
〒317‐0073 茨城県日立市幸町1‐3‐8（東鉱ビル4F）
TEL 0294‐22‐1172　FAX 0294‐22‐1798

〒963‐0725 福島県郡山市田村町金屋字新家129
TEL 024‐944‐9588　FAX 024‐944‐9594

〒317‐0073 茨城県日立市幸町1‐3‐8（東鉱ビル5F）
TEL 0294‐22‐1171　FAX 0294‐23‐4502

〒105‐0001 東京都港区虎ノ門1‐16‐2（虎ノ門東鉱ビル）
TEL 03‐3504‐1700　FAX 03‐3504‐0700

本 社（管理本部）

郡  山  営  業  部

営 業 一 部
　 　 二 部
　 　 三 部
　 　 四 部

〒036‐0163 青森県平川市苗生松字川崎46‐11
TEL 0172‐44‐3210　FAX 0172‐44‐3160

〒024‐0014 岩手県北上市流通センター22‐7
TEL 0197‐68‐2971　FAX 0197‐68‐2974

〒970‐1144 福島県いわき市好間工業団地16‐14
TEL 0246‐36‐7121　FAX 0246‐36‐7125

〒989‐2422 宮城県岩沼市空港南1‐3‐11
TEL 0223‐24‐4761　FAX 0223‐29‐2029

〒991-0061 山形県寒河江市中央工業団地191-6
TEL 0237-85-0082       FAX 0237-86-7470

弘  前  営  業  部

北  上  営  業  部

い わ き 営 業 部

〒321‐0905 栃木県宇都宮市平出工業団地46‐10
TEL 028‐662‐7495　 FAX 028‐662‐7498

宇 都 宮 営 業 部

仙  台  営  業  部

山  形  営  業  部

ケミカル物流部

〒105‐0001 東京都港区虎ノ門1‐16‐2（虎ノ門東鉱ビル）
TEL 03‐3504‐1717　 FAX 03‐3504‐1719

開　　 発　　 部

営　　 業　　 部

水戸サテライト

〒317‐0065 茨城県日立市助川町2810‐10（日立中央流通団地）
TEL 0294‐25‐0126　 FAX 0294‐25‐0128

日立配送センタ－
業 　 務 　 部  

〒367‐0206 埼玉県本庄市児玉町共栄 573-1
TEL 0495‐73‐4188　 FAX 0495‐73‐4190

埼  玉  営  業  部

〒374-0113 群馬県邑楽郡板倉町泉野2-41-10
TEL 0276‐55‐3381　 FAX 0276‐70‐4481

館  林  営  業  部

〒963‐8825 福島県郡山市字石塚56‐4（郡山中央工業団地）
TEL 024‐941‐0685　 FAX 024‐941‐0686

郡山配送センタ－

〒311‐0103 茨城県那珂市横堀846-7
TEL 029‐219‐7710　FAX 029‐219‐7730

〒300‐0121 茨城県かすみがうら市宍倉6205
TEL 029‐831‐8211　FAX 029‐831‐8214

〒029-4503 岩手県胆沢郡金ヶ崎町大字西根字森山4-1
TEL 0197-44-5008　FAX 0197-44-5524

金 ヶ 崎 倉 庫

〒308‐0857 茨城県筑西市小川582
TEL 0296‐28‐3355　FAX 0296‐28‐5204

下 館 倉 庫

〒965-0844 福島県会津若松市門田町大字一ノ堰字村西280-6
TEL 0242-93-9338　FAX 0242-28-3172

〒511-0243 三重県員弁郡東員町大字穴太2810-19
TEL 0594-84-5505　FAX 0594-84-5506

三  重  事  業  所

土  浦  営  業  部

〒314‐0252 茨城県神栖市柳川2609‐194鹿　島　倉 庫

本　　　　　社

本 社 営 業 部

東 京 支 店

東 関 東 支 店

西 関 東 支 店

南 東 北 支 店

北 東 北 支 店

配送センター

ストックポイント

会  津  営  業  部

〒285‐0912 千葉県印旛郡酒々井町飯積1-1-7
TEL 043-312-3633　 FAX 043-496-7668

千  葉  営  業  部

〒963‐1311 福島県郡山市上伊豆島 1-11-1（郡山西部第一工業団地）
TEL 024‐954‐9277　 FAX 024‐954‐9278

郡山西部配送センタ－ 

〒311‐0103 茨城県那珂市横堀846-7
TEL 029‐219‐7710　FAX 029‐219‐7730

那珂配送センター

〒312-0035 茨城県ひたちなか市枝川 830水　戸　倉 庫



提案商品の調査・ 検討

顧客ニーズの収集

スペックイン活動

メーカー選定

提案提案提案提案案商品品品商品商品商品商品のの調の調の調調査・査・査査査査査査 検検検検検討討討討

顧客顧客ニニーズのズの収集収集

スペックイン活動

メーメ カー選定



水戸倉庫

東関東支店　土浦営業部

鹿島倉庫

東京支店　営業部・開発部

北東北支店　山形営業部

ケミカル物流部

郡山配送センター

西関東支店　宇都宮営業部

西関東支店　館林営業部

西関東支店　埼玉営業部

下館倉庫

東京支店　三重事業所

本社（東鉱ビル）

東京支店（虎ノ門東鉱ビル）

南東北支店　郡山営業部

15

北東北支店　弘前営業部

北東北支店　北上営業部

北東北支店　仙台営業部

南東北支店　いわき営業部

本社営業部

日立配送センター

本社（管理本部）

金ヶ崎倉庫

東関東支店　千葉営業部

郡山西部配送センター

南東北支店　郡山営業部

南東北支店　会津営業部

水戸サテライト・那珂配送センター

倉庫



提案商品の調査・検討

顧客ニーズの収集

スペックイン活動

メーカー選定

営業本部 郡山営業部
仙台営業部
宇都宮営業部
会津営業部

東鉱商事株式会社 
〒317-0073　茨城県日立市幸町１丁目3番8号（東鉱ビル） 
昭和41年4月22日（創業  昭和25年6月）
 1. 工業薬品類の販売
 2. 石油製品の販売
 3. 塗料、合成樹脂並びに成形品の販売
 4. 金属製品、金属粉末、溶接棒の販売
 5. 高圧ガスの販売
 6. 包装資材及び雑貨類の販売
 7. 建築及び設備工事に関する業務
 8. 倉庫業に関する業務
 9. 運送業に関する業務
10. 古物商に関する業務
11. 全各号に関する化学用・公害用の機器類の販売
1億円
4月
代表取締役会長　関　信一
代表取締役社長　瀧　俊美
みずほ銀行日立支店　常陽銀行日立支店
東鉱不動産株式会社　ティ・エス・ネットワークス株式会社

商　　　号 
所　在　地 
設立年月日
事 業 目 的

資　本　金
決　算　期
代　表　者

取 引 銀 行
関 係 会 社

概　　　要

沿　　　革

昭和41年   4月
平成16年   4月
平成18年   9月
平成19年   4月
平成28年 11月
平成30年   7月
令和  2年   5月

令和  3年   3月
令和  3年   7月
令和  4年   4月
令和  5年   1月

東鉱商事株式会社として分離独立

ＩＳＯ14001取得　営業本部

ＩＳＯ9001取得　営業本部（郡山・宇都宮・仙台）

資本金１億円に増資　本社営業部　移転（東鉱ビル）

南東北支店　会津営業部　　新事務所・倉庫　竣工

南東北支店　いわき営業部　新事務所・倉庫　竣工

東関東支店　千葉営業部　　新事務所・倉庫　竣工

代表取締役会長　関　信一　就任

代表取締役社長　瀧　俊美　就任

西関東支店　埼玉営業部　改築竣工

南東北支店　郡山西部配送センター　開設

東京支店　　三重事業所　移転　新事務所・倉庫　竣工

本社営業部　水戸サテライト　新事務所・倉庫　竣工

　　　　　　那珂配送センター　開設

業　　　績

第57期

第56期

第55期

第54期

第53期 

  令和 3年5月～令和 4年4月　427億円　280名

  令和 2年5月～令和 3年4月　348億円　270名

  令和元年5月～令和 2年4月　350億円　261名

  平成30年5月～平成31年4月　345億円　263名

  平成29年5月～平成30年4月　330億円　258名

  

売上高 従業員数 売上高

250

300

350

450
（億円）

第57期第53期 第54期 第55期 第56期



＜無機薬品＞
硫酸、塩酸、硝酸、リン酸、アンモニア水、苛性ソーダ、過酸化水素水
水酸化アルミニウム、フッ化水素酸、次亜塩素酸ソーダ、塩化第二鉄
炭酸カルシウム、ソーダ灰、塩化カルシウム、硝酸ソーダ、活性炭
ポリ塩化アルミニウム、硫酸アルミニウム、液体塩素、消石灰、青化物、硫酸銅
塩化カリ、苛性カリ、各種試薬、その他

＜有機薬品＞
トルエン、キシレン、スチレンモノマー、メタノール、ＩＰＡ、オキソアルコール
フェノール、アセトン、ＭＥＫ、ＭＩＢＫ、酢酸エチル、酢酸ブチル、ＴＨＦ、ＮＭＰ
エチレングリコール、グリコールエーテル類、グリセリン、酢酸、アクリル酸・エステル
ＭＭＡモノマー、酢酸ビニルモノマー、（メタ）アクリレートＵＶモノマー、ＰＶＡ
ウレタン・ポリエステル原料、アミン類、可塑剤、難燃剤、重合調整剤、酸化防止剤
高分子凝集剤、各種試薬、その他

＜高純度薬品＞
硫酸、塩酸、硝酸、リン酸、過酸化水素水、アンモニア水、フッ化水素酸
バファードフッ酸、酢酸、ＩＰＡ、アセトン、メタノール、キシレン、ＭＥＫ、酢酸エチル
酢酸ブチル、各種混酸

工業薬品

＜半導体材料＞
レジスト、現像液、リンス液、ハクリ液、エッチング液、ＣＭＰスラリー、各種ターゲット

＜基板材料＞
ハンダ（棒・糸・ペースト・ボール）、フラックス、ドライフィルム、ソルダーレジスト
導電性ペースト、各種封止材、
めっき薬品（銅、ニッケル、ハンダ、金、銀）
防湿絶縁コーティング材、印刷マスク、銅張積層板、銅箔、表面研磨材、裏当板

電気・電子材料

＜熱硬化性樹脂＞
エポキシ、フェノール、 不飽和ポリエステル、ポリイミド、ポリウレタン

ジアリルフタレート、メラミン、ユリア

＜熱可塑性樹脂＞
ポリエチレン、ポリプロピレン、ＥＶＡ、ポリスチレン、AS、ABS、アクリル
ポリアセタール、ポリアミド、ポリカーボネート、ＰＶＣ、ＰＥＴ、ＰＢＴ、PPS、フッ素
各種ポリマーアロイ、各種エラストマー

＜接着剤＞
各種シリコーン系、エマルジョン系、ホットメルト系、合成ゴム系、ウレタン系、ＵＶ系
 シアノアクリ レート系、その他接着剤

合成樹脂

取扱製品1

東鉱商事株式会社

環境試験機、マッフル炉、撹拌機、振とう器、アスピレーター、遠心分離器
オートクレーブ、顕微鏡、硝子器具、プラスチック器具、濾過器、実験台、金属器具
ドラフトチャンバー、実験用消耗品、電気化学分析機器（水分測定装置、ＰＨ計）
光分析装置（分光光度計、原子吸光光度計、屈折計、偏光計）
分離分析装置（ガスクロマト、液体クロマト、カラム)

理化学関連機器

ドラム缶、石油缶、ペール缶、ダンボール箱、保管・運搬用コンテナー、フレコンバック
パレット、各種包装袋、緩衝材、吸湿・乾燥材、梱包テープ
作業用消耗品（各種ワイパー、各種手袋等）
クリーンルーム関係消耗品（無塵衣、ワイパー、マット、ペーパー等）

包装材料・消耗品

基板関連装置（実装、印刷、検査）、半田付装置、洗浄装置、研磨関連装置
樹脂吐出装置、めっき設備、梱包機、クリーンルーム設備、溶接装置、排水処理装置
ＦＲＰ各種製品、塗装工事（床、建屋）、工場備品（保管庫、ラック等）

設備機器

取扱製品2

潤滑油、作動油、切削油、研削油、防錆油、引き抜き油、プレス油、鍛造油、圧造油
フッ素オイル・グリース、シリコーンオイル・グリース、モリブデングリース
各種オイル・グリース

石油製品

＜洗浄剤＞
水系、準水系、炭化水素系、フッ素系、臭素系、塩素系

＜めっき薬品・金属類＞
めっき液（ニッケル、亜鉛、錫、ハンダ、銀、銅、クロム）、エッチング液
パラジウム光沢剤、亜鉛めっき光沢剤、三価クロメート剤、シアン化金、シアン化銀
ニッケル化合物、アノード（ニッケル、亜鉛、錫、ハンダ、銀、銅）、各種添加剤
前後処理薬品

表面処理材料



主要仕入先
アイカ工業株式会社
株式会社アイセロ
愛知産業株式会社
アクアス株式会社
旭化成株式会社
アシュランド・ジャパン株式会社
アズワン株式会社
株式会社ADEKA　
アルベマール日本株式会社
出光興産株式会社　
上村工業株式会社
ヴェルサムマテリアルズ・ジャパン株式会社
宇部興産株式会社
AGC株式会社
ENEOS・JX金属グループ各社
株式会社ENEOSサンエナジー
奥野製薬工業株式会社
オルガノ株式会社
株式会社カネカ
関東化学株式会社
関東電化工業株式会社
協立化学産業株式会社
株式会社クラレ
株式会社クレハ
株式会社弘輝
コダマ樹脂工業株式会社
株式会社小林
堺化学工業株式会社
三協化学株式会社
三甲株式会社
サンユレック株式会社
三洋化成工業株式会社
純正化学株式会社
昭和電工株式会社
昭和電工マテリアルズ株式会社
信越化学工業株式会社
新邦工業株式会社
スギムラ化学工業株式会社
ステラケミファ株式会社
住鉱潤滑剤株式会社
スリーエム ジャパン株式会社
株式会社スリーボンド
積水成型工業株式会社
セメダイン株式会社
千住金属工業株式会社
セントラル硝子株式会社
第一工業製薬株式会社
ダイキン工業株式会社
大伸化学株式会社
株式会社ダイセル
ダイセル・オルネクス株式会社
株式会社ダイゾー
大日製罐株式会社
ダウ・東レ日本株式会社
多木化学株式会社
多摩化学工業株式会社
株式会社タムラ製作所
DIC株式会社
帝人株式会社

DDPスペシャルティ・プロダクツ・ジャパン株式会社
ディップソール株式会社
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル株式会社
東亞合成株式会社
東京応化工業株式会社
東ソー株式会社
東邦シートフレーム株式会社
株式会社トクヤマ
トラスコ中山株式会社
トルンプ株式会社
ナミックス株式会社
日油株式会社
日泉化学株式会社
日東粉化工業株式会社
日本アルコール販売株式会社
日本化学産業株式会社
日本キャボット・マイクロエレクトロニクス株式会社
日本軽金属株式会社
日本ゴア合同会社
日本製紙クレシア株式会社
日本ゼオン株式会社
日本パーカライジング株式会社
日本表面化学株式会社
日本無機株式会社
日本リファイン株式会社
株式会社ネオス
根上工業株式会社
ハイモ株式会社
パナソニック株式会社
林純薬工業株式会社
パンパシフィック・カッパー株式会社
BASFジャパン株式会社
日立金属株式会社
富士チタン工業株式会社
富士フィルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社
扶桑化学工業株式会社
フタムラ化学株式会社
ヘンケルジャパン株式会社
保土谷化学工業株式会社
マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン株式会社
丸善石油化学株式会社
三井化学株式会社
三井金属鉱業株式会社
三井・ケマーズフロロプロダクツ株式会社
三菱ガス化学株式会社
三菱ケミカル株式会社
三菱重工パワーインダストリー株式会社
三菱マテリアル株式会社
メック株式会社
メルクエレクトロニクス株式会社
メルテックス株式会社
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
山一化学工業株式会社
ユシロ化学工業株式会社
ユニマテック株式会社
ライオンデル・ジャパン株式会社
ラサ工業株式会社
ロケットジャパン株式会社
その他取引先 1,500社（敬称略）

主要納入先

アイカ工業株式会社
旭化成グループ各社
アサヒビール株式会社
アステラス製薬株式会社
株式会社アルバック
アルプスアルパイン株式会社
AGC株式会社
AGCエレクトロニクス株式会社
ＳＭＣ株式会社
エステー株式会社
エヌ・イーケムキャット株式会社
ENEOS・JX金属グループ各社
株式会社エーピーアイコーポレーション
オリンパスグループ各社
オン・セミコンダクターグループ各社
カゴメ株式会社
カシュー株式会社
株式会社カネカ
キオクシア岩手株式会社
キヤノングループ各社
キユーピー株式会社
京セラ株式会社
株式会社キョウデン
キリンビール株式会社
株式会社クボタ
株式会社クラレ
株式会社クレハ
グローバルアドバンストメタルジャパン株式会社
三洋化成工業株式会社
シチズン電子株式会社
芝浦電子グループ各社
株式会社ジャパンセミコンダクター
純正化学株式会社
昭和電工株式会社
昭和電工マテリアルズグループ各社
信越化学工業株式会社
信越半導体株式会社
スタンレーグループ各社
住友金属鉱山株式会社
住友ベークライト株式会社
スリーエム ジャパンプロダクツ株式会社
積水メディカル株式会社
千住金属工業グループ各社
ソニーグループ各社
第一三共グループ各社
ダイキン工業株式会社
株式会社大昌電子
株式会社ダイセル
タキロンシーアイ株式会社
田辺三菱製薬株式会社
株式会社タムラ製作所
デクセリアルズ株式会社
デンソーグループ各社　　　　　
ＤＮＰグループ各社
ＴＤＫ株式会社
東京製綱株グループ各社
トーキン株式会社
東洋インキグループ各社

TOYO TIRE株式会社
東洋濾紙株式会社
株式会社トクヤマ
都道府県官公庁
富山薬品工業株式会社
東レグループ各社
ニコングループ各社
日油株式会社
日産自動車グループ各社
日清食品グループ会社
ニプログループ各社
日本板硝子株式会社
株式会社日本海水
日本ケミコングループ各社
日本原子力研究開発機構
日本原子力発電株式会社
日本航空電子工業グループ各社
日本コカコーラ株式会社
日本精工株式会社
日本テキサス・インスツルメンツ合同会社
日本電解株式会社
日本電産株式会社
日本特殊化学工業株式会社
日本ピストンリング株式会社
日本無機株式会社
日本メクトロン株式会社
パナソニックグループ各社
ビークルエナジージャパン株式会社
日本Astemo株式会社
日立製作所グループ各社
日立金属グループ各社
日野自動車株式会社
フォルシアクラリオン・エレクトロニクス株式会社
富士通グループ各社
富士フィルムグループ各社
古河機械金属グループ各社
北越コーポレーション株式会社
保土谷化学工業株式会社
本田技研工業株式会社
マクセル株式会社
丸善石油化学株式会社
三井化学グループ各社
株式会社Mizkan
株式会社ミツトヨ
三菱製紙株式会社
三菱重工業株式会社
三菱マテリアルグループ各社
みどり化学株式会社
三益半導体工業株式会社
株式会社村田製作所
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社
ユニマテック株式会社
リコーグループ各社
Littel fuse ジャパン合同会社
ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社
その他取引先 2,500社（敬称略）
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