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毎日の暮らしに幸せを感じ、未来は明るいと思える世界。そんな世の中を
創るために、私たちENEOSマテリアルトレーディングは、ココロを動かす
ことに注力します。ひとりひとりのココロが動けば、世界は変わる、世界は
動くはずだから。暮らすひとの、お客さまの、一緒に働くひとのココロを
動かすために、できることのすべてにチャレンジしていきます。

私たちのビジョン

ココロを動かし、世界を動かす。

A world where everyday life is filled with joy and where people see a bright future lying ahead. That’s the 

kind of world we at ENEOS Materials Trading want to help create. To do this, our entire team moves with 

strong passion that can move people’s hearts. By moving everyone’s heart, we can move the world and 

drive the changes needed to make the world a better place. No matter what challenges stand in the 

way, we will boldly do all that we can to move the hearts of consumers, customers, and colleagues.

OUR VISION

Move with Heart, Move the World.
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Move with Heart, 
   Move the World.
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60年に及ぶ化学系商社としての実績にENEOSグループのシナジーを加え、ENEOSマテリアル
トレーディングは新たな価値の創造を加速していきます。
豊かな経験に基づく専門知識、海外拠点、人脈、幅広いネットワークなど、これまでに積み重ねた
様々な資産を駆使して世界中から価値ある商材を調達することはもちろん、時には自らがメーカー
という立ち位置で新しい価値を創出します。生産、販売、アフターケアといったバリューチェーンを
構築し、個々のお客様に合った最良のソリューションを提供します。
その時、私たちが大切にしているのが、お客様の視点で見ること、私たちのアセットを最大限に活か
せるアイディアを生み出す人のチカラ。社員一人ひとりがお客様の課題に対して熟考を重ね、チャレン
ジをし続けることでしか、人々のココロを動かし、世界を動かすことはできないからです。自分で考え
ることができる人材を育てながら、世界を動かし、豊かな暮らしの基盤づくりに貢献していきます。

By incorporating the synergy of the ENEOS Group to its 60 years of experience as a chemical 

trading company, ENEOS Material Trading will accelerate the creation of new value.

In addition to procuring valuable materials from around the world by exploiting professional 

insights grounded in years of experience, overseas sites, human networks, extensive networks, 

and other various assets we have accumulated over the years, we also create new value by 

sometimes directly manufacturing the products that customers need. We offer the right solutions 

tailored to our customers’ individual needs through a value chain encompassing production, 

sales, and after-sales services.

As we do so, we place great stock in the power of our people to see things from the customer's 

point of view and to conceive ideas that can maximize the use of our assets. Every employee is 

encouraged to thoroughly analyze the challenges faced by our customers and to boldly endeavor 

to find the optimal solutions. This is because it is only when we push ourselves that way that we 

are able to move people’s hearts—and move the world. As we nurture all our team members to 

be doers who can think on their own feet, we strive to move the world and enrich people’s lives.

私たちについて

ABOUT US

実績とENEOSグループのシナジーで、新しい価値を「創る」商社です。

We are a trading company that creates new value by 
harnessing our experience and the synergy of the ENEOS Group



グローバルなネットワークを通して、原材
料の探索・調達から、製造委託先の選定、
品質を含めた管理・指導、そして安定した
コストと供給を可能にしています。

ファインケミカル

Leveraging the Group’s global network, 

we seek out and source raw materials, 

select the right contract manufacturers, 

ma in ta in  fi r m qua l i t y  c on t ro l  a nd  

oversight, and realize reliable supply at 

predictable costs.

Fine Chemicals

国内シェアNo.1の加硫試験機キュラスト
メーター®をメインに販売。国内・海外を
問わず、販売後も高度な技術と迅速な
アフターケアを提供しています。

機器

We supply various instruments, includ-

ing our flagship CURELASTOMETER®, 

Japan’s No. 1 selling curemeter. We also 

provide our customers with expert tech-

nical guidance and prompt after-sales 

service.

Machinery & Instruments

設計・製造からアフターサービスまでトー
タルに携わることで、顧客の様々なニーズに
丁寧に対応。メーカーと変わらない徹底
した品質管理を行っています。

物流資材

We precisely respond to customers’ 

needs with a full range of support, from 

design and manufacture to after-sales 

services, in which we affirm our binding 

commitment to quality assurance on 

outsourced production.

Packaging Materials

世界から高い信頼を得ているENEOSマテ
リアルは私たちの親会社です。私たちは合成
ゴム、合成樹脂、エマルジョン、それらの多様
な原料を取り扱っています。

ケミカル

Our parent company ENEOS Materials Corpo-

ration has earned a strong reputation world-

wide as an all-around manufacturer of syn-

thetic rubber products. We are handling syn-

thetic rubbers/resins, emulsions, and diverse 

chemicals necessary for those products.

Chemicals

私たちの分野

課題のソリューションと新たな価値の付与を共通の目的とし、
幅広い分野で製品、サービスを提供しています。
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Challenging for 
Next Generation Standards.

常識を超えた常識をつくろう。



法人のお客様へは化学メーカーの保険代
理店として長年培った化学業界での豊富な
経験と専門性を生かした保険商品をご提
供いたします。
ENEOSマテリアルグループ、及びJSRグ
ループに勤務される方へ、スケールメリット
を活かした団体扱自動車保険や火災保険・
傷害保険・賠償責任保険、医療保険、がん
保険などライフステージに応じた最適な補
償をご提供いたします。 

保険
私たちは「一人ひとりのワインへの想い」を
大切にします。世界のワイン生産者を厳選
し、お客様の好みに合ったワインをお届け
すること。それが私たちのミッションです。

ワイン

Cherishing each and every wine lover’s 

enjoyment, we carefully select produc-

ers around the world to deliver wines 

that please your palate. That’s more 

than just a motto—it’s our mission.

Wine

標準予防策は医療現場だけでなく介護施設や
保育園でも実施される基本的な予防措置で
す。グローバルな調達で、各施設で使用される
質の高い防護服や手袋を安定して提供します。

ヘルスケア

Standard precautions are the basic preventive 

measures implemented not only in medical 

settings but also in nursing homes and day-

cares. With global procurement, we can pro-

vide a stable supply of high-quality protective 

clothing and gloves used at such facilities.

Healthcare

世 界で 唯 一 のゴム 配 合 薬 品 投 入 袋
「MELBAG」をはじめ、半導体・ディスプレ
イに使用する光学系フィルムなどニーズに
合わせて開発、カスタマイズしています。

フィルム

We develop and customize diverse solu-

tions to serve your needs, including 

one-of-a-kind MELBAG bags for packag-

ing rubber compound chemicals, and 

optical films for semiconductors and 

displays.

Films

OUR FIELDS

We offer products and services across a wide range of fields,
all with the shared goal of solving your challenges and creating new value for you.
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リスク実態やライフステージに
フィットした保険商品を提供
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合成ゴムの製造技術をベースに開発されたSBラ
テックスやアクリルエマルジョンなど、多くの特殊
機能製品と無溶剤系材料を展開しています。

エマルジョン

SB latexes developed using synthetic rubber 
manufacturing technology and acrylic emul-
sions are just some of the many specialized 
function products and solventless materials 
we offer.

Emulsions

ポリマー原料調達のノウハウを生かし、無機・有
機のケミカル原料を国内外問わず信頼性の高い
サプライヤーから調達し、市場調査・技術情報
など多岐にわたる質の高いサービスを提供します。

化学原材料

Exploiting our expertise in polymer raw mate-
rial sourcing, we procure organic and inorgan-
ic chemical raw materials from trusted suppli-
ers around the globe and combine them with 
top-notch services such as market research 
and technical guidance.

Chemical Raw Materials

優れた高分子重合技術により開発されたENEOSマ
テリアルの熱可塑性エラストマー、ABS樹脂などを
中心に、グローバルの多様なニーズに答え、添加剤、
改質剤を含めた幅広いソリューションを提案します。

合成樹脂

Developed by outstanding polymerization technol-
ogies, ENEOS Materials' thermoplastic elastomers 
and ABS resins form the core of a broad spectrum 
of solutions that also includes products such as 
additives and modifiers—all designed to answer 
the diverse needs of customers around the globe.

Synthetic Resins

ENEOSマテリアル製品を中心とした合成ゴム各
種および、ニーズに合わせたコンパウンドを提案
し、高品質な製品を提供しています。

合成ゴム

Our diverse array of high-quality products and 
solutions encompasses synthetic rubbers 
mainly from ENEOS Materials as well as com-
pounds tailored to your needs.

Synthetic Rubbers

高い信頼性で業界のニーズに応える
コーディネーション機能
私たちは、世界的に高い信頼を得ているENEOSマテリアルの石化製品を
中心に、コンパウンド品、各種原材料、成形品など幅広い商品を取り扱っ
ています。
これまでに培った豊富な知見と、グローバルネットワークを通じて、今後も
質の高いサービスの提供を継続していきます。

Global coordination that makes the ENEOS Group 
an even more trusted name
We offer a broad lineup of compounding materials, raw materials and synthetics, 

centered on the ENEOS Materials' globally trusted petrochemical products.

Leveraging the in-depth expertise and insights we have amassed over the years, we will 

continue providing top-quality services through our global network.

ケミカル （合成ゴム、合成樹脂、エマルジョン、化学原材料）

Chemicals (Synthetic rubbers, synthetic resins, emulsions, chemical raw materials)
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用途に応じ様々なラック、パレット、台車等をご提案
いたします。また、金属容器以外にも紙袋、PE袋等の包装
資材、樹脂製コアや樹脂パレットなど当社の幅広い取
引網からお客様のニーズに合わせたご提案が可能です。

その他の物流資材

We supply a wide range of racks, pallets, carts, and 
other metal containers for various applications. We 
also offer paper bags, PE bags, and other packing 
mater ia ls , as wel l  as p last ic ro l l  cores, p last ic 
pallets, and other solutions tailored to your needs, 
all sourced from our expansive network of suppliers.

Other Packaging Materials

Example of Products
海外製造委託による低コスト化を実現。業界を
熟知した専門スタッフによる製造管理により、高品
質かつ短納期対応を実現しています。

専用モジュール・ケース・ラック

We achieve low cost by outsourcing manufac-
turing to overseas. Our team closely manage  
production to ensure high quality with short 
delivery times.

Purpose-built Container Modules, 
Cases & Racks

汎用ボックス・パレット

In addition to offering boxes and pallets sized 
to industry standards, we can customize them 
with different sizes and options to match your 
needs.

Standard Boxes & Pallets

We go beyond an ordinary trader
We developed i-tainer® in the 1990s, which are folding steel containers for synthetic rubber transportation. The product has 

been widely used in replacement of wood containers thanks to its advantages, including structural strength and contamination 

prevention. Since then, i-tainer® has become a standard model, which is popular among synthetic rubber customers 

nowadays.With our global network and sales power, we are able to offer the best solutions in packaging materials to customers 

in various industries, not only sales services but also product customization and development upon request to maximize 

customer satisfaction and benefits. It is our technical services which distinguish us as a leading packaging material supplier.

物流資材
Packaging Materials

その他の金属容器：
ネスティングラック、台車、柱パレット、液体容器など
包装資材：
フレコンバッグ、紙袋、ポリ袋、缶、ラベルなど
樹脂コア（巻芯）：
ABSコア、FRPコアなど
※上記以外の商品も取り扱っております。 

Other metal containers:
Nesting racks, car ts, post pallets, l iquid 

containers, and more

Packing materials:
FIBCs, paper bags, PE bags, cans, labels, 

and more

Plastic roll cores: 
Roll cores made from ABS, FRP, and other 

plastics

※ We also supply various other products for your 

     distribution needs. Please contact us for details. 

取り扱い商品例

業界標準サイズに加え、お客様のご要望に応じて、
サイズ調整、オプション追加といったカスタム対応
も可能です。

商社の枠を超えたこだわりのサービスを提供
1990年代に合成ゴム用のスチールボックス「i-tainer ®」を開発。当時
主流であった木箱における強度やコンタミ等の問題を解消し、合成ゴム
業界のスタンダードモデルとして多くのお客様にご使用いただいてい
ます。商社としてのグローバルな調達力、販売力のみならず、その枠を
超えた商品開発力ときめ細やかなアフターサービスを武器に、幅広い
業界のお客様に対して最適なソリューションを提供しています。 
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ゴムの電気特性を利用した新しいカーボンブラックの
分散評価試験機です。従来の一般手法とは全く異な
り、「客観的」「定量的」「簡単・安全」にカーボンブラッ
クの分散を評価することができます。（久留米高専協賛）

カーボン分散試験機 エリカルメーター®

A new instrument for evaluating carbon black 
dispersion by exploiting the electrical proper-
ties of rubber. Completely breaking from the 
conventional approach, this system enables 
carbon black dispersion testing to be done 
objectively, qualitatively, simply, and safely.
 (supported by National Institute of Technology, Kurume College) 

Elicalmeter ®

輸入品・オーダーメイドを含め国内外の各種ゴム・
樹脂用試験機や、ロール、ニーダー等の加工機の
中古品もお取り扱いしております。

試験機・加工機

We deal in a wide range of rubber/resin instru-
ments, including customized models. Also we 
are an exclusive distributer of Shinto Scientific 
Co., Ltd. for overseas.

Other Instruments

熱硬化性樹脂の硬化挙動に関する総合的なデータが
得られる試験機です。

キュラストメーター® TYPE P （樹脂用）

Instrument for acquiring comprehensive data on 
hardening properties of thermosetting resin.

CURELASTOMETER® 

TYPE P （for resin）

加硫に関する総合的なデータが得られる試験機
です。（JISK6300-2、ISO6502）
※「キュラストメーター®」は株式会社ENEOSマテリアルの登録
　商標です。

キュラストメーター® TYPE R （ゴム用）

Instrument for acquiring comprehensive data 
on rubber curing. （JISK6300-2 & ISO6502）
※reg. TM of ENEOS Materials  Corporation

CURELASTOMETER® 

TYPE R （for rubber）

機器
Machinery & Instruments

測定部
Die

50年以上の実績と信頼が生み出す
「顧客価値」
国内外のお客様にゴム、樹脂用試験機「キュラストメーター®」を販売し、国内
トップブランドとして多くの支持を得ています。その50年以上に渡る実績と
豊富な経験、そしてグローバルネットワークを駆使してお客様の現場に適切な
機器と確かな「安心・安全」を提供。さらに、末永くお使いいただけるよう、メンテ
ナンス専門チームが、高度な技術と充実のアフターケアを提供いたします。

Value for you, made possible by more than 50 years 
of experience and reliability
We have earned a strong reputation worldwide from more than 50 years of sales of our CURELASTOMETER® 

rubber and resin curemeters. The abundant experience and insights we have gained, combined with our access to 

the global network, enable us to provide each customer with the right machinery and instrumentation solutions 

with firm reliability and safety. We also help you to get many years of use out of our products by providing sophisti-

cated technical support and full after-sales service through our dedicated team of maintenance professionals.
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各種フィルター
最先端の半導体製造向け精密ろ過フィルターを中心
に一般用途の水処理フィルター、また研究、開発向
けのシリンジ型フィルターまで様々な分野に向けた
幅広い製品を取り扱っております。

Filters 
We offer a wide range of products for various 
fields, including precision filters for cutting-edge 
semiconductor manufacturing, water treatment 
filters for general use, and syringe-type filters 
for research and development.

半導体関連商材
様々な電子機器に搭載される半導体デバイスの
製造に欠かす事のできない材料がシリコンウエハで
す。当社ではワールドワイドな調達とお客様のご
要望に合せた製品をご提供可能です。

半導体、エネルギー関連商材

Semiconductor-related sales 
Silicon wafers are an indispensable material for 
manufacturing semiconductors mounted on 
various electronic devices. We can provide 
worldwide procurement and provide products 
tailored to our customers’ needs.

Semiconductor- & Energy-related 
products

主な販売内容
• 半導体用、各種ディスプレイ用原料の調達
• 顧客要求に合わせた品質、コストでの提供
• ファインケミカル用クリーン容器各種

ファイン原料、資材

Core services 
• Procurement of raw materials for semicon-

ductors and displays
• Solutions tailored to your quality standards 

and budget
• Clean containers for fine chemicals

Fine Raw Materials, etc.

ファインケミカル
Fine Chemicals

ご要望のスペックの原材料をアフターサービスを含め
てご提供します

We supply raw materials tailored to your specs,backed 
by full after-sales service

製造委託先探索から安定供給まで
The recipe for reliable supply

原材料探索のご依頼
Requests to find raw materials

• 国内・海外での実力のあるメーカー探索
　（セカンドソース含む）
• 委託合成の可能性検討
• 各種交渉（品質、数量、コスト、納期、etc.）
• 品質に関する指導

グローバルネットワークでマテリアルの安定供給を実現
5Gサービスの開始以降、インターネット環境を中心に市場は大きく動き
だしています。ENEOSマテリアルトレーディングは、半導体・ディスプレイ
用の原材料、ウエハ、フィルター、容器等の資材の調達を行っていますが、
その時に大切なことが供給の安定性です。当社では、グローバルなネット
ワークを通して、原材料の探索・調達から、製造委託先の選定、品質を
含めた管理・指導、そして安定したコストと供給を可能にしています。

Reliably supplying materials through the power of our global network
Since the launch of 5G services, markets have been dramatically energized, especially those tied to the Internet 

ecosystem. ENEOS Material Trading contributes to this growth not just by sourcing the raw materials, wafers, 

containers, and other materials needed to make semiconductors, and displays, but also by striving to ensure 

that customers can count on a stable supply of those materials. We leverage our global network to find and 

procure raw materials, as well as to identify manufacturers that we can contract to produce materials under our 

guidance and high standards for quality—with the aim of realizing reliable supply at predictable costs.

• Identify proven manufacturers in Japan & 
overseas (incl.secondary sourcing)

• Examine all possibilities for contract 
manufacturing

• Negotiate quality,quantity,cost,delivery,etc.

• Provide guidance on quality

お客様 ENEOSマテリアル
トレーディング 委託加工先

Customers
ENEOS 

Materials Trading
Contract

manufacturers
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真似のできない独自性のある商材で
新しい価値を提供

Providing new value with
unmatchable original products

フィルム
Films

主な取扱品目

MELBAGの種類        融点（代表値）
MELBAG-M           88℃
MELBAG-S            78℃
MELBAG-SS          68℃

MELBAGは融点の違いにより、
次の3種類があります。

Type 　                    Melting Point　
                                (representative value)

MELBAG-M           88℃
MELBAG-S            78℃ 

MELBAG-SS          68℃ 

MELBAG comes in three types rated for 
different melting temperatures.

MELBAGとはENEOSマテリアルの熱可塑性エラ
ストマー、RBを使用した溶融袋で、ポリエチレン袋や
EVA袋と異なり、硫黄でも容易に反応し、架橋が可能
です。また融点が低く、融解熱も低いため、ゴム配
合物の混練時に容易に溶解・分散します。従って、袋が
異物として残らないばかりでなく、低温混練、混練
時間の短縮が図れます。

MELBAG

This is a melting bag made with ENEOS Materi-
als’ RB thermoplastic elastomer. Unlike poly-
ethylene or EVA, ENEOS Materials’ RB readi-

MELBAG

製造・開発のご依頼
Manufacturing / 
development order

仕様指定・各種契約
Specs & contracts

Delivery, after-sales service, proposal of new 
films

商品提供、アフターサービス、新規フィルムのご提案

製造・品質管理設計・品質管理

Production & 
quality control

Design & 
quality control

ly reacts with sulfur and can crosslink. Also, 
because of its low melting point and heat of 
fusion, MELBAG easily melts and dissolves 
during the rubber compound’s kneading pro-
cess. This not only eliminates the problem of 
contamination from bag residue, but also sup-
ports low-temperature kneading and reduction 
of that kneading time.

取扱商品分類

半導体、ディスプレイ、石油化学など幅広い業界向けに高機能フィルムと副資
材を展開しています。深い業界知見や委託加工先との協業体制を活用した製
品の探索・調達および開発・製造を通じて、お客様の課題に最適な価値を提
供します。

We develop high-performance films and sub-materials for a wide range of industries, 

including semiconductors, displays, and petrochemicals. We provide optimal value to 

our customers through product searching, procurement, development, and 

manufacturing, utilizing our deep industry knowledge and collaborative frameworks 

with manufacturing partners.

お客様 ENEOSマテリアル
トレーディング 委託加工先

Customers
ENEOS 

Materials Trading
Contract

manufacturers

溶融袋、ゴム薬品包装用など

AG（Anti Glare）、LR（Low Reflection）、
保護フィルムなど

ウエハ保護・固定用テープ基材など

PBTフィルム、EVA、EMMAフィルム、
RBフィルムなど
金属製架台、基材PETフィルム、
コア材など

※金属製架台は、お客様のご要望に合わせて自社で設計・制作し
　ご提供します。

MELBAG 

ディスプレイ用途

半導体用途

その他フィルム

副資材

Main products

Melting bags for packaging 
chemicals for rubber 
manufacturing, etc.

AG（Anti Glare）, LR（Low Reflection）, 
protective film, etc.

Base materials for wafer 
protection, wafer fixing tape, etc.

PBT film, EVA, EMMA film, 
RB film, etc.

Film roll stands, base PET film, 
film cores, etc.

※Film roll stands are designed and manufactured 
　in-house to meet your requirements.

MELBAG 

Display 
applications

Semiconductor 
applications

Other films

Sub materials
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フランス

イタリア

スペイン

ギリシャ

ドイツ

南アフリカ

アメリカ

ボルドー、ブルゴーニュ、
シャンパーニュ、
ラングドック・ルーション、
アルザス、ロワール、
コートデュローヌ ほか

ピエモンテ、トスカーナ ほか

リオハ、ペネデス

クレタ島、ネメア、
サントリーニ島

モーゼル、ラインヘッセン、
ラインガウ、プファルツ、
フランケン

ステレンボッシュ、
コンスタンシア、ウェリントン、ロ
バートソン、フランシュック

ナパ、ソノマ ほか

取扱生産国 総合ワインカタログ

一人ひとりのワインへの想いを大切に
経験豊富なソムリエが一本一本吟味した最高の味と香りのワインを
銘醸地域からお届けします。
30年以上の実績に裏打ちされたワイン選び・品揃えで「あなたの
ワイン」選びのお役に立ちます。

The right wine for you
We supply diverse wines offering exceptional taste and aroma experiences from 

the world’s great viticulture regions, all tested by expert sommeliers. With more 

than 30 years of experience in this field, we are certain that we can help you find 

the wine that’s just right for you.

国名 地域名

Our Wine Source
WINE CATALOGUE

France

Italy

Spain

Greece

Germany

South 

Africa

USA

Bordeaux, Burgundy, 

Champagne, 

Languedoc-Roussillon, 

Alsace, Loire Valley, Côtes 

du Rhône, and more

Piedmont, Tuscany, and more

Rioja and Penedès

Crete, Nemea, and Santorini

Mosel, Rheinhessen, 

Rheingau, Pfalz, and 

Franken

Stellenbosch, Constantia, 

Wellington, Robertson, and 

Franschhoek

Napa, Sonoma, and more

Country Region

https://emt.wine/catalogue/

ワイン
Wine

※2022年5月オープン
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介護現場などで着用する簡易的な予防衣。素材は
主に不織布や塩素化ポリエチレンが使用され、高い
バリア性を有します。使い捨てが基本となります。

アイソレーションガウン

Simple preventive clothing to be worn at various 
nursing care sites. Made form non-woven fabric 
or chlorinated polyethylene and have a high 
barrier property. Basically disposable.

Isolation gowns

ニトリル手袋は食品衛生法370号に適合、PVC
手袋はフタル酸フリーの安全性の高い品質です。
その他、ハイブリッド（ニトリル / PVC）手袋、TPE
手袋も取り扱っています。

ディスポーザブル ニトリル手袋とPVC手袋

Nitrile gloves comply with Japanese MHLW 
Notification No.370. PVC gloves are free from 
phthalic acid and have high safety quality.

We also have nitrile / PVC hybrid gloves and 
gloves made from TPE

Disposable nitrile gloves / PVC gloves

ヘルスケア
Healthcare

多様なサプライソースで安定供給を実現
近年、世界的な公衆衛生に対する意識の高まりから、各種衛生用品の
ニーズはますます増えていきます。
ENEOSマテリアルトレーディングでは各種ディスポーザブル手袋を
中心に、アイソレーションガウン、プラスティックガウン等を独自ネット
ワークを通して、安定的かつ継続的な供給を可能にしています。

Diverse sources for stable supply
The need of personal protective equipment is increasing with the 

growing awareness of public health worldwide. 

ENEOS Materials Trading enables stable and continuous supply of 

various disposable gloves, isolation gowns, plastic gowns and other 

items through its own network.

材質

general nursing 
care, cooking, food 
processing, 
machine mainte-
nance, cleaning, 
assembly & 
inspection

general nursing 
care, machine 
maintenance, 
cleaning, gardening

general nursing 
care, cooking, food 
processing, 
machine mainte-
nance, cleaning, 
assembly & 
inspection

general nursing 
care, cooking, food 
processing, 
machine mainte-
nance, cleaning, 
assembly & 
inspection

介護作業全般、
調理・食品加工
機械整備、
清掃、組立・検査

介護作業全般、
機械整備、
清掃、
ガーデニング

介護作業全般、
調理・食品加工
機械整備、
清掃、組立・検査

介護作業全般、
調理・食品加工
機械整備、
清掃、組立・検査

ハイブリッド手袋
Hybrid（nitrile / PVC）

Material
合成ゴム（NBR）
Synthetic rubber
（NBR）

PVC（塩化ビニール）
PVC（vinyl chloride）

用途
Usage

ポリブタジエン系熱可
塑性エラストマー / RB

PVC / NBR

ニトリル手袋
nitrile gloves

PVC手袋
PVC gloves

TPE手袋
TPE gloves

RB（Syndiotactic 1,2-
polybutadiene）



固定資産・棚卸資産・輸出入貨物、貨紙幣・
有価証券の損害を補償する保険です。

▶  企業総合保険・企業財産包括保険
火災のみならずその他さまざまな損害を補
償します。
▶  地震危険補償特約（地震保険）
地震、噴火、またはそれらによる津波による損
害を補償します。
▶  外航貨物海上保険・内航貨物海上保険
貨物輸送中の損害を補償します。

※保険内容の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

財物リスク

他人の財物や身体を傷つけてしまった際に
負う法律上の賠償責任を補償する保険です。

▶  賠償責任保険（施設リスク、業務遂行リス
ク、生産物賠償リスク、受託物リスク）
事業を営む際に自社の過失により他人の財
物や身体を傷つけてしまった際に負う法律
上の賠償責任を補償します。
▶  生産物回収費用保険（リコール保険）
製品に瑕疵があった際に回収するための費
用を補償します。
▶  サイバーリスク保険
事業活動を取り巻くサイバーリスクに起因し
て発生した各種損害を1つの保険で包括的
に補償します。

賠償責任リスク

従業員が就業中におケガをされたりお亡く
なりになってしまった際に保険金をお支払い
する保険です。

▶  労働災害総合保険
会社規定上の政府労災上乗せ部分を補償し
ます。
▶  役員傷害保険
会社役員の方のおケガを補償します。
▶  海外旅行保険
役員・従業員の方が海外出張中におケガを
されたりお亡くなりになってしまった際に補
償します。

人材リスク

主な取扱商品

不慮の事故により生産設備が損害を受けて
操業停止してしまった際の損害を補償する
保険です。

▶  企業総合保険・企業財産包括保険
営業継続費用、利益、構外利益を補償します。

利益喪失リスク

保険

企業を取り巻く様々なリスクを補償する保険商品をお取り扱いしております。以下は取扱商品の一例です。 

企業の抱えるさまざまなリスクを抽出し、
最適なご提案を行います。
ENEOSマテリアルトレーディングでは、個人のお客様だけでなく、法人
のお客様のご相談も受け付けております。お客様のニーズを踏まえ、様々
なリスクに応じたよりよいソリューションをご提案します。

3つのポイント

▶  化学メーカーの保険代理店として培った、化学業界に精通したサービスをご提供します。

▶  複数社乗合保険代理店の特性を生かし、幅広い取扱商品から貴社へ最適な商品をご提案します。

▶  現在ご契約の保険契約内容適正検証のための無料診断サービスを行っております。
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「世界の銘醸ワイン」を特別価格※で！ 日々、看護・介護の最前線で頑張る方々に、
寄り添い応援したいENEOSマテリアルトレーディング株式会社運営のオンラインショップ

「IPPON ICHIE」会員登録にて直輸入ワインを特別価格で購入可能！
※特別価格でお求めいただくには会員登録が必要です。

eケアマーケットは、介護・福祉施設の皆様が利用者様に最善、最適なサービス
が提供できるようより良い介護用品をお届けするオンラインショップです。

https://ecaremarket.com/https://www.ipponichie.wine/

ECサイトのご紹介 （日本のみでの提供 / Services in Japan only）



ココロを動かし、
　　世界を動かす。



〒105-0021
東京都港区東新橋1-9-2  汐留住友ビル22階
Tel. 03-6218-3800（番号案内）／ Fax. 03-6218-3815
https://eneos-materials-trading.com

Shiodome Sumitomo Bldg., 22nd floor
1-9-2 Higashi Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0021, Japan
Phone: +81-3-6218-3800 ／ Fax: +81-3-6218-3815
https://eneos-materials-trading.com




