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未来を想う強い力が
今日を明日に進める価値を生む。

P h i l o s o p h y. . .

よりよい社会づくりも、世界規模の環境問題も、基本となるのは人の暮らし

です。生活者一人ひとりの毎日を豊かに彩るために、より多くの喜びと、より

大きな満足感をおとどけしていくこと。それが私たちの使命だと考えます。

原材料調達から技術開発、企画提案、生産、流通までの総合力を結集した

一貫体制とグローバルなネットワーク。130年の歴史をもつユニチカグループ

すべての素材、商品にとどまらず、ダイナミックな提案力とフットワークで様々な

価値を創造していくメーカー商社として、存在感のある企業を目指します。

生活、社会、そして地球環境のために。今日から明日、その先の未来へ。

想いの強さと結束力が私たちのバイタリティの源です。
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私たちの“ Fo r  Y o u ------ 4 U ”

U n i q u e
独自の技術で今までにないものを

U n i t e
お客様との結びつきを深め

信頼関係を築く

U s e f u l
真に世の中に役立つものを

U n i v e r s a l
広く世界に向けて発信し

私たちは、独自の技術とお客様とのネットワークを通じて、人々の生活と環境に貢献し、
 お客様一人ひとりの心に響く商品やサービスを提供します。

 そのためにお約束する4つの“U ”。 それが私たちのモットー“ Fo r  Y o u”です。

人の暮らしのために。よりよい社会のために。
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A c t i v i t i e s . . .

技術開発

生産

販売

企画

Makes Quality Value
for You

バリューチェーン

マーケティング ロジスティクス

ファイナンス リスクマネージメント

レディス＆メンズ スポーツ＆インナーウェア ユニフォーム ライフスタイル

産業資材 プラスチック

4
素材開発、企画、生産、流通まで。総合力で新たな価値を。

衣料繊維事業

産業資材事業

グローバル事業

3



衣料繊維、産業資材、オリジナルな提案。
シナジー効果でダイナミックに新領域へ。

私たちが手掛ける分野は大きく衣料繊維と産業資材の二つに分けられます。

衣料繊維分野においては、長繊維・短繊維の原糸、テキスタイル、二次製品、流通までの一貫体制で対応。

海外生産拠点とも連携しながら“ジャパンクオリティ”の高付加価値商品を創造します。

また産業資材分野ではメーカー商社ならではのネットワークをダイナミックに駆使。

生活領域から産業領域にわたるあらゆる業種に独創的な資材を提供していきます。

さらに両分野の各部門が相互に連携を図ることにより総合力を結集。

シナジー効果によってバリューチェーンを構築し、

マザーマーケットの国内はもとより、世界を視野に入れたグローバル展開を図っていきます。
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D e v e l o p m e n t . . .

現 在をキャッチし、未来を照らす技術開発力。
メーカー商社のオリジナリティを生む。
私たちはメーカーとしてのオリジナリティの源泉となる技術開発力を持っています。

原糸からはじまり、紡績糸、加工糸、製織・製編、染色、附帯加工といった
繊維に関するあらゆる研究開発をメインに展開。

用途分野を超えて、素材から製品までを手掛ける一貫体制を支えます。
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“創る力”という
強みと誇り

ニーズに応えられるモノがないのであれば、創る。それが

私たちの大きな強みです。メーカー機能を持った商社として、

お客様の声を直接伺い、緊密なコミュニケーションを通じて

商品を開発すること、より良い商品にブラッシュアップして

いくこと。あるいは日々の研究開発から生まれたシーズを

マーケット分析と照合してご提案していくこと。それは私たち

が誇れる力であると同時に喜びでもあります。

130年以上の歴史を持つユニチカグループのノウハウを受け継ぐ

私たちの技術開発の基盤にあるのは繊維開発からはじまった

高分子技術です。現在もなお世界トップレベルにある繊維に関する

技術開発力はもちろん、1世紀の時を経てそこから派生してきた

化成品や不織布など多岐にわたる技術は私たちが手掛ける様々

な製品群のクオリティに生きています。より精度の高い解答を

お客様におとどけするために、驚きや感動のある、競争力を持った

商品を生み、より精度の高い解答をお客様におとどけするために、

技術開発分野の活動は日々続いています。

繊維にはじまった
多彩な技術力
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繊維の“ジャパンクオリティ”を発信していく。

衣料繊維分野においては、化合繊と天然繊維の原糸、原綿からテキスタイル、縫製品の
あらゆる形態で、企画、提案、生産、供給までを総合的に手がけています。

原糸・テキスタイル販売ではユニチカグループ各社をはじめ、国内外の繊維メーカーと連携し、
お客様のニーズに応じた製品を供給。

素材開発・企画・生産まで
一貫体制でサポート。

衣料繊維事業
Texti le & Apparel  Business
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■パタンナー

衣料繊維分野においては、化合繊と天然繊維の原糸、原綿からテキスタイル、縫製品の
あらゆる形態で、企画、提案、生産、供給までを総合的に手がけています。

原糸・テキスタイル販売ではユニチカグループ各社をはじめ、国内外の繊維メーカーと連携し、
お客様のニーズに応じた製品を供給。

提 案

■マーチャンダイザー

［マーケティング企画］
衣料品の
生産

企画セクション 生産セクション 流通セクション

■デザイナー

衣料品からテキスタイルまで、
ワールドワイドなトレンド知識を
持った当社専属のデザイナーが
デザイン提案します。

ものづくりに徹した経験豊かな
スタッフが独自の手法と新しい
シルエットをご提案します。

マーケットに応じた企画提案を
させていただきます。

お客様の声に対してテーマ
コンセプトを含めたトータル
な企画提案をさせていただ
きます。

紡績メーカー 織・編工場 染工場 縫製工場

テキスタイルの
生産

■店舗アソート

■個人アソートなど

国内工場 海外工場

繊維製品品質管理士

納　品

（熟練スタッフが直接指導）

安心できる品質を提供

総合的な一貫体制

百貨店

量販店

専門店

POSシステムにも対応

Makes Quality Value
for You

4

アパレルメーカー
小売店・代理店

レディス＆メンズ

ユニフォーム

スポーツ
＆

インナーウェア

ライフスタイル
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衣料繊維事業

Ladies & Men’s 
レディス＆メンズ

Makes Quality Value
for You

ファッションの「いま」をとどける。
時代とコミットしたニーズに、細やかに対応。

4

グローバルな競争力を備えた差別化商品、高付加
価値型商品を重点的に展開しています。ユニチカ
グループから引き継がれた高い技術開発力や設備
を国内はもとより、海外生産拠点にも持ち込み、
コストオペレーションに“ジャパンクオリティ”を
プラスした独自製品の提供に取り組んでいます。

私たちにはメーカー型商社としての、最終消費者に
より近い視点をもった提案力と実績があります。
お客様のニーズに合わせ、素材開発からはじまる
一貫体制のOEM生産も実現。また国内外ブランド
とのコラボレーションや流通形態のディレクション
も含めたご提案を行っていきます。

繊維に関する総合力を生かし、アパレル製品の素材調達・開発段階からサポートします。
商社機能を駆使して織や編、染色などテキスタイル製品への加工、
さらにアパレル製品のマーチャンダイジングからデザイン、
そして専門店や百貨店、通販各社のOEM生産、物流にいたるまで
一貫したバリューチェーンマネジメントを展開。
お客様のニーズに合わせて、あらゆるソリューションを提供いたします。

高次化したオペレーション
による独自展開

多様な流通に
フレキシブルに対応

レディス＆メンズ

ユニフォーム

スポーツ
＆

インナーウェア

ライフスタイル
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衣料繊維事業

Sports & Innerwear 
スポーツ＆インナーウェア

Makes Quality Value
for You

衣料の可能性を革新していく。
多彩なノウハウで高付加価値をプラス。

4

ますます機能性に対する要求が高まるスポーツ
ウェアの分野で、私たちが最も大切にしているのは
アパレルメーカーとの緊密なコミュニケーション
です。開発チームとしての取り組みの中でキャッチ
したニーズに対して、糸、生地、二次製品と、どの
段階においても高いクオリティで迅速に供給できる
多彩な対応が私たちの強みです。

近年市場が活性化している機能性のインナー
ウェアにおいても、技術開発力を活かした素材を
供給しています。とくに複合繊維や特殊な加工に
よる高付加価値の差別化素材はヒット商品を生む
など高い評価をいただいています。今後はスポーツ
ウェア、インナーウェアともに、一貫体制を活かした
二次製品の提案にも注力してきます。

衣料製品の中で最も高度な機能性を求められるのはスポーツウェア。
ハイレベルな技術力を生かして、トップアスリートからも評価される各種の高機能素材を開発しています。
また、快適な着用感と機能性を備えたインナーウェアにふさわしい素材もラインナップ。
商品企画からデザイン、OEM生産までサポートしています。

ハイクオリティと
多彩な供給体制

技術が活きた
機能性インナーウェア

レディス＆メンズ

ユニフォーム

スポーツ
＆

インナーウェア

ライフスタイル
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衣料繊維事業

Uniform 
ユニフォーム

Makes Quality Value
for You

新たな価値あるユニフォームをクリエイトする。
環境配慮の素材からアパレルまでを提案。

4

高齢化社会に適応した
高機能ウェア

多様化するユニフォームの中でも、現在はとくに
高齢化社会を背景とした看護・介護ウェア、また
高い機能性が求められる感染防止衣、手術衣の
開発にも力を注いでいます。今後は海外への差別
化素材販売の拡大、自社の高機能素材を活用した
二次製品の生産を視野に入れた展開を行っていき
ます。

特殊機能から
環境配慮型まで対応

特殊な機能が重視される官公庁のユニフォームも
積極的に取り組んでいます。また近年は再生繊維
「ユニエコロⓇ」や使用済みユニフォームを再利用
するリサイクルシステム「エコラリーⓇ」といった
環境配慮型商品の開発からシステム運営までを
重要なテーマとして取り組んでいます。

企業や学校で着用されるユニフォームは、伸縮性や吸汗速乾性などの機能性に加えて、
近年では原料から廃棄までの全ライフサイクルで地球に負荷を与えない環境配慮型製品がスタンダード。
私たちはさまざまなエコ素材やエコシステムの開発にとどまらず、テキスタイル製品や、
オフィスウェア、ワーキングウェア、キャディウェアなどのアパレル製品の生産や別注製品の製造も行っています。

レディス＆メンズ

ユニフォーム

スポーツ
＆

インナーウェア

ライフスタイル
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Makes Quality Value
for You

真の快適性を暮らしに広げていく。
天然素材や加工技術で寝装 品・タオルを展開。

衣料繊維事業

Lifestyle 
ライフスタイル

4

多様な素材と
高いデザイン力の寝装品

羽毛布団側生地や敷き布団側生地、布団カバー、
枕カバー、またパジャマなど、寝装品の各種素材を
販売。極細番手紡績糸やインド綿などの高級素材
をはじめとする、多種多様な素材を揃えている他、
図案ストックを約1万点保有するプリントデザイン
の提案力において高い評価をいただいています。

生活資材から
自社製品まで展開

タオル、ハンカチ、カーテンなど、高品質な生活資材
の原糸、素材を供給する一方、メーカーとしても
複合素材「パルパーⓇ」を使用し、高度な加工、縫製
技術を駆使した羽毛布団や肌着、またカシミヤ
商品といった自社製品を展開しています。

高品質＆高機能な天然繊維素材を開発し、寝装品やタオルなど
ホームテキスタイル分野に最適なクオリティを提供します。
また、繊維上での微生物や雑菌の繁殖を抑える抗菌防臭加工など、高度な加工技術も駆使。
清潔性や快適性を追求したさまざまな高付加価値製品を取り揃えています。

レディス＆メンズ

ユニフォーム

スポーツ
＆

インナーウェア

ライフスタイル
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産業資材事業
Industrial  Materials Business

企画力とネットワークで最適な資材を提供していく。

ありとあらゆる産業で求められる繊維資材から化成品資材、プラスチック、機能製品を提供します。
環境配慮型の資材に注力した、原料、半製品、製品をトータルに提案。
お客様のニーズ、そのすべてが商材であることをモットーとして、

メーカー商社の高度な技術とネットワークによって独創的な資材をおとどけしています。

メーカー商社の機能を最大限に発揮。
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原料
メーカー

農業資材
スパンボンド

アイデアを
フィードバック

加工
メーカー

水産、農業、土木、
建築、自動車、
各種製造メーカー

製品に反映

産業資材

機能製品

プラスチック

原料
メーカー

資材メーカー
商社

加工
メーカー

内装
メーカー

下請け
施工業者

ゼネコン
公共施設／病院／老人福祉施設
マンションの内装工事

商社、インテリア業者▶ゼネコン

スポーツ施設、舗装業者▶官公庁

人工芝生
内装工事

インテリア
製品

素材・加工先提案

アイデア・ニーズのフィードバック

●フィルム

●樹脂

プラスチック
メーカー ●コンバーター

●モルダー

●スリット

●コーティング

加工先
●食品メーカー

●情報機器
　メーカー

●自動車
　メーカーなど

ユーザー

豊富な素材群で、原料、半製品、製品と
トータルにご提案。キーワードは環境配慮
型の次世代素材です。

生活用品・業務用産業資材、さらにスポー
ツ施設、エクステリア、インテリアの各分野
まで、機能性を要求される製品展開を行って
います。

技術開発力とネットワーク機能を活かし
て、素材選択から加工、納品まできめ細かく
サポートします。

人工芝生

建築
土木資材

（エクステリア・インテリア用途）

加工
ユーザーニーズ

NB・PB・OEM
として商品化要望を実現化し、

ユーザーまたは
市場へ

市場ニーズ

技術

素材

（生活用途）

集約

要望

ありとあらゆる産業で求められる繊維資材から化成品資材、プラスチック、機能製品を提供します。
環境配慮型の資材に注力した、原料、半製品、製品をトータルに提案。
お客様のニーズ、そのすべてが商材であることをモットーとして、

メーカー商社の高度な技術とネットワークによって独創的な資材をおとどけしています。

Makes Quality Value
for You

4
産業資材

機能製品
（生活用途）

プラスチック

機能製品
（エクステリア・インテリア用途）
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産業資材事業

Industrial Materials 
産業資材

Makes Quality Value
for You

繊維から樹脂までトータルに提供する。
多種多様な資材で産業に貢献。

4

あらゆる産業に
多様な繊維資材を展開

水産や農業、建築、自動車、各種製造、レジャーまで、
ありとあらゆる産業において使用される繊維資材
を販売。ポリエステル、ナイロン、ビニロンの他、
アモルファス金属繊維やガラス繊維、また空気清浄
や浄水において高い効果を発揮する活性炭繊維、
さらに環境低負荷のバイオマス素材「テラマック」
など独自の機能性繊維も展開しています。

高シェアの不織布や
独自の化成品

土木、農業、また家庭用品などで需要が高まって
いるスパンボンド不織布と短繊維不織布も産業資
材における重点商品です。原反はもちろん、スリット、
リワインド、印刷、製袋、蒸着、コーティングなど
様々な加工にも対応。また反射板などに使用される
ガラスビーズ「スパークライト」も注目を集め用途
展開を拡げています。

ユニチカグループで開発した高機能素材をさまざまな産業分野に提供。
ナイロン、ポリエステルなどの繊維資材や化成品資材、さらに様々な用途展開が可能な不織布でも
原反から各種の加工品や縫製品まで多岐にわたる形で産業をサポートしています。

産業資材

機能製品
（生活用途）

プラスチック

機能製品
（エクステリア・インテリア用途）
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産業資材事業

Functional Materials 
機能製品

Makes Quality Value
for You

独創力でポテンシャルを発揮する。

生活用品、エクステリアからインテリアまで、
機能性製品を提案。

4

エクステリアからインテリア
まで安全性を追求

ニーズに応える
多彩な生活関連用品

ユニチカグループの多種にわたる素材群と独自の
企画開発力によって、ユーザーニーズに対応した
様々な生活用品や産業資材用品を製造・販売して
います。キッチン用品や掃除用品など暮らしに身近
な製品から、ワイピングクロスなど各種工場で使用
される製品を扱っています。

スポーツ用途から遊具・園庭まで多岐にわたって
活躍する人工芝生「グリーンアイ」を主力製品と
して展開。テニスコート向け砂入り人工芝生「グ
リーンアイサンド」やグラウンド向けロングパイル
人工芝生「グリーンアイハイパー」をラインナップし
ています。また、内装工事の設計施工やカーペット、
ブラインド、カーテンといったインテリア製品の販売
も行い、多種多様なご要望にお応えしています。

繊維や化成品など豊富な素材群とネットワークを駆使して、
特殊な用途・性能が要求される生活シーンやスポーツシーンで活躍する製品を展開。
機能性が重視されるキッチン用品や掃除用品などの生活用品から、
人工芝生、インテリア、土木建築などの資材にいたるまで、
独自の企画開発力を活かした製品を揃えています。

産業資材

機能製品
（生活用途）

プラスチック

機能製品
（エクステリア・インテリア用途）
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産業資材事業

素材選定から最終製品まできめ細かくサポートする。
フィルムや環境資材など可能性を拡大。

Plastics 
プラスチック

Makes Quality Value
for You

食品包装などに使われるナイロン、ポリエステル、
ポリプロピレンなどの各種フィルムや樹脂をはじめ、
自動車や情報機器といった工業分野で使われる
スリットやコーティングなどの二次加工を施した
フィルム製品を販売しています。またご要望に応じ
て、ONY、PET、OPP、CPP、AF（アルミ箔）など
フィルムの選定を提案。お客様からの情報をフィー
ドバックすることで、商品開発にも積極的に関わっ
ています。

プラスチック加工法・
加工機械販売

材料供給から加工、納品まできめ細かいサービス
を提供。品質、ロット、納期などお客様のニーズに
応じて最適な加工先を選定します。微粒子や微生
物を排除するBCR（バイオクリーンルーム）にも
対応し、高品質な加工が可能です。また、プラス
チック加工機械も販売。倉庫、物流各社との連携に
よって短納期のご注文にも対応します。

4

食品包装用・
工業用フィルム＆樹脂

高分子技術をベースにした素材メーカーとしての豊富な技術と知識。
それらを基盤に商社のネットワーク機能をフルに駆使して、さまざまな分野に独自の製品を展開しています。
またバイオマス素材「テラマック」をはじめとする、環境配慮資材の提案も積極的に行っています。

産業資材

機能製品
（生活用途）

プラスチック

機能製品
（エクステリア・インテリア用途）
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グローバル事業
Global  Business

輸出入業務から現地生産・販売までを手掛ける。
A S E A N から欧 米 圏へダイナミックに展 開 。

Makes Quality Value
for You

国内紡績
織布メーカー
ニッター

海外紡績
デニム生地
メーカー

縫製
手洗い加工（主にアメリカ、ヨーロッパ

の有名ジーンズメーカー）

タイアップ
共同企画デニム生地輸出

原糸

原糸 原糸

海外

海外販売
（上海・北京・香港）

海外販売
（EU市場）

4

グローバルなデニム生地の
開発・販売

国内トップシェアを誇る大手デニム生地メーカーと
タイアップし、関連する輸出業務を展開しています。
現在アメリカやヨーロッパの有名アパレルメーカー
約120社と契約。海外縫製加工場と連携し、世界
のジーンズ市場へ最良のデニム素材を提案、供給
しています。

世界企業としての
推進力を強化

私たちは海外インフラを活用したグローバル展開
を強力に推進しています。輸出入業務、海外生産は
もとより、ユニチカグループが持つ上海、北京、香港
の販売拠点との連携によって、海外販売の拡大と
生産体制の確立を進めています。差別化糸の海外
展開、中国内販推進、産業資材の東南アジア展開、
そして欧米圏への進出へ。世界企業を目指して日々
躍進しています。

原糸の買付けから、デニム生地の企画販売まで、輸出入業務を展開しています。
さらに海外市場を主眼とした生産販売もダイナミックに推進。

海外インフラを活用した生産拠点の活性化と海外販売のネットワークを通じ、
差別化糸や産業資材などの商材を、中国からASEAN、さらにEU市場まで拡大販売していきます。
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