットパート］の要,抄紙網のエキスパート

042-377-1175

製紙用プラスチックワイヤー,製紙用金網,パルプマシン用プラスチックワイヤー,金網,
工業用ワイヤー,フィルター,ダンディーロール,不織布用ベルト,水処理装置,クロフタ

http://www.harima.co.jp/

紙力増強剤,サイズ剤などの製造・販売と多様な顧客ニーズに応える製紙用薬品
メーカー

03-5205-3033

紙力増強剤,サイズ剤,表面処理剤,ピッチコントロール剤,凝結・凝集剤,填料歩留
り向上剤 他

http://www.valmet.com/jp

各種製紙・パルプ設備を扱う世界トップの総合メーカー

03-6744-3001

各種抄紙機,仕上げ装置,紙料調成機器,カラーキッチン,各種パルプ設備（チップ
ハンドリング,蒸解・洗浄・漂白～精選）,パルプ薬品回収装置,パルプマシン,流動
層ボイラー,バリオリファイナリー設備,プロセスオートメーションシステム,各種分析・測
定器

http://www.yokogawa.co.jp/

制御機器(DCS,BM計他),情報機器,計測機器等の製造

0422-52-6257

総合生産支援システム,プロセス制御システム,FA制御システム,抄紙機・塗工機
測定制御システム,各種フィールド機器,計装盤,調節弁,分析計

日本ハネウェル㈱

日本フイルコン㈱

ハリマ化成㈱

バルメット㈱

横河ソリューションサービス㈱
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以下50音順
会社名

URL

紹介

TEL

製品・取扱い品目

アース環境サービス㈱
03-3253-0640
㈱青木機械

旭マシナリー㈱

アステンジョンソン アジア セールス＆マー

製紙関係サービス(防虫関係)

https://aokikikai.com/
0545-35-1467

毛布洗浄機,保守請負,据付工事請負,カンバス洗浄機

https://www.asahi-mac.co.jp

紙加工機械・紙パルプ機械の設計・製造

072-268-3415

プッシュ式シンクロカッター,カートンマスター,フォーマー 他

www.astenjohnson.com

紙パルプ業界と共に歩んできた、世界有少数の総合要具メーカー

03-6741-7104

抄紙機及びパルプ工程に使用する全般の要具,フォーミングワイヤー,プレスフェルト,
ドライヤーカンバス,濾布,シュリンクワイヤー,金網

http://www.azbil.com/jp/

紙パルプ産業の製造現場での課題に対して、計測と制御における製品・サービス
をはじめ、さまざまなソリューション商品を活用し、解決策を提供するとともに、プラ
ントの価値最大化を提案します。

0466-52-7031

運転監視・制御システム,運転・監視支援アプリケーションパッケージ,プラント高度
制御,各種フィールド機器,コントロールバルブ・操作端,工場・プラントの設備診断

https://www.ameteksurfacevision.
com/

生産工程の自動化を促進する画像処理システムの開発,製造,販売

03-4400-2350

欠陥検査システム,紙切れモニタリングシステム,欠陥発生箇所モニタリングシステム

03-6863-4364

プラスチックワイヤー,プレスフェルト,シュープレスベルト,ドライヤーカンバス,パルプマシン
フェルト

https://www.andritz.com/pulpand-paper-en/locations/kk-tokyojapan-japanese

紙パルプ設備, バイオマスボイラ, 水力発電設備のグローバルサプライヤ

03-3536-9700

各種チップハンドリング設備, 浸透釜, 蒸解釜, DDウォッシャ, コンパクトプレス, 漂
白設備, 粗選・精選スクリーン, キルン, 苛性化設備, エバポレータ, 高効率回収ボ
イラ, HDコンセントレータ, スメルトスパウトクリーニングロボット, パルパー, パルプマシ
ン&ドライヤ, ティッシュマシン&ヤンキードライヤ, Metris最先端画像分析システム,
Digital Twin, バイオマスボイラ, 水力発電設備, 硫酸生成設備, メタノール精製
設備, 他

https://www.ekkeagle.com/jp/

主要製品であるメカニカルシールを中心に、自動車、船舶、飛行機等の輸送用
機器及び、紙パルプをはじめ各種プラント向けのポンプやコンプレッサー等の回転
機械、半導体事業向けに展開しています。

049-281-1111

メカニカルシール,カップリング,バルブなど

http://www.ikari.co.jp/

防虫対策全般（有害生物対策全般）

03-3350-5192

防虫,防そ,防鳥,微生物対策全般(有害生物対策全般)

http://www.itcmt.co.jp/

省エネ・環境対策に優れた、抄紙機周辺機器・システムの輸入販売

03-3506-3431

紙パルプ機械,白水回収装置,給排水装置,仕上機械,コンピューター等制御装置,
ロール包装・搬送設備,古紙処理設備,焼却炉ボイラー設備,スラッジ減容設備

ケティング

アズビル㈱

アメテック㈱

アルバニー・インターナショナル・ジャパン
㈱

アンドリッツ㈱

イーグル工業㈱

イカリ消毒㈱

伊藤忠マシンテクノス㈱
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会社名

㈱イメリス ミネラルズ･ジャパン

㈱イリス

URL

紹介

TEL

製品・取扱い品目

http://www.imerys.co.jp/

カオリン、炭カル等白色顔料の総合メーカー

03-4572-0470

クレー,カオリン,炭酸カルシウム

www.irisu.jp
03-3443-4111

製紙用仕上機械一般,特殊コーター,各種自動包装機

03-5765-1330

生物処理設備,メタン発酵設備

http://www.abb.co.jp/

デジタル産業に包括的なオファリングを提供する先駆的技術のリーダー

03-4523-6700

パルプ試験機,紙試験機,抄紙機プロセス分析機器,全自動試験機,パルプ濃度
計,張力計,ガス・水分析機器,流量計,電動機,インバーター,電気品 ほか

ヴェオリア・ジェネッツ㈱

ＡＢＢ㈱

ＳＫＣ㈱

エフビー工業㈱

エムアイ計装システム㈱

オー・ジー㈱

王子コーンスターチ㈱

http://www.skcc.co.jp
03-6222-0900

工業用バルブ・計装用調節弁,紙パルプ設備用システム・機器

http://www.fb-industrial.co.jp/

摩擦剤、パッキン・ガスケット、保温断熱材のメーカー

06-6787-1581

摩擦材料,シール関連製品,ガスケット製品,耐熱材料

http://mi-keisou.com

①計装工事（計装工事設計・施工,ネットワーク工事,制御盤設計・製作,試運
転調整）
②ソフトウェア開発・メンテナンス（DCS･PLCエンジニアリング,コンピュータ機器メン
テナンス）
③技術サービス（各種調整弁整備,KPMシリーズ濃度計整備,流量計・圧力計・
液面計・水質計等計装機器の点検・整備・校正）
④技術コンサルティング（省エネ診断,設備改善提案,サーモグラフィー診断）

0573-66-0913

・回転式インラインパルプ濃度計 MODEL:KPM KC5
・マイクロ波式パルプ濃度計 MODEL:KPM KC7
・リテンション測定システム MODEL:KPM KRA
・フリーネス測定システム L&Wフリーネスオンライン

http://www.ogcorp.co.jp/
03-3665-8335

紙パルプ製造に関する資材,薬品などの販売

http://www.oji-cs.co.jp/

製紙用澱粉の総合メーカー

03-3563-7230

各種製紙用澱粉

042-540-5670

各種炭酸カルシウム,生石灰,消石灰

https://www.fa.omron.co.jp/

シート検査装置の開発、製造、販売

055-977-9153

シート検査装置

03-5635-5162

沈殿浮上設備,生物処理設備,白水回収設備,給水処理設備

http://chemical.kao.com/jp/

脱墨剤,嵩高剤,炭カル分散剤,他紙パルプ用薬品の製造・販売

03-5630-7670

サイズ剤,界面活性剤,脱墨剤

https://katayama-nalco.jp/

紙パルプ関連薬剤および水処理関連薬剤の販売会社

06-6321-7306

歩留向上剤,スライムコントロール剤,ピッチ・スティッキーコントロール剤,漂白助剤,工
程洗浄剤,消泡剤,サイズ剤,冷却水処理剤,ボイラ水処理剤,排水処理剤

奥多摩工業㈱

オムロン㈱

オルガノ㈱

花王㈱

片山ナルコ㈱
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会社名

加納商事㈱

川崎化成工業㈱

川之江造機㈱

㈱キッツ

岐阜県産業技術総合センター

協和工機㈱

㈱金陽社

熊谷理機工業㈱

倉敷ボーリング機工㈱

㈱クラレ

栗田工業㈱

ケイ・アイ化成㈱

㈱ＫＧＫエンジニアリング

URL

紹介

TEL

製品・取扱い品目

https://www.kano-web.co.jp

創業70年を迎え、国内のみならず、東南アジアを中心とした海外展開を推進し
ております。

03-5298-2700

ロール・ドラム設計・製作,各種工業用めっき,特殊ゴム巻加工,テフロン加工等表
面加工,ラミネーターコーティングマシン設計・製作

https://www.kk-chem.co.jp/
044-540-0104

パルプ蒸解助剤(SAQ®)

http://www.kawanoe.co.jp/

抄紙マシンを始め、各種製紙関連装置の設計製造

0896-58-0111

紙料調整機器・部品,古紙処理機器,抄紙機,抄紙機部品,パルプ抄造機器,紙
仕上機器,紙加工機器,紙仕上加工部品,運搬機器,公害防止機器,製紙関係
サービス

http://www.kitz.co.jp/

バルブを中心とした各種流体制御器のメーカー

043-299-0111

各種バルブ,各種自動操作・調節バルブ,各種緊急遮断装置

http://www.gitec.rd.pref.gifu.jp/

「モノづくり技術」に関する総合的な研究開発・技術支援の拠点です。

0575-22-0147

製造業を対象とした,依頼試験,機器貸出,技術相談,受託研究,共同研究,講
演・講習会の開催

http://www.kyowa-screen.co.jp/

紙パルプ用をメインとした各種原料濾過機械及び金属製フィルターの製造メーカー

072-977-6201

スクリーン機会本体,その他製紙機械及び関連部品,スクリーンプレート,バスケット
類
(Bar式,切削スリット式,プレス孔式,ドリル孔式,その他)

http://www.kinyo-j.co.jp/

ゴムロール,ゴムブランケットの総合メーカー。第45回佐々木賞受賞

03-3522-3600

ワイヤーロール,クーチロール,フェルトロール,プレスロール,スクイズロール,アプリケーターロー
ル,サイズロール,ファウンテンロール,バッキングロール,スプールロール,カレンダーロール,エキ
スパンダーロール,カッターフィードロール

http://www.krk-kumagai.co.jp/

紙パルプ関連試験機,実験機,加工機の製作販売

03-3994-0111

紙パルプ試験機,印刷適性試験機,加工適性試験機,プラスチック試験機

http://www.kbknet.co.jp/

抄紙の各工程で使われるロールの溶射製品製造販売

086-456-3877

カレンダー,リーラー,ワインダー,リワインダー,スリッター,プレス,ワイヤー等,各種ロールの溶
射皮膜,補修,エンジニアリング,現地溶射施工,現地切削加工

https://www.kuraraypoval.com/ja/
03-6701-1443

紙加工薬品(ポバール)

https://www.kurita.co.jp/

水処理のリーディングカンパニー

03-6743-5035

歩留向上剤,ピッチコントロール剤,スライム防止剤,沈殿浮上設備,給排水処理設
備,ボイラ・冷却水処理剤,消泡剤,排水処理剤

http://www.ki-chemical.co.jp/

原体合成から製剤化まで行う産業用防菌剤メーカー

0538-58-1000

スライム防止剤,防腐剤,スケール防止・除去剤,工程洗浄殺菌剤,パルプ用防カビ
剤,抗菌剤,防滑剤

http://www.kgke.co.jp/

紙パ業界に役立つ海外の新技術に基づく製品を販売

048-872-8711

紙パルプ機械,高圧水式自動枠替装置,高圧水式エッジトリマー装置,高圧水式
カンバスクリーナー,カラーキッチン設備,液面圧力発信器,クラフトパルプ処理工程で
の排ガス・排水処理装置,リール最適化システム,各種ロードセル,カーボンスチール製
ドライヤーシリンダー 他
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会社名

URL

紹介

TEL

製品・取扱い品目

Kemira Japan㈱

紙パルプ関連薬品のグローバル企業
03-5615-8222

塩素酸ナトリウム,凝結・凝集剤,ろ水性向上剤,サイズ剤(ASA,AKAwax),染料,そ
の他製紙薬品

0544-23-0303

製紙関係自動制御機器,排水処理装置,紙パルプ加工設備

0465-35-4333

種箱循環システム,斤量弁,電子式パルプ濃度調節装置,連続パルプ濾水度計,
凝集度測定装置,電動バルブ,濾液採取装置

http://www.kppc.co.jp/

紙製品の販売,ネット販売も展開中（PAPER MALL）

03-3542-4111

洋紙,板紙,パルプ,化成品,紙加工品,関連機械販売

コアレックス三栄㈱

コーエイ工業㈱

国際紙パルプ商事㈱

独立行政法人国立印刷局研究所
0465-49-4200

㈱小林製作所

㈱サーボアーム

サンノプコ㈱

http://www.kobayashieng.co.jp/

高度な技術開発力と創造力の製紙機械の総合メーカー

0545-61-2400

紙パルプ機械,紙加工機,各種産業機械

https://www.servoarm.co.jp/

製紙工程での省力化,自動化用ロボットのメーカー

078-646-9625

自動サンディング装置,ガムピッチ除去装置,自動給紙装置,樹脂コアリフレッシュ
装置,紙粉除去装置,クラブカッター,ハンドリングロボット,搬送用ロボット,各種産業
用機器

https://www.sannopco.co.jp/

EVOLUTION ON EVOLUTIONをスローガンに界面活性剤技術を応用した機能
性薬剤の製造販売を行う会社

03-3279-3030

消泡剤,分散剤,潤滑・離形剤,増粘・保水剤,浸透剤

03-5389-3411

スライム防止剤,ボイラー・冷却水処理薬品,廃水処理薬品,用水処理設備

03-5818-2651

紙パルプ機械,紙加工機械,計測機器

03-6218-3630

ラテックス

045-505-7866

チップサイロ,チップ屋外貯蔵設備,チップ輸送設備,ダイゼスター,石灰回収,ボイラ,
発電機,タービン,コンベヤー,クレーン,脱硫設備,脱硝設備,集塵設備,煙突,生物処
理設備,メタン発酵設備,廃棄物焼却炉

https://www.jfe-planteng.co.jp

機械と電気・制御の総合エンジニアリング企業

03-3864-3865

プラントや様々な建築物の機械設備や電気・制御設備に関する開発・設計・製
作・施工・メンテナンス

他

三葉化工㈱

シー・テー・高橋㈱

ＪＳＲ㈱

ＪＦＥエンジニアリング㈱

ＪＦＥプラントエンジ㈱

㈱ジェイエムエス

www.jmsystem.co.jp
03-6712-0617

敷島カンバス㈱

硫化･塩素ガス除去装置,インラインミキサー,流量計

https://www.shikishimacanvas.co.jp/
06-6268-5711

ドライヤーカンバス,コルゲーターベルト,フィルタークロス
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会社名

新生紙パルプ商事㈱

新日本印刷㈱

㈱新浜ポンプ製作所

住友重機械エンバイロメント㈱

住友重機械工業㈱

㈱スリーエス

URL

紹介

TEL

製品・取扱い品目

https://www.sppcl.co.jp/

国内外に、紙・板紙・化成品を中心に販売している紙の総合商社

03-3259-5083

紙,パルプ,化成品,紙加工品,建材,機械,機器

http://www.sinnihon.net/

編集から印刷まで、トータルで製品を作成

03-3269-3611

印刷一般

http://www.shinhama.co.jp
0896-58-2360

クリーナー,ニーダー,フィルター,晒タワー,ストックチェスト,パルパー,高速離解機,脱墨装
置,真空ポンプ,高濃度ポンプ,耐腐食ポンプ,給水ポンプ,ドレンポンプ,渦巻ポンプ,
プランジャーポンプ

http://www.shiev.shi.co.jp/

紙パルプ産業向けに最適な水処理システム・ソリューションをご提案します。

03-6737-2700

苛性化装置,白水紙料回収設備,用排水処理設備,脱硫設備,沈殿浮上設備,
生物処理設備,pH調節設備,メタン発酵設備,環境測定

http://www.spe.shi.co.jp/
03-6737-2850

真空蒸発装置,集塵装置,脱臭設備,各種分離装置

https://www.posi3s.com/

ポジショナ専門メーカー。独自の振動対策で実績多数。あらゆる駆動部に取付対
応可能。

03-5427-3313

スマートポジショナ,機械式ポジショナ,現場型電空変換器,現場型電流発生器,
ブースターリレー,減圧弁,コントロールドライブユニット,ダンパー用アクチュエータ

03-3542-2151

スライム防止剤,ラテックス,歩留向上剤,塗工カラー用流動性改質剤

https://www.dks-web.co.jp/

界面活性剤をはじめとする、工業用薬剤のメーカー

075-323-5911

界面活性剤,水溶性高分子,セルロースナノファイバー

http://www.djk.co.jp/

スルザーポンプを始めとする、パルプ・紙製造機械の販売

03-6370-8630

パルプ・紙製造機械の販売

06-6465-2008

天然ガス,低NOxバーナー,コージェネレーションシステム,エネルギーサービス

0545-22-5955

脱墨装置,洗浄設備,パルプ抄造機器

048-466-9841

手動・自動バルブ,ポンプ,アジテーターほか製紙用機械

http://www.daiwabo.co.jp/

確かな品質のドライヤーカンバスを提供。

06-6281-2412

製紙用カンバス

ソマール㈱

第一工業製薬㈱

第一実業㈱

Daigasエナジー㈱

㈱大善

大明工機㈱

大和紡績㈱

大和紡績㈱ 出雲工場
0853-21-0340
テサテープ㈱

https://www.tesa.com/ja-jp

各種産業用途向け粘着テープを製造する業界のグローバルリーダーです

03-6833-2300

製紙工程用水溶性粘着テープをはじめ、印刷,自動車,エレクトロニクス,建築産業
などに粘着テープ製品を提供しています
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会社名

㈱テックタイムス

URL

紹介

TEL

製品・取扱い品目

http://www.st-times.co.jp/

紙パ産業の総合出版社、「紙パルプ技術タイムス」（月刊）等を発行

03-5651-7161

紙パルプ各種情報紙,紙パルプ技術タイムス,Japan Pulp & Paper等の発行

0727-57-0099

ドライヤー用蒸気吹込回転継手とサイフォンカレンダー用温水,熱水,熱媒用回転
継手

https://www.tokan.co.jp

紙容器製品,樹脂容器製品の製造及び販売

03-4514-2100

紙コップ,プラスチックコップ,食品容器

有限会社デュブリン・ジャパン・リミテッ
ド

東罐興業㈱

東京産業㈱

東芝三菱電機産業システム㈱

㈱東洋精機製作所

東洋濾紙㈱ 新潟工場

トーカロ㈱

㈱ドクター製作所

トクデン㈱

凸版印刷㈱

ニダック㈱

㈱日新化学研究所

㈱ 日誠産業

https://www.tscom.co.jp/
054-280-0551

紙パルプ機械,紙加工機械,ボイラー,廃水処理設備,廃棄物焼却炉

http://www.tmeic.co.jp/

広範な産業分野を支援する「トータルソリューションカンパニー」

03-3277-5909

製紙機械駆動電気品,生産管理用計算機システム,FAシステム,計測制御システ
ム

http://www.toyoseiki.co.jp/

MIT耐折疲労,テーバー・クラーク・ガーレ柔軟度,ミューレン破裂度,摩擦測定機,エル
メンドルフ引裂,シートマシン等テスト機器の製作

03-3916-8181

紙パルプ試験機,測定機,プラスチック試験機,印刷インキ適性試験機

https://www.advantec.co.jp/comp
any/advantec_group/toyoroshi/
025-257-5101

濾紙,カートリッジフィルター,濾過器

https://www.tocalo.co.jp

溶射を中心とする表面改質処理のメーカー

078-303-3433

抄紙機部品,ボイラ等への溶射を中心とした各種表面処理

http://www.doctor-ss.co.jp/

ドクター装置及びドクターブレードの高度な技術を誇る世界的ドクター専門メーカー

054-667-3524

抄紙機,紙加工機,各種産業機械用ドクター装置及びドクターブレード,抄紙機部
品

https://www.tokuden.com
075-581-2111

誘導発熱ジャケットロール,カレンダーロール,ラミネーターロール,コーターロール

toppan.co.jp

カタログ・パンフレット等商業印刷から、包装印刷、壁紙等建装材印刷など、広
範な分野に対応する総合印刷会社です。

03-3835-5111

印刷物全般,フォトマスク等電子材料,壁紙,バリアフィルム等複合包装材料など

http://www.nidak.com/

リファイナープレート,エキストラクションプレート等の製造修理販売

03-3256-0039

リファイナープレート,エキストラクションプレート,離解機用部品,各種ステンレス鋳造
品

http://www.nissin-kk.co.jp/

製紙・パルプ工程における操業改善薬品全般の製造・販売

072-671-5101

デポジット(ピッチ・スケール)コントロール剤,フェルト洗浄剤,離型・潤滑油剤,消泡剤,
脱墨剤,工程洗浄剤,フェルト馴染み剤,カンバス洗浄剤,スライムコントロール剤,防
腐剤,保湿柔軟剤,柔軟剥離剤,消臭剤,各種製紙用薬品

www.nissey.net

オーダーメイドパルプメーカー

0884-27-3323

紙パック再生パルプ,FSCリサイクルパルプ,使用用途(和紙・洋紙・家庭紙・特殊
紙・板紙),建材用途（内装材・外装材）,モウルドなど
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会社名

URL

紹介

TEL

製品・取扱い品目

日本紙通商㈱
03-6665-7414

日本車輌製造㈱ 産業機械部

パルプ洗浄精選機器,抄紙機部品,紙仕上機器,紙仕上加工部品,工業用無機
薬品,紙料・塗液添加剤

https://www.n-sharyo.co.jp/
0545-51-2818

製紙機械,仕上加工機械,包装機,搬送機器,環境機器,破砕機

0545-31-0600

インクジェット方式巻取印字装置,パルプ塵計,偏芯計,巻取ディッシング測定装
置,断紙モニター,生産管理システム,抄紙機/塗工機操業支援システム(MOAS),
紙パルププラントに関する建築・機械・電気・計装工事及びエンジニアリング

日本製紙ユニテック㈱

日本電色工業㈱

https://www.nippondenshoku.co.j
p

日本エイアンドエル㈱

03-3946-4398

白色度計,光沢度計,色差計,排水着色度計

http://www.n-al.co.jp/

製紙用ラテックスのメーカー

06-6220-3633

ABS樹脂類及びSBRラテックスの製造・販売・研究開発

03-6685-2020

塩素酸ソーダなどの化学工業薬品,二酸化塩素発生プラント,アルミナ質研削材

http://www.kamipa.co.jp/

多くの紙製品の販売,古紙再資源化事業

03-5548-4039

洋紙全般,化成品

03-6731-5280

製紙用有色染料,感熱顕色剤,感熱インキ,インクジェット用色材

www.koso.co.jp

小口径から大口径、極低温から高温、低圧から高圧迄製造販売

03-5202-4300

各種自動調節弁,低騒音弁,緊急遮断弁,シビアサービス弁,タービンバイパス
弁,ON-OFF弁,空気式・電油式・電動式駆動部,各種フィールド機器

https://www.nihoncornstarch.com/

製紙用,他各種工業用加工澱粉の製造と澱粉系生分解樹脂の開発

0566-42-3131

サイズ澱粉,澱粉

http://www.nippon-joint.co.jp/

ジョンソンロータリージョイント,サイフォンの製造販売

0774-23-3211

抄紙機,ペーパードライヤー用蒸気吹込回転継手等の製造販売

https://www.nisshoku.co.jp/

製紙のあらゆる分野に適した高品質の澱粉を提供

03-3212-9118

コーンスターチ,酸化澱粉,燐酸エステル化澱粉,自家変性澱粉等

https://www.johncrane.com/

メカニカルシールのリーディングカンパニー

077-558-3201

メカニカルシール,ドライガスシール,カップリング,フィルター,グランドパッキン

http://www.zeon.co.jp/

紙加工をはじめ、繊維処理,接着剤,塗料などの用途でラテックスが使用されてお
ります。

03-3216-2344

合成ゴム,合成ラテックス,高機能材料など

https://www.nomurashoji.com/

各種測定装置,試験機,省エネ・保全関連機器,消耗品等の販売

03-3275-8001

配向性試験器,地合計,ダート測定器,各種物性試験器,ロール硬度計,ニップ測
定用具,ワイヤー・プレスパートの水分計,キャリアロープ

日本カーリット㈱

日本紙パルプ商事㈱

日本化薬㈱

日本工装㈱

日本コーンスターチ㈱

㈱日本ジョイント

日本食品化工㈱

日本ジョン・クレーン㈱

日本ゼオン㈱

野村商事㈱

開発研究所
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会社名

㈱野村鍍金

ハイク.ワグナージャパン㈱

ハイモ㈱

伯東㈱

URL

紹介

TEL

製品・取扱い品目

https://www.nomuramekki.com/

ロールの設計,製作からあらゆる表面処理加工まで一貫生産メーカー

06-6471-0966

ロール,ドラムの設計製作,工業用めっき,フッ素樹脂コーティング,セラミック等溶射加
工その他各種表面処理加工

https://www.andritz.com

抄紙機の操業効率向上に寄与するグローバルな抄紙要具を提供

03-6891-4520

製紙用フォーミングファブリック(ワイヤー),フェルト,ドライヤーカンバス,キャリアロープ,パ
ルプマシン及びその他工業用ワイヤー,フェルト,製紙機械用各種ロールカバー,シュー
プレス用ベルト

http://www.hymo.co.jp/

ウェットエンドケミカルのエキスパート

03-6212-3838

歩留,ろ水向上剤,凝集剤

https://www.hakuto.co.jp/
03-3225-8910

紙質向上剤,紙力増強剤,歩留向上剤,ピッチコントロール剤,スライム防止剤,消泡
剤,分散剤,殺菌剤,防黴剤,界面活性剤

03-6202-1515

ピッチコントロール剤,スライム防止剤,分散剤,殺菌剤,防黴剤,抄紙用酵素製剤

http://www.futec.co.jp/

欠点検出機等品質管理のインライン化メーカー

087-867-8691

MaxEye.Xseries:高精度検査装置(制御盤あり)
MaxEye.ST+Series:高精度検査装置(制御盤なし)
MaxEye.Color:カラー検査装置
EasyMax.GS Series:印刷面検査装置
SMART HUNTER:赤外線カメラシステム

http://www.fmt.co.jp/

高機能湿式炭カルのトップメーカー

03-5295-8061

炭酸カルシウム,バイオラテックス

http://www.btg-japan.com
http://www.btg.com

パルプ,ティッシュ,板紙,塗工紙の収益・品質改善のためのソリューションを提供

03-6881-7141

スマートファクトリー関連ソフトウェア,ティシユモニタリングシステム,ブレード・ロッド,パル
プ計測機器,プロセス最適化システム

03-5650-1261

連続脱水機(スクリュープレス)

バックマンラボラトリーズ㈱

㈱ヒューテック

㈱ファイマテック

フォイトターボ㈱ BTG事業部

富国工業㈱

富士ゼロックス㈱

https://www.fujixerox.co.jp

プロシメックス・ジャパン㈱

ペーパーコンバーティングマシンカンパニー
ファーイーストインコーポレイテッド

03-6271-5111

オフィス用複合機,プリンター並びに関連ソリューション,デジタル印刷機並びにワーク
フローソリューション

https://www.procemex.com/ja

画像処理技術を用いた紙製造工程の自動化機器の開発・製造・販売

03-6820-2109

欠陥検査システム,断紙モニタリングシステム,各種マシンビジョンアプリケーション

http://pcmc.com

米国グリーンベイ(ウィスコンシン州)本社,1919年設立。米国・英国・イタリアに製
造工場。家庭紙加工機械の総合メーカーです。

045-671-5461

家庭紙加工機(ファイシャルティッシュ・トイレットペーパー・キッチンペーパー),不織布
加工機(おしり拭き・ナプキン・各種製品),エンボスロール(パターンデザイン・彫刻),包
装機,フレキソ印刷機,アニロックスロール洗浄装置

日本

支店
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会社名

URL

紹介

TEL

製品・取扱い品目

ホースト・スプレンガー・アンド アースプロ
ダクツ㈱
047-314-1036

保土谷化学工業㈱

https://www.hodogaya.co.jp/
03-5299-8140

㈱堀河製作所

㈱マツボー

㈱丸石製作所

丸茶㈱

三井化学㈱

過酸化水素,過酸化物

http://www.horikawa-eg.co.jp/
0480-66-1371

製紙機械用各種ロール,脱水エレメント,NASH真空発生装置,スチームプロファイ
ラー,カンバスクリーナー,ドライヤーエアシステムとフード,シートカッター,エンボスマシン,リ
ワインダー・アンワインダー,ハイブリッド傾斜ワイヤーマシン

http://www.matsubo.co.jp

産業用機械の専門商社

03-5472-1747

紙パルプ機械,計測機器,加工機,自動化設備

http://www.maruishi.com/

製紙関連機械の機械設計、自動制御設計、製作据付、アフターサービスを行う
メーカー。紙おむつ・衛生用品製造機械の製作・販売。

0545-61-1200

大判カッター,平判包装機,ロール包装機,シュリンク包装機,コアハンドリング,ツイン
ワイヤータイプパルプ抄取設備,紙おむつ・衛生用品機械

http://www.marucha.co.jp/
03-6825-8910

三浦工業㈱

メタリングロット,ホルダー,コーターブレード,クレーピングブレード,ロットメタリングシステム
アクセサリー等

産業用自家発電設備,ソーダ回収ボイラ設備,ガスタービン設備,蒸気タービン,各種
ボイラー設備,純水製造装置,パルプ蒸解設備,洗浄酸素晒設備,薬品回収設備,
電気集塵機,真空蒸発缶,産業廃棄焼却設備,用排水処理設備,環境機器,汎
用空調設備,薬品,抄紙設備,排煙脱硫脱硝設備,各種溶射

http://www.miuraz.co.jp
03-5793-1032

ボイラ,熱交換機,給水処理設備,真空ポンプ,高濃度ポンプ,給水ポンプ,ドレンポン
プ,コンプレッサー,低ノックスバーナー

https://jp.mitsuichemicals.com/jp/
index.htm

環境対応,紙包材化向けのユニーク材料メーカー

03-6253-3567

・ケミパール：水系コート剤,耐水・耐油・ヒートシール性を付与
・タケラックWPB：水系コート剤,ガスバリア性・ミネラルオイルバリア性を付与
・SWP：多分岐PE繊維,パルプモールド向け熱成型性・ヒートシール性を付与

072-643-2251

表面塗布剤,紙力印刷適性改善剤

045-504-1105

歩留向上剤,ピッチコントロール剤,消泡剤,分散剤,脱臭剤

045-629-1263

産業用ボイラ,タービン・中小型発電プラント新設,既設プラント(ボイラ,焼却炉,ター
ビン等)の各種検査・評価,更新/改造,保全・アフターサービス業務,メカトロ,コン
ピュータ制御装置及び監視計測装置

http://www.minamisenju.co.jp/

100年の技術集積による製紙用カッター及び関連装置の製造販売

048-954-7261

製紙機械(カッター,スーパーカレンダー等)電線機械(光ファイバー集合機,テーピング
機等)ゴム及びフィルム・プラスチック加工機械,その他一般産業機械

三菱ケミカル㈱ 大阪研究所

三菱ケミカル㈱ 鶴見研究所

三菱パワーインダストリー㈱

㈱南千住エンジニアリング

美和電気工業㈱

htttps://www.miwadenki.co.jp
03-3341-2101

温度計,濃度計,流量計,圧力計,レベル計,プロセスコンピューター,画像処理装置
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会社名

明産㈱

㈱メンテック

㈱守谷商会

安川オートメーション・ドライブ㈱

ヤマウチ㈱

油化産業㈱

ユビキタス・テクノロジーズ㈱

㈱ユポ・コーポレーション

由利ロール機械㈱

URL

紹介

TEL

製品・取扱い品目

http://www.maysun-eng.co.jp/

高機能フィルムの高品質断裁及び高精度非接触厚さ測定

0545-63-9510

紙・パルプ・段ボール関係制御機器,省力化機器の製造(NCカッター,スリッターコン
トローラー)
新素材(液晶フィルム,リチウム電池電極材等)の加工及び測定機器製造(スリッ
ティングマシン,非接触厚さ計)

http://www.maintech.co.jp

地球にやさしい紙作りの未来を創造する

03-5220-4710

①抄紙機ドライパート・ウエットパートにおける汚れ防止・洗浄薬品および装置
②抄紙機汚れを可視化・定量化し,それに応じて薬品・装置を調整するシステム
③家庭用抄紙機ヤンキードライヤーにおけるクレープコントロール薬品および装置
④上記技術を用いた生産性・品質・作業性改善のコンサルティング
⑤上記装置,システムの保守メンテナンス

https://sales.moritani.co.jp/

1901年の会社創立以来永く機械・技術系商社として事業活動を行い、多くの
プロジェクト参加実績とお客様から頂いた信用を基に、最新の技術と商品情報を
積極的に取り入れて時代の要請にマッチしたビジネスモデルを構築。

03-3278-6116

ティッシュ,トイレット加工ラインから計数機,包装機,ケーサー,パレタイザーまでのフルラ
イン。検査機,制御盤,計装,工事,海外製品も多数取扱い。

https://www.yaskawa-ad.co.jp/

鉄鋼用システム・産業用システム・クレーンシステム事業に必須な製品(システムドラ
イブ,高圧ドライブ,コントローラ,HMI,EWSなど)の製品開発から生産,エンジニアリン
グ,アフターサービスまで、お客様にシステム製品とトータルソリューションを提供します

03-5745-8018

低圧・高圧交流電動機,IPMモータ,低圧システム＆汎用インバータ,高圧インバー
タ,直流ドライブ,サーボドライブ,コントローラ,HMI,EWS,受配配電設備,鉄鋼・産電・
クレーンシステム

https://www.yamauchi.co.jp/

ゴム・樹脂などの高分子素材を加工する独自技術で世界のトップメーカーのニーズ
に応えてきたグローバル企業です。

072-856-1134

エキスパンダーロール,シュープレス用ブランケット,ウレタンロール(プレス用,サイズアプリ
ケーター用),樹脂ロール(スーパーカレンダー用ソフトニップカレンダー用)

http://www.yuka-sangyo.co.jp/

独自の界面活性剤技術を生かし、パルプ～抄紙～加工工程全般に渡って安定
操業に繋がる製品を提供します

03-5793-1448

デポジットコントロール剤,洗浄剤,離解促進剤,分散剤,界面活性剤,発泡洗浄機

https://www.ubiquitoustech.com/
045-650-5688

トイレットロール外観検査装置,トイレットペーパーパック検査装置,トイレットペーパー
生産統計処理システム

http://www.yupo.com/

合成紙で世界の７０％のシェアをもつトップメーカー

03-5281-0811

合成紙

https://www.yuri-roll.co.jp
046-285-0733

横河電機㈱

https://www.yokogawa.co.jp/
0422-52-5541

㈱淀川芙蓉

弾性ロール,エンボスロール,スーパーカレンダー,ロールプレス機,ラミネーター,エンボッシン
グマシン,塗工機

総合生産支援システム,プロセス制御システム,FA制御システム,抄紙機・塗工機
測定制御システム,各種フィールド機器,計装盤,調節弁,分析計

http://www.yodogawa-fuyo.co.jp/
0545-61-1517

パルプマシーン,長網抄紙機,丸網抄紙機,フォーマー,組合せ抄紙機,特殊抄紙機,
サクションボックス,プレスロール,ドライヤー,サイズプレス,ブレーカースタック,カレンダー,ワ
インダー,ロール,ダンディーロール,スーパーカレンダー,リワインダー,スリッター塗工機
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会社名

㈱ヨネイ

㈱理研グリーン

URL

紹介

TEL

製品・取扱い品目

http://www.yonei.co.jp
03-3564-8541

リファイナー,ディスクプレート,スクリーン,長網抄紙機,フオーマー,組合せ抄紙機,フォイ
ル,サクションボックス,プレスロール,ロールの表面被膜,ドライヤー,熱風乾燥設備,ド
レーネージシステム,サイズプレス,ブレーカースタック,カレンダー,リーラー,ワインダー,ロール,
リール,リワインダー,スリッター,包装機,熱交換機,クラッチ,ギヤー,カプリング,オートスト
レーナー

http://www.rikengreen.co.jp/

製紙薬品世界大手,ソレニス社技術製品の普及販売

03-6802-8301

ピッチコントロール剤,スライム防止剤,殺菌剤,防黴剤,洗浄剤,剥離剤,コーティング
剤,柔軟剤,澱粉等の劣化防止剤,紙力剤
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