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編集方針
「クレハ CSRレポート2017」をお読みいただく皆様へ
このレポートは、クレハグループのCSR活動を、すべてのステーク
ホルダーの皆様にご報告するために作成しています。
本レポートでは、2016年度の活動内容を中心に、「企業基盤」

「社会性報告」「レスポンシブル・ケア（RC）/環境報告」「クレハ
グループの活動」の4つのカテゴリーに分け、事例やデータをご紹介
しています。当社は、化学物質を扱う企業であるため、RC活動を
重要な取り組みと捉えており、その活動を多く掲載しています。
また、2016年度は、企業活動の基盤となるさまざまなCSRの取り
組みの中で、当社が優先的に取り組む重要課題を特定しました。
「企業基盤」において、その特定過程を含めてご紹介しています。
特集では、“人”と“地域”をテーマに、全従業員の活躍推進を

目指した取り組み「輝きアップ推進プロジェクト」、特例子会社「さん
しゃいんクレハ」、地域の中核病院「呉羽総合病院」をご紹介して
います。
本レポートに対する第三者意見は、オルタナ総研所長・主席研
究員、ニッセイ基礎研究所 客員研究員 川村雅彦氏に執筆いただ
きました。

報告内容について
■対象範囲（2017年3月31日現在）
● CSR活動
（株）クレハおよびグループ会社
連結子会社34社
持分法適用会社2社
非連結子会社1社（（株）さんしゃいんクレハ)
● レスポンシブル・ケア活動
（株）クレハおよびグループ会社12社

■対象期間
報告対象期間は、原則として決算期（2016年4月～2017年3月）ですが、一部、
暦年（2016年1月～12月）および、2017年4月以降の活動も含みます。

■参考ガイドライン
ISO26000「社会的責任に関する手引き」
環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」
環境省「環境会計ガイドライン（2005年版）」

■発行時期
2017年8月（原則年1回、次回：2018年8月予定）

■免責事項
本レポートには（株）クレハおよびグループ会社の過去と現在の事実だけでなく、発行
時点における計画や見通しに基づいた将来予測が含まれます。この将来予測は、記述
した時点で入手できた情報に基づいた仮定ないし判断であり、諸与件の変化によって
予測とは異なったものとなる可能性があります。また、記載の表やグラフの数値は対象
範囲の変化や算出方法の見直しによって、一部過年度データを修正している項目が
あります。読者の皆様には以上をご了解いただきますようお願いします。

情報開示について
クレハグループでは、主に以下のような報告ツールを使用し、体系的な情報
の開示に努めています。

CSRとは
CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)とは、企業が
社会や環境と共存し、持続可能な成長を図るため、その活動の影響について
責任をとる企業の自主的な行動です。社会の一員としての企業が永続的
に活動するためには、利益の追求のみではなく、適切な企業統治や法令遵守
への取り組みによって社会との信頼関係を築くことや、環境保全や保安防災
活動を通じた環境との調和を図ることが必要です。また、これらの活動内容
をステークホルダーの皆様に公開することが企業と社会とのコミュニケー
ションをとるために大切な活動の一つになっています。

クレハ CSRレポート
（冊子・PDF）（日本語・英語）
CSR・RC活動に関する年次報告書として、
（株）クレハを中心に、グループ会社の取り組
みを含め掲載しています。

クレハレポート
（冊子・PDF）（日本語）
KUREHA Business Report
（冊子・PDF）（英語）
投資家・株主の皆様を主な読者
として、（株）クレハの財務および経営・事業全
般の状況を掲載しています。

クレハウェブサイト（CSRの取り組み）
CSR活動情報、詳細パフォーマンスデータ、
過去の報告情報など、冊子に収めきれない
CSR関連情報を掲載しています。

＊本レポートは、当社ウェブサイトから、ＰＤＦでダウンロード
が可能です。また、同サイトから、これまで発行した報告書
もご覧いただくことができます。
ＨＯＭＥ　⇒　ＣＳＲの取り組み　⇒　ＣＳＲレポート
http://www.kureha.co.jp/csr/report.html

「大いなる飛躍」を求めて、これからも時代が望む製品を創り続ける企業であるために、
私たちクレハは、歩んでいきます。

「スペシャリティ・カンパニー」から
「エクセレント・カンパニー」へ

クレハCSRレポートに関するお問い合せ先
株式会社クレハ CSR推進部　〒103-8552 東京都中央区日本橋浜町3-3-2
TEL:03-3249-4730　FAX:03-3249-4733
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クレハグループの概況
創業以来、独創的な技術開発によりスペシャリティ製品を創出

することで社会に貢献してきた当社グループは、差別化製品の
グローバル展開とともに“環境”、“エネルギー”、“ライフ(医療・食料)”
分野で新事業創出に取り組んでいます。
当社グループの2016年度の売上収益は樹脂製品が増収と

なったものの化学製品、機能製品および建設関連で減収となり、
前年度比6.0％減の1,323億円となりました。営業利益は化学製品、
機能製品および建設関連が減益となったものの樹脂製品の増益
ならびに構造改革費用などが減少したことにより、前年度比25.3％
増の93億円となりました。税引前利益は営業利益の増加と、金融
費用の減少により前年度比36.5％増の90億円となりました。

中期経営計画「Kureha’s Challenge 2018」
当社は、中計「Kureha’s Challenge 2018」(2016年度～2018

年度)の3カ年を“将来のクレハの発展に向けた土台作りの期間”
と位置付け、既存事業の競争力・収益力向上をベースとし、ＰＧＡ(ポリ
グリコール酸)樹脂事業を着実に成長させて収益の柱とするととも
に、2016年4月に発足させた「新事業創出プロジェクト」による新規
事業テーマの探索を推進しています。2018年度の定量目標として、
売上収益1,600億円、営業利益140億円の達成を目指します。
また、ＣＳＲ(企業の社会的責任)経営の推進および企業基盤の
強化を経営目標として掲げています。ＣＳＲ経営の推進においては、
2016年4月にＲＣ本部を発展的に改組したＣＳＲ推進本部において、
社会との共生や環境・安全・品質などに関する取り組みを充実させて
いきます。
経営基盤の強化においては、技術力の向上、人財育成、コスト

削減の推進、働き方改革、生産性の向上などの経営基盤強化策を
通し、「技術立社」企業としてスペシャリティ・ケミカル分野において
差別化された製品を開発し、社会に貢献し続ける高付加価値型
企業となることを目指して運営していきます。

ＣＳＲ経営の推進
私は、企業は社会に活かされているし、社会に必要とされている

限り繁栄できると考えています。クレハは70年以上存続できてい
ますが、これも、社会に必要とされる製品・サービスを提供し、地域
の皆様とも良好な関係を保ってきたからであると考えています。
今後も社会に対してさまざまなソリューションを提供していかなけ
れば創立100周年を迎えることはできません。
化学企業として製品を製造するにあたっては、環境保全、保安防災、

労働安全衛生、製品安全・品質保証などを軸としたレスポンシブル・
ケア活動をしっかり進めていかなければなりません。特に事業所に
おいては、保安防災、労働安全衛生への取り組みは重要な責務で
あり、「安全はすべてに優先する」をスローガンにし、全員が取り組んで
います。事業所が主体となって実施している総合防災訓練や人身
事故発生リスク撲滅運動などさまざまな活動のほかに、経営幹部に
よる事業所の保安査察を行い、事故ゼロを目指しています。

生産・研究開発のマザーサイトである福島県いわき地区において
は、毎年、ＣＳＲ地域対話集会を開催し、地域の皆様とのコミュニ
ケーションを保ちながら、地域との共生に取り組んでいます。呉羽
総合病院は経営面での厳しさがあるものの、今後も地域で暮らす
人々の健康で安心な生活を支えていくために、継続的に運営して
いくつもりです。2014年に設立した障がい者雇用特例子会社
“さんしゃいんクレハ”の経営を通じて、障がい者の自立と社会参加
の後押しも続けていきます。
2016年度は、当社のＣＳＲへの取り組みを強化するため、全社

で取り組んでいるＣＳＲ活動を棚卸しし、役員、監査役と担当部署
が企業視点と社会視点の両面から評価を進め、20のＣＳＲ重要課題
を特定しました。これらの重要課題をＣＳＲ総括表にとりまとめ、関係
部門と共有し、当社が重点的に取り組むべき課題についての継続
的改善活動の強化を図りました。　
2015年5月に立ち上げた“輝きアップ推進プロジェクト”は、従業

員アンケートや座談会などを通じて当社の課題を明らかにし、
2017年4月にコミュニケーションの活性化や人事制度の改善な
どの答申をまとめました。私は、その答申を受けて従業員全員が
輝けるように、そして会社が輝けるように“パッション”、“スピード”、
“コミットメント”で取り組んでいく決意を新たにしました。

当社が社会に貢献し続ける高付加価値型企業として創立100
周年を迎えるためには、将来のありたい姿を描き、大胆に変化し、そ
こに到達する必要があります。私たちが描くあるべき姿は、改良・
改善だけでは不十分です。ありたい姿をゼロベースで考え、従来
の発想にとらわれない革新が求められます。既存プロセスに固執
しない革新プロセスによる製造コスト削減や、適切なワーク・ライフ・
バランスを保ちつつ、業務効率や生産性を向上させる働き方改革
を推し進め、生産性の高い企業に生まれ変わります。
私はどんな事業環境でも安定して利益を上げ、従業員を幸せに

することが、経営者としての最大の責任だと考えています。改革
マインド、革新マインド、そして危機感を持って、自らが先頭に立って
行動していきたいと思います。
今後とも、皆様のご理解、ご支援を賜ることができますよう、

お願い申し上げます。
2017年8月

“パッション”、“スピード”、
“コミットメント”で、
改革、革新を推し進めます。

代表取締役社長
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会社概要（2017年3月31日現在）
会社名 株式会社クレハ
代表取締役社長 小林　豊
創立 1944年6月21日
資本金 124億6千万円
本社 東京都中央区日本橋浜町3-3-2
ホームページ http://www.kureha.co.jp
グループ会社 連結子会社34社（国内19社、海外15社）
グループ従業員数 4,426名（単体：1,877名）

（株）クレハ　営業所/事業所/研究所(2017年4月1日現在)
営業所等    本社別館（東京都新宿区）/大阪営業所/仙台
 営業所/名古屋営業所/福岡営業所
事業所      いわき事業所（福島県いわき市）/樹脂加工事業所
 （茨城県小美玉市、および兵庫県丹波市柏原町）
研究所    総合研究所/有機合成研究所/プロセス開発研究所 
 （福島県いわき市）/樹脂加工研究所（茨城県小美玉市）

クレハグループ事業概要（セグメント別）
機能製品事業 機能樹脂、炭素製品
化学製品事業 農薬、医薬品、工業薬品
樹脂製品事業 業務用食品包装材料、家庭用品、釣糸
建設関連事業 建設事業、エンジニアリング関連事業
その他事業  環境事業、運輸・倉庫事業、商社事業、不動産・
  サービス・保険、医療サービス

■ 売上収益 ■ 親会社の所有者に帰属する当期利益

■ 営業利益 ■ セグメント別売上収益（2016年度）

財務情報（連結）

日本基準 IFRS
［ 億円 ］

1,481 1,502

■ クレハグループのグローバルネットワーク（2017年4月1日現在）

●国内グループ会社 ●海外グループ会社
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（単位：億円）

東京
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クレハサービス株式会社

茨城

クレハエクステック株式会社

栃木

クレハ合繊株式会社

福島

クレハ運輸株式会社
クレハ錦建設株式会社
株式会社クレハエンジニアリング
株式会社クレハ環境
株式会社クレハ分析センター
クレハスタッフサービス株式会社
社団医療法人呉羽会
株式会社さんしゃいんクレハ
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KUREHA EUROPE B.V.
KREHALON B.V.

フランス

KREHALON B.V. FRENCH BRANCH
オーストラリア

KREHALON AUSTRALIA PTY. LTD.
ベトナム

KUREHA VIETNAM CO., LTD.

アメリカ（テキサス）

KUREHA ENERGY SOLUTIONS LLC

中国

呉羽（上海）炭繊維材料有限公司
呉羽 （中国）投資有限公司
呉羽(常熟)フッ素材料有限公司
南通匯羽豊新材料有限公司

アメリカ（ニューヨーク）

KUREHA AMERICA INC.
KUREHA AMERICA LLC

アメリカ（ウェストバージニア）

KUREHA PGA LLC

アメリカ（ノースカロライナ）

FORTRON INDUSTRIES LLC
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企業理念/社員の行動基準

■ 中期経営計画 Kureha's Challenge 2018の概要

　当社の企業理念体系は、役員・従業員が一丸となって目指す目標であり、「企業理念」を中心に「社員の行動基準」、「当社の目指すべき

方向」が三位一体として構成されています。

当社は、2016年度から新たな中期経営計画「Kureha’s Chal-
lenge 2018」をスタートしました。
2012年度からの前中期経営計画「Grow Globally－Ⅱ」での反省

を踏まえ、この中期経営計画の3カ年を将来のクレハの発展に
向けた土台づくりの期間と位置付けています。
本中計を通して、クレハグループは、「技術立社」企業としてスペ

シャリティ・ケミカル分野において差別化された製品を開発し、社会
に貢献し続ける高付加価値型企業となることを目指します。
事業においては、既存事業の競争力・収益力向上をベースとし、

PGA（ポリグリコール酸）樹脂事業を着実に成長させて収益の柱
とするとともに、社長直轄プロジェクトを新設して新規事業テーマ
の探索を全社で推進していきます。“改革”の継続に加えて、従来
の発想にとらわれない“革新”的な思考・施策による取り組みに
全社を挙げてチャレンジします。同時に、CSR経営の推進とガバナ
ンスを含む経営基盤の強化を進めていきます。
企業理念と行動基準に基づき、エクセレント・カンパニーを目指

して、全ての役員・従業員が強い責任感を持って挑戦し、経営計画
の目標達成を目指します。

私たち（クレハ）は、  エクセレント・カンパニーを目指し挑戦し続けます。

私たち（クレハ）は、　● 人と自然を大切にします。
● 常に変革を行い成長し続けます。
● 価値ある商品を創出して、社会の発展に貢献します。

私たち（クレハ）は、地球市民として企業の社会的責任を認識して活動します。
　　お客様へ ：顧客満足を第一に誠意と行動で応えます。
　　仕 事 へ ：常に進歩と創造にチャレンジします。
    常に変化に対応し、グローバルな視野を持って行動します。
　　仲 間 へ ：相互の意思を尊重しチームワークを発揮します。

企業理念体系

当社の目指すべき方向

社員の行動基準

企業理念

その根幹には、コンプライアンスはもとより、企業としてどのような社会貢献ができるか、私たち個々の自己実現が
どう図れるか、を常に考えて行動するという意味が込められています。

私たちを取り巻く社会とさまざまなステークホルダーへ、真に「エクセレント」な価値を提供し続ける会社になった
時、私たちは本当の「エクセレント・カンパニー」と評価される会社になったと考えます。
企業理念の実践が、「エクセレント・カンパニー」へつながると確信しています。

経営目標

目指す方向性

エクセレント・カンパニー
真に「エクセレント」な価値の提供

中期経営計画 Kureha's Challenge 2018　
～クレハの挑戦2018（製品差別化と新事業創出）

クレハグループは、「技術立社」企業として、
スペシャリティ・ケミカル分野において、差別化された製品を開発し、
社会に貢献し続ける高付加価値型企業となることを目指します。

① 事業目標
1) クレハグループの経営基盤を支える既存事業の競争力・
　 収益力向上
2) クレハグループの成長を牽引するPGA樹脂事業の拡大
3) クレハグループの将来を担う新規事業テーマの探索促進

② CSR経営の推進
③ 経営基盤の強化

「エクセレント・カンパニー」とは、

“人と自然を大切にします。”　 
人を大切にします ----------------------- 当社を取り巻くさまざまなステークホルダーは、いずれもかけがえのないパートナーであり、 
 互いの必要性・重要性を認め合うとともに、利益を享受し合う関係を築き上げていきます。
自然を大切にします ------------------- 地球市民としての責任を充分に認識し、自然の保護に対しては、より積極的に取り組ん 
 でいきます。

“常に変革を行い成長し続けます。”
  「現状維持は転落の始まりである」と認識し、常に変革に取り組む決意です。
  社会や事業環境の変化を敏感に捉え、常に新しい目標を設定して、その達成に向けて 
  邁進します。

“価値ある商品を創出して、社会の発展に貢献します。”　　

「社員の行動基準」は、企業理念を実現するために、私たちが取るべき行動の指針を
成文化したものです。

　　 クレハのオリジナリティを発揮し、関与する分野においてNo.1を目指しながら、
  社会の発展へ貢献していきます。
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先端産業を支える高機能材
クレハの技術が生み出す機能製品は、さまざまな先端産業を
支えるとともに、エネルギー資源の確保、省エネや環境負荷の低減
に貢献しています。

自動車の部品、パソコンや携帯端末において、金属の代替材料
として活躍するエンジニアリング・プラスチックスのPPS（ポリフェニ
レンサルファイド）樹脂、リチウムイオン電池のバインダーとして
優れた特性を有するフッ化ビニリデン樹脂は、年々小型・軽量化
が進む身近なモノの中で重要な役割を演じながら、省エネやエネ
ルギーの有効利用に貢献しています。
クレハマイクロスフェアーは、独自技術で開発した熱膨張性マイ
クロカプセルです。自動車部品・樹脂製靴底、発泡インキ、壁紙、粘着
剤など幅広い用途に応用され、軽量化や断熱に役立っています。
PGA（ポリグリコール酸）樹脂は、分解性、強度、バリア性に優れた

性能を有し、シェールオイル・ガスの掘削機器など、エネルギー資源
分野などで活用されています。
また、工業用断熱材、水やガスの浄化用活性炭、リチウムイオン
電池用負極材として使われる炭素製品も、産業界のニーズに応えた
スペシャリティ製品として、生活に欠かせない先端産業分野に貢献
しています。

- Kureha's Challenge 2018 ‒
差別化戦略追求と積極的な資源投入による事業の拡大、採算
改善による利益確保を進めます。また、PGA樹脂事業において
はバリューチェーンの拡大による成長を目指します。

機能製品事業
PPS（ポリフェニレンサルファイド）樹脂/フッ化ビニリデン樹脂/
マイクロスフェアー/PGA（ポリグリコール酸）樹脂/炭素製品

人と大地と産業を育む
人々の健康や農業の発展、そして産業の成長、それぞれを支える

クレハの化学製品があります。

農薬分野では、作物を保護し、同時に作業者・消費者・環境すべて
に安全な製品の開発に取り組んでいます。
医薬品分野における基本理念は「CURE（治療）からCARE（生活

の質を考えた療法）へ」。クレハは、副作用の少ない薬剤の開発など、
人々の健やかな生活を力強くバックアップする医薬品を創り出して
います。
工業薬品分野は、幅広い産業の糧となる基礎材料をお客様に

供給するとともにクレハの各種製品の基盤としてクレハを支えて
います。
クレハの製品のルーツは塩素などの基礎的な材料にあります。

これらを活かすことで新たな付加価値を持つ製品の創造を可能に
してきました。ここにクレハの独創性があります。

- Kureha's Challenge 2018 ‒
農薬・医薬品分野での新剤開発の促進を図ります。

化学製品事業
農薬/医薬品/工業薬品

あなたの毎日をもっと快適に
NEWクレラップや食品包装に関する技術など、日常の暮らし

をサポートする樹脂製品は、暮らしのさまざまなシーンで便利さや
安心感を提供しています。

ハムやソーセージのパッケージ、ケチャップやマヨネーズのソフト
ボトルなど、クレハはさまざまな食品の包装技術を極めてきました。
また誰でも簡単にカットできるクレハカットを採用した家庭用
ラップ〈NEWクレラップ〉や、キッチンまわりを楽しく便利にする
〈キチントさん〉シリーズなど、日常の暮らしをサポートする製品も
豊富です。
レジャー関連では、世界初のフロロカーボン製釣糸〈シーガー〉
を世に送り出し、フィッシングライフをサポートし続けています。
クレハは、日々の暮らしを大切にする多くの人々を見つめながら、
一歩先を行く製品の開発に取り組んでいます。

- Kureha's Challenge 2018 ‒
グローバル展開による拡販・収益力向上、コスト競争力の向上、
家庭用品分野でのブランド力の強化を目指します。

樹脂製品事業
業務用食品包装材料/家庭用品/釣糸 ともに歩むクレハグループ

建設、エンジニアリング、産業廃棄物処理、物流、商社、医療
サービスなど、ともに歩むクレハグループの事業です。

建設関連事業では、クレハ錦建設（株）が、建築・土木および住宅
分野で、安全で安心していただける快適な生活環境を提供してい
ます。また、（株）クレハエンジニアリングは、クレハグループのマザー
工場であるいわき事業所内のプラント維持・管理業務を通じて、
クレハのさまざまな製品の安定的な生産活動に貢献しています。
環境事業では、（株）クレハ環境が、産業廃棄物の適正処理という

仕事を通して地球環境保全へ貢献しています。また、（株）クレハ
分析センターは、分析評価技術力により、環境の保全と医薬分野で
の研究支援に努めています。
運輸・倉庫事業では、クレハ運輸（株）が、最善の安全性、確実性、

効率性をもって物流の業務を提供しています。
商社事業では、（株）クレハトレーディングが、化学の専門商社として

幅広い化学分野からのニーズに応え、その発展に寄与しています。
医療サービス事業では、いわき市南部の中核病院として機能して

いる「呉羽総合病院」、および介護老人保健施設「ガーデニア」を
運営しています。

- Kureha's Challenge 2018 ‒
建設分野における受注活動の強化と原価低減の促進、環境
分野での低濃度PCB 処理を含む産業廃棄物処理事業の拡大
を目指します。

建設関連・その他事業
建設関連事業/環境事業/運輸・倉庫事業/商社事業/
不動産・サービス・保険/医療サービス

「ナケレバ、ツクレバ。」それがクレハのこだわり、それがクレ　　ハの開発精神。1944年の創業以来、自社技術にこだわり、
ものづくりを続けてきました。独自に開発したモノは、時に　　形を変え、役割を変え、人々の暮らしの中で息づいていく。

「どこにも無ければ、創ればいい。」世の中が　　変わっても、その精神は変わらないのです。
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優れた特性を有するフッ化ビニリデン樹脂は、年々小型・軽量化
が進む身近なモノの中で重要な役割を演じながら、省エネやエネ
ルギーの有効利用に貢献しています。
クレハマイクロスフェアーは、独自技術で開発した熱膨張性マイ

クロカプセルです。自動車部品・樹脂製靴底、発泡インキ、壁紙、粘着
剤など幅広い用途に応用され、軽量化や断熱に役立っています。
PGA（ポリグリコール酸）樹脂は、分解性、強度、バリア性に優れた

性能を有し、シェールオイル・ガスの掘削機器など、エネルギー資源
分野などで活用されています。
また、工業用断熱材、水やガスの浄化用活性炭、リチウムイオン
電池用負極材として使われる炭素製品も、産業界のニーズに応えた
スペシャリティ製品として、生活に欠かせない先端産業分野に貢献
しています。

- Kureha's Challenge 2018 ‒
差別化戦略追求と積極的な資源投入による事業の拡大、採算
改善による利益確保を進めます。また、PGA樹脂事業において
はバリューチェーンの拡大による成長を目指します。

機能製品事業
PPS（ポリフェニレンサルファイド）樹脂/フッ化ビニリデン樹脂/
マイクロスフェアー/PGA（ポリグリコール酸）樹脂/炭素製品

人と大地と産業を育む
人々の健康や農業の発展、そして産業の成長、それぞれを支える

クレハの化学製品があります。

農薬分野では、作物を保護し、同時に作業者・消費者・環境すべて
に安全な製品の開発に取り組んでいます。
医薬品分野における基本理念は「CURE（治療）からCARE（生活

の質を考えた療法）へ」。クレハは、副作用の少ない薬剤の開発など、
人々の健やかな生活を力強くバックアップする医薬品を創り出して
います。
工業薬品分野は、幅広い産業の糧となる基礎材料をお客様に

供給するとともにクレハの各種製品の基盤としてクレハを支えて
います。
クレハの製品のルーツは塩素などの基礎的な材料にあります。

これらを活かすことで新たな付加価値を持つ製品の創造を可能に
してきました。ここにクレハの独創性があります。

- Kureha's Challenge 2018 ‒
農薬・医薬品分野での新剤開発の促進を図ります。

化学製品事業
農薬/医薬品/工業薬品

あなたの毎日をもっと快適に
NEWクレラップや食品包装に関する技術など、日常の暮らし

をサポートする樹脂製品は、暮らしのさまざまなシーンで便利さや
安心感を提供しています。

ハムやソーセージのパッケージ、ケチャップやマヨネーズのソフト
ボトルなど、クレハはさまざまな食品の包装技術を極めてきました。
また誰でも簡単にカットできるクレハカットを採用した家庭用
ラップ〈NEWクレラップ〉や、キッチンまわりを楽しく便利にする
〈キチントさん〉シリーズなど、日常の暮らしをサポートする製品も
豊富です。
レジャー関連では、世界初のフロロカーボン製釣糸〈シーガー〉
を世に送り出し、フィッシングライフをサポートし続けています。
クレハは、日々の暮らしを大切にする多くの人々を見つめながら、
一歩先を行く製品の開発に取り組んでいます。

- Kureha's Challenge 2018 ‒
グローバル展開による拡販・収益力向上、コスト競争力の向上、
家庭用品分野でのブランド力の強化を目指します。

樹脂製品事業
業務用食品包装材料/家庭用品/釣糸 ともに歩むクレハグループ

建設、エンジニアリング、産業廃棄物処理、物流、商社、医療
サービスなど、ともに歩むクレハグループの事業です。

建設関連事業では、クレハ錦建設（株）が、建築・土木および住宅
分野で、安全で安心していただける快適な生活環境を提供してい
ます。また、（株）クレハエンジニアリングは、クレハグループのマザー
工場であるいわき事業所内のプラント維持・管理業務を通じて、
クレハのさまざまな製品の安定的な生産活動に貢献しています。
環境事業では、（株）クレハ環境が、産業廃棄物の適正処理という

仕事を通して地球環境保全へ貢献しています。また、（株）クレハ
分析センターは、分析評価技術力により、環境の保全と医薬分野で
の研究支援に努めています。
運輸・倉庫事業では、クレハ運輸（株）が、最善の安全性、確実性、

効率性をもって物流の業務を提供しています。
商社事業では、（株）クレハトレーディングが、化学の専門商社として

幅広い化学分野からのニーズに応え、その発展に寄与しています。
医療サービス事業では、いわき市南部の中核病院として機能して

いる「呉羽総合病院」、および介護老人保健施設「ガーデニア」を
運営しています。

- Kureha's Challenge 2018 ‒
建設分野における受注活動の強化と原価低減の促進、環境
分野での低濃度PCB 処理を含む産業廃棄物処理事業の拡大
を目指します。

建設関連・その他事業
建設関連事業/環境事業/運輸・倉庫事業/商社事業/
不動産・サービス・保険/医療サービス

「ナケレバ、ツクレバ。」それがクレハのこだわり、それがクレ　　ハの開発精神。1944年の創業以来、自社技術にこだわり、
ものづくりを続けてきました。独自に開発したモノは、時に　　形を変え、役割を変え、人々の暮らしの中で息づいていく。

「どこにも無ければ、創ればいい。」世の中が　　変わっても、その精神は変わらないのです。
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