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信頼され社会に貢献する会社
当社は、
1957年の創立以来、
ライニング・ホース・押出・プレス製品を主体とした工業用ゴムおよび樹脂製品メーカーの道を歩ん
でまいりました。
「挑戦と創造」(Challenge ＆ Creation)の社訓のもと新技術の開発を進めつつ、
瀬戸内海西部の重化学工業
の各社様への製品納入から始まり、
次第に全国販売へと拡大してまいりました。今日では、
グローバルな商品供給を目的とした
海外生産拠点として、
中国及びタイに子会社を設立し、
また、海外パートナー企業との協働でアセアン、
中近東、米国、
ヨーロッ
パ等へも販売展開しております。2050年カーボンニュートラルの実現に向け、
エネルギーの変革や主要産業の生産プロセスや
製品の革新等、
経済社会が急激に変化する中、
当社は、
お客様のニーズを的確に把握し、
スピーディーな対応をもって、
様々な
ご要求にお応えできるよう、
努めてまいる所存でございます。
また、
当社は創立以来、
「挑戦と創造」
を社訓とし、
4つの社是を掲
げ事業活動を展開しております。積極果敢に新技術や新商品の開発に取り組み、社是に掲げた当社のあるべき姿に向かっ
て、
全社員が一丸となり、
社会に貢献し続けることのできる会社を目指してまいりますので、
今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜り
ますようお願い申し上げます。

To be a reliable company that contributes to society
OHJI RUBBER＆CHEMICALS CO.,LTD. started operation in 1957 and has been manufacturing industrial rubber and plastic
goods, such as linings, hoses, extrusions and moldings. Since the time of its establishment, OHJI has been concentrating
on Research, Development and Innovation of rubber technologies in accordance with our company's motto "Challenge &
Creation". At the beginning, our products were delivered to chemical plants at the western parts of Japan, and then our
market has been spreaded out across the country. Today, we have established subsidiaries in China and Thailand as
overseas production bases for the purpose of supplying products globally, and we are also expanding sales to cooperate
with overseas partners to Asian countries, Middle East, USA, Europe and other countries. In the midst of rapid economic and
social changes, such as energy transformation and innovation of production processes and products in major industries
toward the realization of carbon neutrality in 2050, we are committed to accurately grasp the needs of our customers and
meet their various demands with speedy responses. Since our founding, we have been developing our business under four
corporate mottos with the 'Challenge and Creation'. We will actively develop new technologies and new products, and all of
our employees will work together toward our ideal company as set forth in the company mottos, so that we keep innovating
values for the future. OHJI Rubber is looking forward to working for you.

1988 フレーク樹脂工場 新設

1996

The flake lining factory was established.

1957

1970

会社設立
ゴムホース、工業用ゴム製品、
ゴムライニングの生産を開始

1990 ゴムシート製造設備 ローラーヘッド 新設

Founded OHJI RUBBER & CHEMICALS CO., LTD.
Started production of rubber hose, industrial products and rubber lining.

1992 タイにオージハーキュレスタイランドを設立

大型ゴムライニング工場

1981

中国靖江県化工防腐設備工場と合弁企業を設立
Joint venture agreement was made with
JINGJIANG ANTICORROSION ENGINEERING CO., LTD, in China.

UHF連続加硫装置 新設
The UHF continuous vulcanizing system was put into operation.

1987 シンガポールのハーキュレス社と合併企業設立
（2001年 クリヤマ王子シンガポール、2008年閉鎖）
Founded OHJI HERCULES IND. in Singapore.
(Renamed as KURIYAMA-OHJI (SINGAPORE)
PTE LTD. in 2001, complete liquidation in 2008)

1999 タイにクリヤマ王子タイランドを設立

Founded KURIYAMA-OHJI (THAILAND) LTD, in Thailand.

2000

Founded OHJI HERCULES (THAILAND) CO., LTD, in Thailand.

Large-scale rubber lining factory was established.

1994 インドネシアにオージパシフィックラバー設立（2002年閉鎖）

1995

2002

中国靖江王子ゴム有限公司をクリヤマ株式会社と共同出資

Start manufacturing of Marine hose (oil transfer hose)

2015

山口第四工場（ホース）竣工
Completed construction of "Yamaguchi 3rd factory (Hose)".

2018

山口第五工場（素材）竣工

Japan exclusive investment of JINGJIANG OHJI RUBBER CO., LTD,
with KURIYAMA CORPORATION.

Completed construction of
"Yamaguchi 4th factory (Rubber compounding)".

熱可塑性樹脂押出設備を新設

中国靖江王子ゴム有限公司

Extrusion line for thermoplastic elastomer was
put into operation.

Relocated new factory of JINGJIANG OHJI RUBBER CO., LTD.

Founded PT. OHJI PACIFIC RUBBER in Indonesia.
(Complete liquidation in 2002)

2007

山口工場

山口工場竣工

2009

中国靖江王子ゴム有限公司を全額出資

Completed construction of “Yamaguchi Factory”.

2012 マリンホース
（原油荷役ホース）製造開始

Founded KURIYAMA RESEARCH & DEVELOPMENT INC.

The roller head extruder was put into operation.

新設

株式会社クリヤマ技術研究所を共同出資設立

第二工場竣工

Completed Construction of “Yamaguchi Second Factory”.
Total investment of JINGJIANG OHJI RUBBER CO., LTD.

新工場移転

60

ローラーヘッド Roller Head Machine

バンバリーミキサー Banbury mixer machine

60

60

大口径耐摩耗ホース「スーパートランクホース」
Large-Diameter Abrasion Resistant Hose “SUPER TRUNK HOSE”
海砂採取船の水中ポンプ配管から船上設備配管までの輸送目的用ホース。曲げ半径が小
さく高強度の大口径（呼び径４００～６５０）
ホースです。
Rubber hose for sand dredger vessels to transfer a sea sand. Large diameter hose (nominal
diameter 400 to 650) with high strength and small bend radius.

事務所 Office

中国江蘇省靖江市

1MD Tower 7th Fl.,
Soi Bangna-Trad 25,
Khwaeng Bangnanua,
Khet Bangna, Bangkok 10260

Suyuan Thermal Power East Road No.

1,Jingjiang city, Jiangsu province P.R.C

工場 Factory
Amata City Rayong Industrial Estate,
7/113 Moo 4 Mabyangporn,
Pluakdaeng, Rayong 21140

KOT：クリヤマ王子タイランドでは、
ゴムライニングやゴムホース、
ゴムプレス成型
品を製造し、
ゴムの素材加工から最終製品製造までの全工程を同工場内で
行っています。現地には、経験豊富な日本人スタッフも駐在し、技術力と品質の
向上に取り組んでいます。
タイ国内及びASEAN諸国をはじめ、
オーストラリアや
ヨーロッパにも製品を提供し、
日本の王子ゴム化成と協力体制により、
グローバル
な販売・サービスを可能にしています。
KOT: KURIYAMA-OHJI (THAILAND) LTD. undertake rubber lining, rubber hose and
rubber molding at consistent process from rubber material process to final product in
the same factory. With experienced Japanese resident-staff, KOT make continual
effort to improve the technology and quality. KOT provide their quality products in
Thailand, ASEAN countries, Australia, and European countries. By the cooperative
work with OHJI JAPAN, they also offer the global services.

代表取締役社長
取締役
取締役
取締役
取締役
取締役
取締役
取締役
監査役

宮森
吉中
椙山
末松
加藤
小幡
能勢
小貫
宮地

康行
洋一
茂
元成
智美
瑞宏
広宣
成彦
久人

President
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Auditor

Yasuyuki Miyamori
Yoichi Yoshinaka
Shigeru Sugiyama
Motonari Suematsu
Satomi Kato
Mizuhiro Obata
Hironobu Nose
Shigehiko Konuki
Hisato Miyachi

妥協を許さない品質管理
Never Compromise on Quality
当社では、開発製品の目標を設定し、営業・技術社員を中心に、全社一

製品設計から納品まで、徹底した品質検査と試験を行っています。
「も

丸となって製品開発に取り組んでいます。
また、製品開発テーマのヒント

のづくり」への情熱と、仕事への厳しい姿勢と完璧な製品の提供を可

を探るべく、産・学・公との連携による製品開発活動への参画にも努め

能にしています。品質マネジメントの国際規格ＩＳＯ９００１を取得してい

ています。

ます。
We have set the complete quality control system from a design to a delivery of
products. The passion for manufacturing enables us to keep strict eye on the
work and provide perfect products. We are registered in ISO 9001 Quality
Management Plan.

クリヤマジャパン株式会社との共同出資により、1996年に設
立したグループの試験・研究機関です。
ゴム・樹脂を中心に、
様々な製品や材料の分析・解析・評価試験を行っています。
常識にとらわれない自由な発想と行動で、国内外の知識・技
術・情報を取り入れ、
グローバルオープンイノベーションの考
え方で社会貢献を目指しています。
KURIYAMA R&D lnc. was established in 1996 by joint investment with
KURIYAMA CORPORATION as the specialized facility for research and
development for rubber and plastic materials and products. We aim to
contribute to society with the idea of global open inovation by incorporating
domestic and foreign knowledge, technology, and information with free
ideas and actions that are not bound by common sense.

[東京支店]
〒111-0053 東京都台東区浅草橋1丁目9番12号 VORT浅草橋駅前Ⅱ4階
TEL：03-5822-6590（代表）FAX：03-5687-4100
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目3番8号 新大阪阪神ビル1階

[Tokyo Branch]
4th Floor, VORT Asakusabashi Ekimae Ⅱ, 1-9-12,
Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo, 111-0053, Japan
1st floor, Shin-Osaka Hanshin Building, 4-3-8, Nishinakajima,
Yodogawa-ku, Osaka, 532-0011, Japan

■ 従業員数：250名

■ Employee: 250

■ 工業用地
本社：32,437㎡
山口：37,242㎡

■ Industrial Site
Head Office & Factory: 32,437㎡
Yamaguchi Factory: 37,242㎡

https://www.ohji-rubber.co.jp

OHJI RUBBER & CHEMICALS CO., LTD.
2-1-6,Katsuma, Hofu,Yamaguchi, 747-0822 Japan
TEL：+81-835-22-0056

FAX：+81-835-24-0958

https://www.ohji-rubber.co.jp
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