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くらしの中の旭化成

ゲーム機器
（ポリアセタール樹脂）

家
（戸建・賃貸住宅、分譲マンション）

ボトル容器
（ポリエチレン樹脂）

自動車内装材
（人工皮革）

Automobile



旭化成グループは、時代の要請やニーズに応え事業ポートフォリオを積極的に転換してきました。
また、社会や環境の問題に対し、製品やサービスの提供を通じて解決策を示してきました。

時代のニーズに応えてきた
多角化と挑戦の歴史。

私たち旭化成グループは、
世界の人びとの“いのち”と“くらし”に貢献します。
時代環境や社会の求めるものが変わっても、変わることなく、旭化成グループとして
永遠に追求し続けるもの。それは世界の人びとを想い続けることに他なりません。

「誠実」 誰に対しても誠実であること。
「挑戦」果敢に挑戦し、自らも変化し続けること。
「創造」 結束と融合を通じて、新たな価値を創造すること。

ベロキシス社（米国）買収、
医薬事業を強化

欧米の樹脂製造会社
サーモフィル社を買収、
コンパウンド事業を強化

旭化成アメリカ設立

旭化成管理（上海）
設立

ニューヨーク（米国）、ハンブルグ（独）事務所開設

上海事務所開設

日本初のカザレ式による
アンモニア化学合成に
成功



アクリル繊維やABS樹脂の原料として
用いられるほか、各種化学品合成原料
として使用されています。日本、韓国、タ
イで生産しています。

独自のミクスドシグナル技術で定評のあるLSI、独自の
化合物半導体技術を生かした磁気センサー・赤外線セ
ンサーをはじめとした各種センサー製品など、高機能な
エレクトロニクス部品を提供しています。

■LSI（半導体集積回路）：オーディオ・ボイス用LSI、産業/機械用LSI、
　自動車用LSI、電子コンパス、高周波用LSI、電源LSI
■センサー製品：ホール素子、ホールIC、電流センサー、回転角センサー、
　赤外線センサー、ガスセンサー

爆発圧着クラッド「BAクラッド」、接着アンカー「ARケミカルセッター」

■苛性ソーダ、アクリロニトリル（AN）、青化ソーダ、アセトニトリル、
　メタクリロニトリル（MAN)、メタクリル酸メチル（MMA)、アクリル樹脂「デルペット」、
　スチレンモノマー（SM)、アジピン酸、シクロヘキサノール、
　ポリエチレン「サンテック」「サンファイン」、ポリスチレン「PSJ-ポリスチレン」

さまざまな基礎化学品、石油化学製品を展開し、幅広い産
業のモノづくりと豊かなくらしを支えています。また、旭化成グ
ループ全体のエネルギー政策を担うとともに、CO2削減など
の環境貢献テクノロジーの進化にも取り組んでいます。

：

絶縁体の役割を果たし、モバイル機器
などの民生用途に加え、電気自動車や
エネルギー貯蔵分野でも需要が拡大し
ています。

室内の安心な空気質を維持する指標と
してCO2濃度が使われています。その換
気、空調システムの省エネ運転に貢献し
ています。

：

リチウムイオン電池用セパレータ

ガスセンサー

「サンフォース」、「アサクリン」



主要製品 ■軽量気泡コンクリート（ALC）：「ヘーベル」・
　「ヘーベルライト」・「ヘーベルパワーボード」

■断熱材：フェノールフォーム断熱材「ネオマフォーム」・「ネオマゼウス」
■基礎杭：スクリューパイル「EAZET」、
　高摩擦力工法「ATTコラム」
■構造資材：柱脚工法「ベースパック」

ウイルス除去フィルター
Planova

「LONGLIFE（ロングライフ）」を軸とした“くらし”や“住まい”にか

かわるさまざまなサービスや商品を展開。世代を越えて住み継

がれる高品質な商品とサービスの提供をはじめ、リフォームや

不動産流通、都市開発などの周辺事業と一体となって住宅

の価値を永く維持させることで、真に豊かなくらしの舞台を生み

出します。

賃貸住宅
へーベルメゾン

賃貸お部屋探し
へーベルメゾン

高い耐震・耐火・断熱性能を備えた
賃貸住宅「へーベルメゾン」の賃貸
物件情報をご提供します。

高い防災性・居住性・可変性を備え
た戸建住宅。住む人の安心で快適
な暮らしを守り続けます。

■人工呼吸器：人工呼吸器「Z Vent」

：

：
：

：
：

：
：

主要製品 ■建築請負（戸建・集合）：戸建住宅「ヘーベルハウス」、
　賃貸住宅「へーベルメゾン」、

　　　　　　　　　シニア向け賃貸住宅「へーベルヴィレッジ」、
　　　　　　　　　中高層ビルディング「へーベルビルズ」
■不動産関連：分譲マンション「アトラス」、
　賃貸お部屋探し「へーベルメゾン」、不動産流通「ストックへーベルハウス」
■リフォーム：「へーベルハウス」のメンテナンス・リフォーム全般

主要製品 ■医療用医薬品：骨粗しょう症治療剤「テリボン」・「リクラスト」・　　　　　　
　「エルシトニン」、血液凝固阻止剤「リコモジュリン」、

　　　　　　　　　排尿障害改善剤「フリバス」、免疫抑制剤「ブレディニン」、
　　　　　　　　　関節リウマチ治療剤「ケブザラ」、免疫抑制剤「エンバーサスXR」　
■診断薬：GA測定用液状試薬「ルシカGA-L」

血漿分離器、腹水濾過器・腹水濃縮器

「ZOLL AED 3」「AED Plus」、

心臓突然死のリスクが高い方が植込
み型除細動器（ICD）の適応判定・植
込みをするまでの期間に使用する着用
型自動除細動器です。

胸骨圧迫ヘルプ機能を備えたAED
です。

自動体外式除細動器
ZOLL AED 3

ベロキシス

優れた蘇生関連技術をもとに開発された救命救急医療機

器を展開。AEDをはじめとする各種除細動器や体温管理

システムなど、クリティカルケアの幅広い領域を網羅する製

品で人びとの救命に寄与します。



多様性を活かした研究開発で
新事業の創出へ。

世界の人びとの“いのち”と“くらし”に
貢献するために。

毎日新聞社提供

旭化成グループでは、研究開発の対象となる事業領域の新規性と市場の成長性を踏まえ、グループ横断的に

中長期的なテーマを開拓するコーポレートR&Dと、各既存事業の展開に必要なテーマを深掘りするR&Dに取り組んでいます。

また、事業会社が戦略的にベンチャー企業に投資を行う、CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）などを通じ

社外リソースとも積極的な連携を取ることで、当社グループならではの多様性を活かした新事業創出を目指しています。

「オープンイノベーション」

オープンイノベーション活動の推進

マーケティング高度専門職の設立による人財
育成と、デジタルマーケティング力の強化に
より、新たな顧客価値の創出を進めます。

研究・技術職の仕事を知るイベントツアーを開催し、
若い世代の理工系分野興味育成を行っています。

洪水などの自然災害から地域の安全を守るため、植
林・育林活動などの森づくりを通じ、地域の公益機
能の維持に貢献しています。

アカデミアや他企業との共創を通じた取り組
みを推進し、オープンイノベーションの加速
と推進を図っていきます。

796
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2018 2019 2020
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コーポレート
16%

ヘルスケア
44% 住宅

4%

マテリアル
37%

持続可能な社会の実現に向けての課題が、世界のさまざまな場面で議論されています。旭化成グループでは、人と地球の持続的な

発展にこれからも貢献していく当社グループの姿勢を「Care for People, Care for Earth（人と地球の未来を想う）」と表現しました。

国連が掲げる持続可能な開発目標（SDGs）に象徴される「持続的な社会への貢献」と、「持続的な企業価値の向上」との好循環が、

旭化成が目指すサステナビリティです。



世界に広がる
旭化成のグローバルネットワーク。

カナダ
● ゾール・メディカルカナダ

アメリカ
● 旭化成アメリカ
● 旭化成ホールディングスUS
● 旭化成アドバンスアメリカ
● クリスタルIS
● 旭化成プラスチックス（アメリカ）
● 旭化成プラスチックスノースアメリカ
● AKMセミコンダクタ
● 旭化成アサクリンアメリカズ
● セージ オートモーティブ インテリアーズ
● セルガード シャーロット
● セルガードコンコード
● ダラミック
● ダラミック オーエンズボロ
● ポリポア・インターナショナル
● 旭化成バイオプロセスアメリカ
● ゾール サンノゼ
● ゾール ピッツバーグ
● ゾール ポータケット
● ゾール ブルムフィールド
● ゾール・メディカル
● ゾール ミネアポリス
● ベロキシス
● 旭化成ホームズ ノースアメリカ
● エリクソン フレミング オペレーションズ
● オースティン

メキシコ
● 旭化成プラスチックスメキシコ
● セージ（メキシコ）

イギリス
● アサヒフォトプロダクツ（イギリス）
● ゾール・メディカルUK

ドイツ
● 旭化成ヨーロッパ
● 旭化成スパンデックスヨーロッパ
● 旭化成マイクロデバイスヨーロッパ
● ダラミック（ドイツ）
● セージ（ドイツ）
● 旭化成バイオプロセス ドイツ
● 旭化成メディカルヨーロッパ（ドイツ）
● ゾール・メディカルドイツ

オランダ
● ゾール・インターナショナルホールディング

ベルギー
● アサヒフォトプロダクツ（ヨーロッパ）
● 旭化成バイオプロセスヨーロッパ

フランス
● ダラミック（フランス）
● セージ（フランス）
● ゾール・メディカルフランス

イタリア
● 旭化成繊維イタリア
● ミコ
● アポロ
● ゾール・メディカルイタリア

オーストリア
● ヴァイラシュア

ポーランド
● セージ（ポーランド）

スウェーデン
● センスエア

オーストラリア
● ゾール・メディカルオーストラリア
● 旭化成ホームズオーストラリア
● マクドナルドジョーンズホームズ
● スチールビルディングシステムズオーストラリア

● 旭化成医療科技（張家港）有限公司

深圳
● セルガード（深圳）

揚州
● セージ ONF（揚州）

● 旭化成塑料（常熟）有限公司

チェコ
● セージ（チェコ）

スペイン
● セージ（スペイン）

ルーマニア
● セージ（ルーマニア）

● 旭化成国際貿易（上海）

● 旭化成生物工程（上海）有限公司

モロッコ
● セージ（モロッコ）

アフリカ
Africa

● 旭化成プラスチックス（タイランド）



国内の主要拠点から
新たな価値ある創造を。

1,393,932,032株

2018

21,51621,704 21,061

2019 2020 2018 2019 2020

1,773

2,096
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2,200

1,780
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1,475

798

2018 2019 20202018 2019 2020

21,061億円
（2020年度）

売上高※

ヘルスケア

住宅

マテリアル 1,718億円
（2020年度）

営業利益※

ヘルスケア

住宅

マテリアル

2021年3月末現在 2021年6月25日現在

44,497人
前田 裕子

工藤 幸四郎

柴田 豊

望月 明美
2,918,941百万円

Veloxis Pharmaceuticals, Inc.
医薬事業

● 旭化成メディカルMT（株）


