


独自の技術を育て、

株式会社朝日ラバー（ASAHI RUBBER INC.）
埼玉県さいたま市大宮区土手町 2丁目 7 番 2
昭和 51 年 6 月 （創業：昭和 45 年 5 月）
516,870,000 円（平成 20年 3月 31日現在）
証券コード 5162
219 名（平成 20年 3月 31日現在）
工業用ゴム製品、医療用ゴム製品の製造・販売
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ARI INTERNATIONAL CORPORATION
　2015 S. Arlington Heights Road, Suite 109 
　Arlington Heights, IL 60005 
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　TEL 048-650-6051 　FAX 048-650-5201
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      TEL 0248-53-3869　 FAX 0248-53-4896
　白河研究室（白河工場内）
      TEL 0248-21-1403 　FAX 0248-21-1407

朝日橡膠（香港）有限公司
　Unit 3, 27/F, 69 Jervois Street, Sheung Wan, 
　HONG KONG
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海外展開拠点

ARI INTERNATIONAL 
CORPORATION

朝日橡膠（香港）有限公司

上海駐在事務所



私たちが長く培ってきた要素技術の向上や新技術を創造し、顧客の視点からのコンセプトを基に
複合化させ、関連する技術を強化するとともに、顧客に独自の価値を提供することにより、「存続
を期待され、なくては本当に困る」という企業であり続け、地域社会と地球環境の保全に貢献し
ます。

ミッション

ビジョン
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各市場に独自な要素技術の組合わせで
“ASAHI”独自の製品を供給する
各市場に独自な要素技術の組合わせで
“ASAHI”独自の製品を供給する

企業体質の変革
・経営基盤の安定と強化
・個人及び組織の活性化

成長戦略
・要素技術の強化と深掘
・高付加価値、差別化製品
  の開発、拡販

企業体力の強化
・コスト及び品質競争力の強化
・事業シナジー効果
・選択と集中







　私は、以前、当社の基盤技術
の一つであるサポラス（多孔質
連続気孔化技術）の研究・開発
に携わっていました。今は、燃
料電池関連の容器等の内圧を逃
がすリリーフ弁の開発・設計を
担当しています。
　二次電池用ゴムパッキンの開
発・評価のために導入したリー
ク試験装置をフル活用し、燃料
電池用リリーフ弁のリリーフ圧や
放出量の評価に明け暮れていま
す。市場のニーズに合わせて、
自分たちで配合設計し、自分た
ちで形状設計し、表面改質・接
着技術を駆使しながら複合化し
ていきます。
　毎日、わくわくどきどきしなが
ら、リリーフ圧を測定し、狙い
の数値が出た時は、「来たーっ」という感じです。
　今後は、さらに新しい試験装置を導入し、独自技術による、朝日
ラバーブランドのリリーフ弁を、自信を持って、市場投入していきたい
です。



　朝日ラバーの様々な課題に対応し、継続的な発展のためにいくつものシーズを持つ。ファインラバー研究所はそういった趣旨
で、独立した子会社として朝日ラバーグループの中に位置しています。
　ソフトマテリアルを軸に、その内面、配合技術を進化させるとともに、求められる機能をその表面で達成するなど、新規技
術の開発を積極的に研究しています。
　また、各事業部の中に研究室を持ち、お客様のニーズに近いところでの実践的研究も盛んで、分野はソフトマテリアルから光・
色や電磁波といったところまで広がっており、その中で必須技術の改良も日々の研究のテーマです。
　特許など知財管理、発明の掘り起こしも研究所に与えられた任務で、専門団体、協会、学会への参画も行い、情報収集、マー
ケティングも行いながら、新しいものをどんどん出して行く。研究所は朝日ラバー発展のためのエンジンとも言える機能を果た
しています。

　各事業部に近いところでお客様
のニーズを正確にとらえながら研
究開発していくというのが、現中
期経営計画での私たち研究所のス
タンスです。工学博士号は、無機
化合物の結晶構造の光に関する研
究で取得。蛍光体を主に、工場内
の研究室で勤務しています。
　現在、白色 LEDと呼ばれるも
のは、効率も良くいい白色光な
のですが、光の３原色で作られ
たものではありません。LED への質的な要求が高まっていくことを
考えると、より自然な白、あるいは透過して機能するバックライト
に適した白とはどういう白色なのか。そういったところを研究してい
ます。
　自分で仮説を立てその通りの結果を得たとき、あるいは小さい発
見でも、まだ誰も知らないというものに出会ったとき、そのワクワ
ク感、ドキドキ感が、研究の喜びです。

㈱ファインラバー研究所 研究員
　　　　工学博士　　  小田喜 勉



我々は環境問題が人類共通の重要課題であることを認識し、
【環境にやさしいものづくり】をスローガンとして、
地球環境の保全と社会への貢献を目指して活動する。

株式会社朝日ラバーは、工業用・医療用・スポーツ用ゴム・プラスチック製品等の設計・製造販売企業であることを踏まえ、
関係会社である株式会社ファインラバー研究所とともに、以下の方針に基づき継続的改善を実施する。
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　入社して生産グループ、外
作品の検査を経て、品質保
証グループの所属となり現在
に至ります。蛍光Ｘ線分析
装置での、原材料から梱包
材まで約1000点にも及ぶ検
査は、前任者から引き継ぎ
半年くらいかかりました。
　日常の業務は、まず、協
力工場から入ってきた製品を分析装置にかけることからスタートし、
社内で練り込んだ材料の分析も同時に行います。その間にお客様
からの問い合わせに答えたり、調査アンケートなどに回答を書き込
んだり、原材料メーカーに調査を依頼したりと忙しい毎日です。
　時々、自分の任務の重さ、その怖さに押しつぶされそうになりま
すが、「昨日までＯＫだったものでも疑え」と自分に言い聞かせ、日々
新たな気持ちで仕事をしています。

水質・大気公害防止をはじめとする法規制を監視強化により遵守し、地域社会に認められ、かつリーダーシッ
プを取れる企業とする

黒色着色剤
可塑剤







有限会社朝日ラバーを埼玉県川口市上青木に設立

株式会社とし、埼玉県川口市江戸袋に移転。
彩色用ゴム製品「アサ・カラー」（現 ASA COLOR LAMPCAP）
の開発に成功、生産開始
弱電用高精密ゴム製品「ホルダー」の生産開始

弱電用高精密ゴム製品「接点ラバー」の生産開始

弱電用高精密ゴム製品「Oリング」の生産開始
福島工場を建設、操業開始

研究部門を独立させ、子会社として株式会社ファインラバー
研究所を設立、研究開発体制を強化

医療用ゴム製品の生産開始

スポーツ用ゴム製品（卓球用ゴム製品）の生産開始
 
 

弱電用高精密ゴム製品「電池用ゴム」の生産開始

米国市場拡販のために、イリノイ州に北米連絡事務所を開設

株式店頭（現 JASDAQ 証券取引所）公開
ISO9001 認証取得

北米連絡事務所を改組、現地法人「ARI INTERNATIONAL 
CORPORATION」を設立

埼玉県さいたま市に本社社屋を新築
青色 LED を白色に変換する「LED ホワイトキャップ」
（現 ASA COLOR LED）を開発
ISO14001 認証取得

医療工場として第二福島工場を新設し、操業開始

中国・アジア向け拠点として、中国上海市に上海駐在
事務所を開設

工業用ゴム製品の販売・来料加工工場管理のため、子会社
｢朝日橡膠（香港）有限公司｣を中国香港に設立

中国広東省に来料加工工場として、東莞塘厦朝日橡膠廠を
設立し、操業開始
福島県白河市に白河工場を新設し、操業開始

白河工場が ISO14001 認証取得
電磁波制御体「ラバーファントム」を開発

泉崎村のケアハウス（介護施設）にて新入社員研修の
一環として清掃活動を開始

インターンシップの受け入れを開始

福島工場の地、泉崎村で朝日ラバー杯中学校卓球大会がスタート、
年１回開催
緑化活動の一環として、福島工場内の敷地に、りんごの木 50本、
ももの木５本、さらに桜の木を植樹
社員による JR 東北本線泉崎駅の清掃活動を開始
 
緑化活動の一環として、工場敷地内にさくらんぼの木を10本植樹

ユニセフ、太陽の国などの社会福祉団体への協力として、
愛の募金活動を開始

朝日ラバー杯卓球大会が白河市でスタート、年 1回開催

泉崎村天王台ニュータウンに ASA COLOR LED
5,000 個を寄贈

地球温暖化防止のための「チーム・マイナス６％」へ参加　
クールビズ導入

ＪＲ東日本より泉崎駅清掃の感謝状をいただく
福島工場操業 20 周年記念として、泉崎村に育英資金を寄付
ＪＲ大宮駅西口のイルミネーション「イルミス大宮」に
ASA COLOR LED が採用

泉崎村役場前でASA COLOR LED を装着した「ひな祭りイルミ
ネーション」が点灯
日本赤十字より福島工場が献血事業功労で表彰


