東海化学工業会のご案内

バイオテクロノジーを応用して開発された新品種の「アルストロメリア」
（東海化学工業会 会報 2002 年 1 月号）

東海化学工業会
東海地区における「化学技術の水準向上」、
「化学関係諸団体との連携強化」、
「会員の教養向上・親和の増進」を目的として、昭和 39 年(1964 年)に設立さ
れました。以来、本会は、東海地区の化学工業に関連した学界・官界・産業界
を横断的に結び付けた特色ある団体として、今日まで約 40 年間にわたり幅広
い活動を行っています。
東海地区では、日本の「ものづくり」の中心地として、独創的で高度な技術
力を持つ研究機関や企業が数多く活動しておりますが、今後、次世代を担う新
しい産業技術を創出育成していくためには、当地区での学界・官界・産業界の
密接な連携はもちろん、従来にない異業種間での共同研究や技術提携などの融
合を進めることが重要になってくるものと思います。

主な事業の概要
幅広い活動を通じて、東海地区における新産業技術の創出育成を支援しています。

化学技術の水準向上
● セミナーの開催

その時々のタイムリーなテーマを取り上げて、これに精通された複数の
講師（４～５名）をお招きして、講演 および ディスカッションを実施し
ています。
● 講演会の開催

化学技術に関連した興味深いテーマを取り上げて、講演会を開催するとと
もに、講演会終了後は、講師を囲んだ懇親会を実施しています。
● 見学会の開催

最先端技術を駆使した工場設備や研究施設などの見学会を実施してい
ます。見学会に合わせて、現地で関連する技術講演会も開催しています。
● 東海化学工業会賞の表彰

毎年、化学に関する進歩発展に貢献した技術開発に対して、当会の表彰
審査

委員会での審査を経て「東海化学工業会賞」を贈呈しています（技術

２件、学術４件以内）。受賞者には、当会の総会において表彰式を行うとと
もに、受賞記念講演を行っていただいております。

会員への情報発信
● 会報の発行

会員の皆様へのコミュニケーションツールとして、会報を年４回発行して
います。会報には、最新の技術開発情報、化学工業の動向、会員からの情報
提供、各種研究機関の紹介、行事予定などを掲載しています。

会員相互の親和増進
● 新春懇話会の開催

毎年 1 月新春懇話会を開催して、会員相互の親和を図っています。この会
では、新春特別講話、会員各社からの寄贈品による福引き、留学生の招待な
ど、様々な趣向をこらした企画を行っています。

化学関係諸団体との連携強化
● 化学関係学協会 合同事務局の運営支援

東海地区に支部を置く１５学協会（※）等の合同事務局を設置して、その
運営を支援しています。合同事務局では、各学協会の連携強化に努めていま
す。
(※)日本化学会 東海支部／化学工学会 東海支部／表面技術協会 中部支部／高分子学会
東海支部／色材協会 中部支部／電気化学会 東海支部／日本原子力学会 中部支部／
日本接着学会 中部支部／日本分析化学会 中部支部／日本油化学会 東海支部／有機
合成化学協会 東海支部／日本セラミックス協会 東海支部／日本セラミックス協会
陶磁器部会／中部化学関係学協会支部連合協議会／東海化学工業会

本会では、こうした新産業技術の創出育成をバックアップするため、引き続
き､幅広い分野での最新技術情報の提供、会員相互の連携強化やコミュニケー
ションの深化になお一層努めてまいります。

会員 制 度
当会では、事業活動のより一層の拡充・強化を図るため、広く皆様方の入会を
募集しています。
● 会
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正 会 員（個人会員）

３,０００円

特別会員（法人会員）

１８,０００円(１口)

会
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本会の目的にご賛同いただ
ける個人
本会の目的にご賛同いただ
ける団体

● 入会手続き

入会をご希望される方（団体）は、事務局までご連絡ください。折り返し
「入会申込書」をお送りします。
● 主な特典

・ 当会が主催するセミナー、講演会、見学会、新春懇話会等へ（会員価格で優先
的に）参加できます。
・ 会報の配布が受けられます（年４回）。
・ 東海化学工業会賞に推薦されることができます。
・ 当会が共催・協賛する行事に参加することができます。

事務局
〒460-0011

名古屋市中区大須１－３５－１８一光大須ビル
公益財団法人中部科学技術センター内

東海化学工業会（担当：犬飼）
TEL：(０５２)２３１－３０７０
FAX：(０５２)２０４－１４６９
E mail：info@c-goudou.org

最 近 の 主 な 事 業

／

東海化学工業会

● セミナーの開催
28 年度：「水素エネルギー社会の実現に向けて」
27 年度：「二次電池の現状と将来」
26 年度：「炭素繊維複合材（CFRP）技術の現状と動向」
25 年度：「攪拌層のスケールアップと省エネ化への工夫」

● 講演会の開催
28 年度：「再生医療、医療機器材料の最新情報」
27 年度：「パワー半導体の現状と将来展望について」
26 年度：「省エネ社会実現に付けた電池の最新動向と今後の展開」
25 年度：「地球環境との共生のためのセラミックス」

● 見学会の開催
28 年度： 日清オイリオグループ(株)名古屋工場／中部電力(株)西名古屋火力建設所、
変圧器リサイクルセンター
27 年度： 美濃和紙の里会館／(株)オンダ製作所関工場
26 年度： 出光興産・愛知製油所／LIXIL 榎戸工場（衛生陶器）
25 年度： 資生堂掛川工場／ヤマハ発動機

● 東海化学工業会賞の表彰
28 年度： ・２次元材料グラフェン合成と構造制御
名古屋大学未来材料・システム研究所
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・ゼオライト触媒のミクロ構造制御による高機能化
岐阜大学工学部化学・生命工学科

会

員

状

況

／

東海化学工業会

(1) 正 会 員（個人会員）

１２３名

(2) 特別会員（法人会員）

６６社
（H27.9 現在）

〔愛知県〕

アイセロ化学(株)
アサダ㈱
旭有機材工業(株)新規･開発本部
(株)アーテック
アロン化成(株) 技術開発センター
伊勢久(株)
(株)イノアック・コーポレーション
株式会社カーク
株式会社カネカ
黒金化成(株)
グンゼ(株)エンプラ事業部
三洋化成工業㈱名古屋工場
三和油化工業(株)
(株)島津製作所 名古屋支店
ジャスコ･サポート(株) 名古屋営業所
シヤチハタ(株)
昭和化学工業(株) 名古屋支店
(株)住化分析センター名古屋営業所
竹本油脂(株)
知多炭酸(株)
中京油脂(株)
中部瓦斯(株)
中部電力(株)
(株)槌屋
(株)デンソー

東亜合成(株) 名古屋工場
東ソー(株) 名古屋支店
東邦ガス(株)
東邦液化ガス(株)
東邦冷熱(株)
東レ(株)東海工場
東レ(株)名古屋事業場
(株)豊田中央研究所
長瀬産業(株) 名古屋支店
中村正秋技術事務所
日本ガイシ(株)
日本電子(株)名古屋支店
日本特殊陶業(株)
日本分光(株) 名古屋サービスセンター
日本ペイントオートモーティブコーティ
ングス㈱
日本メナード化粧品(株)
(株)ノリタケカンパニーリミテド
パイロットインキ(株)
林テレンプ(株)
三井化学(株) 名古屋工場
(株)メニコン
(株)ユニケミー
(株)リガク名古屋営業所
(株)LIXIL
リンナイ(株)

〔岐阜県〕

イビデン(株)
岐阜プラスチック工業(株)
東栄化工(株)岐阜工場

日本合成化学工業(株) 大垣工場
富士化学(株)ハウトフォーム事業

〔静岡県〕

イハラニッケイ化学工業(株)
静岡ガス(株)
高砂香料工業(株) 磐田工場

ポリプラスチックス(株)
三井・デュポンフロロケミカル(株)

〔三重県〕

味の素(株) 東海工場
石原産業(株) 四日市工場

太陽化学(株)
JSR (株)四日市工場

〔東京都〕

川口薬品(株)

クミアイ化学工業(株)

