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会社概要 
 

商号 相生商事株式会社 

所在地 東京都葛飾区四つ木四丁目 1番 16号 

TEL：03-3693-0818(代表) 

FAX：03-3695-3800  

http://www.aioi-s.com/ 

設立年月日 昭和 27年 1月 

資本金 1,000万円 

決算 5月末日（年 1回） 

売上高 年商 1億円（平成 26年度） 

沿革 昭和 26年 

 

設立者池田政次郎は大起ペイント株式会社（現ユニオンペイント

株式会社）取締役を辞任退職し、東京都台東区上野にて株式会社

相生商会を設立、従前の家業の染料・塗料・化学工業薬品の販売

業を再開する。 

昭和 27年 

 

東京都葛飾区四つ木（現所在地）に店舗を設立し、本社を同地に

移転。以前の本社を上野連絡所とする。 

昭和 37年 商号を相生商事株式会社に改称する。 

昭和 46年 池田政次郎の死去に伴い、代表取締役に池田宏が就任。 

 

平成 21年 代表取締役に池田佳正が就任。現在に至る。 

取引銀行 みずほ銀行葛飾支店 

主要 

取扱品目 

〇各種接着剤 〇両面粘着テープ 〇塗料・顔料 〇各種溶剤 〇添加剤 

〇合成樹脂原料及び加工品 〇天然樹脂 〇その他有機・無機工業薬品 

 

アクセスマップ 
 

・電車でのアクセス  

京成線四ツ木駅より商店街（まいろーど）を

通り抜け、国道 6 号線の歩道橋を横断後四つ

木橋方面へ約 50m直進右手（徒歩約 8分）  

 

・車でのアクセス  

都心方面より国道 6 号線を柏・水戸方面へ

直進、四ツ木橋を渡りすぐの交番の先約 50m

左手 



取扱商品               接着剤―１ 
（メーカー名 50 音順） 

旭化学合成株式会社 アサヒメルト、アサヒタック         

アサヒメルト PK960 ホットメルト 小箱封緘用 接着性・低温特性良     

  M4500   〃 無線綴製本用 加工紙への接着性良     

アサヒタック AD5022   〃 常温で粘着性を発揮        

                

株式会社アルテコ   瞬間接着剤           

アルテコ E50 ｼｱﾉｱｸﾘﾚｰﾄ 遅硬化高粘度タイプ       

  D   〃 EPDM 等難接着物用       

  ｽﾌﾟﾚｰﾌﾟﾗｲﾏｰ プライマー スプレータイプの促進剤       

                

恵比寿化成株式会社 エビステープ           

エビステープ #700EP 両面テープ 汎用廉価タイプ 初期接着性良     

  #703   〃 低温接着性良 PP,PE,ポリオレフィン等     

        

コニシ株式会社   コニシボンド           

ボンド ニューCH18 エマルジョン 一般木工用       F4 

  SH5   〃 木質フラッシュ用 フレキ合板用     

  G17 CR ゴム溶剤形 ゴムと金属の接着をはじめ多用途   F4 

  シリコンコーク シーリング剤 目地、ガラス廻り 耐環境性優良     

                

高圧ガス工業株式会社 ぺガール、エマタック、シアノン、ペガロック       

シアノン 10M ｼｱﾉｱｸﾘﾚｰﾄ 金属、ゴム、プラスチック       

 DW   〃 大理石、フィギュア等用の白色グレード   

 ET 〃（エトキシ系） 低臭気 低白化 耐衝撃性良   

  Z245P 改 プライマー PP、PE、PET 等難接着物用プライマー   

アラルダイト 2011 エポキシ 多目的 長期耐久性 低収縮   

 2012 エポキシ 速硬化 幅広い用途 低収縮   

 2015 エポキシ じん性/ペースト GRP SMC 及び異なる被着体  

ペガロック GL-240 アクリル 2 液 ｺｰｷﾝｸﾞｶﾞﾝで塗布 金属とセラミック・FRP 等  

                

サイデン化学株式会社 サイビノール           

サイビノール DBA-136 エマルジョン ビニール引き加工紙       

  DBA-155   〃 特殊樹脂加工紙 機械適性良   P 

  AC-704   〃 PP,PE 適性       

                

セメダイン株式会社 セメダイン接着剤           

セメダイン スーパーX 弾性接着剤 粘着接着力大 広範な接着性   P 

  スーパーXG 弾性接着剤 スーパーX の速硬化版   F4 

  EP007 エポキシ２液 自動車、電機関係 耐環境性優良     

                

デクセリアルズ株式会社 ソニーボンド、工業用接着テープ       

接着テープ T4000 両面テープ 小物打抜き加工品等 伸びにくい基材     

  G9000   〃 一般接着用途 無溶剤タイプ   P 

                

 

 



取扱商品               接着剤―２ 
 

ダイセル化学工業株式会社 セビアン、リキメルト   

セビアン A 215 エマルジョン 段ボールグルージョイント     P 

  219   〃    〃   （EVOL 等高速機械用）    P 

  56145K   〃    〃   （強撥水用）   P 

  2600   〃 アルミ等と布、銘木等の粘着 耐水耐熱良 P 

                

ジャパンコーティングレジン株式会社 リカボンド、アクアテックス         

リカボンド BA-20 エマルジョン 塩ビフィルムと布・紙等繊維質 機械適性良 F4 

  AR-51H   〃 合成繊維、塩ビレザー ウレタン変性     

                

電気化学工業株式会社 デンカ EVA テックス         

ﾃﾞﾝｶ EVA ﾃｯｸｽ NA500 エマルジョン 多孔質材料、塩ビ等     P 

                

東亞合成株式会社 アロンアルファ、アロンタイト、アロンセラミック、アロンメルト   

アロンアルファ #201 ｼｱﾉｱｸﾘﾚｰﾄ 一般汎用品 低粘度       

  木工用   〃 一般木工や木型製作       

  GEL-10   〃 浸透しやすい材質、多孔質材料     

  ａａ･Setter 硬化促進剤 速硬化 白化防止用       

  ｱﾛﾝﾎﾟﾘﾌﾟﾗｲﾏｰ プライマー PP、PE、PET 等難接着物用     

                

東立化成工業株式会社 ビニグルー、シンセティック、エスプレン       

ビニグルー EL-122 エマルジョン 木工用標準品     F4 

  E-1250   〃 加工紙、食品包装紙 機械適性良好   P 

  TM-50A   〃 洗濯糊 糊落ち性優       

  B-085   〃 化繊、綿等のラミネート     F4 

シンセティック EM EVA モルタル接着増強剤       

                

三井武田ケミカル株式会社 タケラック、タケネート       

タケラック A-969V ウレタン主剤 PP 等のﾄﾞﾗｲﾗﾐﾈｰﾄ（透明・ｱﾙﾐﾚﾄﾙﾄ包材）     

タケネート A-5   〃 硬化剤   〃       

                

日立化成ポリマー株式会社             

ハイボン 1491 CR ゴム溶剤系 PE フォームと木材、金属他   S 

 4250 ウレタン系 皮革、塩ビ、ウレタンゴム等  S 

  9020 ホットメルト PVC 化粧板         

 11-575 両面テープ フォーム裏打ち、銘板固定用   

  11-579V   〃 汎用廉価タイプ 初期接着性良好     

  11-583   〃 ポリオレフィンへの接着力強 耐熱性    

        

 F4・・・F★★★★ P ・・・PRTR 法規制対象物質含有なし   

 S ・・・トルオール、キシロール等の溶剤を含有     

 

※上記メーカー・商品群以外にも多数取り扱っております。 

 

 

 



取扱商品              塗料・顔料・染料 
 

建築用塗料               

アイカ工業株式会社 ジョリパット、ジョリエース、ジョリコート       

アトミクス株式会社 アクリルーフ、アスファルーフ、カラーベスト、アトレーヌ、フロアトップ、   

    ハードライン、ライフ錆止       

エスケー化研株式会社 セラタイト、セラミックシリコン、ベルアート、ヤネフレッシュ、ミラクファンド、   

    ミラクシーラー、エコフレッシュ       

大同塗料株式会社 ヤネクール、ハイアルマ、プールコート、ユカクリート、     

    イートシック（光触媒ホルマリン吸着・分解塗料）     

大日本塗料株式会社 V トップ、アクリルルーベン、ウレタンルーベン、ノボクリーン、     

    ビルテック NEO         

東日本塗料株式会社 フローンシリーズ、AU コート、フルトップ、弾性トップ 14、カワラコート、   

    ビニコート、エクセルプライマー       

ロックペイント株式会社 ビニロック、パーマロック、ハイロック       

        

工業用塗料               

オキツモ株式会社 耐熱塗料オキツモ、耐沸騰水塗料、ボーセーネオス、    

    エコーティオ（光触媒抗菌塗料）     

ガンマーケミカル株式会社 耐熱塗料フジ・ガンマー    

川上塗料株式会社 ネオアルキコート、ネオクイック、ネオキング       

大同塗料株式会社 錆止ペイント、速乾ダイレックス、イージーワン     

株式会社トウペ トアメラタイト、トアアクロン、トアカロン    

フタバペイント株式会社 ビナック、フタライトラッカー    

ユニオンペイント株式会社 エコラッカー、リムコプラサフ       

ロックペイント株式会社 サンロック、ロックコート、エアーロック       

        

木工用 プラスチック用塗料              

カシュー株式会社  自然乾燥カシュー、カシューストロン、プラスラック       

東日本塗料株式会社 酒精ニス、ネオウレ         

株式会社フッコー ベイビースキンウォール、マヂックコート   

北三株式会社 ワトコオイル           

ユニオンペイント株式会社 環境対応型塗料 EG シリーズ、アルマステイン、皮革用塗料   

        

シンナー、剥離剤               

三彩化工株式会社 剥離剤ネオリバー         

大伸化学株式会社 CP アセトン、剥離剤ネオペリバー、PRTR 対応シンナー     

ユニオンペイント株式会社 塗料用シンナー各種         

        

塗装副資材・機器               

アネスト岩田株式会社 スプレーガン、コンプレッサー         

大塚刷毛製造株式会社 刷毛、ローラー、養生シート、ウェス、手袋等    

好川産業株式会社 同上       

        

顔料・染料               

BASF ジャパン株式会社 オラゾール、マイクロリス   

御国色素株式会社 水分散系顔料各種         

中塚金属箔粉株式会社 金粉、銀粉、銅紛、純金粉、箔、アルミペースト        

 



取扱商品            毒劇物・化学工業薬品 
 

品名 別称 荷姿 ※表下参照 備考 

メタノール メチルアルコール 500ml～ローリー 毒劇物毒劇物毒劇物毒劇物    

トルオール トルエン     〃 〃〃〃〃    

キシロール キシレン     〃 〃〃〃〃    

酢酸エチル 酢エチ     〃 〃〃〃〃    

酢酸ブチル 酢ブチ     〃  

MEK （メチルエチルケトン）     〃 毒劇物毒劇物毒劇物毒劇物    

MIBK （メチルイソブチルケトン）     〃  

アセトン      〃 除光液等 

IPA （イソプロピルアルコール）     〃 消毒清掃等 

THF （テトラヒドロフラン）     〃 塩ビ接着等 

ヘキサン （ノルマルヘキサン）     〃 汚れ落とし 

シクロヘキサノン アノン 500ml～ドラム缶 塗料ｶﾌﾞﾘ防止 

ブチルセロソルブ ブチセル     〃 〃 

リグロイン   500ml、18 ㍑缶 汚れ落とし 

メチレンクロライド 二塩化メチレン、メチクロ 20kg 缶～ドラム缶 油脂洗浄 

トリクレン トリクロロエチレン 25kg 缶～ドラム缶 〃 

二塩化エタン EDC（エチレンジクロライド） 18 ㍑缶  

アルコール（合成・発酵） エタノール 18 ㍑缶～ローリー  

無水エタノール   18 ㍑缶  

塩酸 純塩酸、合成塩酸 30kg ポリ容器 毒劇物毒劇物毒劇物毒劇物    

硫酸 濃硫酸（96％）、希硫酸（75％）     〃 〃〃〃〃    

酢酸 氷酢酸、無水酢酸     〃   

水酸化ナトリウム 苛性ソーダ 450g、25kg 袋 毒劇物毒劇物毒劇物毒劇物    

硫化ナトリウム 硫化ソーダ 25kg 袋 還元剤等 

炭酸ナトリウム 炭酸ソーダ、ソーダ灰     〃 入浴剤等 

水酸化カルシウム 消石灰     〃 中和剤等 

酸化カルシウム 生石灰     〃 乾燥剤、発熱 

炭酸カルシウム 炭カル     〃 ﾗｲﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ 

硫酸アンモニウム 硫安     〃 ｽﾉｰｾﾒﾝﾄ 

アンモニア水 安水 20kg ポリ容器 毒劇物毒劇物毒劇物毒劇物    

ホルマリン ホルムアルデヒド     〃 〃〃〃〃 

次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ソーダ     〃  

【その他】 

アルコール系洗浄剤 ソルミックス クリンソルブ等 18 リットル石油缶～  

各種薬品試薬 メーカー：関東化学 東京化成等 500ml ビン等  

    

※荷姿 ・500ml ガラスビン ・20 リットルペール缶  

 ・1.8 リットル缶 ・200 リットルドラム缶  

 ・3.6 リットル缶 ・ローリー  

 ・18 リットル石油缶   

 

 

 



取扱商品          シリコーン・添加剤・天然樹脂 
 

シリコーン 

（オイル、シラン、RTV ゴム等） 

信越化学工業株式会社 

東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社 

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ株式会社 

ゴム加工関係商品 硫黄（不溶性、沈降性） 

加硫促進剤（亜鉛華、ノクセラー、ステアリン酸） 

スコーチ防止剤（スコノック） 

加工助剤（飴サブ等） 

各種添加剤 

（消泡剤、潤滑剤 、離型剤 防腐剤） 

サンノプコ株式会社 

株式会社 ADEKA 

  

天然樹脂   

膠（にかわ）  

板膠、粉末膠  
東立化成工業株式会社  

カゼイン（ラクティックカゼイン）  

 

ニュージーランド産カゼイン 

オーストラリア産カゼイン  

蝋 

 木蝋、蜜蝋、カルナバ蝋 

 パラフィンワックス 

日本精鑞株式会社 

三木化学工業株式会社 

その他 松脂・柿渋 etc...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/8/1 1.71 


