睦物産株式会社

会社案内
いたる所に、
むつみあり。

いつでもあなたのそばに。
昭和22年創業の歴史と経験・知見を活かし、
環境と調和した持続可能な未来づくりに貢献し、
皆様の夢あふれる生活に役立つ
商品とサービスをお届けします。

2022年 8 月（令和4年） ◦
2021年8月（令和3年） ◦
2017年 3 月（平成29年） ◦
2007年 3 月（平成19年） ◦
2002年 3 月（平成14年） ◦
1980年 2 月（昭和55年） ◦
1971年11月（昭和46年） ◦
1970年 8 月（昭和45年） ◦
1963年 1 月（昭和38年） ◦
1962年 7 月（昭和37年） ◦
1952年 8 月（昭和27年） ◦

¦沿革

1947年 8 月（昭和22年） ◦

創業75周年

SDGs宣言

現本社社屋完成

資本金を6,390万円に増資

エコステージ1
（エコステージ研究会）
認証取得

資本金を5,000万円に増資

資本金を3,000万円に増資

本社社屋を建替え

東京支店を開設

資本金を1,000万円に増資

本社を現住所に新築移転

旧三井物産株式会社解体により、同名古屋支店化学品課の有志により
名古屋市中村区日比津町字野合170に資本金19.5万円で設立

¦ 会社概要
商号

睦物産株式会社
（MUTSUMI BUSSAN CO., LTD）

本社

愛知県名古屋市中村区名駅五丁目 23 番 5 号

代表者
設立
資本金
株式
発行済
株式数

森

泰憲

1947 年（昭和 22 年）8 月 18 日
63,900,000 円
授権株式数

2,000,000 株

1,278,000 株（額面 50 円）
株主 9 名
主な法人株主 三井物産株式会社
天野エンザイム株式会社

取引銀行

名古屋銀行
三菱 UFJ 銀行
三十三銀行

事業内容

1. 化学工業薬品の販売
2. 合成樹脂原料並びに製品の販売
3. 工業用ゴム製品、および原料の販売
4. 包装資材、並びに関連のシート・機械の販売
及び設置工事業
5. 食品原材料並びに添加物の販売
6. 損害保険の代理業

お取引様との対話を大 切に ご要望を確りお聞きして、
業界のプロ集団であるという自負心を持って、
様々な問題の解決に向け ご提案を進めて参ります

代表取締役社長

森

泰憲

睦物産は昭和 22 年会社設立以来、化学工業薬品、合成樹脂、包装資材、物流資材、
及び食品添加物等を扱う専門商社として その時々の社会のニーズにお応えする
商品とサービスのご提供に努めて参りました。
お蔭様で令和４年 8 月に創業 75 周年の大きな節目を迎えることが出来ました。
ここに改めましてお客さまやパートナーの皆さまのご高配ご厚情に感謝申し上げます。
今後も上質な商品とサービスのご提供に誠心誠意 注力して参ります。
近年 世界規模で発生した新型コロナウィルス感染症、気候変動、ビジネスと人権、
サプライチェーンの歪、サーキュラーエコノミーなどの地球規模の社会課題が
山積する中で、ビジネス環境は今までにないスピードで常に変化しております。
その中で 睦物産が為すべきことを役職員全員で議論し、チームワークを発揮し
個々の責任を確り全うしながらスピード感を持って実行して参ります。
又、弊社自身の大胆な「変革」にも正面から向き合い果敢に挑戦し次の節目となる
100 周年を迎える為に成長し続けて参ります。
弊社はビジネス・コミュニティーの責任あるメンバーとして環境に配慮した企業を目指し、
2002 年以降毎年「エコステージ 1」の認証を取得し続け、
又、2021 年には「SDGｓ宣言」を行いました。
今後も環境と調和した持続可能な社会の実現に寄与しつつ事業活動を継続して参ります。
引き続き変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

日常生活の“ 明日 ”を担っています。

合成樹脂

物流資材

食品資材

化学品

睦物産が
手掛ける
6つの事業

包装資材

ユーカリ

〈合成樹脂〉

主な取扱商品一覧

樹脂選定から加工まで、お客様の立場に立って
ご提案します

汎用樹脂

ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、
直鎖状低密度ポリエチレン、ポリスチレン、塩化ビニル樹脂、
ポリウレタン、ABS、AS、EVA、PET 他

エンジニアリング
プラスチック

ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート、ポリアミド、
ポリカーボネート、PES、液晶ポリマー 他

合成ゴム

各種熱可塑性エラストマー、クロロプレンゴム、シリコーン 他

ク専門性を活かし、住宅、自動車、家電、日用品などあらゆるシーンでご

その他

生分解ポリマー、各種再生原料、着色剤、添加剤 他

要望にお応えします。

樹脂成形品

パレット、コンテナ（汎用・TP規格）折りたたみコンテナ、
ブロー成型容器、保冷・保温コンテナ、蓄冷剤 他

あらゆる製品の「物流」に関する資材を
お客様仕様にご提案します

樹脂シート

無発泡シート（塩ビ、PET、ポリカーボネート、アクリル他）
低発泡シート（ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS他）
高発泡シート（ウレタン、EVA、ポリエチレン他）
その他（プラスチック段ボール、エアークッション他）

特注製品

真空成形品、押出成形品、異形押出成形品
射出成形品、樹脂板（シート）加工品他

〈物流資材〉
主な取扱商品一覧

〈食品資材〉
主な取扱商品一覧
調味料

うま味調味料、天然調味料、発酵調味料、複合調味料、
酵母エキス、各種エキス

食用油脂

植物油、ラード、マーガリン、ショートニング

糖類

ブドウ糖、異性化糖、糖アルコール、還元水飴、オリゴ糖、
エリスリトール 他

食品素材

植物蛋白、乳蛋白、小麦澱粉、小麦グルテン、コラーゲン、
粉末油脂、加工澱粉、乾燥食品、顆粒加工品、香辛料、
シーズニング、ミックスパウダー、餡、粉末茶、粉末酒、
野菜・果実パウダー

機能性食品素材

乳酸菌、栄養強化剤、抽出エキス、各種ミネラル製品

食品添加物

食用色素、保存料・日持ち向上剤、品質改良剤、PH調整剤、
酸化防止剤、乳化剤、増粘安定剤、甘味料、酸味料、漂白剤、
食品香料、食品用酵素

その他

食品接着・保型製剤、脱酸素剤、食品工場向け殺菌洗浄剤、
アルコール製剤、消泡剤、蓄冷剤、塗床施工、プロテイン

汎用樹脂からスーパーエンジニアリングプラスチックや環境配慮型プラ
スチックまで数多くの商品を取り揃える事が出来、長年培ったプラスチッ

液体から粉体、工業部品から食品まであらゆるものの輸送・梱包資材を
取り扱う部門です。
規格品から特注品までお客様の要望に合わせた製品のご提案が可能で
す。

すべてのお客様へ豊かな食生活と、
安心・安全な食材をご提案します
人間の生活には欠かすことが出来ない食品。安全性はもちろん、健康や
環境への配慮や付加価値を高めることによって、お客様のニーズにお応え
していきます。

あらゆる化学品をお客様の要望に合わせてご提案します
資源が少ない日本にとって、化学品業界は必要不可欠な産業です。
私たちは化学品を通じて皆様の安定した生活をサポートして行きます。

すべてのお客様に必要な「包む」をご提案します
環境意識の高まりや業界を取り巻く環境変化の中、市場ニーズや社会的
背景にマッチした製品開発が求められています。私たちは機能・品質・環
境などに配慮した包装資材の販売、包装機械から自動化・省力化などの
工場内設備に至るまでお客様を幅広くサポートします。

ナチュラル志向にこだわったオーストラリア原産の
ユーカリプタス製品
医学博士 故服部芳樹氏によって開発された、高純度のユーカリプタスオ
イルを使用した商品です。
アロマ効果だけでなく、虫や菌に対する忌避効果が期待でき、環境への
負担も少ない成分となっています。

〈化学品〉

主な取扱商品一覧
無機・有機薬品

塩酸、苛性ソーダ、ソーダ灰、次亜塩素酸ソーダ、尿素、
アンモニア水、塩化アンモニウム、過酸化水素、燐酸、酢酸、
硫酸、メタノール、フェノール、ホルマリン

接着剤

各種エマルジョン、ウレタン、エポキシ、ゴム、ホットメルト、
ＰＵＲ、シリコーン

ブロー製品

ポリ容器（汎用品、クリーンボトル）、
樹脂ドラム（汎用品、クリーンドラム）、IBC

1ｔコンテナー

〈包装資材〉
主な取扱商品一覧
各種包装フィルム原反

ナイロン、PET、エバール、オレフィン系フィルム、アルミ箔 他

包装用フィルム加工品

食品包装等各種ラミネート加工品、食品包装等各種水性印刷ラ
ミネート加工品畜肉チルド・加工品用多層押出し収縮バリアフィ
ルム、家庭用（PVDC、ポリオレフィン）共押出しフィルム 他

食品容器用シート

PSPシート、ポリスチレンシート、PETシート、
オレフィン系多層バリアーシート 他

食品容器

真空成型品、各種バリア容器、A-PET容器、PSPカップ、
ブローバリアボトル 他

農業資材

農ビ、農ポリ他

包装機械関連

各種ピロー包装機、深絞り型自動真空包装機、
ストレッチ包装機、カートナー、ダンボールケーサー、
真空包装機、袋詰めシール機、レトルト釜、エンドレスシーラー、
インパルスシーラー、各種充填機、各種計量器 他

食品工場塗床工事

MMA塗床（シリカル）、硬質ウレタン系樹脂塗床

食品工場洗浄機材

各種洗浄機、コンテナ・パレット洗浄機、洗剤、殺菌剤 他

〈ユーカリ〉
主な取扱商品一覧
天使のそよ風 ユーカリプタスエッセンシャルオイル
ユーカリ製品

天使の霧

ユーカリプタススプレー

天使の香り

ユーカリプタスナチュラルソープ

￨ CSRの取り組み

CSR基本方針
睦物産株式会社はCSRに対する役職員一人ひとりの意識を高め、誠実な事業活動を展開することで社会に貢献してま
いります。

CSR行動指針
コンプライアンス

関係法令を遵守し、誠実で公正な取引を行います。

お客様への取り組み

社会に有用な商品・サービスを、品質や安全性に配慮して提案・提供してまいります。

従業員に対する取り組み

従業員の人格・個性・成長を尊重し、安全かつ働く喜びを感じられる環境を確保します。

情報セキュリティー

社内外から得た個人情報や機密情報、ならびに第三者の知的財産権等について適切に取り扱います。

企業情報の開示

ステークホールダーとの円滑なコミュニケーションに努め、企業情報を適時適切に開示します。

環境保全活動

環境負荷の低減が企業の社会的存続に不可欠であることを認識し、環境と調和した事業活動を行い
ます。

社会貢献活動

良き企業市民として地域社会に共生し、豊かな社会の実現に向けて、地域の活性化、文化・経済の
発展に貢献します。

反社会的勢力への対応

反社会的勢力および団体に対しては、不当な要求に屈することの無いよう、毅然とした態度で臨み、
一切の関係を遮断します。

￨ 環境配慮への取り組み

エコステージ
「エコステージ」(Eco Stage)は環境マネジメントシステムの国際規格である ISO 14001 の意図を
踏まえつつ、現状の経営システムを基盤として、そこに「環境」という視点を導入することで「経営
とリンクした環境マネジメントシステム」へ進化させようとする環境経営評価・支援システムです。
当社は環境経営の基本骨格となる「エコステージ１」の認証を2002年より取得しております。

SDGs
当社は2021年8月18日の会社設立記念日に国連が提唱する「SDGs」の達成に向けた取組み
を行っていく事を宣言致しました。
「いつでもあなたのそばに。」をスローガンとし、役職員全員がチームワークを発揮し個々の
責任を確り全うしながら、環境と調和した持続可能な社会の実現に寄与しつつ、皆さまの生活
の質の向上に貢献する商品とサービスをお届けして参ります。

¦ 事業拠点
本社
所在地

〒450-0002 名古屋市中村区名駅五丁目23番5号

TEL／FAX ≪管 理 部≫

052-565-1195／052-589-2188

≪営業1部≫

052-571-5121／052-565-0346

≪営業2部≫

052-571-5125／052-581-3899

≪営業3部≫

052-571-5125／052-581-3899

・名古屋駅桜通口

徒歩約12分

・地下鉄桜通線「国際センター駅」3番出口から徒歩約4分
・地下鉄東山線・鶴舞線「伏見駅」10番出口から徒歩約7分

東京支店
所在地

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目30番10号 本郷K＆Kビル2階

TEL／FAX 03-3812-7511／03-3812-4408

・東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅」2番出口から徒歩約5分
・都営大江戸線「本郷三丁目駅」5番出口から徒歩約2分

睦物産株式会社

