Network for Activities

ネットワーク

ジャパンクオリティを 世 界 へ 。
開 発 から生 産 、販 売まで 、総 合 的な「 質 」を 提 供していきます。
日本国内での活動はもちろんのこと、海 外 拠 点においても開 発・生 産・販 売の充 実を推 進し、
グローバルネットワークによるジャパンクオリティの拡 充を進めています。

U.S.A.

・ニューヨーク事務所
・ユニチカアメリカ

中国、インドネシア、
タイといったアジア圏から欧 米 諸 国まで、
「 質 」と
「スピード感」を徹底したモノづくりで世 界の暮らしに貢 献していきます。

ユニチカブラジル／BRAZIL

BRAZIL

・ブラスコット
・ユニチカブラジル

ユニチカ株 式 会 社

■海外関連企業

https://w w w.unitika.co.jp

大阪本社

東京本社

高分子事業

■ 会社概要

2021年3月末現在

創

立

1889年（明治22年）6月19日

金

100,450,000円

P.T. Emblem Asia（インドネシア）
ナイロンフィルム製造販売

◆高分子事業

□樹脂

資

本

主な事業内容

□フィルム

フィルム
（ナイロン・ポリエステル）
樹脂（ナイロン・ポリエステル・ポリアリレート）
生分解性材料

樹脂関連商品を中心とした、輸出入業務、国内販売及び海外販売

UNITIKA ADVANCE(TH AILAND) CO., Ltd.（タイ）

◆機能資材事業

樹脂関連商品を中心とした、輸出入業務、国内販売及び海外販売

不織布（ポリエステルスパンボンド、綿スパンレース）
活性炭繊維・ガラス繊維・ガラスビーズ・産業繊維

機能資材事業

◆繊維事業

□不織布

繊維（ポリエステル）

Thai Unitika Spunbond Co., Ltd.（タイ）

◆その他事業

ポリエステルスパンボンド製造販売

プラント・技術輸出
本

Unitika(H ong Kong)Ltd.（香港）

繊維事業

社 ［大阪本社］
〒541-8566 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪センタービル
TEL.06（6281）5695
［東京本社］
〒103-8321 東京都中央区日本橋本石町4-6-7 日本橋日銀通りビル
TEL.03（3246）7540

P.T. Unitex（インドネシア）
綿及び綿ポリエステル混 紡績業
Unitika (Beijing) Trading Co., Ltd.（中国）

中国におけるメーカー系商社

UNITIKA TRADING VIETNAM CO., Ltd.（ベトナム）
輸出入業務、国内販売及び海外販売、コンサルタント業

■事業所・研究所

P.T. Unitika Trading Indonesia（インドネシア）

輸出入業務、国内販売及び海外販売

中 央 研 究所
〒611-0021 京都府宇治市宇治小桜２３ TEL 0774-25-2214

宇 治 事 業所
〒611-8555 京都府宇治市宇治戸ノ内５ TEL 0774-25-2029

岡 崎 事 業所
〒444-8511 愛知県岡崎市日名北町4-1

TEL 0564-23-2311

垂 井 事 業所
〒503-2121 岐阜県不破郡垂井町２２１０ TEL 0584-22-1201

坂 越 事 業所
〒678-0171 兵庫県赤穂市高野８４６ TEL 0791-48-8185

■海外事務所・出張所
ニューヨーク事務 所
445 Hamilton Avenue, Suite 403, White Plains, NY 10601, USA
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商

社

Unitika America Corporation（アメリカ）
輸出入業務

UNITIKA EUROPE GmbH（ドイツ）
輸出入業務

UNITIKA（SHANGHAI）LTD．
（ 中国）
輸出入業務

UNITIKA（SHANGHAI）LTD．GUANGZHOU BRANCH（中国）

輸出入業務

その他
Brazcot Ltda.（ブラジル）
Unitika do Brasil Industria Textil Ltda.（ブラジル）

Unitika Europe／GERMANY

GERMANY

CHINA

・Unitika Europe

・尤尼吉可（北京）贸易有限公司

尤尼吉可上海／CHINA

CHINA

CHINA

・尤尼吉可上海

・尤尼吉可上海广州分公司

JAPAN

VIETNAM
・尤尼吉可贸易越南

HONG KONG

THAILAND

・尤尼吉可香港

・TUSCO
・UNITIKA ADVANCE (THAILAND) Co.,Ltd
尤尼吉可香港／CHINA

INDONESIA
・EMBLEM亚洲
・P.T. Unitex
・尤尼吉可贸易印度尼西亚

TUSCO／THAILAND

EMBLEM亚洲／INDONESIA

P.T. Unitex／INDONESIA

带来高附加值的Made In Japan

通过开展综合性活动来推进市场开拓的海外据点

宇治事业所不仅作为与高分子、功能性材料事业连动的骨干型工厂加以运营，而且还

以包装用尼龙薄膜“EMBLEM”的全球战略据点“EMBLEM ASIA”、纺粘产品的生产销

是日本国内生产、开发、研究的核心据点，其拥有的中央研究所是整个集团研究开发业

售据点“TUSCO”、衣料纤维事业的经营据点“UNITEX”为中心，通过包括培养本地化

务的中枢机构。该事业所与生产涤纶产品及无纺布产品的冈崎事业所等其他事业所一

人才在内的综合性技术引进，彻底加强与各生产基地的合作，积极推进市场开拓。针

起，提供只有日本国内生产才能够实现的具备高附加值、高品质的产品。

对各领域的产品，正在倾力于高附加值产品的生产销售。

宇治事务所

EMBLEM 亚洲

冈崎事务所

■尤尼吉可集团主要企业
商

社（制造商型商社）

纤维事业

UNITIK A TRADING（株）

大阪染工（株）

〒541-0053 大阪市中央区本町2-5-7 Metlife本町广场

TEL: +81-6-4705-9011

〒618-0001 大阪府三岛郡岛本町山崎2-1-1

高分子事业

UNITIK A SPINNING（株）

日本 ESTER（株）

UNITIK A MATE（株）

〒859-4518 长崎县松浦市志佐町池成免1701

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪中心大厦

TEL: +81-6-6281-5520

TERABO（株）
〒597-8511 大阪府贝冢市津田南町28-55

TEL: +81-72-431-2424

（株）UNITIK A TECHNOS
〒611-0021 京都府宇治市宇治矢落19

TEL: +81-75-961-1221

TEL: +81-774-23-8088

U.C.S（株）
〒613-0024 京都府久世郡久御山町大字森小字 南大内120-1

TEL: +81-75-632-5020

功能性材料事业

TEL: +81-956-72-2101

〒541-0053 大阪市中央区本町2-5-7 Metlife本町广场

TEL: +81-6-4705-9141

（株）上条精机
〒611-0011 京都府宇治市五庄一番割26

TEL: +81-774-32-8352

UNITIK A GARMENTS TECHNOLOGY（株）
〒597-0014 大阪府贝冢市津田南町28-55

TEL: +81-72-437-0055

UNITIK A TEXTILE（株）
〒719-1195 冈山县总社市中原88

TEL: +81-866-93-1251

尤尼吉可玻璃纤维（株）
〒611-0021 京都府宇治市宇治小樱45-2

TEL: +81-774-25-2361

（株）UNION
〒573-0145 大阪府枚方市大峰南町10-1

TEL: +81-72-858-1353

UNITIK A SPARKLITE（株）
〒629-0311 京都府南丹市日吉町胡麻IK AGAHER A 13-8

TEL: +81-771-74-1075

（株）AD’ALL
〒611-0021 京都府宇治市宇治户之内5

TEL: +81-774-25-2274
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