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上越テクノセンター 事業誘致
• 上越テクノセンターの特色

• 三菱ケミカルハイテクニカのサポート体制

• 三菱ケミカルグループのサポート体制
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工場のレンタルを通して、充実した事業環境と生産空間を提供します。

各企業がパートナーシップを発揮することで、ともに発展していくことを目指しています。

ここは、企業が自らに技術を磨き、付加価値の高い製品を世に送り出す生産拠点であり、それぞれの知恵や

技術が融合する知的創造の空間です。 http://www.mcht.co.jp/jtc/index.html

生産環境

ユーティリティ供給設備の完備、福
利厚生施設の利用、24時間体制
の構内警備、自衛消防等、生産
活動における諸インフラを完備して
います。

確かなノウハウ

約半世紀にわたり蓄積されたノウハ
ウで、地域事情・要員確保・環境
管理など、立地に関する様々な管
理・調整をサポートします。

上越テクノセンターの特色

時間的メリット

建物そのものを賃貸することで、初
期投資の大幅な軽減と生産立ち上
げまでの期間の大幅な短縮が可能
です。

http://www.mcht.co.jp/jtc/index.html


4

三菱ケミカルハイテクニカのサポート

セキュリティサポート体制

24時間体制で守衛が入退場の一元管
理及び場内の定期的パトロールを実施
しています。また、自衛消防隊を完備し
ており、有事の際の迅速な対応が可能
です。

排水管理体制

お客様で必要な処理をされた後の排水
は、共通排水水門にて24時間体制で
pH等をチェックの上、場外へ排出します
ので、環境トラブルを未然に防ぐことがで
きます。

各種UTT供給

場内UTTプラントで製造／受入される
電力、上水、工水、純水、蒸気等を安
定的に供給することができます。

緑地整備

場内では緑化に努め、季節折々の花が
咲いています。除草や草木の日常の手
入れなど緑地の管理をしておりますが、お
客様の工場運営上必要となる緑地につ
いても整備・管理致します。

JR券手配

出張等ビジネストラベルはもとより、プライ
ベートのJR券も迅速に手配・発券いたし
ます。お気軽にご利用下さい。
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株式会社 越 菱

三菱ケミカルグループ製品の販売や、上越テクノセンター
内各企業への購買・生産関連業務に関するサービスを
提供しています。取扱い品目は産業用の原材料、非鉄
金属製品、建築･土木資材､薬品､アルミニウム製品､
情報電子部品、食料品､日用品など多岐に渡ります。

三菱ケミカル物流株式会社

化学品輸送で培ったノウハウを活かし、陸上・海上輸送、
保管など幅広い分野で国内外の物流をサポートする総
合物流企業です。物流業務における安全・品質両面
での更なる向上のため、お客様と一体となり、改善活動
に取り組んでいます。

ダイヤリックス株式会社

保険の専門家としての豊かな経験と視点を活かし、法
人・個人を問わず自動車保険・火災保険・医療保険な
ど、お客さまのご希望に合わせた最適な保険商品をアド
バイス致します。

三菱ケミカルグループのサポート

エムイーシーテクノ株式会社

機械・電気・計装・塗装の各分野に優れた技術者、技
能者を擁し、様々な産業分野の設備メンテナンスや建
設工事などの受注から計画施工、工事管理まで一貫し
たシステムで行っています。

http://www.mclc.co.jp/
https://www.diarix.co.jp/
http://www.mec-techno.co.jp/
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上越テクノセンター 概要
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三菱化成㈱3番目の工場として起工

アルミニウム製錬事業全面撤退

三菱化成㈱全額出資の㈱化成直江津として発足 新規事業開拓および事業誘致開始

アグロ カネショウ㈱、太陽シールパック㈱が進出

上越合金㈱（現 Jマテ．カッパープロダクツ）、太平タルク㈱が進出

新潟沖電気㈱（現 OKIサーキットテクノロジー）が進出

㈱エムイーシーアロイ（三菱電機メテックス）が進出 ⇒ 2015年事業撤退・解散

工業団地機能の呼称として「上越テクノセンター」と命名

㈱上越テクノセンター設立、㈱化成直江津より賃貸部門移管

アルコア化成㈱（現 アルモリックス）が進出

上越フーズ㈱が進出

三菱化成㈱と㈱化成直江津が合併

三菱化成㈱と三菱油化㈱が合併し、三菱化学㈱が発足

㈱アルポリックが進出

三菱化学産資㈱が進出

㈱ＭＡＲＵＷＡ ＫＣＫ（現ＭＡＲＵＷＡ）が進出

アルコア・ホイール・プロダクツ・ジャパン㈱（現 ハウメット・システムズ・ジャパン）が進出

三菱化学㈱の製造部門を受託

三菱化学産資㈱が統合新社の三菱樹脂㈱として発足

つくば菱化サービス㈱、㈱ダイヤメディア、菱湘テクニカ㈱と合併し、三菱化学ハイテクニカ㈱が発足

三菱樹脂㈱が菱化マックス㈱と㈱アルポリックを吸収合併 三菱樹脂㈱の製造部門を受託

三菱化学㈱直江津事業所、三菱樹脂㈱直江津工場廃止

管理運営全般を三菱化学ハイテクニカ㈱に完全移管

直江津エネルギーセンター㈱が進出

三菱ケミカルハイテクニカ㈱に社名変更

ＭＫＮアルミニウム㈱進出（三菱ケミカル社軽金属事業を譲渡）

マフテック㈱・㈱マフテック上越進出（三菱ケミカル社アルミナ繊維事業を譲渡）

沿革
1961年

1981年 9月

1983年

1984年

1985年

1986年10月

1987年

1989年

1991年10月

1994年10月

1996年

2000年

2001年

2005年

2008年 4月

2009年 4月

2012年 4月

2014年

2017年 4月

2021年 4月

2022年 3月
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トナー

低温定着性、色材分散技術を強みに持ちます。豊富な重合トナー製品のラインナップと

高品質製品の安定供給で市場から高い評価を受けています。乳化重合や凝集制御

技術を駆使した重合トナーは、粒の形状やサイズのカスタマイズが可能で、様々な現像

プロセスに対応し、高解像度を実現しています。

直江津エネルギーセンター運転受託

天然ガスを燃料とする２基のガスタービンとその燃焼ガスを利用する１基の蒸気タービン

で構成された最新鋭の発電設備の運転業務を受託しています。

上越テクノセンターの製造受託事業

三菱ケミカルグループは、1963年に開始したアルミ製錬事業を源として直江津で発展してきました。
変わりゆく時代の中で求められるニーズに対応し、グループ全体として技術力を高めています。
蓄積したノウハウを活かす。最先端のテクノロジーが融合する。この総合力こそが私たちの力であり、社会への貢献であると自負しています。
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地域と調和を図る
ための活動

上越テクノセンターは「地域社会の発展とともに歩む企業団地であること
を願い、地域社会や各企業間のコミュニケーションを大切にしています。

地元町内会とともにグラウンドで「納涼祭」を開催、上越まつり「民踊流
し」には揃いの浴衣でセンターとして参加しています。



10

誘致企業紹介
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アグロ カネショウ株式会社

現代の農業に欠かすことのできない農薬（殺菌剤）を製造しています。1984年から果樹用殺
菌剤「キノンドー」の一貫生産体制を確立し、合理化・省力化を実現するとともに、高い信頼性
を誇る製品を製造しています。

太陽シールパック株式会社

創業65年を超える、日本初のファイバードラムメーカーです。軽量で扱いやすく、経済的なファイ
バードラムは化学変化を起こさないため、主に化学工場や医薬品会社の粉体・粒体製品の容
器として使用されています。また、ディスプレイ、宣伝媒体、されにインテリアグッズとして用途がます
ます広がっています。

太平タルク株式会社

タルク（滑石）とは、白または淡紅色の脂肪感のある軟らかい鉱物で含水珪酸マグネシウムから
できています。製紙用をはじめ、化粧品・医薬品・塗料・樹脂・ゴム・建材など幅広い用途で活
用されています。

卓越した技術で未来を拓くプロフェッショナルカンパニー

12社の進出企業

上越テクノセンターで事業を行う各社は、それぞれが卓越した技術を備える企業です。
各企業が技術力や創造力を高め合い、未来へ向けた新しい足跡を刻んでいます。
各企業間の技術や情報の交流によって生まれる新しい道は、産業構造の急激な変化にも対応した新技術を
次々と生み出しています。

https://www.agrokanesho.co.jp/
http://www.taiyosealpack.co.jp/
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ＯＫＩサーキットテクノロジー株式会社

シミュレーション、設計、製造まで一貫したソリューションにより、用途に合った高付加価値カスタム

プリント配線板を提供します。

◆高速回路・高周波プリント配線板/インピーダンス制御 ◆半導体テスト用プリント配線板
◆高密度狭ピッチ対応/超高多層<100層超>プリント配線板 ◆フレックスリジッド（Ｆ/Ｒ）
プリント配線板 ◆T-SEC-Board（複合板厚プリント配線板） ◆大電流/放熱性のご提案

アルモリックス株式会社

海外から輸入した各種水酸化アルミニウムの加工・販売を行っています。水酸化アルミニウムは、

化学品・製紙・ゴム及び建材・人工大理石などへの充填剤として、また水処理の凝集剤として

幅広い分野で使用されています。なお、直江津港に専用の陸揚機・サイロなどを有しています。

上越フーズ株式会社

野菜や果物・肉・水産物・調味料などの食品の性質を損なわず、水分だけを除くフリーズドライ

食品を生産しています。鮮度・ビタミンなどの栄養分をそのままに、水やお湯で簡単に復元できる

フリーズドライ食品は、抜群の保存性、使いやすさを備え、非常食、インスタント食品をはじめ、家

庭の日常食にも広く利用されています。

株式会社ＭＡＲＵＷＡ

電子回路の安定動作やノイズ対策などに欠かせない積層セラミックチップコンデンサや、積層チッ

プ型ノイズフィルタ及び半導体やLED素子をサージなどの過電圧から保護する積層セラミックチッ

プバリスタを原料から完成品まで一貫して製造しています。カーエレクトロニクス、AV機器、情報

通信機器、LED機器、医療用機器、FA機器など幅広い電子機器に使用されています。

https://www.oki-otc.jp/
https://www.almorix.jp/
https://www.maruwa-g.com/
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ハウメット・システムズ・ジャパン株式会社

極めて高い強度と、スチールと比べて軽量なトラック・バス用の美しい鏡面仕上げ鍛造アルミホ

イールを製造しています。車両の軽量化による燃料消費の低減と積載量の増加によってお客様

の経済性向上に貢献でき、世界各国のユーザーから高い評価を得ています。国内をはじめ、ア

ジア・太平洋地域への製造拠点で重要な役割を担っています。

直江津エネルギーセンター株式会社

直江津エネルギーセンターは、クリーンな燃料である天然ガスを利用した環境負荷が低い天然ガ

ス焚き火力発電所です。最新鋭の技術を採用し、ガスタービンの排熱を有効利用することでエ

ネルギーを有効利用し、高効率で環境に配慮した発電を実現します。発電出力は

113,100KWで、約13万世帯分の電力を供給可能です。

ＭＫＮアルミニウム株式会社

独自の溶湯処理や鋳造技術を活かしたビレット(鍛造､押出､切削加工用)やスラブ(KN材の母

材､切削､圧延加工用)､5kgインゴット塊･ジャンボ塊(鋳物､ダイカスト加工用)などを製造･販

売しています。独自の開発合金､汎用のJIS合金を用途に合わせ各種形状に鋳込み､モビリ

ティ､エレクトロニクス､リビング､金型等多くの用途･分野にＭＫＮアルミニウム社の素材が使用さ

れています。

マフテック株式会社／株式会社マフテック上越

結晶質アルミナ繊維「MAFTEC」は耐熱性に優れた断熱材です。1,600℃の高温下でも高い

寸法安定性を発揮し､1,300℃でも実用的な弾力性(クッション性)を維持します。主に製鉄所

などの炉内断熱材や､自動車の排ガス浄化触媒コンバータにおいて走行中の振動や衝撃からセ

ラミック触媒担体を守る把持材(サポート材)として､長年に亘り世界中で実績を有しております。

https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/japan/jp/about-japan.asp
https://mkn-al.com/
https://www.maftec.co.jp/
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上越市紹介
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About Joetsu City
上越市
新潟県の南西部に位置する上越市は古くから交通の要衝として栄え、現在も重要港湾である直江津港を有し、
北陸自動車道・上信越自動車道のほか、JR信越本線、ほくほく線、妙高はねうまライン、日本海ひすいラインなど
の交通網が整備されています。2015年3月には北陸新幹線が金沢まで延伸し、これらの交通網を結ぶことで三
大都市圏と短時間で結ばれ、陸・海の交通ネットワークが整った地方都市として注目を集めています。

上越市の企業振興制度紹介

上越市では一定金額以上の起業に対する企業振興制度があり、
奨励金の交付・固定資産税減免等の奨励措置が受けられます。
詳しくは･･･
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sanritu/sin
kou.html

ACCESS
 所要時間
東京から･････JR線（2時間10分） 高速道路（4時間）
大阪から･････JR線（4時間20分） 高速道路（5時間30分）
名古屋から･･･JR線（4時間10分） 高速道路（4時間）
新潟から･････JR線（1時間40分） 高速道路（1時間30分）
富山から･････JR線（1時間10分） 高速道路（1時間30分）
長野から･････JR線（40分） 高速道路（50分）

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sanritu/sinkou.html


16

直江津港
日本海に面した直江津港は、韓国・中国などと近い距離にあ
ります。

地理的優位性を活かした貿易により、韓国・釜山港や中国・
大連港などを結ぶ定期コンテナ航路が開かれ、日本海側の拠
点港として発展を続けています。

LNG（液化天然ガス）火力発電所やLNG受け入れ基地の
建設により、エネルギー港湾としての一面を加えながら、新しい
時代にふさわしい港として、発展を続けています。

直江津港
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上越市には遠く奈良時代から、越後の国府が置かれました。
戦国時代になると上杉謙信公が統治、「義」を重んじた名将として知られ、菩提寺の林泉寺
にはゆかりの品が保存されています。

（公社）上越観光コンベンション協会

林泉寺謙信公祭(川中島合戦再現)

春日山城跡

五智国分寺 三重塔

（公社）上越観光コンベンション協会（公社）上越観光コンベンション協会

（公社）上越観光コンベンション協会

https://joetsukankonavi.jp/

https://joetsukankonavi.jp/
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明治に入ると陸軍が駐屯、訓練のため招聘されていた
オーストリアのレルヒ少佐が日本で始めてスキーを金谷
山で行いました。上越市ではスキー発祥の地を記念し
て、レルヒ祭が毎年行われています。

高田城址公園

徳川家康の六男、松平忠輝公が高田城を築城、お堀を中心に４０００本もの桜が咲き誇り、ライト
アップされた桜は日本三大夜桜の一つに数えられています。また、夏には公園外堀を蓮の花が埋め尽くし、
その規模と美しさから「東洋一」と称されています。

レルヒ祭(たいまつ滑降)

郵便制度の創始者の前島密記念館、日本のワインの父といわ
れる川上善兵衛の岩の原葡萄園など、その足跡を垣間見るこ
とができます。

（公社）上越観光コンベンション協会（公社）上越観光コンベンション協会

（公社）上越観光コンベンション協会 （公社）上越観光コンベンション協会

前島記念館

https://joetsukankonavi.jp/

https://joetsukankonavi.jp/
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上越テクノセンター
新潟県上越市福田町1番地 〒942-8611

三菱ケミカルハイテクニカ株式会社

https://www.mcht.co.jp/

https://www.mcht.co.jp/

