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会社概要
商号

日油商事株式会社
NICHIYU TRADING CO．，LTD．
1947年6月5日
6,000万円 （日油株式会社 全株所有）
みずほ銀行／三菱UFJ銀行

創立
資本金
主要取引銀行

当社は、１９４７年に日本油脂株式会社
（現・日油株式会社）の油脂製品を扱う商社と
して設立されました。現在は、食用油脂加工
品、健康関連製品、塗料の技術を活かした機
能性材料、保険・不動産などの事業を展開して
おります。長年にわたり、当社とお取引を頂いて
いるお客様や仕入先様のご愛顧とご支援に、心
よりお礼申し上げます。
今日、経済のグローバル化が加速すると共
に、消費者のニーズは多様化し、変化し続けて
います。環境の変化にスピーディに対応し、創
業以来７０年以上に渡り蓄積されたノウハウ、
日油グループが持つ専門性、技術力や幅広い
情報を生かすことで、お客様の課題解決に貢献
し、お客様と共に新しい価値を創出できるよう挑
戦してまいります。
今後とも、当社は、コンプライアンスの徹底を
基本に、事業活動を通して社会的責任を果た
し、安心で豊かな社会づくりに貢献してまいりま
す。
皆様におかれましては、今後とも一層のご支
援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役社長
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本社・支店・営業所
本社
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-1-18
恵比寿ネオナート7階
TEL ：03（5789）8211（代）
FAX ：03（3445）2777
ニチユビジネス 〒150-6019 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 20階
センター
（恵比寿ガーデンプレイスタワー 日油株式会社内）
TEL ：03（5424）6637
FAX ：03（5424）6636
大阪支店

〒530-0003 大阪市北区堂島2-4-27

福岡営業所

〒810-0001 福岡市中央区天神4-2-20

愛知出張所

〒470-2398 愛知県知多郡武豊町字北

新藤田ビル12階
TEL ：06（6457）2610（代）
FAX ：06（6457）2615

天神幸ビル4階
TEL ：092（771）4806（代）
FAX ：092（771）4808

小松谷61番の1（日油株式会社愛知事業所内）
TEL ：0569-74-3751
FAX ：0569-74-3752

良一

事業内容
日勢商事株式会社設立
油脂原料・製品販売開始
日進商事株式会社を合併、
日油商事
株式会社に商号変更 大阪支店設置

３ つ の 事 業 を 軸 に 活 動 を 展 開 し 、環 境 や 安
全 に 配 慮し た 製 品と人 に 喜 ば れ る サ ー ビ ス を
お 届 けして い ま す。

損害保険代理店業開始
名古屋出張所開設
（1965年4月営業所へ昇格）

1964年

4月

福岡営業所開設

1977年

5月

日油エンタープライズ株式会社を
合併不動産業務取扱い開始

1989年

7月

サービス事業部新設 引越業務取扱
い開始 駐車場の経営開始

2002年

4月

仙台営業所開設

2003年

7月

本社事務所移転

2005年

3月

ニチユエステート株式会社を合併

2005年

4月

化学品部門を油化産業株式会社に
分割譲渡（名古屋営業所含む）

2005年

6月

日本化学塗料株式会社をグループ化

2011年

5月

本社事務所移転
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食品加工油脂
健康関連製品
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土木・建設資材事業
コーティングス事業
機能材とその他事業
貿易事業
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エステート事業
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［サービス営業部］

食品営業部
食用加工油脂
製菓・製パン用
マーガリン、
ショートニング、離型油、
フィリング、
トッピングなど
調理・フライ用
マーガリン（有塩）、
ラード、牛脂、サラダ油、
ごま油など
乳製品類
バター、チーズ、全脂粉乳、脱脂粉乳など
冷凍食品、加工食品用
加工食品用改質剤、麺改質剤、炊飯用油脂、食品機械用潤滑油脂など

健康食品関連製品
健康訴求油
オリーブ油、マカダミアナッツ油、MCT（中鎖脂肪酸油）
レッドパームなど
機能性素材（日油(株)製品）
油脂の抽出、精製、安定化技術を基盤として、人々の健康な生活に
寄与する機能性油脂の開発を行っています。
可溶化製品（日油(株)製品）
永年蓄積してきた油脂の乳化技術を活かして、水に溶けない脂溶
性成分を溶けるように加工した可溶化製品の開発をしています。可
溶化とは、脂溶性成分を乳化させ、その乳化粒子をナノレベルまで
微細化することで、水溶化を実現する技術です。
栄養補助食品（ニッサンジェニー製品）
ニッサンジェニー®ＥＰＡ、ニッサンジェニー®ＤＨＡ＆ＰＣ−ＤＨＡ
、ニッサンジェニー®レシチン、ニッサンジェニー®ローヤルゼリー、
ニッサンジェニー®コンドロイチン＆グルコサミン
ニッサンジェニー/NISSAN GENIEは日油株式会社の登録商標です。

TEL : 03-5789-8202

食用加工油脂
製菓・製パン向け製品
ショートニング
特長

製菓・製パンの練込用や、バタークリームに適したタイプ、経済性に優れたタイプまで幅広くご用意してお
ります。純植物性油脂１００％、動植混合タイプ、包装形態につきましても幅広いラインナップを揃えてお
ります。

マーガリン
特長

スイートバタータイプ、醗酵バタータイプ、
ミルク風味や、
ナチュラルな香り立ち、インパクトのある香り
立ち等、あらゆるユーズに対応できるマーガリンをご用意しております。

コンパウンドマーガリン
特長

乳脂肪を含有した高級タイプのマーガリンです。様々な乳脂肪含有率、あるいは産地限定のバターを
配合したものなど、あらゆるご要望に対応できる製品をご用意しております。

製パン用機能性油脂
特長

酵素等の機能素材利用技術を駆使したパン品質向上機能を持つ練込油脂です。練込油脂として使用
していただくだけで、
ソフトなパン、歯切れの良いパンが焼成できることを実感いただけます。

製菓改良脂
特長

優れた起泡性、ホイップ性、生地安定性を付与できる製菓用改良油脂です。
ボリュームアップ、
しっとりソフトな食感など、
ケーキの品質を一段も二段も向上させます。
また、環境、
素材、手作りの技術などの変化にもぶれが少なく、品質の安定化も図れます。

ロールインマーガリン
特長

各種パイ、
デニッシュ、
クロワッサン用の折込油脂です。優れた展延性とパフ性と特長ある風味を有し
たものを幅広くご用意しております。各種含有率のコンパウンドタイプ、加糖タイプの他、特長ある風味
タイプの製品も揃えております。

フィリング・トッピング類
特長

ホイップクリーム、
スイートタイプ、マヨネーズタイプや、焼き込み耐性のあるものなど、商品にアクセン
トをつけられる製品を各種ご用意しております。

フランスの発酵バターと日本の乳加工品の融合

リラナチュラル®オーベルニュ シリーズ
豊 か な 自 然 に 育 ま れ 、美 味し い 乳 製 品 の 産 地として 有 名 な
フランス・オ ー ベ ル ニュ地 方 産 醗 酵 バター を 贅 沢 にブレンド
した高級マーガリンです。
オーベルニュ産発酵バター２０％･４０％ブレンド品がございます。
リラナチュラル/LIRANATURALは日油株式会社の登録商標です。

ファインマテリアル営業部
土木・建設資材事業
土木・建設会社様向けに各種の特長ある機能性材料を提供しております。
鋼矢板用膨潤止水材
優れた止水性・耐久性から止水鋼矢板を用いた廃棄物処分場、護岸工
事、海および河川の締切り工事、橋脚の新設・撤去・耐震補強工事、共同
溝設置工事、上下水道工事などに幅広く使用されております。
摩擦低減材
基礎杭のネガティブフリクション対策や鋼矢板およびＨ形鋼の摩擦低
減により引き抜き抵抗を低減するなど、土木建設作業の効率化に貢献
しております。
鉄筋用一次防錆塗料
建築および土木工事で使用されている鉄筋の加工・配筋・コンクリート
打設までの一次防錆に幅広くご使用頂いております。

コーティングス事業
工業・建築・船舶用などあらゆる分野へ塗料をお届けしてきた長い経験と
実績をもとに、お客様への提案やサポートを行なっております。

機能材とその他事業
インテリア関連 オフィス家具・家電製品・室内装飾品・防災用品
エクステリア関連 鋼製物置・プレハブハウス・ガレージ・バイク保管庫
電子材料

エポキシ樹脂等・特殊硬化剤・導電性ペースト・
金属表面酸化物除去・還元剤など

溶接材料・その他 特殊溶接棒＜SUS等＞・溶接関連材料・探傷剤・
スパッタ付着防止剤・示温剤など

貿易業務

化学原料から製品まで幅広い分野で輸出入・貿易業務を行なっております。

TEL : 03-5789-8201

土木・建設資材事業
止水材
パイルロック®速乾型

鋼矢板用膨潤止水材

鋼矢板の継手部（爪部）に塗布し、
自然乾燥させると弾性のある固い塗膜になります。
この塗膜を水に浸漬すると１〜２時間で膨潤し始め、２４時間後には淡水で２０倍
以上、海水で６倍以上に膨潤します。吸水膨潤したパイルロック®速乾型が鋼矢板継
手部の隙間を埋め、0.5MPa (水深50m相当)以上の耐水圧を発揮します。

パイルロック®NS-v

無溶剤型鋼矢板用膨潤止水材

鋼矢板の継手部（爪部）に流し込み静置しておくと、空気中の水分を吸収しゴム状の
硬化塗膜になります。
この塗膜を水に浸漬すると２４時間後には淡水で最大６倍、
海水で最大４倍に膨潤します。
この膨潤によってパイルロック®ＮＳ-vが鋼矢板継手
部の隙間を埋め、0.5MPa (水深50m相当)以上の耐水圧を発揮します。従来広くご使
用頂いております「パイルロック®NS」の流動性や強度を改良した製品です。

ケミカシート®

テ ー プ 状 止 水 材

膨潤性止水材の新たなラインナップとして、粘着シート状に加工した「ケミカシート®
」を開発しました。
シート状にすることにより、塗布施工における作業時間を大幅に短
縮させることができ、さらに現行製品「パイルロック®」同等以上の膨潤特性を有して
います。
「ケミカシート®」は、
ライナープレートの接合面の止水など、シート状の特長
を生かした幅広い分野への適用が期待されます。

摩擦低減材
ラブケミカ®

水膨潤性摩擦低減材

鋼矢板やH形鋼は工事終了後に、引抜き再利用されます。
「ラブケミカ®」シリーズを
予め被塗物表面に塗布乾燥した後に施工すると、塗膜が地中の水分や周辺固定液
を吸収し膨潤体を形成します。
この膨潤体が表面潤滑剤として機能し、被塗物表面に
かかる摩擦力を著しく低減させることができます。 また、基礎杭に塗布することで地
盤沈下によって生じるネガティブフリクション
（負の摩擦力）対策としても有効です。

一次防錆塗料
スチールバリア®・ソベリン®

コンクリート埋設金具用一次防錆塗料

コンクリートとの付着力を阻害しないで錆止め効果を持つ画期的なクリヤー塗
料です。鉄筋や鋼材に塗布するとクリヤーな塗膜を形成し数ヵ月〜約１年、防錆
力を発揮します。
スチールバリア®シリーズは、各種水系から溶剤系まで、お客様
のニーズや用途に応じたタイプを取り揃えております。

サルフィックス®W

溶接可能型一次防錆塗料

鋼管パイルやコンクリートパイルなど溶接用鉄部に事前塗布する事により３〜
６か月間錆の発生を抑えます。塗布後の溶接性に優れた一次防錆塗料です。

パイルロック、ケミカシート、
ラブケミカ、
スチールバリア、
ソベリン、サルフィックスは、
日本化学塗料株式会社の登録商標です。

サービス営業部
保険事業

TEL : 03-5789-8210

お客様の立場に立ち、
ご要望をお聞きし、丁寧な説明･対応を心がけ、感謝
の気持ちを忘れず、明るく前向きに各種保険の取扱をさせていただいてお
ります。
契約保険会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
明治安田損害保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社

エステート事業

TEL : 03-5789-8212

不動産業界には、多岐にわたる仕事や役割があります。当社は、
日油グループ各社
の土地・建物の売買の仲介、賃貸住宅・貸室の仲介、賃貸住宅の運営・管理、駐車
場の運営・管理、テナント事業を行っております。

宅地建物取引業者免許証番号

東京都知事（13）第32328

所有物件
１．駐車場施設（所在地：東京都北区）
２．賃貸アパート
（所在地：東京都武蔵野市）
３．商業用賃貸店舗（所在地：埼玉県戸田市）

受託サービス事業
日油グループ各社の業務支援を主に行っております。

TEL : 03-5789-8212

保険事業

TEL : 03-5789-8210

損害保険

生命保険
「ガン」は人ごとではありません。入院と手術の費用はもちろん、長期にわたる通
院・往診、先進医療にも備えましょう！

法人様、個人様、お気軽にお問合わせ下さい。生命保険コンサルティング無料サ
ービスSOMPOひまわり生命保険（株）のライフカウンセラーをご紹介いたします。

契約保険会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社

SOMPOひまわり生命保険株式会社

明治安田損害保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

その他周辺付帯サービスのご紹介
ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社

企業のリスクマネジメント
（ＥＲＭ）や事業継続（ＢＣＭ・ＢＣＰ）等のコンサルティングサービスをご提供
します。

ＳＯＭＰＯクレジット株式会社

グループ社員の皆様へご案内デスク Tel 0120-100-059

http://www.nichiyu-syoji.co.jp/
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