
日化ポリマー中国株式会社



勇気と信念を持ち、
正直・親切・愉快に積極的に
自己の責務を果たし
グループー丸となって、
お客様の信頼を得る

昭和 49 年創業以来、主に各種エレクトロニクス製品や産業用、建築用、

家庭用途などの両面テープや自動車内の静寂な空間を確保するため衝撃

音を吸収する吸音材や高出力化する音響機器のビビリ音の防止用緩衝材

を供給しております。

「品質第ー」をモットーに、多品種 · 小ロット化などお客様の多様な二ー

ズに対応しておりますが、2019 年度は新たに「サービス品質」：「正

確で迅速」、「お客様の要望に柔軟な対応」、「世の中の声を大事に傾聴

し共感を得る企業活動」、「安全・安心 · 良品の上に信頼関係の構築」を 

品質目標に掲げることで、企業の顔を明確にして「さらなる飛躍と成長」

を図ってまいります。

代表取締役　日浦 隆

ごあいさつ Greeting

【経営理念】



会社概要 Profile

会社情報

商 号

日化ポリマー中国（株）は 1974 年の創業以来両面テープの定寸カット加工を出発点とし各種産業界の時代の流れ
に対応した物作りをし地域社会に貢献して参りました。２１世紀に入り企業を取り巻く環境は大きな転換期にあり
ます。
私たち会社の経営理念として「勇気と信念を持ち、正直・親切・愉快に積極的に自己の責務を果たし全社員一丸と
なって　お客様の信頼を得る」を掲げます。
今後は「価値」「感動」をテーマにお客様のニーズを的確的に応えられる商品サービスの提供を行って参ります。

日化ポリマー中国株式会社

所在地 〒731-0103　広島市安佐南区緑井 2-28-6
TEL 082-879-8311  FAX 082-879-8411  IP- 電話 050-3531-8520

資本金 1,000 万円

設 立 1974 年 4 月 1 日

代表者 代表取締役 日浦 隆

取引銀行 もみじ銀行・広島信用金庫・中国銀行

従業員 社員 12 名　パート 26 名 (2018/11 現在 )



沿革 History

1974 年 4 月

1977 年 1月

1980 年 4月

1983 年 10 月

1985 年 4月

1990 年 2月

1994 年 1月

1996 年

2005 年 11 月

2008 年 4月

2009 年 9月

2011 年 6月

2012 年 6月

2012 年 10 月

2017 年 4月

2018 年 10 月

2018 年 11 月

操業開始

資本金 300 万円にて㈱日浦物産設立

社名を株式会社ヒウラに変更

広島市安佐南区に事務所兼工場を移転

広島市安佐南区に第 2工場を増設

広島市安佐南区に事務所と第 2工場を統合

資本金を 1、000 万円に増資

社名を日化ポリマー中国株式会社に変更

ISO9001/2000 認証取得 (JACO/UKAS)

「中小企業経営支援法に基づく経営革新計画」の認証

ISO9001/2008 認証更新 (AJA/UKAS)

長束工場を開設

長束工場を閉鎖、設備 · 機能を本社緑井工場に集約

インターネットショッピングサイト開設 · 販売開始

広島県仕事と家庭の両立支援企業登録

環境マネジメントキックオフ宣言 (KES 活動開始 )

環境宣言



会社組織 Company Organization

代表取締役：日浦　　隆
監　査　役：清田　芙美子



当社では「検査基準書・作業標準書・手順書」といっ
た一般的な書類を作成・運用していません。そういっ
た一般的な書式に変わり相当する「トレーサビリ
ティシート」を作成し、運用・記録を行っています。 
当社のトレーサビリティーシステムとは、出荷した
製品が「いつ」「どこで」「だれが」「どのように」
加工されたのかが、追跡調査でき、情報が取り出せ
る仕組みのことです。

寸法異常を検出し、流出を防止する最小限の方法を確立しています。

トレーサビリティの仕組み
加工プロセスの主工程で付加する「ロット番号」を記載する帳票が「トレーサビリティシート」になり、トレースキーワードは「ロット番号」とな
ります。
製品加工する際、生産ロット毎に「トレーサビリティシート」を発行します。作業者は、トレーサビリティシートに記載された「製品情報、材料情
報、工程順序、作業内容、検査項目、品質履歴など」を元に加工し、使用した材料の「ロット番号、検査データ、品質情報」および作業者名、加工
数が記録されます。トレーサビリティシートは品質に関する全てを記録した重要書類となります。 「ロット番号」は製品梱包時に貼付または封入さ
れるラベルに転記して出荷します。万一何らかの問題が発生した場合には、ラベルに記載されている「ロット番号」から、該当のトレーサビリティ
シートを探し出し、システム的に出荷から遡り加工・材料に関する追跡調査ができる仕組みです。 

計測器の保証
加工工程において寸法測定に使用する計測器につきましては、使用前の点検及び定期的に自社内での校正を実施する環境を整えております。 当社で
は精度を実証するための校正に関し、国家標準へトレースを可能とするトレーサビリティ体系図を持つ標準器を持つことにより、定期的な校正、ま
た日常的に計測器の精度を確認出来るようにしています。 以上のことから、寸法に関する社内加工の不具合発生は極端に減少しております。

寸法検査
寸法異常は、最終的に出荷検査工程で検出できますが、出荷検査工程
で異常となった加工品は修復できません。（加工品の再生はほぼ不可
能なため、ほとんど廃棄処分） 従って、加工工程での寸法管理を確実
に行うことが重要です。「今、加工した製品寸法は正しいか？」この
認識を製造担当者全員に意識付け、加工工程での寸法測定・記録を実
施、トレーサビリティシートに測定箇所を表記し、チェックポイント
を明確化しています。

剥離試験
最大荷重容量：1kN・試験
速度：0.05 ～
1000mm/min の引張試験
機で、一定条件における様々
な粘着材の剥離力を測定
(90 度または 180 度剥離 )
することが出来ます。

後工程への保証
後工程で異常やトレーサビリティシート未記入が検出された場合、
該当する前工程へ返却するルール。
寸法異常があった場合、それを現場で検出できるシステム
↓
不良品を知らず知らずのうちに作らないよう歯止め
↓
寸法異常による不良発生を低減し、流出防止

寸法管理

試験・検査設備

品質への取り組み Quality

恒温槽
設定温度：室温～ 200℃ま
で一定条件において、粘着
品や素材の耐熱・信頼性試
験、アニーリング、乾燥な
どが行えます。



社会に貢献する企業として果たすべき役割

品質に関する ISO 認証の取得

広島県仕事と家庭の両立支援企業登録証

法令、企業倫理の遵守ならびに企業の社会的責任（CSR）の原点に立ち返り、「日化ポリマー中国企業行動基準」
を定め、倫理、法令及びその精神を遵守するとともにコンプライアンスは社会との信頼関係を築く重要な要素であ
るとの意識を持ち事業活動を遂行しています。

　　　　仁：思いやり・心の豊かさ
　　　　義：人たる道
　　　　礼：礼儀
  「徳」　賢：洞察力
　　　　信：嘘をつかない・約束を守る
　　　　勇：勇気・決断力
　　　　謙：謙虚
　　　　寛：寛容（心が広い）

を社業の基本理念としつつ、国内においても尊敬される企業となるため、基本理念を補完するべく次の原則を制定
するとともに、
社会的良識をもって行動する。

1．公正で自由な競争を行い、また政治、行政との健全かつ正常な関係を保つ。
2．広く社会とのコミュニケーションをはかり、企業情報を積極的に開示する。
3．社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした対応を行う。
4．従業員の豊かさを実現し、安全で働きやすい職場環境を確保するとともに、従業員の人格、個性を尊重する。
5．環境問題への取り組みは企業存続の必須の条件であると認識し、自主的・積極的に参加する。

2005 年 11 月に「品質マネジメントシステム」 の認証を取得

CSR

CSR( 企業の社会的責任 )

社外窓口
弁護士・税理士 大澤 久志
＜おおさわ法律グループ＞大澤総合法律事務所
〒730-0002 広島市中区白島中町 17 番 3 号 
Phone (082)228-1118 Fax (082) 228-9664 
E-mail：h.osawa.lo@nifty.com

< 取扱業務 >
・交通事故・医療過誤・離婚問題・相続問題・不動産問題
・債務整理・債権回収・刑事事件・企業法務・登記業務等

< グループ構成 >
弁護士・税理士　大澤 久志
弁護士 妹尾 重代 　弁護士 住田 稔　弁護士 岸田 洋一 
弁護士 普照 雅世　弁護士 坂倉 敬済　司法書士 西村 典巳
司法書士 畠山　睦　行政書士 吉清 友文

登録番号1365



製品一覧 Products

取り扱いメーカー Manufacturers

幅広い取り扱いメーカーより最適な製品をご提供いたします。

幅広いメーカー製品からセレクション。
小分けからオーダーメイドまで迅速にご提供します。

【工業用接着剤】日立化成株式会社 【工業用シーリング剤】日立化成株式会社
【工業用両面テープ】日立化成株式会社、DIC株式会社 (旧大日本インキ化学工業 )、日立マクセル株式会社 (旧スリオンテック )、株式会社寺岡製作所、

　日東電工株式会社、積水化学工業株式会社
【工業用ゴム・スポンジ・ウレタン・ハイエチレンフォーム】株式会社イノアックコーポレーション、日立化成株式会社、三和化工株式会社、積水化学工業株式会社
【各種不織布】アンビック株式会社、日本バイリーン株式会社 【各種離型紙】住化加工紙株式会社、リンテック株式会社、ニッパ株式会社

各種エレクトロニクス製品や、産業用、建築用、家庭用、自動車
産業用など、両面テープ、そして幅広く防塵や緩衝材としてご利
用いただける不織布・フェルトを各社取り揃えています。オーダー
メイドも承っております。また、両面テープ、不織布、フェルトは、
弊社の運営するネットショップ「NC ショップ」からもご購入いた
だけます。

両面テープ 不織布 フエルト

スポンジ ゴム



オンラインショップのご案内

　　NC ショップのご案内

両面テープ・不織布・フェルト等を「一本」から「一枚」からお届けします。

日化ポリマー中国株式会社の公式通販サイト

https://www.ncshop.jp/



日化ポリマー中国株式会社

   TEL：082-879-8311

FAX：082-879-8411

IP- 電話 050-3531-8520

お問い合わせ Contact

https://www.ncshop.jp/


