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蝶理株式会社

Corporate Profile

ご挨拶

企業理念

私たちは地球人の一員として、
公正・誠実に誇りを持って行動し、
顧客満足度の高いサービスを提供し続け、
より良い社会の実現に貢献します。

将来を読む力で新たなビジネスに挑み続ける
創業160年超の歴史を持つ専門商社

本冊子について

蝶理グループは、繊維、化学品および機械事業を展開

本冊子は当社の会社案内として、蝶理の歴史や事業、

する専 門 商 社です。創 業 160 年 超の歴 史を持ち、

サステナビリティへの取り組みなどについてご紹介し

単なるトレーディングに留まらず、常に顧客・社会の

ています。当社の強みやオリジナリティについてご

ニーズに応えながら、付加価値の高い商品を提供して

理解いただける1冊となれば幸いです。

きました。また、その歴史の中で、中国および ASEAN

事業環境が目まぐるしく変化する中でも、その変化

を中心にグローバルネットワークを広く構築し、事業

をチャンスと捉え、スピード感を持って対応していき

を展開しています。

ます。これからも、お客様や関連会社といった全ての

2020年5月に、2022年度を最終年度とする3カ年
の中期経営計画「Chori Innovation Plan 2022」を

Making your dreams come true
挑戦你的夢想

CONTENTS

と発展のために、企業価値を向上させていきます。

実行し、
「高機能・高専門性を基盤として、グローバル
きます。

あなたの夢に挑戦します。

ステークホルダーの皆様の期待に応え、持続的成長

発表しました。基本戦略や各施策・取り組みを着実に
に進化・変化し続ける企業集団」の実現を目指してい
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蝶理株式会社

Corporate Profile

蝶理の事業と強み

高い専門性を基盤とし、
高機能商品をグローバルに展開。
蝶理は、進化・変化し続ける企業集団です。

蝶理の事業

高い専門性

強固なネットワーク

繊維 事業
強固なネットワークをグローバルに構築
糸加工、織物製造、染色などで世界に通用する高い技術力を持った

日本をはじめ世界の優良なサプライヤーと強固な関係を構築しています。長年に
わたるサプライチェーン・顧客との密接な取引関係の中で得た豊富な知識や
技術を通じて、市場ニーズや顧客ニーズを素早く察知し、スピード感と機動力を
持って対応します。

北陸産地と古くから強い結び付きがあり、高付加価値商品を供給し
ています。また、国内外にある多数のサプライチェーンと共に、

ASEAN や中国での生産拠点を整備し、グローバル適地調達・適地
生産・適地販売のネットワークを構築しています。カーシート・不織
布などの素材から、スポーツ用途・ファッションにわたる様々な縫製
品に至るまでを「GLOBAL ONE STOP Operation By CHORI」で
グローバルに幅広く提案しています。

化学品 事業
ネットワークを活かして事業を拡大
基礎化学品だけでなく電子材料、電池材料、5G 関連、医薬品・
農薬中間体などの高機能材料や生分解性プラスチックなどの環境に
配慮した商品および、保湿効果を高めるための化粧品原料やフード
ケミカルなど様々な商材を取り扱っています。グローバルなネットワー
クが古くから根付いており、経済成長が見込まれる地域への戦略的・
スピード感を持った取り組みや、取引先との緊密な連携によって
販売・調達を拡充しています。

機械 事業

（蝶理マシナリー株式会社）

独自のネットワークで得られる情報をもとに、
世界中の市場の変化に素早く対応
四輪車・二輪車・トラックなどの輸送機器や農業用機械などを中南
米市場やアフリカ、ASEAN、欧州向けに輸出・仲介取引を行ってい
ます。緻密な情報網や顧客との強固な取引関係を通じて、市場の
変化にも素早く対応し、セミノックダウン生産による中国・メキシコ
との三国間貿易など、事業を拡大させています。事業の機動性を
向上させるため、蝶理マシナリー
（株）
として分離独立させ、持続的な
収益力向上および事業基盤強化に取り組んでいます。
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蝶理の軌跡

蝶理は、江戸時代末期の1861年に京都の生糸問屋として創業しました。以来、常に時代と共に歩み、社会の
ニーズに応えながら、積極的に事業を展開してきました。

2017 年

2018 年

2021 年

株式会社小桜商会を子会社化

株式会社 STX
（株式会社スミテックス・
インターナショナルから商号変更）
を子会社化

蝶理マシナリー株式会社を設立
株式会社アサダユウを子会社化

2015 年
ミヤコ化学株式会社を子会社化
2014 年
1861 年

1961 年

京都西陣において生糸問屋として創業

東京証券取引所に株式上場

東京本社を品川に移転

2004 年

1926 年
人絹工業の勃興と共に人絹糸の取り扱いを開始

東レ株式会社の連結子会社となる

1948 年
資本金500万円をもって蝶理株式会社を設立

中期経営計画を策定

2020 〜 2022 年度を対象期間と
する3カ年の中期経営計画「Chori

Innovation Plan 2022」を策定し

中国内販権・貿易権の獲得

ました。蝶理グループの強みを活

中国内販権・貿易権を有する日
日中友好商社の第一号に
蝶 理 は、日中 国 交 正 常 化 前 の

1961年に、中国より友好商社の
化学品の取り扱いを開始
石油化学製品の有望性にいち早
く着目した蝶理は、この年に塩ビ、
ポリエステルなどの合成樹脂をは
じめとする化学品の取り扱いを開
「蝶理」の由来

指定を受けました。これにより、
蝶理は日中貿易のパイオニアとし
て本格的に中国事業を開始し、
中国の有力パートナーとのネット
ワークを拡大していきました。

に推進し、企業価値の向上を目指

蝶理
（中国）
商業有限公司を設立

します。

しました。中国において、トップ
ブランドとして根付いている蝶理
は、中国を製造拠点とするだけで
はなく、一大市場として、また三
国間取引の戦略拠点として位置
付けています。

始しました。また、各種機械およ

生糸を生み出す蛾を「蝶」と言い

び諸物資の取り扱いも開始し、

換え、創 業 家 大 橋 一 族 の当 主

基幹事業である繊維に加えて、

「理一郎」の名前から「蝶理」とし

化学品・機械という収益事業を

1957 年

スタートさせました。

輸出入の拠点として、現地法人蝶理ニュー
ヨーク
（現 蝶理アメリカ）
を設立

ました。

かして基本戦略を積極的かつ着実

本商社第一号の現地法人として、

グローバル展開の拡大

1963 年
現地法人蝶理ドイツ
（現 蝶理ヨーロッパ）
を
設立

1980 年
北京（中国）
に駐在員事務所を設置

1993 年
中国初の現地法人蝶理（上海）
を設立

2001 年
ジェッダ
（サウジアラビア）
に駐在員事務所を
設置
現地法人蝶理中東をドバイに設立
2004 年
現地法人蝶理（天津）、
蝶理（大連）
貿易を設立

2010 年
ダッカ
（バングラデシュ）
に駐在員事務所を
設置
2012 年
現地法人蝶理コリアをソウルに設立

2014 年
現地法人蝶理インドをムンバイに設立

2016 年
現地法人蝶理ベトナムをホーチミンに設立

2017 年
現地法人蝶理メキシコをメキシコシティに
設立

2018 年
現地法人台湾蝶理を台北に設立
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蝶理のグローバルネットワーク

第二次世界大戦後、民間貿易が再開された1949年から海外展開を本格的に再スタートさせた蝶理は、世界各国
に拠点を有しています。これからも、グローバル化をさらに加速し、顧客ニーズに応えていきます。

欧州

米国・中米

現地法人 蝶理ヨーロッパ
（ノイ イーゼンブルク）

現地法人 蝶理アメリカ
（ジャージーシティ）
蝶理メキシコ
（メキシコシティ）

主要海外関連企業
青島紅蝶新材料有限公司
（中国）
無機化学品の製造販売
北京星蝶装備工程技術有限公司
（中国）
化学プラントおよびその資材の輸出入
蝶理（蘇州）材料科技有限公司
（中国）
化学品の分析、研究開発

MCC Industry COMPANY LIMITED（香港）
繊維製品の販売

MEGACHEM LIMITED（シンガポール）
化学品専門商社
（インドネシア）
PT. MATSUOKA INDUSTRIES INDONESIA
繊維製品縫製

中東
現地法人 蝶理中東（ドバイ）
事務所

主要国内関連企業

ジェッダ

（株）
アサダユウ
内装資材・梱包資材の販売
蝶理 MODA
（株）

南米
事務所

サンティアゴ

（株）STX
繊維専門商社（衣料品・原料等）

アジア
現地法人 蝶理（中国）商業有限公司
（上海）

タイ蝶理（バンコク）

蝶理（上海）有限公司
（上海）

蝶理インドネシア
（ジャカルタ）

蝶理（天津）有限公司
（天津）

蝶理シンガポール
（シンガポール）

蝶理（大連）
貿易有限公司
（大連）

蝶理マレーシア
（プチョン／セランゴール）

蝶理（大連）商貿進出口有限公司
（大連）

蝶理ベトナム
（ホーチミン）

蝶理（香港）有限公司
（香港）

蝶理インド
（ムンバイ）

ミヤコ化学（株）
化学品専門商社
蝶理 GLEX
（株）
化学品専門商社
（株）小桜商会

台湾蝶理商業股份有限公司
（台北）

現地法人

蝶理コリア
（ソウル）
事務所

ファッションアパレルの企画

（国内：4拠点

事務所
海外：30拠点）

北京・青島・南通・武漢・瑞安・貴陽・深圳、ホーチミン、マニラ、ダッカ

化学品専門商社
蝶理マシナリー（株）
輸送機器の貿易
（株）
ビジネスアンカー
事務受託業

国内事業所
東京本社

大阪本社

北陸支店

岡山出張所

〒108-6216

〒540-8603

〒920-8676

〒700-0024

東京都港区港南2-15-3

大阪府大阪市中央区淡路町1-7-3

石川県金沢市昭和町16-1

岡山県岡山市北区駅元町1-6

品川インターシティC 棟

日土地堺筋ビル

ヴィサージュオフィスゾーン15階

岡山フコク生命駅前ビル10階

TEL 03-5781-6200（代表）

TEL 06-6228-5000（代表）

TEL 076-232-3521（代表）

TEL 086-224-6188
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事業紹介

繊維事業

機能糸・スポーツ衣料向け生地
世界の大手スポーツ・アパレルメーカーに販売
機能糸を主体としたポリエステル・ナイロン糸等を取り扱っており、
世界の主力プレイヤーである日本・台湾・ベトナムのテキスタイル

1861年創業以来の蝶理の中核事業

メーカーと強固な関係を築いています。また、スポーツ衣料向け

生糸問屋として創業した蝶理にとって、繊維事業は創業以来160年超にわたるビジネスの軸。その専門性の高さ

テキスタイルなどを中国・欧米ブランドに販売しています。ライフ

と知見の広さで、歴史と共に信頼を築き上げてきました。繊維事業では、原料を扱う「川上」から、テキスタイルや

スタイルの変化に合わせて、軽量・撥水・消臭・抗菌など用途に

資材を扱う「川中」、アパレルなどの最終製品を取り扱う「川下」まで、トータルに事業展開を行っています。

応じた機能性素材を提案しています。

ビジネスモデル

テキスタイル販売

長い歴史と共に築き上げた多様な取引先とのネット

グローバル適地生産・適地加工・適地販売体制を確立

ワークを活かして、様々な商材の提案を行っています。

インドネシアで運営する染色と縫製の事業拠点をベースに、素材提

原材料調達から、織り・編み・染め・縫製に至る各プ

案から製品提案まで市場ニーズに応じた多様な切り口で事業を展

ロセスで商流のコラボレートを生み出せることが蝶理

開しています。海外メーカーとの取引も拡大しており、欧州向けは

の繊維事業の強みです。また、取引先とのネットワー
クをもとに、オリジナル商材の開発も手掛けています。

多様な
ネットワーク

商材の
コラボレーション

繊維事業の事業領域と主な取扱商材
ポリエステル・ナイロン等のレギュラーアイテムとして300種類以上の POY・DTY・SDY の
取り扱いがあります。

光沢

POY/DTY/SDY/ATY/ACY

BR/SD/FD/CD/CDMIX

原着糸
黒 / グレー / ベージュ / 茶

特殊チップ

断面
丸 / 三角 / 十字 / 扁平

Recycle/Bio pet/ 高収縮 / 高強力 / 難燃

スポーツ衣料やユニフォーム、資材用途向けなど、
多様な原料・テキスタイルをグローバルに展開しています
繊維原料を国内外へ供給
リサイクルチップの原料販売を展開

高級衣料、米国向けはメゾン衣料として販売し、様々な形態による
テキスタイル商材を提供しています。

蝶理のオリジナル商材

原料・テキスタイル

糸種

付加価値の高い
提案が可能

環境にも人にも優しいサステナブル素材
プラスチックごみ問題の解決に寄与するため、廃ペットボトルから作る
再生ポリエステル糸「ECO BLUE®」を展開しています。白度の高いペレッ
トの安定供給体制やトレーサビリティ
（履歴管理）を確立しています。
また、ウズベキスタンで栽培された希少な長繊維の綿糸「MILLENNIUM

ORGANIC®」を取り扱っています。原綿の白度が非常に高く、乳幼児
にも安心してお使いいただけるオーガニック素材です。
巣ごもり需要や消臭対策に優れた独自素材
ストレッチ性と伸長回復性に優れた高伸縮機能糸「TEXBRID®」は、バネ
状の分子構造により体の動きに合わせて伸縮するため、おうち時間を
快適に過ごすアイテムとして需要が拡大しています。また、耐久性瞬間
消臭素材「Deo-Papi®」は、繊維自体に消臭機能を組み込むことで、洗濯

廃ペットボトルを再利用した再生原料を取り扱っており、国内をは

や摩擦による機能低下を防ぎ、3大悪臭※を化学的に中和して消臭します。

じめ、欧州・米国・ASEAN 地域を中心とした海外への原料供給や

タオルやスポーツウェア、インナーウェアなど幅広く展開しています。

オリジナル糸の開発などを行っています。海外ネットワークを

※ アンモニア・酢酸・イソ吉草酸のことを指す。

利用したグローバル適地調達を通じて、資材用途や衣料用途向け
に販売し、幅広く事業を展開しています。
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事業紹介

資材

アパレル製品

マスクやおむつなどの不織布をはじめ、寝装やインテリアに使用される繊維素材など、
生活の様々なシーンに関わっています。

中国・ベトナム・インドネシアなどの生産拠点を活かした製造〜物流一貫型 OEM 事業を展開しています。

GLOBAL ONE STOP Operation By CHORI
企画・
デザイン

パターン
づくり

試作・
サンプル

展示会・
WEB 展示会

寝装
製品化

検品

カーテン

物流

小ロット・QR
（クイックレスポンス）対応

お掃除シート

ワーキングウェアや紳士用スーツ、
スポーツウェア、メンズ・レディースウェアなどを取り扱っています

カーシート・吸音材

白衣などのユニフォーム、紳士用スーツ
医療や介護、建築現場など、様々な分野のユニフォームを販売
あらゆるワーキングシーンにおいて、高い機能性が求められるユニ
フォームの企画・製造事業を展開しています。また、環境配慮型素

おむつ

透湿防水シート

材や機能素材を用いた高付加価値商品において、国内および中国・

ASEAN 地域に生産ラインを構築し、グローバルに展開しています。
また、紳士用スーツと衣料資材は日本、中国を拠点として適地調達、
適地販売を展開しています。
ゴルフウェア・インナーウェア
大手メーカーの有力ブランドを国内外で生産、供給
ゴルフ用、アスレチック用を中心としたファッション性、機能性の
高いスポーツウェア、アウトドアウェアを取り扱っています。グロー
バルなサプライチェーンを駆使し、顧客と強固な協業体制を構築し
ています。また、インナーアパレルメーカーへ素材・製品を販売し、
ヨガウェアやルームウェアなども取り扱っています。

高機能不織布を用いた衛生資材・生活資材、建築資材、
自動車部材などを取り扱っています
おむつなど日常生活用品に使う資材〜製品
用途・要望に応えた、安心・高機能な不織布・複合シート
赤ちゃんの肌に触れる柔らかい不織布、多様なデザインで再現性の
高い印刷防水フィルム、特殊原綿を活用したかき取り性能の高いワ
イピングシートなどを取り扱っています。また、建材市場で培った高
耐久性、透湿防水、遮熱、防カビ、防音・吸音などの複合性能を持っ
た量産高機能シートの開発も行っています。求められる安心基準を
アジア各国でも担保し、お客様のグローバルな販売を支援します。

レディースファッション・メンズカジュアルウェア

カーシート、各部材に使用される高機能不織布

大手アパレルメーカーの有力ブランドを国内外で生産、供給

大手自動車メーカーの部材に採用

布帛、ニット、カットソーのフルアイテムの企画・提案から製造・

カーシートの国内シェアは原料で40% 以上、ファブリックでは30%

物流までの一貫したグローバル SCM 事業を展開しています。子会

以上を誇ります。2017年には、高品質な自動車内装資材などを

社の蝶理 MODA
（株）
が月単位で欧州マーケット情報を入手するこ

取り扱う
（株）
アサダユウを子会社化し、海外販売ルートを持つ蝶理

とで、最新トレンドを取り入れた提案・素材開発を行っており、

とのシナジー効果を拡大させています。また、車の軽量化・静音化

日本・中国・ASEAN 各地に構築した生産背景を武器に、高感度、

を目的として、天井材・断熱材・吸音材など 、様々な部材に不織布

高品質な商品をお客様に提供しています。

が採用されています。

不織布マスク
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化学品事業

電子・電池材料分野
ディスプレイ用のガラス基板原料や機能性材料

ニッチな原料・分野・市場で独自のビジネスモデルを創出

供給からアフターケアまで総合サポートを実現

1956年、蝶理は石油化学の将来性に着目し、化学品の取り扱いを開始しました。以来、化学品事業は60年以上
の実績を積み重ねてきました。中国国内での調達・販売だけでなく、中東などへの輸出・仲介取引を行うなど、
グローバルネットワークを活かしながらニッチなニーズに応えることで他社との差別化を進め、市場での存在感
を高めています。

薄型テレビやパソコン向けのフラットパネルディスプレイ
（FPD）
市場の拡大に伴い、蝶理は中国の現地メーカーと合弁で FPD 用ガ
ラス基板向け原料の製造会社を設立し、世界的なガラスメーカー
に供給しています。
リチウムイオン電池向け材料

ビジネスモデル

チリ・リチウム化合物製造プロジェクトに参画

顧客ニーズの分析、国内外メーカーとのネットワーク

かん水からリチウム成分だけを抽出する新製法により、塩湖の水量

構築、ニッチな市場の創出という3つの N を軸に事業

を減少させることなく、リチウム化合物の生産が可能です。また、

活動を展開しています。輸出入取引に対する様々な

従来法に比べて生産時間を大幅に短縮でき、天候に左右されない

ノウハウを有しており、環境分野、電子・電池材料

顧客ニーズ分析

分野、5G 関連分野、パーソナルケア・ヘルスケア分
野、アグリ分野の取扱商材も多く、顧客の要望に幅広
く対応しています。

Needs

化学品事業の成長分野と主な取扱商材
基礎化学品分野
ウレタン
断熱材や緩衝材に使われ、経済成長著しい中国で高いシェアを誇る
主に日系ウレタンメーカーが生産する原料を世界各国へ販売して
います。ウレタンはマットレス、ソファ、カーシート、断熱材、接着剤

ネットワーク
構築力

ニッチ市場創出

Network

Niche

ため、市況を見ながら生産量のコントロールを行うことができます。
これにより、リチウムイオン電池市場の拡大に対応していきます。
マリクンガ塩湖（チリ共和国）

5G 関連分野
コンデンサや機能性材料および機能性中間体
蓄電、放電の役割を果たし、多様な電子部品で使用
コンデンサに使用される箔や電解液などの原料を取り扱っていま
す。スマートフォンやエアコンなど、様々な電子機器に搭載されてお
り、電気自動車の充電スタンドや5G の基地局にも多く使われてい
ます。加えて、電子機器の耐久性・伝導率を上げるために使われる

UV 硬化剤や封止材、半導体などに使用される高機能樹脂原料や
精密洗浄などの機能性材料の取り扱いも拡大しています。

など様々な物に使われています。また、ウレタン原料のみならず
特殊な添加剤や環境に配慮したリサイクル原料・植物由来原料も
取り扱っており、日々変化する市場のニーズに応えています。

ヘルスケア分野
医薬原薬・中間体

リン酸塩

化学・製薬メーカー向け受委託ビジネス、および創薬支援

金属表面処理剤のほか、食品添加物など幅広い分野で使用

世界各地を供給源とし、ジェネリック医薬品を中心とした薬の有効

中国大手メーカーの代理店として、精製リン酸の原料の安定的な

成分となる原料を取り扱っています。子会社の蝶理（蘇州）材料科

輸入・販売を行っています。リン酸二次塩の原料として使われてお

技有限公司にて、製品の品質保証や分析、薬剤師などの専門スタッ

り、日本国内に精製リン酸食品グレードの専用保管タンクを所有し

フによるサポート体 制を構 築しています。また、中国の WuXi

ています。車の塗装下地剤として使われる表面処理剤の原料、食品

AppTec 社と連携して、研究や製造等受委託ビジネスを展開し、創

の保存料、食用油の精製など、幅広い分野で使われています。

薬支援を行っています。

14

15

蝶理株式会社

Corporate Profile

事業紹介

食品添加物・機能性食品素材
多様化するニーズに応え、安全・安心な原料を世界各国から調達
ビタミン C などの食品添加物、ヒアルロン酸などの機能性食品素材
を輸入し、食品事業者に販売しています。ヒアルロン酸では、大手
メーカーである Bloomage Biotechnology 社と協業し、機能性

機械事業
長年培ってきた貿易ノウハウ、独自取引ルートを活かして、事業を拡大

表示食品制度への対応を行っています。また、国内の食品添加物

2017年4月に蝶理マシナリー（株）を分社化しました。これにより、事業の機動性が向上し、新興国を中心に事業

製剤メーカーと連携し、食品の保存性を高める日持ち向上剤を

を拡大させています。

総菜メーカーの海外工場に供給するなど、幅広く展開しています。

アグリ分野
飼料原料・添加物
各種のフィードマテリアルを海外より調達
プロピオン酸カルシウムや炭酸水素ナトリウムなどの飼料原料を、
配合飼料メーカーや農家へ輸入・販売しています。家畜の健康維
持のための機能性原料などを、幅広く取り扱っています。長年培っ
たノウハウと経験により、GMP 等の品質管理が徹底されたサプラ
イチェーンを構築し、付加価値の高い商品をお届けしています。

輸送機器
四輪車・二輪車・トラック、農業用機械、建設資材、船舶用機器
四輪車・二輪車・トラックなど輸送機器のほか、農業用機械、建設機
械など中南米、中東・アフリカ、ASEAN、欧州向け輸出・仲介取引
を行っています。

2017年2月より、メキシコの自動車組立製造メーカーへの投資を
通じて、中国の自動車メーカーの乗用車をメキシコでセミノックダ
ウン生産し、現地で販売するプロジェクトに参画しています。これか
らも、長年培ってきた貿易ノウハウ、独自取引ルート等を活かして、
新興国を中心に事業を展開していきます。

農薬原体・中間体および機能性中間体
長年培ったネットワークを活かし受委託事業を展開
農作物への害を軽減するための除草剤や、殺菌剤などに使われる

仕入れ

韓国

原料および機能性中間体を少量試作の段階からコーディネートし、
中国・インド・韓国・台湾・東欧を中心に受委託事業として展開し

アフリカ

も強化しています。

蝶理のサステナビリティ関連事業

日本
メキシコ

インド

ています。また、育苗シートの原料である生分解性樹脂の取り扱い

ASEAN
南
アフリカ

機械事業注力地域

プラントベースフード
（植物性代替肉）
の原料供給

西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）

2050年には世界人口が約100億人に達すると予測され、牛肉や豚肉などのタン

ECOWAS は、西アフリカの域内経済統合を推進する15カ国から成る準地域機

パク源の需要と供給のバランスが崩れていくことが懸念されています。蝶理では、

関で、その中でも、ナイジェリアが全体 GDP の大部分を占めています。蝶理では、

大豆・小麦・エンドウ豆由来の原料に着目し、non-GMO（非遺伝子組み換え）

ナイジェリアにおいて車輛生産体制を確保している企業と協業し、同国で日本車

対応で品質・安全性に優れた原料を海外から調達し、国内の食品加工会社などに

やインド車などをセミノックダウンまたはノックダウン生産しています。加えて、

提供しています。肉のような繊維組織でほぐれ感があり、日本人に合う味付けなど

今後はナイジェリア向けに建築資材や食料品、三輪車などの取り扱いを強化し、

も併せて提案しています。この代替肉の普及により、家畜生産に伴う森林伐採や、

ECOWAS に向けた多数のプロジェクトの検討を進めています。

水・穀物の消費を軽減し、環境課題の解決にも寄与していきます。

市場

仕入れであり市場でもある地域

中国

欧州

中南米
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蝶理のサステナビリティ

蝶理が事業活動を行う上で、環境・社会・人材に配慮することが重要です。これらの課題に積極的に取り組む
ことが、企業の社会に対する責任であると同時にグループの持続的成長にもつながるものと考えています。

環境・社会への取り組み

環境への配慮

BLUE CHAINTM

基本理念

とは、温室効果ガス排出量や水消
BLUE CHAINTM（ブルーチェーン）

基本方針

点での取り組み

線に変えていく

費量など繊維産業が抱える問題を解決するため、糸・生地・製品とい

ニーズに即応した優れた商品と的確な情報の提供を

う繊維産業の川上から川下に至る各段階においてサステナビリティ

通じて、確かな価値を創造し、より豊かな社会の実現

ライチェーンにおけるサステナビリティの全体最適化の実現を目指

に対応した取り組みを行い、それらを柔軟に掛け合わせることでサプ
地球環境への配慮

に努めています。地球規模で環境に対する関心が益々
高まりつつある中で、自己の役割を認識した環境への

環境マネジメントシステムの
確立と継続的改善

す、蝶理独自のコンセプトです。
トータルでサステナビリティを考える＝ 全体最適化

環境関連法規制の遵守

対応は、当社の経営基盤を確立する上で不可欠の要
素と考えています。

ナチュラルダイ ®

ISO14001認証の取得
蝶理は、環境に関する国際標準規格である ISO14001認証を2000年に取得して
以降、環境保全活動を継続的に実践しています。2017年12月に新規格へ移行し、

2019年12月には北陸支店、岡山出張所が追加となり、蝶理マシナリー（株）や（株）

生分解性樹脂

「こども本の森 中之島」への寄附

草木、野菜などの天然色素を用いた染色

生分解性樹脂を素材とした育苗シート

本や芸術文化を通じて子どもたちの豊か

法で仕上げており、天然の色合いを表現

は、最終的に微生物によって水と二酸化

な創造力を育む文化施設として、2020年

した上で一定の堅牢度を兼ね備えた環境

炭素に分解され、回収不要なことから農

に開館されました。当社は設立に込めら

配慮型アパレル製品です。

業効率化に貢献しています。

れた想いに賛同し、寄附を行いました。

ビジネスアンカーなどの子会社を含めた全社活動として取り組んでいます。

環境マネジメント組織図 （2022年6月16日現在）

© 伊東俊介
社長

EMS の見直し・改善の提案
EMS の実行の結果を報告
環境管理事務局

任命

蝶理の人材

環境管理責任者
任命

蝶理グループの人事ビジョン「人を活かし、人と活き

内部環境監査員

る。人を育て、人と育つ。人を繋ぎ、人に繋げる。」に

内部監査結果の報告

基づき、
「人」を最も重要な経営資源と位置付けてい
繊維部門

化学品部門

管理部門

部門長

部門長

部門長

ます。そのため、海外トレーニー制度や語学留学制度

部門環境責任者

部門環境責任者

部門環境責任者

EMS 推進者

EMS 推進者

EMS 推進者

繊維第一事業部

繊維第二事業部

化学品第一事業部

繊維物流部

化学品第二事業部

化学品物流部

経営管理部

人事総務部

情報システム部

業務監査部

関連事業室

薬事総合管理室

健康保険組合

（株）
ビジネスアンカー

蝶理マシナリー（株）
※ EMS： Environmental management system
※ EMS 推進者は内部環境監査員を兼務し、他部門の内部監査を行う。

働きやすい会社を目指した取り組み
長時間労働対策
原則、週一回のノー残業デーおよび毎日21時退館ルールを設定。
社内研修で、働き方に対する意識改革を促進し、社内プロジェクト
を通じて業務効率化の推進や長時間労働の削減を推進している。
業務効率化への取り組み

健康経営推進

を推進し、海外で活躍できる人材の確保・育成に取り

全 社 活 動 CHOI 活（CHORI

社員の健康増進のため、昼休

組んでいます。また、海外拠点のナショナルスタッフを

Innovation活動）を通して事

みのヨガ教室や禁煙治療の支

対象とした研修も定期的に実施しています。
これらの人材育成に加え、働き方改革として、右記
の取り組みも行っています。
その取り組みの結果、スポーツ庁より2019年から

4年連続で「スポーツエールカンパニー」の認定を受
けています。また、経済産業省が設計した「健康経営
優良法人（大規模法人部門）」にも2019年より4年連
続で認定されました。

業運営の効率化を推進。

援、飲酒量を削減する取り組
みなどを実施。

女性の活躍を推進
女性の育成・登用の推進。

働きやすい職場環境作り
社員にとって安全かつクリーン
で快適なオフィス環境を整備。
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