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PETROCHEMICAL  COM PLEX

大分石油化学コンビナート
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1969年 (昭和44年 )、 大分地区に石油化学事業の一大拠点が誕生しました。それが大分石油化学コンビナートです。

「協力と協調」をコンビナー トの合言葉に、弛まぬ努力を行ってきた結果、アジア・世界でも有数の競争力を有する

石油化学コンビナートとして発展してきました。これからも、地域との調和を図りながら、大分からアジア、更には

世界をリードするコンビナートとして、更なる飛躍を図つていきます。

Airning to be the,¬ ost powerfulindustrial complex in Asia,where abundance,sustainabttity,and growth arein harmony!

in 1969, a maior center for petrochemical enterpnses arOse in O‖ a, 」apan This center is known as the Olta

Petrochemical Complex

Through tireless dedication and a motto of‖ Cooperation and Harmony晴 ,the Complex has grown to become one ofthe

foremost competitive petrochemical complexes not onty throughout Asia,but worldvvide as wett The complex continues to

strive towvards exceWence and teadership in Asia and throughout the worid vvhile realizing significant developments in a

spirit of harmony vvith the surrounding region

豊さと持続 。成長性が調和する「アジア最強コンビナート」を目指して !
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次世代への アプローチ

～ 循 環 型 社 会 の 構 築 に 向 け ～
WVith the next generation in mind    TOWards the formation of a sustainable society

自然環境・資源に限りがある中、私たちの社会では (「循環型社会」の構築が急務となっています。

大分石油化学コンビナー トでは、生産プロセスにおける循環や安全に
(配

慮を行いながら、高品質・高付加価値の製品を生産してきました。

これからも、「環境」「安全」「省エネ」をキーヮー ドに、 持続可能な成長・発展を目指していきます。
in a wo‖ d of hmhed natura resOurces,his impertt ve that we work towards the rormadOn of a sustainab e society   We wⅢ  coコ Inue to pttoHⅢ ze the envirOnment,safety,and energy conservadoれ as we work towards reahzれ 9
The Otta PetrochemicaI Complex emphas zes safety and recycrng in aH Of ls manufactuttng processes】 resuhing   sustainable growth and development

in high‐ qua‖ ty,high‐ value added products

生 産 安 全 環 境 地 域
Production Management Safety Measures Environmelltal Management Community lnvoivement

亀
高品質の追求 24時 間体制の監視システム 24時 間体制防災センター 保全体制Q確立 フレアースタックによる排出ガス対策    排水処理設備の緑化対策 出前授業 コンビナートエ場見学

学

第44回 日化協「安全最優秀賞J受 賞      分解炉高効率化・競争力の強化
P::,lε 」「t,れ 1離,S:9ザ
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「24時間フル操業・監視」「全員参加による生産性向上活動」「高品質の製品の

追求」などを通じて、コンビナートの競争力を強化し、環境や安全に配慮した

製品を省エネルギーで生産していま魂 またC02削減にも取組んでいま魂

quai17 n evett ΠヽanuFactured product Measures are a so n p ace to reduoe C02 em ss ons

コンビナー ト総合防災訓練

〈参 加 機 関 )Pardф ao日 s BOdeS

I:會會:」1碧|:息鉾

防災施設の充実:ステームカーテン 松原公園                         排煙脱硫設備

環境保全を事業活動の重要な課題と促え、気候変動(地球温暖化)、 環境への

化学物質・廃棄物等の排出削減のために積極的な改善に取り組んでいます。

また、防災センターでは、200m煙突からの排気、フレアースタックの炎、排水

などを24時間体制で監視していま究

クリーン活動 地域イベン ト参力Π:本場鶴崎踊 り

大分地区石油コンビナート等総合防災訓練

すべての設備が安全で安定して稼動するように日常の自主保全活動を行っ

ています。また、有事に備え、人的安全の確保と物的損害を防止するために

計画的に防災教育・訓練を行っていま丸

コンピナート総合防災訓練では、地域消防署と連携した訓練を実施するな

ど工夫した訓練を積み重ねることによって保安防災力を高めていきま丸

Oha Fetrochemicat Comptex cenerat Disaster PrevenJon Tratning
Re9ular Sttetソ checks are cartted out dary tO ensue a‖ facttres are operattno safoソ and stabソ

cOnungency p ans are in p acc and saFety dl‖ s are reou a河 ソhe d io prevent inluttes or damage to

conⅢnuous y pЮ mote high leve,s of o saster prevenOon awareness and overa‖ GaFetヽァ
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レスポンシブル・ケア活動とは、化学製品の開発から製造、物流、使用、最終

消費を経て廃葉に至るすべての過程において安全・環境・健康を確保するた

めの、事業者による自主活動をいいま現 昭和電工大分コンビナートでは、日

本でレスポンシブル・ケア活動が始まつた1995年に rレスポンシカ レ・ケアに

関する行動指針」を定め、現在に至るまで、すべての部署がこの指針に基づい

た活動を推進していまi2020年 には2010年 以来、2度 目の日本化学工業協

会「安全最優秀賞」を受賞しました。この賞は日本化学工業協会に加盟してい

る120社余りの事業所がレスポンシブル・ケア活動を推進する中(優 れた安

全活動を展開し、他の模範となる事業所を表彰するもので現

「地域小中学校での出前授業」「工場の周辺道路清掃」「アルミ缶 リサイクル

活動の益金一部寄付」「近隣地域行事への参加」など、様々な活動を通 じて、

地域との交流・社会貢献に努めていま究

日本 最 大 級 の 緑 地 帯
緑地内には福利厚生施設(体育館・従業員クラブ・グラウンド)があり企業間のレクリエー

ションや地域住民のコミニュケーションの憩いの場として多くの皆様に利用していただ

いていま坑
ORe Of Japan's targesi Green Behs
The 9reen space aolo ning the Cornplox prov dos recroation lo「 Comp ex emp oyees and ioca
residents aⅢ ke rhe green beh has become a centtr oF acttviv forieisu「 e relaxatton,andゆ 五ngin9 tい o
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天然の良港と水資源
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An eXcellentぬ aturat harbor with p entiful water resources

ナフサ専用シーバース

水深が深いため450mと 他に比べ

短い距離で着岸でき効率的。

Naphtha dedicated sea berth

A deep sea bed aliows a comparauve y shon

sea bonh distance of 450m,wh ch ncreases

efficiency

八

大分臨海工業地帯
Oにa Coasta ndustna zOne

5号地:中 小企業国地
Are徴 5 Sma‖ and mid一 Sze

水深を確保 したアジアヘの拠点

大分臨海工業地帯の岸壁は水深が深く、西日本最大級で九州では例をみない規模を誇ります。

大分石油化学コンビナートのシーバースは長さ450m、 水深17mで、10万 トン級の大型輸送船が

海外から直接着岸でき、生産された製品を国内外に出荷しています。

豊富な水資源 と生産環境

大分石油化学コンビナートは、昭和42年、大分臨海工業地帯2号埋立地の約170万m2(51万坪)と いう

広大な土地に建設され、大野川の豊富な工業用水源と強力な参加企業を得て大きな発展を遂げて

まいりました。 今日も参加協力各社のコンビネーションで成り立っており、大分の活力の核と

して、地域に、そして人々の暮らしに貢献し、さらなる飛躍を目指していま魂

豊富な工業用水源  The abunda耐 れdu載前』waer ЮsOurces

Deep waters provide a base of operatiolis for Asia

The oma coasta industnal zOne features a deep seabed close to shore,one or the argest in western」 apan and unmatched n

Kyushu The Oka petrochemicaI Comp ex's sea benh has a ength of 450m,a depth of 17m and is capable of accommodaⅢ ng

100,000 ton c ass tank ships Ships can dock and ioad manufactured products drec‖ y for sh pp ng woHdwide

An'deal manuracturing environment with bountirul water resources

ln 1967,the Otta Petrochemical Complex was bu‖ t on a tract of recta med iand of the Ona cOastal industttaf Zone,encompassing

l,700,000m2The COmplex atso panicipated n the development of harness ng the great poten“ al ofthe Ono R帝 er for ndustttal use

Today,the pariner companies ofthe Complex condnue to work together and sinve fOr progress as a centra force n Oka's industry,

contributing to the re9ion and its peoplo

大分の産業の中枢であり、大分石油化学コンビナートもその一翼を担っていま現
01a Petrochemica Complex can be found atthe heart of Ona's industry,supporlng and contttbuung tO the region

Area 2,OITA PETROCHEMICAヒ COMPLEX

Area i:ENEOS Ola Ro前 nery
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l`ヽ′Orking Together as One

協 力 と協 調

グルー プの心 はひ とつ

私 達 は 歩 み 続 け ま す
We∞ nt nue theiourney Onwards

dnce1969 大分石油化学コンビナート
01TA PETROCHEMICAL COMPLEX
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大分石油化学 コン ビナート
OITA PETROCHEMICAL COMPLEX

グル ー プの心 はひ とつ

協 力 と協 調

日召 和 電 工 株 式 会 社

C● operat Onミ ト,arnl● ny Work nビ 「o8othot as Otte

Silowa lle lko Kイ く

サ ン ア

NSス チ レ ン モ ノ マ ー 株 式 会 社
NS Stytone Monorner Co,に とd

ロ マ ー 株 式 会 社
3ぃ nA ●ぃo「 k td

昭 和 電 エ ガ ス プ ロ ダ ク ツ 株 式 会 社
SHOWA DEllKO CAS Plく OD(〕 CTS CiO L〒 D

鶴 崎 共 同 動 力 株 式 会 社
Ts(1「 て,saki KyodO DoryOktJ Iく K

株 式 会 社 鶴 崎 サ ン ソ セ ン タ ー
Tsur(lsak, 3`〕 nso(,ciゝ tcr Co , とこd

東 亜 合 成 株 式 会 社
lo,ヽ こosei Co,こ _td

日

'由

株 式 会 社
lヽ 0「 Coiporat ofi

日鉄 ケ ミ カ ル &マ テ リア ル 株 式 会 社
NIPPON STEEL ChcFい C測 &前 Atcrini Co,1_tS

日 本 エ ラ ス ト マ ー 株 式 会 社
J apatt Elasto● icr Co,t_を (1

日 本 ポ リ エ チ レ ン 株 式 会 社
どaっ ari Folyethylene Co, と́i ct

日 本 硫 炭 工 業 株 式 会 社
Nip,cn Ryυ モati lく oこ yo Co.1_lrl

Ⅲ陸 雰む庫

,ごギ雪争拿
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大分石油化学コンビナート

昭和電工株式会社 Showa Denko K.K.

【設 立】昭和14年 6月 1日   【操業開始】昭和44年 3月   【資本金】140,564(百万円)

【製品名】エチレン、アセトアルデヒド等
【用 途】コンビナート各社へ供給しているエテレンを始め、接着剤・塗料・ガムベース等の原料となる酢酸

ビニルや、酢酸・酢酸エチルの原料となるアセトアルデヒド等の有機化学製品を製造しています。

【特 色】原料となるナフサをエチレンプラントで分解し、取出したエチレン等の基礎製品をコンビナート

各社へ供給しています。コンビナートの中核企業です。

Established:」 une l,1939 // Operation staning Date:March,1969 / Capital:1406b‖ ‖on yen

Products Manufactured:Ethylene,acetaldehyde,etc
Applicauons:supphes ethy ene to each company n the complex Viny acetate is used in adhesives,paint】 and gum
bases】 etc Organ c chem ca products are manuFactured,such as acetaldehyde made fЮ m acedc acid and ethyl acetate

Notable FaCtS:The base matenal naphtha s broken down in the ethyl plant into ethy ene and other base chemica s,

which are supplied to the va河 ous companiesin the comp ex Showa Denko sthe core enterpttse ofthe complex

NSスチレンモノマー株式会社 NS Styrene Monomer Co.,Ltd

【設 立】平成23年 8月 1日 【操業開始】日召和44年 3月 9日 【資本金】490(百 万円)

〔製品名】ステレンモノマー、ベンゼン、トルエン、キシレン他
【用 途】ベンゼンは、エテレンと反応させ、スチレンモノマーの原料として使用され、ステレンモノマーは、ポリ

ステレン・ABS樹脂等を経て食品容器、家電ケース等の原料として用いられています。

【特 色】石炭化学分野での技術を駆使して、石油化学技術との融合を図った結果、当製造所では石炭系・石

油系双方の原料を弾力的に処理することができる製造設備となっていま売 当社は、従来新日鐵化

学株式会社 (現 :日 鉄ケミカル&マテリアル株式会社)大分製造所における芳香族事業 (スチレンモ

ノマーおよびベンゼン、トルエン、キシレン)を母体とする共同事業会社を新日鐵化学株式会社 (現 :

国鉄ケミカル&マテリアル株式会社)と 昭和電工株式会社の合弁事業として」設立しました。

Established:Augustl,2011  / Operation Starting Date: August 9,1969 / Capitat: 490 mtthon yen
Products Manuractured:Styrene monomer,benzene,toluene,xy ene,etc
App‖ cauons:senzene reacts wnh ethylene to create the base for styrene monomer,which n turn is used in the
producMon of po ystyrene and ABS resin These matettals n ther mnalfOrms are used in products such as food packaging

and electric apphance bodies

Notable Facts:By app y ng technOlogy from the“ eld of coal chem stry and integraung h wxh petrochemica technology
mate‖ als for both tte ds can be ttexibly processed n our on‐ sne fac‖ kies

This company has been estabrshed as a ioint Venture between NippOn Stee Chem caI Co,Ltd(CURRENTLY NIPPON
STEEL chemical&matenal cO,Lid)and ShOWa Denko Co,Ltd,and wⅢ  work n tandem with both parent cOmpanies to
produce aromadc settes chem cals(styrene monome嗚 benzene,totuene,and l(ytene)that have up to now been produced at
the onal,vOrks facinty Of ttippOn Steei Chem cai Co,Ltd(CURRENTLY NIPPON STEELchem cal&matena CO,Ltd)

サンアロマー株式会社 SunA‖ omer Ltd.

【設 立】平成11年 6月 1日   【操業開始】昭和44年 1月   【資本金】6200(百万円)

【製品名】ポリプロピレン・合成樹脂コンパウンド
【用 途】自動車のバンパー・ダッシュボード、家電部品、食品包装用フィルム、プリンカップ等の食品容器、

物流資材、カーペット、国―プ等広範な用途に使用されています。

【特 色】当社の製品は、成型性・耐衝撃性 透明性等を高めた独自の品揃えで、市場のニーズに応えています。

Established:」 une l,1999 // Operation Staning Date:January 1969  ノ/ Capital:62b‖‖on yen
products Manufactured:PolypЮ pyfene,synthedc resin compounds

App‖ cations:A vast range of products,includ ng automobite bumpers and dashboards,houschold apprance pans,fOOd
packaging wrapping mate市 as,food containers,shipping matettaに ,carpeung,and rope
Notable Facts:our unique,P products meet market needs wnh their exceptional mOldabi“ ty,impact resistance and
transparencr

昭和電エガスプロダクツ株式会社 SHOWA DENKO GAS PRODUCTS CO.,LTD.

【設 立】
【製品名】

【用 途】

【特 色】

昭和19年 3月 13日  【操業開始】平成31年 4月  【資本金】2,079(百 万円)

液化炭酸ガス

飲料向けを中心とした食品添加物、溶接向けを中心とした工業用ガス等の用途で利用されています。

コンビナート製品の製造過程で発生する副生ガス(二酸化炭素)を 原料とし、不純物除去・精製・液化

を行った液化炭酸ガスを製造し、お客様へお届けしていま魂

Estab“ shed:March 13,1944 / Operatin starting Date:Apr‖ ,2019 ッ/ CapitaI:2]btthon yen

Products Manufactured: Liquefied Carbon Dioxide
ApplicatiOns: Food additives mainly use for the drinksindustrial gas mainly use for the welding

Notable Facts:The raw matettals of our prOduct are by‐ product gas(carbon dioxidel generated in the manufactuttng

process of the petrochemical complex product After having periormed the imputtjes removal,the re■ nement,Hquefacdon,
I derver i tO a customeh

Participating Companies 参加企業



Participating Companies 参加企業
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鶴崎共同動力株式会社 Tsurusak:Kyodo DoryOku K.K.

【設 立】昭和42年 10月 2日   【操業開始】昭和43年 12月  【資本金】2,985(百万円)

【製品名】蒸気、電気、用水
【用 途】蒸気、電気、用水等のユーティリティをヨンビナート各社へ供給しています。またコンビナート

から発生する廃棄物を焼却し、発熱を使用して蒸気を回収しています。

【特 色】コンビナート各社の共同出資会社として、画期的なユーァィリティ部門の集中共同化を行って

おり、各社プラントの排水の最終処理も行っています。

Established:October 2,1967 // Operation Staning Date:DeCember1968 // Capital:2 98 bHnon yen
Products Manufactured:Steam power,electttc power,service waler

Applicauonsi PrOvides u日 朽前es such as steam powerJ e ectHc power,and waterto each companyin the comp ex Waste
mate両 a generated by the comptex is colfected and burned,providing a source of heat energy for generaung steam

Notable Facts:」 ointty lnanced by each company ofthe complex to create an innovaMve shared uu‖ ty base AIso handles

the ttnaHreatment or a‖ waste waterieaving the comptex

株式会社鶴崎サンソセンター hurusam sansO centtr Co"Ц 止

【設 立】昭和43年 3月 1日   【操業開始】昭和44年 2月  【資本金】350(百 万円)

【製品名】酸素ガス、窒素ガス、液化酸素、液化窒素
【用 途】酸素は、酢酸など各種石油化学製品の原料となります。また、窒素は、各種化学製品を酸化等の

化学反応から守る「保護膜Jの役割を果たします。

〔特 色】酸素及び窒素は、その沸点の違いを利用して空気中から分離して高純度のガスとして製造して

おり、各ユーザーに配管あるいはローリー輸送にて供給しています。

Established:March l,1968 / Operat10n Staning Date:February 1 969 ノ/ Caphat:350m‖ ‖on yen
Products Manufactured:Oxygen gas,nhrogen gas,‖ qu d oxygen,Iqu d nhrogen

Applica‖ ons:Oxygen s a basic component of aceuc acid and other petrochemicals Nnrogen s used in chemica
manufactunng to prevent ox dizadoれ ,aCdng‖ ke a protecdve bartter aga nst unwanted chemioafreacdons

Notable Facts:By taking advantage of the di‖ erent bo‖ ing points of oxygen and nК rogen,they can be processed from

the air,separated,and stored The products are delivered io users eitherthrough distHbution pipes or by truck

東亜合成株式会社 Toagosei Co.,Ltd.

【設 立】昭和19年 7月 17日    【操業開始】昭和59年 1月 7口   【資本金】20,386(百万円)

【製品名】アクロレイン、粗アクリル酸、精製アクリル酸、メチルメルカプトプロピオンアルデヒド(MMP)
【用 途】[アクロレイン、MMP]メ チオニン…飼料添加物。 [アクリル酸]光硬化型樹脂「アロエックス」、

不織布ノ＼インダー、沈降凝集剤、分散剤、紙加工剤、高吸収水性樹脂、洗剤ビルダー。

【特 色】「素材と機能の可能性を追求し、科学の力で新しい幸せをあなたに届けます。」という企業理念のも

と、「融和国結J「 安全無事故」「合理化推進」を基本方針として運用していま売

Estab‖ shed:Octoberヽ 1,1983 // Operation Starting Date:」 anuary 7,1984 / Capital:450m‖ hon yen

Products Manutactured:Acrole n,crude acryHc acid,glac al acry‖ c acid,methylmercapto propionaldehyde(MMP)
AppHca“ ons:Acro e n and MMP are used for mak ng methionine,an animal feed addnive Acrylic ac d is used n
manuractuttng the UV cunng resin Aronix,as we‖ as nonwoven texlle binders,coagutants,dispersants,paper processing

chemicals,super‐absorbent resins,and detergent bu‖ ders

Notable Facts: In the spint Of the company ph‖ osophy of turning chemistry's wonders into future insp‖ a“ on
the company ideals ofintegral cohesion,sarety and prevent on,and overa‖ e■iciency guide dany Operations

日油株式会社 NOF Corporation

【設 立】昭和24年 7月 1日  【操業開始】昭和45年 5月   【資本金】17,742(百 万円)

【製品名】ポリブデン、M PC
【用 途】[ポ リブテン]無色透明・無臭液体で、粘度特性にすぐれ、各種潤滑油 ,粘着剤 `化粧用基材等に幅

広く使用されています。[MPCI製品名Lipidure]生 体適合性ポリマーであり、その高い保湿機

能は、化粧品に広く使用されています。

【特 色】コンビナートで供給されるBB留 分を有効利用し、ポリブテンを生産しています。また、生体適

合性ポリマー:MPCを世界に先駆けて商業生産しています。

Established:」uり 1,1949 / OperauOn staning Date:May 1970 / CapmaI:17 7 Ыhon yen

Products Manuractured:Polybutene,MPC biooompadble polymers
Applications:Po ybutene is a c eari odoHess“ quid wtth excellent adhes ve properl es,and s wide y used in lubHcant ois,

glues,and cosmedcs MPC,marketed underthe name Lip dure,is a biocompaub e polymer with h gh ieve s of moisture

retendon,and is widely used in cosmeucs

Notable Facts:Butane‐ bけtene fracdon is supp ed by the comp ex,is used in the manufaclure of polybutene AIso,

equ pped w‖ hine wond's iead ng fac‖ ‖y producing the b ocompalib e po ymer,MPC

大分石油化学コンビナー ト :〒 870-0189 大分県大分市大字中ノ洲2番 地  下EL:097-521-5112 FAX:097-621-7738
01TA PETROCHEMICAL COMPヒ EX :

2 NAKANOSU OtTA― CITY,01TA 870-0189」APAN TEL:+81-97-521-5112 FAX:+31-97-521-7738



01TA PEIRCCHEMICAl(OMPと EX

大分石油化学コンビナート

日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 NIPPON STEEL Chemical&Mateiai Cow LTD.

【設 立】昭和31年 10月 1日  【操業開始】昭和44年 3月 9日  【資本金】5000(百 万円)

【製品名】ジビニルベンゼン

【用 途】イオン交換樹脂等の耐熱性を上げるための原料として用いられています。

【特 色】ジビニルベンゼンは自社技術により開発した製品で丸

平成23年 8月 1日に設立したNSスチレンモノマー株式会社に製造委託しています。

Establishedi October l,1956 ノ/ Operation Starting Date:August 9,1969 // Capital:5b‖ ‖on yen
Products Manufactured:DWinylbenzene
Applicauons:D～ ny benzene is used in the producdon of ion exchange resins and other matettals to increase heat
resistance

Notable Facts:D viny benzene was onginaIIy devetoped by this company Manufactuttng wi‖ be hcensed to NS Styrene
Monomer Co.Ltd,a companyfounded on Augustl,2011

日本エラス トマー株式会社 Japan Elastomer Co.,Ltd.

【設 立】昭和47年 8月 21日  【操業開始】昭和47年 8月21国  【資本金】1000(百 万円)

【製品名】ステレン・ブタジエン系合成ゴム

【用 途】低燃費・高性能タイヤ等の自動車タイヤ用ゴム、アスファルト改質、粘接着材等に使用される熱
可塑性エラストマーを生産しております。

【特 色】溶液重合法合成ゴムの特徴であるポリマーデザインの多様性を利用して市場ニーズに合致した
製品の開発を得意としています。

Established:Augus1 21,1972 // Opera:ion Statting Date:August 21,1972 ッ/ Capital:lb‖

“

On yen
Products Manutactured:Styrene,butadiene rubber
Applica“ ons:Thermopttsic ettstomers are produced for usein rubberforfue卜 emcienti high‐ performance autonob‖ e

tires,asphalt additives,adhesives,and other apphcations

Notable Facts:Known especia‖ y for devefoping products ihat meet market needs u市 ‖zing the vattetr and‖ exib‖ ly of
polymer designs denved frOm so udon‐ polynerized rubber

日本ポリエチレン株式会社 Japan Polyethylene Co.,と td.

【設 立】平成15年 9月 1日   【操業開始】昭和43年 12月   【資本金】7,500(百 万円)

【製品名】低密度ポリエチレン(LDPE)、 高密度ポリエテレン(HDPE)
【用 途】LDPE:食品包装用積層フィルム、電子材料用保護フィルム、医療用容器。

HDPE:中空容器(沈剤容器、自動車用燃料タンク等)、 パイス不繊布、キャッ兆
【特 色】国内最大のポリエチレン会社で魂

Estabiished:September l,2003 // Operation Staning Date:December1968 // Capital:7 5 bi‖ fon yen

Products Manuractured:Low densny potyethylene(LDPE),High densky polyethytene(HDPE)
Applica“ ons:LDPE;Laminated HIm forfOOd packag ng PЮ tect HImイ or etectronic matena s,

Bode or bag ior medicaf use HDPEI BIow molding container(such as detergent bo■ le,fuel tank for automobite),

PIasuc p pe,Nonwoven fabttc,PET botte cap

Notable Facts:Largest polyethytene manufacturerin」 apan

日本硫炭工業株式会社 NippOn Ryutan KogyO Co.,Ltd

【設 立】昭和45年 4月 1日  【操業開始】昭和48年 11月   【資本金】400(百万円)

【製品名】二硫化炭素、硫化水素
【用 途】二碕化炭素は、化学繊維やセロファンの溶剤として、また自動車タイヤ用ゴム薬品やごみ焼却場

における重金属固定剤などの原料として使用されています。

【特 色】二硫化炭素メーカー4社および昭和電工 (株 )と の共同出資により設立。ナフサ分留工程より

生じるメタンガスを原料とした製法で、国内唯―のメーカーです。

Established:Ap‖ 11,1970 // Operation Staning Date:Novembor,1973 / Captal:400m‖ ‖on yen
Products Manuractured:Carbon disunde,hydrOgen suride
Applications:Carbon disuride can be used as a solventin the producHon of synthedc ttbers and cellophane,for rubber

chemicatt used in automobile uresi and as the base lorttxatives used to extract heavy metals from garbage incineralors

NotaЫ e Facts:Estab‖ shed with mutua capК al irom ShOwa Denko K K and four carbon d suFide makers The onty
maker n」apan tO emp oy a manufactunng pЮ cess us ng methane gas fracdonally disu‖ ed frOm naphtha

Participating Companies 参加企業
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技術で未来を切 り開く

判 酬倦 昭不日電工株式会社 大分コンビナート
SHOWA DEN(ll KK

技術と好立地で、アジア ロそ して世界へ

昭和電工は永年に亘って培ってきた有機化学と無機化学・アルミの技術を

融合させることで、より付加価値の高い製品・技術を生み出してきました。

その中でも大分コンビナートは、エチレン・プロピレンなどのクラッカー製品や

その誘導品である酢酸ビニル・アリルアルコールなどの有機化学製品の

製造を行っており、昭和電工の成長を支える基盤事業としての役割を担って

います。

大分コンビナートではナフサクラッカーを有しており、自社で営むアセチル系

誘導品やコンビ井 卜構成各社で営む合成樹脂・合成ゴム・スチレンモノマー

ヘと基礎原料を供給するバランスの取れた需要構造を特徴としておりま魂

「アジア最強の競争力を持つコンビナート」を合言葉に、クラッカー設備の

戦略的再編や他社に先駆けた原料多様化など競争力の強化を図つています。

アセチル系、アリルアルコール系誘導品は、当社の誇る高い触媒技術を武器に

事業拡大を図り、アリルアルコール系誘導品であるNPAC(酢酸 n―プロピル)

では、独自技術による新製法を確立し、安定運転を継続しています。

また、新規事業として1,3-ブチレングリコール (以下tl,3-BG)の生産を2020

年より開始。本製品は、幅広い種類の化粧品に保湿成分として配合されてい

ま丸 当社は、化粧品原料として求められる品質を独自技術により実現し、

当コンビナートにてエチレンから一貫生産していま魂

高品質な1,3-BGの事業化により、アジアを中心とする化粧品市場の成長を

原料供給面から支えていま魂

今後もエチレンから一貫生産される酢酸エチル・酢酸ビニルなどのアセチル

チェーンを筆頭に誘導品事業の更なる競争力強化を図り、お客様の期待に

応える製品・サービスの提供を行います。

また、大分コンビナートは他にも合成樹脂エマルジョンやレエザープリンター

用のアルミ感光 ドラム基体 (ED管 )の 製造も行っており、多種多様な製品群

を有しております。

私たち昭和電工は、これからも高付加価値の製品・技術を創造する個性派

企業として、これからも社会の発展に貢献していきます。

〒870-0189大 分県大分市大字中ノ洲 2番 地

TEL:097-521-5112 FAX:097-521-7738
http://www sdk cojp
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Opening the way to the future with technology

■】樫КttЬ showa Denko KttKH Oita Com lex
SHOWA DEN(ll KK

Advanced technologies and an exce‖ ent iocation combine
to service Asia and woridwide

Showa Denkc has created a vast array of value‐ added products and

technolo9ieS OVer the years in integrated fields such as organic chemistry,

inorganic chenlistry,and atunη inum sciences

Products of cracking, such as ethylene and propylene, and their derivativesJ

such as vinyt acetate and altyt alcohot, are being produced as part of the Oita

Complex's petrochemicais operations,Petrochemicals piay a vital role in Shovva

Denko's operations as a foundation industry that has contributed to the

company's success

Atthe Oita Complex,a naphtha cracker and the integrated complex's companies

prOduce diverse products such as synthetic resin, synthetic rubber, styrene

monomers, and our owvn enterprise, acetyi derivatives Notably,these products

and other raw materials are distributed in a balanced supply structure throughout

the entire complex With the gOal of being Asia's strongest, most competitive

complex,the cracker facilities are continuously, strategica‖ y upgraded, and Ⅶe

strive to pioneer nevv leveis of performance and materials diversity tO stay ahead

of competitors

VVe capitalized on our substantial experience with acetyt and allyl alcohol

derivatives in coniunctiOn with our advanced catalyst technolo9ies to achieve

industry growvth Furthermore,as a newv business venture,in 2011

We began the production of l,3‐ butytene giycoI(hereafter“ 1,3-BG")as a new

business operation in 2020 This productis blended as a moisturizerinto a

wide variety of cosmeticsWe achieved the quality required for this ravv

material for cosmetics using our unique technolo9y,and we have been

conducting the integrated production of l,3-BG from ethylene at this

compiex By commercializing high一 quality l,3‐ BG,we suppOrtthe growth of

the cosmetics market centered on Asia's raw material supply

We also independently deveioped and established new methods of

manufacturing NPAC (n‐ prOpyl acetate),an a‖ yt alcohol derivative

These achievements are contributing greatly to the success of our enterprises

Looking onvvards,vve airn to stay cOmpetitive and at the forefγ ont of the acetyI

chain industry in many Of the derivalves of ethylene,inctuding ethyl acetate and

vinyl acetate Our uitimate gOal is to provide customers wvith the products and

services that meet their needs

The Oita Complex also manufactures a wide variety of versatile products such

as synthetic resin emulsions and alunlinum tubes for photosensitive cytinder

drums used in iaser printers.

We at Showva Denko wiH continue to produce high value― added products and

technoiogies through our unique group of enterprises that contribute to the

development and advancement of society

2 NAKANOSu OITA― CITY,OITA 870-0189」 APAN TEL:+81-97-521-5112 FAX:+81-97-521-7738
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Important Events in the H story of the Oita Petrochem cal Comp ex

昭和42年

昭和43年

昭和44年

昭和45年

昭和47年

昭和48年

昭和49年

昭和50年

昭和51年

昭和52年

昭和54年

昭和 55年

昭和 56年

昭和 57年

昭和58年

昭和59年

昭和61年

昭和63年

平成 1年

平成 4年

平成 7年

平成12年

平成13年

平成15年

平成18年

平成19年

平成22年

平成23年

平成24年

平成26年

平成30年

令和元年

令和3年

1月 31日

8月 16日

8月 6日

12月  3日

1月 7日

1月 29日

2月 20日

2月 22日

3月 1日

3月 11日

5月 23日

8月 9日

11月 1日

4月  1日

5月 14日

8月 1日

8月 21日

9月 19日

10月  1日

12月  7日

1月  1日

7月 14日

12月 17日

3月 23日

7月 21日

7月  1日

12月  1日

11月 27日

10月 26日

3月 23日

3月 31日

12月 16日

4月  1日

8月 22日

7月 1日

1967

1963

1969

1970

1972

1973

1974

197S

1976

1977

1979

1980

1981

1982

」an  31

Aug 16

Au9  6

Dec  3

」an   7

」an 29

Feb 20

Feb 22

Mar  l

Mar ll

May 23

Aug  9

Nov  l

Apr  l

May 14

Aug  l

Aug 21

Sept 19

0ct  l

Dec  7

」an   l

」uty 14

Dec 17

Mar 23

Juty 21

」uly   l

Dec  l

Nov 27

0ct 26

Mar 23

Mar 31

Dec 16

Apr  l

Au9 22

Juty   l

大分連絡事務所開設(大分商工会所内)

大分石油化学コンビナート起工

高密度ポリエテレンプラント峻工

低密度ポリエテレンプラント竣工

ポリプロピレンプラント竣工

アセトアルデヒド酢酸プラント竣工

中央排水処理場竣エ

(株 )鶴崎サンソセンター竣工

合成ゴムプラント竣工

エテレンプラント竣エ

高分子化学工業(株)竣工

八幡化学工業 (株 )を竣工

高分子化学工業(株)か ら昭和高分子(株 )に社名変更

八幡化学工業 (株 )か ら新日本製鉄化学工業(株)に社名変更

日油化学(株 )竣工

日本オレフィン化学(株 )か ら昭和油化(株 )に社名変更

日本エラストマー(株)設立(エーエーケミカル(株)の事業を継承)

日昭化薬(株 )竣エ

大分研究所開設

日本硫炭工業(株 )竣エ

昭和油化(株 )と 鶴崎油化(株)が合併、新社名昭和油化(株 )と なる

大分石油化学コンビナート第2期増設工事起エ

立体倉庫竣工

第2エテレンプラント並びに関連設備竣工

酢酸ビニルプラント竣工

昭和電工(株 )と 昭和油化(株 )が合併、新社名昭和電工(株)と なる

昭和高分子(株)大分工場から大分エマルジョン(株 )に社名変更

圧縮水素プラント竣工

昭和酢酸ビニル(株 )設立 (昭和アセチル化学(株 )の酢酸ビニル部門が独立)

昭和工事(株 )か ら昭和エンジニアリング(株 )に社名変更

ル ンドセンター竣工

大分ケミカル(株 )大分工場開設 (日 昭化薬(株 )の事業を継承)

新日本製鉄化学工業(株 )か ら新日鐵化学(株 )に社名変更

太平洋液化水素(株 )設立

昭和アセテル化学 (株 )及び昭和酢酸ビニル (株 )の営業権を昭和電工 (株 )

に譲渡(昭和電工(株 )に合併)

大分エマルジョン(株 )か ら昭和高分子(株)大分工場に社名変更

日油化学工業(株 )か ら日本油脂(株 )大分工場に社名変更

日本ポリオレフィン(株 )大分工場操業開始

(昭和電工(株 )大分工場合成樹脂部門を継承)

日本ポリオレフィン(株 )大分研究所開設

(昭和電工(株 )大分研究所合成樹脂事業にかかわる研究開発を継承)

新酢酸製造設備竣工

親水性高分子モノマー製造設備竣工

モンテル・エスディーケイ・サンライズ(株 )操業開始

(日 本ポリオレフィン(株 )ポ リプロピレン・コンパウンド(ルンドセンター)部門を継承)

エテレンプラントー系列化工事竣工

モンテル エス芳 ―ケイ・サンライズ(株 )か らサンアロマー(株 )に社名変更

日本酢酸エチル(株 )設立

日本ポリエテレン(株 )設立

昭和電工(株)アルミユウム事業部門 アルミニウム感光ドラム基体工場竣工

日本油脂(株 )か ら日油(株 )に社名変更

昭和電工(株 )無機事業部門VGCF X製造設備竣工

エチレンプラント製造設備効率化工事竣工

昭和エンジエアリング(株 )が 昭和電工(株 )に統合

昭和高分子(株 )が 昭和電工(株 )に統合

耐熱透明フィルムパイロットプラント竣工

NSスチレンモノマー(株 )設立

新日鐵化学(株 )か ら新日鉄住金化学(株 )に社名変更

大分ケミカル(株 )アクリル酸プラント(W4)竣工

昭和電工(株 )酢酸エテルプラント(EA2)竣工

新日鉄住金化学(株)か ら日鉄ケミカル&マテリアル (株)に社名変更

昭和電エガスプログクツ(株)液化炭酸ガスプラント(SGl)竣 工

大分石油化学コンビナートが操業50周年を迎える

昭和電工 (株)13-BGプ ラント竣エ

大分ケミカルが東亜合成に統合

Lっ ison oficeる stab‖ shed at the Oに a Chamberof Commerce

Groundbreaking for the OК a Petrochenaica Complex

H19h一 density polyethylene plant conapleted

とovv―density polyethylene plant colinpleted

Polypropylene plant completed

Acetaldchyde/acedc acid ptant compteted

Central waste w9ter procesSng plant compteted

Tsurusaki Sanso center Co,Ltd cons(ruction completed

Synthetic rubber ptant completed

Ethylene plant coimp eted

High Po ymer Co,Lモ d construcion comp eted

Yahata Chem ca lndustnes c0 1 Ltd construcdon compieted

High Po ymer Co,Ltd ofttcia‖ y becomes Showa High Polymer Co,と td

YЭ hata Chena cて 11industr es renamed to Nippon Steei Chem cal

」θpan Ott Chemica ttdustnes cOnstrucuon cOmp eted

」apan Ofettn Chem ca Co renamed to Showa O‖ Chemica Co

Japan Etastomer Co,Ltd estabhshed(suCCeed ng A A Chemical Co)

Nissho lく ayaku Co estabttshed

Oita research facttt es estab shed

NippOn Ryutan Kogyo Co,Ltd construct on coimpleted

Showa OH Chemicが Co nヽ erges wにh Tsurusak1 0耐 Chem ca Co,us ng the

name Showa O‖ Chem cal Co

Begins construct On on 2nd― phase expans on of the O ta Petrochemical

Comp ex

Free― standingヽ warehouse construction cornpleted

2 nd ethytent piant and related facttil es completed

Viny acetate pttnt completed

Showa Denko K K merges with Showa Ott Chemica Co, using the name

Showa Denko K K

Showa H gh Potymer Co,Ltd Oに a changesにs name to ORa Emu sion Co,と td

Compressed hydrogen plant cottpleted

Showa VinyI Acetate Co,と td estabttshed from a d～ is on of Showa Acetyl

Chenlical Co Ltd

Showa Kogyo Co,Ltd renamed Showa Eng neettng Co,Ltd

Piasucs blending center compteted

O ta Chem calK K Oita p arit s estabhshed and succeed Nissho Kayaku Co

Nippon Steei Chenlicatindustnes renamed to N ppon Steei Chemica Co,と td

Pacific Hydrogen K K estab shed

Showa AcetyI Chem cat Co,Ltd and Showa Vinyt Acetate Co,Ltd acquired

by Showa Denko K K

Oit9 Emuls on Co, Ltd reverted back to its former name, ShOwa H gh

Polymer co,Ltd

」apan Ott Chem caHndustttes renamed to N ppon Ois and Fats Co,Ltd Oita

divls on

」apan Potyotefin Co begins operat ons in O ta,cont nuing the work of Showa

Denkols synthetic res n div sion

」apan Polyolef n Co O ta research f9cHity opened,cont ntting the research of

Showa Denko's synthetic resin dWision

New acetic acid product on facttity construction completed

Hydrophic potymonomer producdon facHky completed

Montel SDK Sunr se estabttshed,continuing the work of Japan Pofyolefin Co is

pofypropylene compound division

Ethytene plant single train operation construction completed

Monte SDK Sunnse renamed SunAliomer itd

」apan Ethylacetate Co,Ltd Estab shed

Japan Pofyethylene Co,と td Estabhshed

Show9 Denkols atuminu"works d"ision completes coDstruction of the

alu iiiユium photoconductor drum body factory

Nippon O‖ s and Fats Co,と td renamed to NOF Corporat on         l

Showa Denkols norgan cs Divis on comp etes construction of the VGCF― X

producdon faj‖ty

Ethytene pね nt manufaaunng fac前 v effidency improvement constlucuon conapleted

Showa Eng neettng Co,Ltd isintegrated wに h Sh()ヽ♂va Denko

Showa H gh Poynier Co,Ltd is ntegrated wに h Showa Denko

Heat‐ resistant c eθ r ilm plot ptant completed

NS Styrene Monomer Co,Ltd estab‖ shed

N ppOn Steei Chem ca changesits name to N PPON STEEL&SUM KIN CHEMICAL GO,Lπ )

Oita Chemttal completes construction of the acry c add p ant(W4)

Showa Denko completes construction of the ethy Эcetate pfant(EA2)

N PPON STEEと &SUM KIN CHEMICAL changesttsnaneto N PPON STEELChem c&Matetta Co,Lモ d

SHOWA DENKO GAS PRODUCTS complets construcdon ofthe‖ qudcっ rbon d oxide pttnt(SGl)

Showa Denko's Oita Petrochemical compfex celebratesits 50th anniversary

Showa Denko's13-BG plant comp eted

Oita Chem cal wasintegr9ted nto Toagose

1983

1984

1986

1988

11月 1日

4月  1日

10月  1日

1989 Nov  l

1992 Apr  l

1995 0ct  l

Oct  l

10月  1日

平成 9年  9月 11日

平成10年  4月 17日

平成11年  6月 1日

1997 Sept ll

1998 Apr 17

1999 」tlne  l

9月 28日

1月 1日

3月 20日

9月 1日

11月 15日

10月  1日

3月 19日

5月 28日

6月 1日

7月 1日

7月 12日

8月  1日

10月  1日

5月 27日

6月 10日

10月  1日

12月  1日

3月 11日

11月 27日

1月 1日

2000

2001

2003

2006

Sept 28

」3n   l

Au9 20

Sept  l

Nov 15

2007 0ct  l

2010 Mar  19

2011

2012

2014

20,8

2019

2021

May 28

」une  l

」uly   l

」uly 12

Aug  l

Oct  l

May 27

」une 10

0ct  l

Dec   l

Mar ll

Nov 27

Jan   i
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参 加 企 業 と製
‐
ロロ 製品ができるまで

糞 葦 墓 S娃健 彗 ユ置詳 筆 昔 =・‐
義 奉言ξ贔 葉 業 奉華 義 寒 嚢 馨 、主幸拳 業 董X

養移綾鯵飲

分解炉    分解ガス 基礎製品

企 業 製  品 最 終 製 品

陥和電工日大分事務所

昭和電工・正務部

⑤ ‐キンレン

@卜 i脇重ン

@ヘ ンゼン

0ボけブテン

OI″セトン

Oレ ゾ,レシン

OI酢酸n―プロ|ビル

0ア リ,レア,″ヨーカ

Oポ lJプ 1自.ピ|レン

Oス チレンを,マー

0エ チレン離ビエマサレジョン

O群 酸

OI酢酸ビエル

O―酔醸エチ,レ

0ア セト″カチヒド

0ボ |リ エチ シ ン鰯籐磯颯ほ露露・轟協翻

〇
=稲

七藤

日諷和電工 0厘 綿 求素

O租 筋 :滋

国 内

国 外

霞

由本硫炭工業

昭和電工
本ポリエチレン

昭不田電工

昭和電王

昭和電王

NSスチレンモノマー

サンアロマー

昭和電王

東亜合成 0ア クリル離

O MMP―

友化学

◆ 本エラス トマー O合 成ゴム

BB留分

666

Sスチレンモノマー

鶴崎サンツセンター O F酸 素

0炭酸ガス 昭和電エガスプロダクツ

産業用ガス

化学繊維・ゴム薬品等

プラスチツク等

塗料・インキ等

溶剤等

プラスチツク・接着剤等

薬品等

接着剤等

プラスチツク・合成ゴム等

プラスチツク等

盛料等

溶剤等

欄脂等

飼料添加物等

援着剤等

溶剤等

タイヤ等

化粧用基材等

合成洗剤等

塗料等

合成繊維等

設備新設・改造

共通事務の処理

飲料・産業用ガス飴

鰈

飲料□産業用ガス

一― ～ … …夏懸 ■ 一 二 .ェ 三
~_二

こ と_

■工 ■■■■ :|■ |::i■■.i■ i■ 二 ii■

晋

産業用ガス

化学繊維

p
プラスチツク

接着剤

塗料

凸凸凸肥 料

洗剤・薬品・肥料

ゴム

保安・事務

睡凸
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and TheiF PFOJⅡ01s   The Manufactuttng Process
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industrial Gas

Ce‖ ophaneI Synthetic Fibers

PIastics

Paints, Inks

Solvents

PIastics,Adhesives

Pharmaceuticals

Adheslves

PIastics,Synthetic Rubber

PIastics

Paints

Soivents

Resins

ARimaI Feed Additive

Adhesives

Soivents

Tires

Cosmedcs Base Matenal

Synthetic Detergents

Paints

Synthetic Fibers

Newladlly cotttRelttn anl ttd‖ ty remo“陥9

・ Mutual Clencal WOrk Processing
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羮轟攀肇烏
=議

遣萎 釜 ]・轟霊3羮著ξ輩

Cracking Furnace   Cracked Cas
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Basic Products
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Company Product Applications

Tsurusaki Sanso.Center

NS Styrene Monomer

キ學警筆聟平袋馨馨

藝 却醸

SunA‖omer

]   こヽi!:麦 IIII十 11ヨ Br:]   巨E】   HF―鬱

鬱 Ette爾登‐vittYI Ageモ 女゙e勘離難

Showa!Denko

S‖ OWADEN(01GASPRODUCTS

Showa Denko Oita OHices

SlowaDenkoEnunttingWO監 s引 uson

estic

Sourcer

and
nternationa

666
Corporation

Japan Elastomer

Ｚ
ω
口
Ｊ
汁
Ｊ
ω

NS Styrene Monomer

Showa Denko

showa Denko

Showa Denko
Showa Denko

J4pan Polyethylene

Nippon RyutanlKogyo

Tsurusaki KyOdO DoryOku

写ach cOmpany

Showa Denko

すoagosel

Sumttomo Chemical

一一「
一一
一、一

一ｔ
一一一一・一ｒ
一卜．
一
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難
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Beverages,Industrial gas

Beverages,IndustttЛ  gas
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industrial Gas

Synthetic Fibers

p
PIastics

Adheslves

Paints

冒

凸凸と肥 料

SdvttslPlam“献圃sllell面

Rubber

Maintenance/Offices

厩凸

ず
|´



大分石油化学コンビナート
〒870‐ 0189 大分県大分市大字中ノ洲2番 地 下EL:097-521-5112 大豆油を主体とする植物油溶剤のインキを使用していま魂 爬勿露焉剛 ,H

01TA PETROCHEMICAL COMPLEX 2 NAKANOSU OITA― CITY 01TA 870-0189」 APAN TEL:+81-97-521-5112


