
●グループ会社の概要
名称 拠点 主な事業内容

連結子会社

北興産業（株） 東京 ファインケミカル製品などの販売
美瑛白土工業（株） 東京、北海道 銅基剤、白土およびバルーン（白土発泡球体）などの製造･販売
ホクコーパツクス（株） 東京、岡山 石油製品などの販売、当社の福利厚生業務
張家港北興化工有限公司 中国江蘇省 ファインケミカル製品の製造･販売
村田長（株） 大阪、東京、中国上海市 産業用繊維資材、靴・鞄用繊維資材、衣料用繊維資材の販売

非連結子会社 HOKKO CHEMICAL 
AMERICA CORPORATION 米国ノースカロライナ州 農薬市場の調査、農薬製品の普及
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事業所所在地

●本社　■研究所　■試験農場
●支店　■工場　　
◉海外駐在員事務所
◉グループ会社

■北海道工場 ◉美瑛白土工業（株）

■北海道試験農場

●札幌支店

●仙台支店

■新潟工場・新潟工場第二工場

●新潟支店富山事務所

●新潟支店

●仙台支店秋田事務所

●本社
●東京支店
◉北興産業（株）

■厚木試験農場〈開発研究所に付設〉
■開発研究所・化成品研究所

◉村田長（株）東京支店

■静岡試験農場

◉村田長（株）本社
●大阪支店

●岡山支店

■岡山工場
◉ホクコーパツクス（株）

●福岡支店

ファインケミカル事業：マーケティング拠点 ファインケミカル事業：生産拠点 農薬事業：北米・中南米における農薬の開発・
登録・普及等拠点

●本社 
　〒103-8341 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号 
　（住友不動産日本橋ビル） 
　TEL. 03-3279-5151（大代表）　FAX. 03-3279-5195
■開発研究所 
　〒243-0023 神奈川県厚木市戸田2165番地 
　TEL. 046-228-5881（代表）　FAX. 046-228-0164
■化成品研究所 
　〒243-0023 神奈川県厚木市戸田2165番地 
　TEL. 046-230-2916（代表）　FAX. 046-229-7058
■試験農場 
　北海道試験農場 
　〒069-1473 北海道夕張郡長沼町西三線南一号13 
　TEL. 0123-88-3587　FAX. 0123-88-0418
　厚木試験農場 
　〒243-0023 神奈川県厚木市戸田2165番地 
　TEL. 046-228-2909　FAX. 046-228-0164
　静岡試験農場 
　〒421-0502 静岡県牧之原市白井665番地 
　TEL. 0548-54-1156　FAX. 0548-54-0729
●支店
　札幌支店 
　〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条西六丁目2番地2号 
　（札幌センタービル） 
　TEL. 011-231-1610（代表）　FAX. 011-231-0124
　仙台支店 
　〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目1番10号 
　（あいおいニッセイ同和損保仙台ビル） 
　TEL. 022-263-4331（代表）　FAX. 022-265-7329
　　仙台支店秋田事務所 
　　〒010-0975 秋田県秋田市八橋字下八橋191番地5 
　　TEL. 018-862-3841（代表）　FAX. 018-864-6213
　東京支店 
　〒103-8341 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号 
　（住友不動産日本橋ビル） 
　TEL. 03-3279-5921（代表）　FAX. 03-3242-7808
　新潟支店 
　〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代四丁目4番27号 
　（NBF新潟テレコムビル） 
　TEL. 025-240-3777（代表）　FAX. 025-247-2255
　　新潟支店富山事務所 
　　〒930-0200 富山県中新川郡立山町上野387番地2 
　　TEL. 076-463-1133（代表）　FAX. 076-462-1477
　大阪支店 
　 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町三丁目4番10号 
（本町野村ビル） 
TEL. 06-6261-3571（代表）　FAX. 06-6264-7280

　岡山支店 
　 〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町9番18号 
（岡山県農業会館） 
TEL. 086-224-0388（代表）　FAX. 086-233-5112

　福岡支店 
　〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神二丁目14番地8号 
　（福岡天神センタービル） 
　TEL. 092-714-3821（代表）　FAX. 092-713-7607

■工場
　北海道工場 
　〒073-0001 北海道滝川市北滝の川1470番地 
　TEL. 0125-24-7261（代表）　FAX. 0125-24-1669
　新潟工場 
　〒957-0082 新潟県新発田市佐々木2661番地1 
　TEL. 0254-27-3111（代表）　FAX. 0254-27-8388
　　新潟工場第二工場 
　　 〒957-0101 新潟県北蒲原郡聖籠町東港六丁目 

1923番地10 
　岡山工場 
　〒706-0305 岡山県玉野市胸上402番地 
　TEL. 0863-41-1515（代表）　FAX. 0863-41-1059
◉海外駐在員事務所
　ミュンヘン事務所 
　Parkring11, 85748 Garching bei München, Germany 
　TEL. 49-89-307 48 14 16
◉グループ会社
　北興産業株式会社 
  本社  

〒103-8341 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号 
（住友不動産日本橋ビル） 
TEL. 03-3279-5153（代表）　FAX. 03-3279-5065

　美瑛白土工業株式会社 
  本社  

〒103-8341 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号 
（住友不動産日本橋ビル） 
TEL. 03-3279-5151（大代表）
美瑛工場 
〒071-0236 北海道上川郡美瑛町字美沢美瑛共和 
TEL. 0166-92-1654（代表）　FAX. 0166-92-1890

　ホクコーパツクス株式会社 
  本社  

〒103-8341 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号 
（住友不動産日本橋ビル） 
TEL. 03-3279-5151（大代表）
岡山事業所  
〒706-0305 岡山県玉野市胸上402番地 
TEL. 0863-41-2991　FAX. 0863-41-1447

　張家港北興化工有限公司 
　中国江蘇省張家港保税区揚子江国際化学工業園長江路9号 
　TEL. 86-512-5838-9306　FAX. 86-512-5838-9328
　村田長株式会社 
  本社  

〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目3番2号 
（第一住建瓦町ビル） 
TEL. 06-4706-8019　FAX. 06-4706-8016

  東京支店  
〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町10番14号 

（日本橋BSビル） 
TEL. 03-6861-2702　FAX. 03-6861-2733

  上海事務所  
中国上海市茅台路868号光華大厦北楼916室 
TEL. 86-21-6185-9789　FAX. 86-21-6185-9790

　HOKKO CHEMICAL AMERICA CORPORATION 
　 15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, NC, 27513, 

U.S.A. 
TEL. 1-919-678-2138

製品販売

製品普及

製品･原料購入

業務等委託
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お取引先

張家港北興化工有限公司

北興産業（株）

村田長（株）

HOKKO CHEMICAL 
AMERICA CORPORATION

美瑛白土工業（株）

ホクコーパツクス（株）

◉張家港北興化工有限公司
　（中国 江蘇省）

◉ミュンヘン事務所
　（ドイツ ミュンヘン）

◉HOKKO CHEMICAL
　AMERICA CORPORATION
　（アメリカ合衆国 ノースカロライナ州）

◉張家港北興化工有限公司
　（中国 江蘇省）

◉ミュンヘン事務所
　（ドイツ ミュンヘン）

◉HOKKO CHEMICAL
　AMERICA CORPORATION
　（アメリカ合衆国 ノースカロライナ州）

◉張家港北興化工有限公司
　（中国 江蘇省）

◉ミュンヘン事務所
　（ドイツ ミュンヘン）

◉HOKKO CHEMICAL
　AMERICA CORPORATION
　（アメリカ合衆国 ノースカロライナ州）

事業拠点

国内外ネットワーク




