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協和合成株式会社
〒334－0001 埼玉県川口市三ツ和2-4-14
☎048－281－2623 FAX048－285－3222
［最寄］埼玉高速鉄道鳩ヶ谷
http://www.kyowa-gohsei.co.jp

【資本金】5000万円【決算月】4【株主】島田耕作20%、
河合雅江13.3%、島田正雄13.3%【売上・配当】（18年度）
15億3900万円【従業員】113【銀行】三菱UFJ赤羽、三
井住友赤羽、埼玉りそな鳩ヶ谷、東京都民三河島、み
ずほ川口、青森水戸【代表者】代表取締役社長島田正
雄【役員】取締役統轄部長高寺恵一、監査役（非常勤）
藤嶋浩二【工場】本社・鳩ヶ谷－本社・同 ☎048－281－
2623[敷]3795[建]3057、青森－青森県三戸郡三戸町梅内
前田 ☎0179－23－5588[敷]6016[建]1700[製]工業用ゴム製
品【海外拠点】協和合成香港有限公司、協和合成（惠州）
製品廠、KYOWA GOSHEI VETNAM【生産】通信機
器用・情報端末用ゴム部品35%、防振ゴム20%、ゴムロー
ル15%、入力ゴム部品10%、医療機器用ゴム部品5%、ゼ
ネラルラバー 15%【取引先】〈仕入〉ハクタ商会、協和
商事、山下商事、加藤産商、福和ゴム商事【沿革】昭27
年9月設立、55年2月難燃性ゴムを開発、平成3年鳩ヶ谷
工場新社屋完成、10年4月資本金2000万円に増資、12年
6月ISO9002の認証取得、17年7月資本金5000万円に増資、
20年6月ベトナム工場完成

協和シール工業株式会社
〒950－3133 新潟県新潟市北区すみれ野2－5－31
☎025－259－5776 FAX025－259－6965［最寄］新崎
http://www.kyowa-seal.co.jp
info@kyowa-seal.co.jp

【資本金】8660万円【決算月】3【株主】浜田慎也、他【売
上・経常・配当】（20年度）21億6000万円、5億5500万
円、10％（21年度）18億5000万円、4億8400万円、10％
【従業員】145【銀行】みずほ新潟、第四新崎、他【役員】
代表取締役浜田慎也、監査役浜田五月（非常勤）【ISO
認証】9002（平12年12月）、9001（平14年2月）、14001（平
19年1月）【工場】本社同【生産】合成ゴムパッキン、20
億6500万円【取引先】〈仕入〉小菅、ネオエラス、勝視
商事、他〈売先〉ゴムノナイキ、柳生ゴム化成、中央パッ
キング、他【沿革】昭51年6月資本金900万円にて設立、
53年5月資本金1850万円に増資、56年5月資本金3600万
円に増資、58年11月資本金4900万円に増資、62年2月O
リングJIS規格許可取得、平3年1月関連会社㈱ループラ
設立（金型製造工場）、4年11月本社社屋新築、6年1月資
本金8660万円に増資、現在に至る

金星ゴム工業株式会社
〒131－0041 東京都墨田区八広5－3－4
☎03－3619－0561 FAX03－3619－0564
［最寄］京成曵舟
http://www.kin-sei.co.jp

【資本金】1200万円【決算月】8【銀行】りそな錦糸町、
東信用寺島、東京東信用八広中央【代表者】代表取締役
社長杉本浩志【従業員】25【工場】第一－本社同【生産】
ふっ素ゴム、シリコンゴム、その他合成ゴム、押出製品・
金型成型品【取引先】〈仕入〉ハクタ商会、山下商事、
協和商事〈売先〉全国得意先200【沿革】昭7年6月金星
ゴム製作所創立、戦災焼失、22年1月金星ゴム工業所復
興（代表取締役杉本遥夫）、24年9月金星ゴム工業㈱に改

組、現在に至る

㈱　金　陽　社
〒141－0032 東京都品川区大崎1－2－2アートヴィ
レッジ大崎セントラルタワー 6階
☎03－5745－6200 FAX03－5745－6210
http://www.kinyo-j.co.jp/

【資本金】1億円【決算月】3【売上】2016.3＝195億円、
2017.3＝183億円、2018.3＝186億円【従業員】699【株
主】中村一雄、中村正三郎【銀行】みずほ丸の内中央・
香里、りそな五反田・京都、三井住友五反田・香里、三
菱UFJ五反田【役員】会長中村一雄、社長中田惠二、専
務山田和夫、吉田晴樹、齊藤裕治、常務横関秀俊、取締
役小川吉治、加藤雅志、高木晋一、井上昭良、中村正
三郎、岩崎哲也、監査役山下淳一、執行役員梅戸光夫、
中川俊次、吉川洋治、中島孝生、永山勝重、加藤章、
服部琢夫【ISO認証】国内の全事業所においてISO9001
とISO14001の認証を取得【支店】営業本部 ☎03－3522－
3600、大阪 ☎072－859－3535【営業所】札幌 ☎011－788
－6378、仙台 ☎022－373－7411、茨城 ☎0299－45－8711、
名古屋 ☎052－881－8161、広島 ☎0846－29－1011、福岡 
☎092－431－0257【生産】印刷用ゴムロール、印刷用ゴ
ムブランケット、製紙・鉄鋼・合板・プラスチック・繊
維・OA機器等各種工業用ゴムロール、その他工業用ゴ
ム製品（特殊ゴムシート・熱プレス用クッション材・成
型品・フッ素ゴム塗料）【取引先】〈仕入〉中央化成品、
CBC、KISCO、三洋貿易、東京材料など〈売先〉朝日
新聞社、読売新聞社、毎日新聞社、大日本印刷、凸版印
刷、共同印刷、DIC、東洋インキ製造、キヤノン、リコー、
富士ゼロックス、新日鐡住金、JFEホールディングス、
東洋紡績、日東紡績、東レなど【所属団体】東京商工会
議所、日本ゴム工業会【沿革】大12年2月㈾金陽社工業
所設立、昭5年12月20日資本金15万円にて㈱金陽社に組
織変更、24年12月京都工場建設、25年4月大阪支社開設、
35年9月札幌出張所開設、36年4月名古屋出張所開設、
37年11月資本金5000万円に増資、43年福岡出張所開設、
49年6月竹原工場建設、50年9月美野里工場建設、57年4
月仙台出張所開設、58年11月埼玉出張所開設（平成6年
8月金陽社関東販売㈱と名称変更）、59年6月埼玉出張所
を㈱埼玉金陽社として独立、62年1月西独にKBローラー
テックコピアバルツェン（略称KBRT）を設立、63年2
月米国にキンヨーヴァージニアINC（KVI）を設立、平
3年10月資本金1億円に増資、6年10月岩間工場建設、12
年9月金陽社（香港）設立、12月滋賀工場建設・京都工
場閉鎖、13年4月金陽欧州設立、13年9月金陽社（香港）
の生産工場として金陽社（香港）深圳工場建設、15年10
月キンヨーサプライ㈱設立、18年9月金陽社ベトナム設
立、19年10月金陽社タイランド設立、23年4月金陽社（香
港）及び深圳工場を中国独資法人へ転換、25年9月東京
都新木場に営業本部を置く、現在に至る

倉橋護謨工業株式会社
〒114－0012 東京都北区田端新町1－21－10
☎03－3800－2156 FAX03－3800－2163
［最寄］西日暮里

【資本金】6000万円【決算月】9【株主】倉橋正司、倉橋
忠宏、倉橋忠克、倉橋成幸【売上】10億8500万円【従業員】
40【銀行】みずほ三ノ輪【役員】代表取締役社長倉橋正
司【支社】京都－京都市伏見区北寝小屋町38 ☎075－611
－0121【工場】東京－東京都足立区扇3－14－1 ☎03－3890
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㈱　金　陽　社
〒141－0032 東京都品川区大崎1－2－2アートヴィ
レッジ大崎セントラルタワー 6階
☎03－5745－6200 FAX03－5745－6210
http://www.kinyo-j.co.jp/

【資本金】1億円【決算月】3【売上】2016.3＝195億円、
2017.3＝183億円、2018.3＝186億円【従業員】699【株主】
中村一雄、中村正三郎【銀行】みずほ丸の内中央・香里、
りそな五反田・京都、三井住友五反田・香里、三菱UFJ
五反田【役員】会長中村一雄、社長中田惠二、専務山田
和夫、吉田晴樹、齊藤裕治、常務横関秀俊、取締役小川
吉治、加藤雅志、高木晋一、中村正三郎、岩崎哲也、監
査役山下淳一、執行役員梅戸光夫、中川俊次、吉川洋治、
中島孝生、長山勝重、加藤章、服部琢夫【ISO認証】国
内の全事業所においてISO9001とISO14001の認証を取
得【支店】営業本部 ☎03－3522－3600、大阪 ☎072－859－
3535【営業所】札幌 ☎011－788－6378、仙台 ☎022－373－
7411、茨城 ☎0299－45－8711、名古屋 ☎052－881－8161、
広島 ☎0846－29－1011、福岡 ☎092－431－0257【生産】印
刷用ゴムロール、印刷用ゴムブランケット、製紙・鉄鋼・
合板・プラスチック・繊維・OA機器等各種工業用ゴム
ロール、その他工業用ゴム製品（特殊ゴムシート・熱プ
レス用クッション材・成型品・フッ素ゴム塗料）【取引先】
〈仕入〉中央化成品、CBC、KISCO、三洋貿易、東京材
料など〈売先〉朝日新聞社、読売新聞社、毎日新聞社、
大日本印刷、凸版印刷、共同印刷、DIC、東洋インキ製造、
キヤノン、リコー、富士ゼロックス、新日鐡住金、JFEホー
ルディングス、東洋紡績、日東紡績、東レなど【所属団
体】東京商工会議所、日本ゴム工業会【沿革】大12年2
月㈾金陽社工業所設立、昭5年12月20日資本金15万円に
て㈱金陽社に組織変更、24年12月京都工場建設、25年4
月大阪支社開設、35年9月札幌出張所開設、36年4月名古
屋出張所開設、37年11月資本金5000万円に増資、43年
福岡出張所開設、49年6月竹原工場建設、50年9月美野里
工場建設、57年4月仙台出張所開設、58年11月埼玉出張
所開設（平成6年8月金陽社関東販売㈱と名称変更）、59
年6月埼玉出張所を㈱埼玉金陽社として独立、62年1月西
独にKBローラーテックコピアバルツェン（略称KBRT）
を設立、63年2月米国にキンヨーヴァージニアINC（KVI）
を設立、平3年10月資本金1億円に増資、6年10月岩間工
場建設、12年9月金陽社（香港）設立、12月滋賀工場建設・
京都工場閉鎖、13年4月金陽欧州設立、13年9月金陽社（香
港）の生産工場として金陽社（香港）深圳工場建設、15
年10月キンヨーサプライ㈱設立、18年9月金陽社ベトナ
ム設立、19年10月金陽社タイランド設立、23年4月金陽
社（香港）及び深圳工場を中国独資法人へ転換、25年9
月東京都新木場に営業本部を置く、現在に至る

場】三木－三木市志染町戸田宇中尾1872－92 ☎0794－87
－7181【生産】マホービン・ジャーパッキン、自動車ゴ
ム部品、電気用ゴム部品【所属団体】兵庫県ゴム工業協
同組合、日本ゴム協会

東和護謨化工株式会社
〒532－0003 大阪府大阪市淀川区宮原4－6－18 新大阪
和幸ビル11階
☎06－6350－7600 FAX06－6350－7611
［最寄］JR新大阪駅
http://www.towagomu.com.

【資本金】1600万円【決算月】2【株主】稲垣憲司、稲垣
清子他【売上・経常】（28年度）9116百万円、180百万円（29
年度）11863百万円、265百万円【従業員】66【銀行】み
ずほ銀行神戸支店、三菱UFJ銀行三宮支店【代表者】代
表取締役社長稲垣憲司【役員】取締役常務執行役員後藤
志郎、取締役執行役員藤澤義昭、取締役稲垣清子、監査
役永田学（税理士）【ISO認証】9001（JQA－QM9467、
2003年1月）全部門、14001（JQA－EM4905、2005年9月）
全部門【営業ブロック】東京－東京都中央区日本橋富沢
町6－4NCC富沢町ビル3F ☎03－5643－6399[責]山下貴司、
名古屋－安城市和泉町庄司作8－21 ☎0566－79－2111[責]
平郡裕信、本社－大阪市淀川区宮原4－6－18新大阪和幸
ビル11階 ☎06－6350－7600[経営戦略室]角野弦、西日本
－神戸市須磨区弥栄台3－1－7 ☎078－794－2861[責]吉馴隆
則、西日本（福山）－福山市西町2丁目10－1 ☎084－973
－5207[責] 吉馴隆則、㈱金星工業所－安城市和泉町庄司
作8－21 ☎0566－92－6411[製]①ウレタンフォーム材型抜、
ゴム部品、樹脂フィルム ②樹脂インジェクション成形
品[責]今井秀幸、㈱サイコム－神戸市須磨区弥栄台3－1－
7 ☎078－794－2864[製]フォーム材型抜・裁断加工、ゴム
プレス成形 [責]梶眞治【海外現地法人】上海東憲精密機
器有限公司(STPI)－上海市嘉定区叶城路1630号10幢[製]
金属精密機械加工、樹脂精密機械加工、樹脂射出成形加
工、各種製品の組立[責]伊藤靖高、上海東憲高来望貿易
有限公司(STCT)－上海市嘉定区叶城路1630号第10幢[製]
工業用部品仕入・販売、国際貿易・国内販売、保税区内
商業的簡易加工、保税区内商務コンサルタントサービ
ス[責]伊藤靖高、上海東憲精密模具有限公司(STPM)－上
海市嘉定区叶城路1630号第10幢 [製]樹脂成形用精密金型
設計・製作[責]伊藤靖高、TOKEN HD CO.LTD (THD) 
2Jasmine Building,12th Floor,Soi Sukhumvit23(Prasa
rnmitr),Sukhumvit Road, North Klongtoey,Wattana, 
Bangkok 10110 Thailand [責]伊藤靖高、商社【営業品目】
工業用精密ゴム成形製品、樹脂成形品、樹脂切削品、金
属切削品、樹脂精密金型【取引先】〈仕入〉㈱イノアッ
クコーポレーション、デユポン㈱、㈱内外ゴム、バンドー
化学㈱、㈱十川ゴム他〈売先〉㈱デンソー、ホシデン㈱、
古野電気㈱、富士通周辺機㈱、ルネサスエレクトロニク
ス㈱他【沿革】1936年神戸市兵庫区にゴム製品販売を主
体とした東和ゴム商会を設立、1950年合成ゴム・合成樹
脂等の製品開発に着手、1954年東和護謨化工株式会社に
組織変更、1969年株式会社金星工業所設立、1992年安
城工場設立、1994年株式会社サイコム設立、1999年株
式会社金星工業所と安城工場を合併、2002年上海東憲
精密機器有限公司設立、2003年ISO9001認証取得、2004
年上海東憲高来望貿易有限公司設立、2005年株式会社
トーワ・テクノ・システムズ設立、ISO14001認証取得、
2006年ISO9001更新、上海東憲精密模具有限公司(STPM)
設立、2012年THD（タイ）設立

トーシンケミテック株式会社
〒592－8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13丁13
☎072－268－0345 FAX072－268－0350
［最寄］南海羽衣
http://www.tim-tc.com
tchjapan@silver.ocn.ne.jp

【資本金】6000万円【決算月】12【売上・経常・配当】（29
年度）16億9700万円、4400万円、10％【従業員】70【銀行】
尼崎信金上野芝、三井住友、商工中金各堺【役員】代表
取締役社長佐藤紘三、取締役梅谷泰生、大森昇、谷口泰
清、中山幸吉、監査役高畠明徳【ISO認証】トーシンケ
ミテック㈱　9001（2008年7月）14001（2006年2月）トー
シンケミテックタイランド　14001（2005年11月）【工場】
本社－本社同[敷]5948[建]5350、和泉－和泉市福瀬町869 
☎0725－92－1090[敷]837[建]272[製]加工部門【海外事業所】
トーシンケミテックタイランド－アユタヤ・ロジャナ工
業団地[敷]5600[建]1600【海外生産拠点】〈TCT〉1995年
2月、工業用ゴムパッキン、単独、ロジャナ工業団地【生
産】工業用・医療用ゴムパッキン、フィルター 16億円【取
引先】〈仕入〉鈴五商事、CBC、共ショウ、三洋貿易、
旭ポリスライダー、ナガセエレックス、フロンティア産
業〈売先〉ダイキン工業、東芝、パナソニック、象印マホー
ビン、日立グループ、ニプロ、三菱グループ【所属団体】
堺市化学工業団地協組【沿革】昭31年11月梅谷ゴム工
業所開業、38年1月東伸ゴム㈱に組織・社名変更、53年
1月現在地に本社工場全面移転、57年1月隣接地に工場拡
張、新鋭ゴム成形設備を増設RJ化LIM化を図る、平5年
4月トーシンケミテックに社名変更、7年2月トーシンケ
ミテックタイランド設立、同年10月同社創業、現在に至
る

㈱十川ゴム
〒550－0015 大阪府大阪市西区南堀江4－2－5
☎06－6538－1261 FAX06－6531－3238
［最寄］地下鉄西長堀
http://www.togawa.co.jp/

【資本金】4億7102万円【決算月】3【株主】十川ゴム従
業員持株会9.2％、十川利男6.8％、十川敬夫6.2％、十川
勝5.7％、十川忠正5.9％、その他278名66.2％【売上・配
当】（27年度）144億6450万円、6.0円、（28年度）145億
8362万円、6.5円、（29年度）146億6206万円、6.5円【従
業員】697【銀行】みずほ難波、三井住友粉浜、四国脇
町、りそな難波【役員】代表取締役社長十川利男、代表
取締役副社長十川忠正、十川敬夫、取締役竹田豊、豊
田俊雄、肥塚茂、原晃、竹内定夫、監査役岸本正夫、
十川永和【ISO認証】9001（2000年5月）全社、14001
（2002年12月）徳島工場、奈良工場（2007年12月）堺工
場（2010年6月）本社・支社・支店・営業所（2012年11
月）全社統合認証取得【支社】東京－東京都中央区京橋
2－9－10 ☎03－3567－9281[責]山田亨、大阪－本社同 ☎06
－6541－3651、大阪・四国出張所－阿波市市場町上喜来
字大門834－1 ☎0883－36－7558[責]松江耕【支店】名古屋
－名古屋市中村区名駅南1－16－30 ☎052－582－4731 名古
屋・北陸出張所－金沢市高畠3－1 ☎076－291－3521[責]坂
本正、福岡－福岡市博多区博多駅前4－4－23 ☎092－474
－6231、福岡・北九州出張所－北九州市小倉北区片野新
町2－6－1 ☎093－951－9788[責]大城和雄【営業所】札幌－
札幌市東区本町1条2－1－1 ☎011－785－6291[責]鎌田憲裕、
岡山－岡山市南区新保1309－3 ☎086－245－1144[責]藤沢
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場】三木－三木市志染町戸田宇中尾1872－92 ☎0794－87
－7181【生産】マホービン・ジャーパッキン、自動車ゴ
ム部品、電気用ゴム部品【所属団体】兵庫県ゴム工業協
同組合、日本ゴム協会

東和護謨化工株式会社
〒532－0003 大阪府大阪市淀川区宮原4－6－18 新大阪
和幸ビル11階
☎06－6350－7600 FAX06－6350－7611
［最寄］JR新大阪駅
http://www.towagomu.com.

【資本金】1600万円【決算月】2【株主】稲垣憲司、稲垣
清子他【売上・経常】（28年度）9116百万円、180百万円（29
年度）11863百万円、265百万円【従業員】66【銀行】み
ずほ銀行神戸支店、三菱UFJ銀行三宮支店【代表者】代
表取締役社長稲垣憲司【役員】取締役常務執行役員後藤
志郎、取締役執行役員藤澤義昭、取締役稲垣清子、監査
役永田学（税理士）【ISO認証】9001（JQA－QM9467、
2003年1月）全部門、14001（JQA－EM4905、2005年9月）
全部門【営業ブロック】東京－東京都中央区日本橋富沢
町6－4NCC富沢町ビル3F ☎03－5643－6399[責]山下貴司、
名古屋－安城市和泉町庄司作8－21 ☎0566－79－2111[責]
平郡裕信、本社－大阪市淀川区宮原4－6－18新大阪和幸
ビル11階 ☎06－6350－7600[経営戦略室]角野弦、西日本
－神戸市須磨区弥栄台3－1－7 ☎078－794－2861[責]吉馴隆
則、西日本（福山）－福山市西町2丁目10－1 ☎084－973
－5207[責] 吉馴隆則、㈱金星工業所－安城市和泉町庄司
作8－21 ☎0566－92－6411[製]①ウレタンフォーム材型抜、
ゴム部品、樹脂フィルム ②樹脂インジェクション成形
品[責]今井秀幸、㈱サイコム－神戸市須磨区弥栄台3－1－
7 ☎078－794－2864[製]フォーム材型抜・裁断加工、ゴム
プレス成形 [責]梶眞治【海外現地法人】上海東憲精密機
器有限公司(STPI)－上海市嘉定区叶城路1630号10幢[製]
金属精密機械加工、樹脂精密機械加工、樹脂射出成形加
工、各種製品の組立[責]伊藤靖高、上海東憲高来望貿易
有限公司(STCT)－上海市嘉定区叶城路1630号第10幢[製]
工業用部品仕入・販売、国際貿易・国内販売、保税区内
商業的簡易加工、保税区内商務コンサルタントサービ
ス[責]伊藤靖高、上海東憲精密模具有限公司(STPM)－上
海市嘉定区叶城路1630号第10幢 [製]樹脂成形用精密金型
設計・製作[責]伊藤靖高、TOKEN HD CO.LTD (THD) 
2Jasmine Building,12th Floor,Soi Sukhumvit23(Prasa
rnmitr),Sukhumvit Road, North Klongtoey,Wattana, 
Bangkok 10110 Thailand [責]伊藤靖高、商社【営業品目】
工業用精密ゴム成形製品、樹脂成形品、樹脂切削品、金
属切削品、樹脂精密金型【取引先】〈仕入〉㈱イノアッ
クコーポレーション、デユポン㈱、㈱内外ゴム、バンドー
化学㈱、㈱十川ゴム他〈売先〉㈱デンソー、ホシデン㈱、
古野電気㈱、富士通周辺機㈱、ルネサスエレクトロニク
ス㈱他【沿革】1936年神戸市兵庫区にゴム製品販売を主
体とした東和ゴム商会を設立、1950年合成ゴム・合成樹
脂等の製品開発に着手、1954年東和護謨化工株式会社に
組織変更、1969年株式会社金星工業所設立、1992年安
城工場設立、1994年株式会社サイコム設立、1999年株
式会社金星工業所と安城工場を合併、2002年上海東憲
精密機器有限公司設立、2003年ISO9001認証取得、2004
年上海東憲高来望貿易有限公司設立、2005年株式会社
トーワ・テクノ・システムズ設立、ISO14001認証取得、
2006年ISO9001更新、上海東憲精密模具有限公司(STPM)
設立、2012年THD（タイ）設立

トーシンケミテック株式会社
〒592－8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13丁13
☎072－268－0345 FAX072－268－0350
［最寄］南海羽衣
http://www.tim-tc.com
tchjapan@silver.ocn.ne.jp

【資本金】6000万円【決算月】12【売上・経常・配当】（29
年度）16億9700万円、4400万円、10％【従業員】70【銀行】
尼崎信金上野芝、三井住友、商工中金各堺【役員】代表
取締役社長佐藤紘三、取締役梅谷泰生、大森昇、谷口泰
清、中山幸吉、監査役高畠明徳【ISO認証】トーシンケ
ミテック㈱　9001（2008年7月）14001（2006年2月）トー
シンケミテックタイランド　14001（2005年11月）【工場】
本社－本社同[敷]5948[建]5350、和泉－和泉市福瀬町869 
☎0725－92－1090[敷]837[建]272[製]加工部門【海外事業所】
トーシンケミテックタイランド－アユタヤ・ロジャナ工
業団地[敷]5600[建]1600【海外生産拠点】〈TCT〉1995年
2月、工業用ゴムパッキン、単独、ロジャナ工業団地【生
産】工業用・医療用ゴムパッキン、フィルター 16億円【取
引先】〈仕入〉鈴五商事、CBC、共ショウ、三洋貿易、
旭ポリスライダー、ナガセエレックス、フロンティア産
業〈売先〉ダイキン工業、東芝、パナソニック、象印マホー
ビン、日立グループ、ニプロ、三菱グループ【所属団体】
堺市化学工業団地協組【沿革】昭31年11月梅谷ゴム工
業所開業、38年1月東伸ゴム㈱に組織・社名変更、53年
1月現在地に本社工場全面移転、57年1月隣接地に工場拡
張、新鋭ゴム成形設備を増設RJ化LIM化を図る、平5年
4月トーシンケミテックに社名変更、7年2月トーシンケ
ミテックタイランド設立、同年10月同社創業、現在に至
る

㈱十川ゴム
〒550－0015 大阪府大阪市西区南堀江4－2－5
☎06－6538－1261 FAX06－6531－3238
［最寄］地下鉄西長堀
https://www.togawa.co.jp

【資本金】4億7102万円【決算月】3【株主】十川ゴム従
業員持株会9.2％、十川利男6.8％、十川敬夫6.2％、十川
忠正5.9％、十川勝5.7％、その他278名66.2％【売上・配当】
（27年度）144億6450万円、6.0円、（28年度）145億8362
万円、6.5円、（29年度）146億6206万円、6.5円【従業員】
697【銀行】みずほ難波、三井住友粉浜、四国脇町、り
そな難波【役員】代表取締役社長十川利男、代表取締役
副社長十川忠正、十川敬夫、取締役竹田豊、豊田俊雄、
肥塚茂、原晃、竹内定夫、監査役岸本正夫、十川永和
【ISO認証】9001（2000年5月）全社、14001（2002年12月）
徳島工場、奈良工場（2007年12月）堺工場（2010年6月）
本社・支社・支店・営業所（2012年11月）全社統合認
証取得【支社】東京－東京都中央区京橋2－9－10 ☎03－
3567－9281[責]山田亨、大阪－本社同 ☎06－6541－3651、
大阪・四国出張所－阿波市市場町上喜来字大門834－1 ☎
0883－36－7558[責]松江耕【支店】名古屋－名古屋市中村
区名駅南1－16－30 ☎052－582－4731 名古屋・北陸出張所
－金沢市高畠3－1 ☎076－291－3521[責]稲垣光博、福岡－
福岡市博多区博多駅前4－4－23 ☎092－474－6231、福岡・
北九州出張所－北九州市小倉北区片野新町2－6－1 ☎093
－951－9788[責]大城和雄【営業所】札幌－札幌市東区東
苗穂3条3－2－82 ☎011－785－6291[責]鎌田憲裕、岡山－岡
山市南区新保1309－3 ☎086－245－1144[責]藤沢達也、【工

場】堺－堺市中区上之516 ☎072－236－5151[製]ホース類・
ゴム工業用品類[責]小林毅、奈良－五條市三在町1030 ☎
0747－22－4656[製]同上[責]坂﨑隆志、徳島－阿波市阿波
町東川原29 ☎0883－35－2110[製]同上[責]林正章【海外生
産・販売拠点】紹興十川橡有限公司－中華人民共和国浙
江省上虞市上浦工業区[製]金型製品、単独、05年4月【販
売】ホース類62億1786万円、ゴム工業用品類71億8785
万円、その他12億5635万円【取引先】〈仕入〉CBC、
KISCO、野村貿易、三井物産プラスチック、護光商会〈売
先〉SUBARU、大塚製薬工場、TOTOアクアテクノ、
パナソニック、大阪ガス【所属団体】日本ゴム工業会、
日本ゴムホース工業会、大阪ゴム工業会、大阪商工会議
所【沿革】大正14年5月創立、昭和4年7月合名会社十川
ゴム製造所を設立、18年7月徳島工場新設、34年4月合
名会社を解散し㈱十川ゴム製造所を設立、36年9月堺工
場新設、42年4月奈良工場新設、平成7年4月日本工業ゴ
ム㈱・十川ゴム㈱と合併し新商号を㈱十川ゴムとして発
足、本社を大阪市西区南堀江に移転、17年4月中国に紹
興十川橡胶有限公司を設立

㈱　ト　キ　ワ
〒540－0015 大阪府大阪市中央区十二軒町7－5
☎06－6764－0431 FAX06－6764－6910
［最寄］地下鉄谷町6丁目

【資本金】1600万円【決算月】1【従業員】20【銀行】近
畿大阪松屋町、三井住友上町【役員】代表取締役関徹（営
業）、関道子（会計）、専務取締役関俊雄（営業）、関好邦（工
場・製造）、関好晶（営業）、監査役中路馥【営業所】本
社同【工場】東大阪市高井田11－83 ☎06－6781－4384【生
産】ゴム製品=成型品押出し製品及び加工品、プラスチッ
ク製品=射出成型品及押出製品及加工品【取引先】京阪
神一円【沿革】昭14年2月先代関鬼子松が工業用ゴム製
品販売を主として設立、36年6月関徹が受け継ぎ代表者
となる、45年2月会社組織に変更、ゴム製造加工、プラ
スチック射出成型加工に力を注ぎ、平2年5月新社屋完成、
創立50周年を機に社名変更、現在に至る

内外ゴム株式会社
〒674－0084 兵庫県明石市魚住町西岡2050
☎078－944－0650 FAX078－942－0284
［最寄］山陽電鉄東二見、JR魚住
http://www.naigai-rubber.co.jp/
ngr_info@naigai-rubber.co.jp

【資本金】1億2000万円【決算月】5【株主】住友ゴム工業㈱、
日亜倉庫㈱、岡崎藤雄、あいおいニッセイ同和損害保険
㈱、㈱三井住友銀行、㈱みなと銀行【売上・経常】（28年度）
53億5600万円、2億1500万円（27年度）56億5500万円、
1億8700万円【従業員】267【銀行】三井住友神戸営業部、
みなと本店【役員】代表取締役会長岡崎藤雄、取締役社
長土井正孝、常務取締役（工場長）石井誠、取締役（営
業本部長）青山和樹、監査役増井和廣、永井満【ISO認
証】9001（QM6890－’01年8月、LIACA－206－’08年4月）
本社工場、営業部門、センサ事業部、14001（EM3188’
03年5月）本社工場【本店・営業部】神戸市中央区栄町
通4－1－10新和ビル ☎078－360－1361【営業部】東京－東
京都港区新橋4－5－15新橋新和ビル ☎03－3459－6868、福
岡－福岡市博多区博多駅南4－9－7シャトーいずみ ☎092
－472－3885、名古屋－名古屋市中村区砂田町1－40－1 ☎
052－412－3218【工場】兵庫県明石市魚住町西岡2050 ☎
078－944－0650[敷]43131[建]23633[製]ゴム製品【海外生産・

販売拠点】内外ゴムフィリピン株式会社－マニラ市[製]
燃料タンク用フロート【生産】自動車用タイヤチューブ
17億2000万円、工業用品16億7100万円、スポーツ用品9
億7400万円、フットウェアー 4億3600万円、センサ1億
9600万円（28年度）【取引先】〈仕入〉住友ゴム工業、弘
栄貿易、帝人商事〈売先〉住友ゴム工業、ミズノ、東和
護謨化工【所属団体】日本ゴム工業会、兵庫ゴム工業会、
兵庫県経営者協会【労組】組合員152、組合長澁谷昌信、
日本ゴム産業労働組合連合【沿革】大2年内外護謨合資
会社、昭18年内外ゴム㈱、24年準硬式ボール（トップボー
ル）を発明、26年特許「独立気泡スポンジ製造法」を発明、
47年住友ゴム工業㈱と業務提携、54年神戸営業部開設、
55年福岡営業所開設、58年創業70周年を機にCIを導入、
60年名古屋営業所開設、平2年チューブ出荷センター建
設、11年3月軸静電容量型加速度センサを開発、16年10
月大和紡績㈱と提携し合弁会社「ディーエヌプロダクツ
㈱」を設立、19年1月フィリピンに新会社「内外ゴムフィ
リピン㈱」を設立、現在に至る

中西ゴム工業株式会社
〒599－8271 大阪府堺市中区深井北町96
☎072－278－1124 FAX072－278－4103
［最寄］JR上野芝、泉北高速鉄道深井
http://www.nakanishi-condom.co.jp

【資本金】1000万円【決算月】1【銀行】近畿大阪深井、
紀陽深井、池田泉州上野芝【代表者】代表取締役中西康
彦【生産】コンドーム【沿革】昭35年創業、42年株式会
社に改組

ナショナル護謨株式会社
〒675－1112 兵庫県加古郡稲美町六分一1176
☎0794－92－3250 FAX0794－92－3254［最寄］土山
http://www3.ocn.ne.jp/̃nrc/
nrcalpha.ocn.ne.jp

【資本金】3450万円【決算月】10【株主】ナショナル貿
易㈱519千株、松岡泰生171千株【売上・経常・配当】（25
年度）4億3000万円、2800万円、0％【役員】代表取締
役社長松岡泰生、取締役松岡美紀【生産】ウエットスー
ツ用スポンジ4億5000万円、ゴムバンド1200万円、工業
用ゴム製品7100万円

浪華ゴム工業株式会社
〒635－8520 奈良県大和高田市曽大根2－6－1
☎0745－52－5681 FAX0745－23－1998
［最寄］近鉄高田市

【資本金】4500万円【決算月】12【株主】ニッタ株式会社【売
上】（28年度）18億9000万円、（27年度）20億2800万円【従
業員】80【銀行】三菱UFJ大和高田、南都高田【代表者】
代表取締役社長大島勳【役員】代表取締役副社長青木康
弘、取締役大島博、大塚一彦、小林武史、監査役伊藤崇
【ISO認証】9002（’00年11月）医薬医療用ゴム栓、医療
用具、9001-2008（’09年2月）、13485：2003（’06年11月）【工
場】本社同【生産】医薬医療用ゴム製品、工業用ゴム製
品、医療用プラスチック製品【取引先】〈仕入〉豊田通商、
三洋貿易、KISCO、東京材料〈売先〉旭化成メディカ
ル、三洋貿易、徳山積水、コクゴ、ナブテスコ【所属団
体】日本ゴム工業会、大阪ゴム工業会、日本医療器材工
業会【労組】組合員66、組合長中野淳、日本ゴム産業労
働組合連合【沿革】明39年初代大島文之助が個人企業と
して大阪市で創業、ゴム製水枕の製造開始、昭20年本社
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場】三木－三木市志染町戸田宇中尾1872－92 ☎0794－87
－7181【生産】マホービン・ジャーパッキン、自動車ゴ
ム部品、電気用ゴム部品【所属団体】兵庫県ゴム工業協
同組合、日本ゴム協会

東和護謨化工株式会社
〒532－0003 大阪府大阪市淀川区宮原4－6－18 新大阪
和幸ビル11階
☎06－6350－7600 FAX06－6350－7611
［最寄］JR新大阪駅
http://www.towagomu.com.

【資本金】1600万円【決算月】2【株主】稲垣憲司、稲垣
清子他【売上・経常】（28年度）9116百万円、180百万円（29
年度）11863百万円、265百万円【従業員】66【銀行】み
ずほ銀行神戸支店、三菱UFJ銀行三宮支店【代表者】代
表取締役社長稲垣憲司【役員】取締役常務執行役員後藤
志郎、取締役執行役員藤澤義昭、取締役稲垣清子、監査
役永田学（税理士）【ISO認証】9001（JQA－QM9467、
2003年1月）全部門、14001（JQA－EM4905、2005年9月）
全部門【営業ブロック】東京－東京都中央区日本橋富沢
町6－4NCC富沢町ビル3F ☎03－5643－6399[責]山下貴司、
名古屋－安城市和泉町庄司作8－21 ☎0566－79－2111[責]
平郡裕信、本社－大阪市淀川区宮原4－6－18新大阪和幸
ビル11階 ☎06－6350－7600[経営戦略室]角野弦、西日本
－神戸市須磨区弥栄台3－1－7 ☎078－794－2861[責]吉馴隆
則、西日本（福山）－福山市西町2丁目10－1 ☎084－973
－5207[責] 吉馴隆則、㈱金星工業所－安城市和泉町庄司
作8－21 ☎0566－92－6411[製]①ウレタンフォーム材型抜、
ゴム部品、樹脂フィルム ②樹脂インジェクション成形
品[責]今井秀幸、㈱サイコム－神戸市須磨区弥栄台3－1－
7 ☎078－794－2864[製]フォーム材型抜・裁断加工、ゴム
プレス成形 [責]梶眞治【海外現地法人】上海東憲精密機
器有限公司(STPI)－上海市嘉定区叶城路1630号10幢[製]
金属精密機械加工、樹脂精密機械加工、樹脂射出成形加
工、各種製品の組立[責]伊藤靖高、上海東憲高来望貿易
有限公司(STCT)－上海市嘉定区叶城路1630号第10幢[製]
工業用部品仕入・販売、国際貿易・国内販売、保税区内
商業的簡易加工、保税区内商務コンサルタントサービ
ス[責]伊藤靖高、上海東憲精密模具有限公司(STPM)－上
海市嘉定区叶城路1630号第10幢 [製]樹脂成形用精密金型
設計・製作[責]伊藤靖高、TOKEN HD CO.LTD (THD) 
2Jasmine Building,12th Floor,Soi Sukhumvit23(Prasa
rnmitr),Sukhumvit Road, North Klongtoey,Wattana, 
Bangkok 10110 Thailand [責]伊藤靖高、商社【営業品目】
工業用精密ゴム成形製品、樹脂成形品、樹脂切削品、金
属切削品、樹脂精密金型【取引先】〈仕入〉㈱イノアッ
クコーポレーション、デユポン㈱、㈱内外ゴム、バンドー
化学㈱、㈱十川ゴム他〈売先〉㈱デンソー、ホシデン㈱、
古野電気㈱、富士通周辺機㈱、ルネサスエレクトロニク
ス㈱他【沿革】1936年神戸市兵庫区にゴム製品販売を主
体とした東和ゴム商会を設立、1950年合成ゴム・合成樹
脂等の製品開発に着手、1954年東和護謨化工株式会社に
組織変更、1969年株式会社金星工業所設立、1992年安
城工場設立、1994年株式会社サイコム設立、1999年株
式会社金星工業所と安城工場を合併、2002年上海東憲
精密機器有限公司設立、2003年ISO9001認証取得、2004
年上海東憲高来望貿易有限公司設立、2005年株式会社
トーワ・テクノ・システムズ設立、ISO14001認証取得、
2006年ISO9001更新、上海東憲精密模具有限公司(STPM)
設立、2012年THD（タイ）設立

トーシンケミテック株式会社
〒592－8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13丁13
☎072－268－0345 FAX072－268－0350
［最寄］南海羽衣
http://www.tim-tc.com
tchjapan@silver.ocn.ne.jp

【資本金】6000万円【決算月】12【売上・経常・配当】（29
年度）16億9700万円、4400万円、10％【従業員】70【銀行】
尼崎信金上野芝、三井住友、商工中金各堺【役員】代表
取締役社長佐藤紘三、取締役梅谷泰生、大森昇、谷口泰
清、中山幸吉、監査役高畠明徳【ISO認証】トーシンケ
ミテック㈱　9001（2008年7月）14001（2006年2月）トー
シンケミテックタイランド　14001（2005年11月）【工場】
本社－本社同[敷]5948[建]5350、和泉－和泉市福瀬町869 
☎0725－92－1090[敷]837[建]272[製]加工部門【海外事業所】
トーシンケミテックタイランド－アユタヤ・ロジャナ工
業団地[敷]5600[建]1600【海外生産拠点】〈TCT〉1995年
2月、工業用ゴムパッキン、単独、ロジャナ工業団地【生
産】工業用・医療用ゴムパッキン、フィルター 16億円【取
引先】〈仕入〉鈴五商事、CBC、共ショウ、三洋貿易、
旭ポリスライダー、ナガセエレックス、フロンティア産
業〈売先〉ダイキン工業、東芝、パナソニック、象印マホー
ビン、日立グループ、ニプロ、三菱グループ【所属団体】
堺市化学工業団地協組【沿革】昭31年11月梅谷ゴム工
業所開業、38年1月東伸ゴム㈱に組織・社名変更、53年
1月現在地に本社工場全面移転、57年1月隣接地に工場拡
張、新鋭ゴム成形設備を増設RJ化LIM化を図る、平5年
4月トーシンケミテックに社名変更、7年2月トーシンケ
ミテックタイランド設立、同年10月同社創業、現在に至
る

㈱十川ゴム
〒550－0015 大阪府大阪市西区南堀江4－2－5
☎06－6538－1261 FAX06－6531－3238
［最寄］地下鉄西長堀
https://www.togawa.co.jp

【資本金】4億7102万円【決算月】3【株主】十川ゴム従
業員持株会9.2％、十川利男6.8％、十川敬夫6.2％、十川
忠正5.9％、十川勝5.7％、その他278名66.2％【売上・配当】
（27年度）144億6450万円、6.0円、（28年度）145億8362
万円、6.5円、（29年度）146億6206万円、6.5円【従業員】
697【銀行】みずほ難波、三井住友粉浜、四国脇町、り
そな難波【役員】代表取締役社長十川利男、代表取締役
副社長十川忠正、十川敬夫、取締役竹田豊、豊田俊雄、
肥塚茂、原晃、竹内定夫、監査役岸本正夫、十川永和
【ISO認証】9001（2000年5月）全社、14001（2002年12月）
徳島工場、奈良工場（2007年12月）堺工場（2010年6月）
本社・支社・支店・営業所（2012年11月）全社統合認
証取得【支社】東京－東京都中央区京橋2－9－10 ☎03－
3567－9281[責]山田亨、大阪－本社同 ☎06－6541－3651、
大阪・四国出張所－阿波市市場町上喜来字大門834－1 ☎
0883－36－7558[責]松江耕【支店】名古屋－名古屋市中村
区名駅南1－16－30 ☎052－582－4731 名古屋・北陸出張所
－金沢市高畠3－1 ☎076－291－3521[責]稲垣光博、福岡－
福岡市博多区博多駅前4－4－23 ☎092－474－6231、福岡・
北九州出張所－北九州市小倉北区片野新町2－6－1 ☎093
－951－9788[責]大城和雄【営業所】札幌－札幌市東区東
苗穂3条3－2－82 ☎011－785－6291[責]鎌田憲裕、岡山－岡
山市南区新保1309－3 ☎086－245－1144[責]藤沢達也、【工

場】堺－堺市中区上之516 ☎072－236－5151[製]ホース類・
ゴム工業用品類[責]小林毅、奈良－五條市三在町1030 ☎
0747－22－4656[製]同上[責]坂﨑隆志、徳島－阿波市阿波
町東川原29 ☎0883－35－2110[製]同上[責]林正章【海外生
産・販売拠点】紹興十川橡有限公司－中華人民共和国浙
江省上虞市上浦工業区[製]金型製品、単独、05年4月【販
売】ホース類62億1786万円、ゴム工業用品類71億8785
万円、その他12億5635万円【取引先】〈仕入〉CBC、
KISCO、野村貿易、三井物産プラスチック、護光商会〈売
先〉SUBARU、大塚製薬工場、TOTOアクアテクノ、
パナソニック、大阪ガス【所属団体】日本ゴム工業会、
日本ゴムホース工業会、大阪ゴム工業会、大阪商工会議
所【沿革】大正14年5月創立、昭和4年7月合名会社十川
ゴム製造所を設立、18年7月徳島工場新設、34年4月合
名会社を解散し㈱十川ゴム製造所を設立、36年9月堺工
場新設、42年4月奈良工場新設、平成7年4月日本工業ゴ
ム㈱・十川ゴム㈱と合併し新商号を㈱十川ゴムとして発
足、本社を大阪市西区南堀江に移転、17年4月中国に紹
興十川橡胶有限公司を設立

㈱　ト　キ　ワ
〒540－0015 大阪府大阪市中央区十二軒町7－5
☎06－6764－0431 FAX06－6764－6910
［最寄］地下鉄谷町6丁目

【資本金】1600万円【決算月】1【従業員】20【銀行】近
畿大阪松屋町、三井住友上町【役員】代表取締役関徹（営
業）、関道子（会計）、専務取締役関俊雄（営業）、関好邦（工
場・製造）、関好晶（営業）、監査役中路馥【営業所】本
社同【工場】東大阪市高井田11－83 ☎06－6781－4384【生
産】ゴム製品=成型品押出し製品及び加工品、プラスチッ
ク製品=射出成型品及押出製品及加工品【取引先】京阪
神一円【沿革】昭14年2月先代関鬼子松が工業用ゴム製
品販売を主として設立、36年6月関徹が受け継ぎ代表者
となる、45年2月会社組織に変更、ゴム製造加工、プラ
スチック射出成型加工に力を注ぎ、平2年5月新社屋完成、
創立50周年を機に社名変更、現在に至る

内外ゴム株式会社
〒674－0084 兵庫県明石市魚住町西岡2050
☎078－944－0650 FAX078－942－0284
［最寄］山陽電鉄東二見、JR魚住
http://www.naigai-rubber.co.jp/
ngr_info@naigai-rubber.co.jp

【資本金】1億2000万円【決算月】5【株主】住友ゴム工業㈱、
日亜倉庫㈱、岡崎藤雄、あいおいニッセイ同和損害保険
㈱、㈱三井住友銀行、㈱みなと銀行【売上・経常】（28年度）
53億5600万円、2億1500万円（27年度）56億5500万円、
1億8700万円【従業員】267【銀行】三井住友神戸営業部、
みなと本店【役員】代表取締役会長岡崎藤雄、取締役社
長土井正孝、常務取締役（工場長）石井誠、取締役（営
業本部長）青山和樹、監査役増井和廣、永井満【ISO認
証】9001（QM6890－’01年8月、LIACA－206－’08年4月）
本社工場、営業部門、センサ事業部、14001（EM3188’
03年5月）本社工場【本店・営業部】神戸市中央区栄町
通4－1－10新和ビル ☎078－360－1361【営業部】東京－東
京都港区新橋4－5－15新橋新和ビル ☎03－3459－6868、福
岡－福岡市博多区博多駅南4－9－7シャトーいずみ ☎092
－472－3885、名古屋－名古屋市中村区砂田町1－40－1 ☎
052－412－3218【工場】兵庫県明石市魚住町西岡2050 ☎
078－944－0650[敷]43131[建]23633[製]ゴム製品【海外生産・

販売拠点】内外ゴムフィリピン株式会社－マニラ市[製]
燃料タンク用フロート【生産】自動車用タイヤチューブ
17億2000万円、工業用品16億7100万円、スポーツ用品9
億7400万円、フットウェアー 4億3600万円、センサ1億
9600万円（28年度）【取引先】〈仕入〉住友ゴム工業、弘
栄貿易、帝人商事〈売先〉住友ゴム工業、ミズノ、東和
護謨化工【所属団体】日本ゴム工業会、兵庫ゴム工業会、
兵庫県経営者協会【労組】組合員152、組合長澁谷昌信、
日本ゴム産業労働組合連合【沿革】大2年内外護謨合資
会社、昭18年内外ゴム㈱、24年準硬式ボール（トップボー
ル）を発明、26年特許「独立気泡スポンジ製造法」を発明、
47年住友ゴム工業㈱と業務提携、54年神戸営業部開設、
55年福岡営業所開設、58年創業70周年を機にCIを導入、
60年名古屋営業所開設、平2年チューブ出荷センター建
設、11年3月軸静電容量型加速度センサを開発、16年10
月大和紡績㈱と提携し合弁会社「ディーエヌプロダクツ
㈱」を設立、19年1月フィリピンに新会社「内外ゴムフィ
リピン㈱」を設立、現在に至る

中西ゴム工業株式会社
〒599－8271 大阪府堺市中区深井北町96
☎072－278－1124 FAX072－278－4103
［最寄］JR上野芝、泉北高速鉄道深井
http://www.nakanishi-condom.co.jp

【資本金】1000万円【決算月】1【銀行】近畿大阪深井、
紀陽深井、池田泉州上野芝【代表者】代表取締役中西康
彦【生産】コンドーム【沿革】昭35年創業、42年株式会
社に改組

ナショナル護謨株式会社
〒675－1112 兵庫県加古郡稲美町六分一1176
☎0794－92－3250 FAX0794－92－3254［最寄］土山
http://www3.ocn.ne.jp/̃nrc/
nrcalpha.ocn.ne.jp

【資本金】3450万円【決算月】10【株主】ナショナル貿
易㈱519千株、松岡泰生171千株【売上・経常・配当】（25
年度）4億3000万円、2800万円、0％【役員】代表取締
役社長松岡泰生、取締役松岡美紀【生産】ウエットスー
ツ用スポンジ4億5000万円、ゴムバンド1200万円、工業
用ゴム製品7100万円

浪華ゴム工業株式会社
〒635－8520 奈良県大和高田市曽大根2－6－1
☎0745－52－5681 FAX0745－23－1998
［最寄］近鉄高田市

【資本金】4500万円【決算月】12【株主】ニッタ株式会社【売
上】（28年度）18億9000万円、（27年度）20億2800万円【従
業員】80【銀行】三菱UFJ大和高田、南都高田【代表者】
代表取締役社長大島勳【役員】代表取締役副社長青木康
弘、取締役大島博、大塚一彦、小林武史、監査役伊藤崇
【ISO認証】9002（’00年11月）医薬医療用ゴム栓、医療
用具、9001-2008（’09年2月）、13485：2003（’06年11月）【工
場】本社同【生産】医薬医療用ゴム製品、工業用ゴム製
品、医療用プラスチック製品【取引先】〈仕入〉豊田通商、
三洋貿易、KISCO、東京材料〈売先〉旭化成メディカ
ル、三洋貿易、徳山積水、コクゴ、ナブテスコ【所属団
体】日本ゴム工業会、大阪ゴム工業会、日本医療器材工
業会【労組】組合員66、組合長中野淳、日本ゴム産業労
働組合連合【沿革】明39年初代大島文之助が個人企業と
して大阪市で創業、ゴム製水枕の製造開始、昭20年本社
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達也、【工場】堺－堺市中区上之516 ☎072－236－5151[製]
ホース類・ゴム工業用品類[責]小林毅、奈良－五條市三
在町1030 ☎0747－22－4656[製]同上[責]坂﨑高志、徳島－
阿波市阿波町東川原29 ☎0883－35－2110[製]同上[責]林正
章【海外生産・販売拠点】紹興十川橡有限公司－中華人
民共和国浙江省上虞市上浦工業区[製]金型製品、単独、
05年4月【販売】ホース類62億1786万円、ゴム工業用品
類71億8785万円、その他12億5635万円【取引先】〈仕入〉
CBC、KISCO、野村貿易、三井物産プラスチック、護
光商会〈売先〉SUBARU、大塚製薬工場、TOTOアク
アテクノ、パナソニック、大阪ガス【所属団体】日本ゴ
ム工業会、日本ゴムホース工業会、大阪ゴム工業会、大
阪商工会議所【沿革】大正14年5月創立、昭和4年7月合
名会社十川ゴム製造所を設立、18年7月徳島工場新設、
34年4月合名会社を解散し㈱十川ゴム製造所を設立、36
年9月堺工場新設、42年4月奈良工場新設、平成7年4月日
本工業ゴム㈱・十川ゴム㈱と合併し新商号を㈱十川ゴム
として発足、本社を大阪市西区南堀江に移転、17年4月
中国に紹興十川橡胶有限公司を設立

㈱　ト　キ　ワ
〒540－0015 大阪府大阪市中央区十二軒町7－5
☎06－6764－0431 FAX06－6764－6910
［最寄］地下鉄谷町6丁目

【資本金】1600万円【決算月】1【従業員】20【銀行】近
畿大阪松屋町、三井住友上町【役員】代表取締役関徹（営
業）、関道子（会計）、専務取締役関俊雄（営業）、関好邦（工
場・製造）、関好晶（営業）、監査役中路馥【営業所】本
社同【工場】東大阪市高井田11－83 ☎06－6781－4384【生
産】ゴム製品=成型品押出し製品及び加工品、プラスチッ
ク製品=射出成型品及押出製品及加工品【取引先】京阪
神一円【沿革】昭14年2月先代関鬼子松が工業用ゴム製
品販売を主として設立、36年6月関徹が受け継ぎ代表者
となる、45年2月会社組織に変更、ゴム製造加工、プラ
スチック射出成型加工に力を注ぎ、平2年5月新社屋完成、
創立50周年を機に社名変更、現在に至る

内外ゴム株式会社
〒674－0084 兵庫県明石市魚住町西岡2050
☎078－944－0650 FAX078－942－0284
［最寄］山陽電鉄東二見、JR魚住
http://www.naigai-rubber.co.jp/
ngr_info@naigai-rubber.co.jp

【資本金】1億2000万円【決算月】5【株主】住友ゴム工業㈱、
日亜倉庫㈱、岡崎藤雄、あいおいニッセイ同和損害保険
㈱、㈱三井住友銀行、㈱みなと銀行【売上・経常】（28年度）
53億5600万円、2億1500万円（27年度）56億5500万円、
1億8700万円【従業員】267【銀行】三井住友神戸営業部、
みなと本店【役員】代表取締役会長岡崎藤雄、取締役社
長土井正孝、常務取締役（工場長）石井誠、取締役（営
業本部長）青山和樹、監査役増井和廣、永井満【ISO認
証】9001（QM6890－’01年8月、LIACA－206－’08年4月）
本社工場、営業部門、センサ事業部、14001（EM3188’
03年5月）本社工場【本店・営業部】神戸市中央区栄町
通4－1－10新和ビル ☎078－360－1361【営業部】東京－東
京都港区新橋4－5－15新橋新和ビル ☎03－3459－6868、福
岡－福岡市博多区博多駅南4－9－7シャトーいずみ ☎092
－472－3885、名古屋－名古屋市中村区砂田町1－40－1 ☎
052－412－3218【工場】兵庫県明石市魚住町西岡2050 ☎
078－944－0650[敷]43131[建]23633[製]ゴム製品【海外生産・

販売拠点】内外ゴムフィリピン株式会社－マニラ市[製]
燃料タンク用フロート【生産】自動車用タイヤチューブ
17億2000万円、工業用品16億7100万円、スポーツ用品9
億7400万円、フットウェアー 4億3600万円、センサ1億
9600万円（28年度）【取引先】〈仕入〉住友ゴム工業、弘
栄貿易、帝人商事〈売先〉住友ゴム工業、ミズノ、東和
護謨化工【所属団体】日本ゴム工業会、兵庫ゴム工業会、
兵庫県経営者協会【労組】組合員152、組合長澁谷昌信、
日本ゴム産業労働組合連合【沿革】大2年内外護謨合資
会社、昭18年内外ゴム㈱、24年準硬式ボール（トップボー
ル）を発明、26年特許「独立気泡スポンジ製造法」を発明、
47年住友ゴム工業㈱と業務提携、54年神戸営業部開設、
55年福岡営業所開設、58年創業70周年を機にCIを導入、
60年名古屋営業所開設、平2年チューブ出荷センター建
設、11年3月軸静電容量型加速度センサを開発、16年10
月大和紡績㈱と提携し合弁会社「ディーエヌプロダクツ
㈱」を設立、19年1月フィリピンに新会社「内外ゴムフィ
リピン㈱」を設立、現在に至る

中西ゴム工業株式会社
〒599－8271 大阪府堺市中区深井北町96
☎072－278－1124 FAX072－278－4103
［最寄］JR上野芝、泉北高速鉄道深井
http://www.nakanishi-condom.co.jp

【資本金】1000万円【決算月】1【銀行】近畿大阪深井、
紀陽深井、池田泉州上野芝【代表者】代表取締役中西康
彦【生産】コンドーム【沿革】昭35年創業、42年株式会
社に改組

ナショナル護謨株式会社
〒675－1112 兵庫県加古郡稲美町六分一1176
☎0794－92－3250 FAX0794－92－3254［最寄］土山
http://www3.ocn.ne.jp/̃nrc/
nrcalpha.ocn.ne.jp

【資本金】3450万円【決算月】10【株主】ナショナル貿
易㈱519千株、松岡泰生171千株【売上・経常・配当】（25
年度）4億3000万円、2800万円、0％【役員】代表取締
役社長松岡泰生、取締役松岡美紀【生産】ウエットスー
ツ用スポンジ4億5000万円、ゴムバンド1200万円、工業
用ゴム製品7100万円

浪華ゴム工業株式会社
〒635－8520 奈良県大和高田市曽大根2－6－1
☎0745－52－5681 FAX0745－23－1998
［最寄］近鉄高田市

【資本金】4500万円【決算月】12【株主】ニッタ株式会社【売
上】（28年度）18億9000万円、（27年度）20億2800万円【従
業員】80【銀行】三菱UFJ大和高田、南都高田【代表者】
代表取締役社長大島勳【役員】代表取締役副社長青木康
弘、取締役大島博、大塚一彦、小林武史、監査役伊藤崇
【ISO認証】9002（’00年11月）医薬医療用ゴム栓、医療
用具、9001-2008（’09年2月）、13485：2003（’06年11月）【工
場】本社同【生産】医薬医療用ゴム製品、工業用ゴム製
品、医療用プラスチック製品【取引先】〈仕入〉豊田通商、
三洋貿易、KISCO、東京材料〈売先〉旭化成メディカ
ル、三洋貿易、徳山積水、コクゴ、ナブテスコ【所属団
体】日本ゴム工業会、大阪ゴム工業会、日本医療器材工
業会【労組】組合員66、組合長中野淳、日本ゴム産業労
働組合連合【沿革】明39年初代大島文之助が個人企業と
して大阪市で創業、ゴム製水枕の製造開始、昭20年本社
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