
３　企業毎、事業所毎のアスベスト含有製品の生産実績

会社名 事業所名等 製造された石綿製品
都道府県 市区町村

1 ㈱阿形工業 大阪府 阪南市 紡織品、パッキン等 1957 ～ 2003 製造していない
2 曙ブレーキ工業㈱ 羽生製造所 埼玉県 羽生市 摩擦材 1939 ～ 1999 製造していない

福島製造所 福島県 桑折町 摩擦材 1971 ～ 2000 製造していない
館林製造所 群馬県 館林市 摩擦材 1996 ～ 2001 製造していない

その他 1996 ～ 2001 製造していない
関連企業 埼玉県 羽生市 製造していない

3 旭トステム外装㈱ トステム成東㈱ 千葉県 成東町 石綿ボード 1987 ～ 1998 製造していない
4 ㈱アスクテクニカ ㈱アスクテクニカ 山梨県 シール材 1948 ～ 2003 製造していない

摩擦材 1945 ～ 2003 製造していない
5 飯田パッキン工業㈱ 本社工場 大阪府 豊中市 ガスケット 1944 ～ 2001 製造していない

千葉工場 千葉県 市原市 ガスケット 1968 ～ 2005 製造中
八尾工場 大阪府 八尾市 ガスケット 2001 ～ 2005 製造中

6 伊藤忠商事㈱ 製造していない
7 ㈱INAX 久米工場 愛知県 常滑市 石綿ボード 1991 ～ 1997 製造していない
8 ウベボード㈱ 宇部工場 山口県 宇部市 スレート 1950 ～ 2004 製造していない

石綿ボード 1961 ～ 2004 製造していない
富士工場 静岡県 富士市 スレート 1967 ～ 2004 製造していない
大阪工場 大阪府 大阪市 スレート 1950 ～ 1967 製造していない
熊本工場 熊本県 鹿本町 スレート 1973 ～ 1999 製造していない
工事関係者 製造していない

9 ㈱エーアンドエーマテリアル
（旧アスク㈱関連） 旧横浜工場 神奈川県 横浜市 スレート 1924 ～ 1975 閉鎖

石綿ボード 1954 ～ 1975
紡織品 1947 ～ 1970
断熱材 1958 ～ 1975
保温材 1952 ～ 1964
耐火被覆材 1968 ～ 1971

旧埼玉工場 埼玉県 嵐山町 耐火被覆材 1968 ～ 1975 閉鎖
接着剤 1958 ～ 1975

旧東京工場 東京都 墨田区 シール材 1942 ～ 1967 閉鎖
摩擦材 1939 ～ 1967

石岡工場 茨城県 石岡市 スレート 1974 ～ 2001 製造していない
石綿ボード 1975 ～ 2002 製造していない

旧名古屋工場 愛知県 名古屋市 石綿セメント円筒 1940 ～ 1947 閉鎖
紡織品 1946 ～ 1947

愛知県 大府市 スレート 1970 ～ 1995 製造していない
石綿ボード 1970 ～ 1994 製造していない

旧大阪工場 大阪府 高槻市 スレート 1938 ～ 1977 閉鎖
紡織品 1938 ～ 1947

旧門司工場 福岡県 北九州市 スレート 1937 ～ 2000 閉鎖
耐火被覆材 1969 ～ 1975

旧水島工場 岡山県 倉敷市 スレート 1961 ～ 2001 閉鎖
石綿ボード 1970 ～ 1993

旧玉島工場 岡山県 玉島町 スレート 1961 ～ 1979 閉鎖
滋賀工場 滋賀県 東近江 スレート（加工） 1970 ～ 2004 製造していない
朝日珪酸工業㈱ 大分県 大分市 保温材 1964 ～ 1978 製造していない

群馬県 高崎市 耐火被覆材 1974 ～ 1987 製造していない
接着剤 1974 ～ 1987 製造していない

工事関係者 製造していない
旧東京工場 東京都 江東区 スレート 1914 ～ 1977 閉鎖
旧門司工場 福岡県 北九州市 スレート 1918 ～ 1996 閉鎖
名古屋工場（現㈱ＡＡ名古屋） 愛知県 名古屋市 スレート 1930 ～ 2003 製造していない
旧札幌工場 北海道 札幌市 スレート 1939 ～ 1996 閉鎖
旧大阪工場 大阪府 大阪市 スレート 1945 ～ 1972 閉鎖
旧清水工場 静岡県 清水市 スレート 1945 ～ 1977 閉鎖

大阪府 高槻市 スレート 1962 ～ 1998 製造していない
石綿ボード 1962 ～ 1990 製造していない

広島県 三原市 スレート 1971 ～ 2004 製造していない
石綿セメント円筒 1981 ～ 1988 製造していない

茨城県 筑西市 スレート 1975 ～ 2004 製造していない
石綿ボード 1975 ～ 2002 製造していない

旧東北浅野スレート㈱ 山形県 米沢市 スレート 1977 ～ 2004 閉鎖
関東浅野パイプ㈱ 埼玉県 熊谷市 スレート 1960 ～ 1995 製造していない

石綿セメント円筒 1960 ～ 2004 製造していない
浅野防火建材㈱ 埼玉県 熊谷市 スレート 1969 ～ 1994 製造していない
旧浅野パイプ 福岡県 福岡市 石綿セメント円筒 1984 ～ 1996 閉鎖

10 ㈱大獄名古屋 旧小牧ｽﾚｰﾄ工場 愛知県 小牧市 石綿ボード 1971 ～ 2003 閉鎖
11 ㈱大野社 有馬工場 兵庫県 神戸市 パッキン 1965 ～ 2004 製造していない
12 小野田化学工業㈱ 山口県 小野田市 耐火被覆材 1973 ～ 1987 製造していない

耐火材 1976 ～ 1988 製造していない
13 カキウチホンテス㈱ 解散
14 神島化学工業㈱ 詫間工場（押出工場） 香川県 詫間町 石綿ボード 1984 ～ 2002 製造していない

破風板工場 香川県 詫間町 石綿ボード 1996 ～ 2002 製造していない
詫間工場（第一） 香川県 詫間町 石綿ボード 1969 ～ 2002 製造していない
詫間工場（第二） 香川県 詫間町 石綿ボード 1976 ～ 2002 製造していない
関連企業 山口県 山陽小野 石綿ボード 1976 ～ 1987 製造していない

15 近畿㈱ 大阪府 阪南市 パッキン 1954 ～ 2004 製造していない

３　経済産業省の所管に係る企業のアスベスト製品の生産事業所一覧

（旧浅野スレート㈱関連）

茨城工場（現ＡＡ茨城）

市川大門
町

石綿製品の製造
現況

所在地番
号

製造期間

広島工場（現㈱中国浅野パイプ）

愛知工場(現㈱ＡＡ愛知)

朝日鉱綿㈱（現㈱コーメン）

大阪第一（現ＡＡ大阪）
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会社名 事業所名等 製造された石綿製品
都道府県 市区町村

石綿製品の製造
現況
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製造期間

16 ㈱草竹工業所 大阪府 阪南市 紡織品 1919 ～ 2004 製造していない
パッキン 1947 ～ 2005 加工

17 草竹産業㈱ 大阪府 阪南市 リボン・パッキン等 1985 ～ 2005 製造していない
18 クボタ松下電工外装㈱
（㈱クボタ関連） 兵庫県 尼崎市 石綿セメント円筒 1954 ～ 1975 製造していない

石綿ボード 1971 ～ 1995 製造していない
石綿管（加工） 1964 ～ 1989 製造していない

旧尼崎工場 兵庫県 尼崎市 なし 1955 ～ 1965 閉鎖
小田原工場 神奈川県 小田原市 屋根材 1960 ～ 2001 製造していない
滋賀工場 滋賀県 湖南市 屋根材 1972 ～ 2001 製造していない
大浜工場 大阪府 堺市 屋根材等（加工） 1988 ～ 1995 製造していない
鹿島工場 茨城県 鹿島郡 外壁材 1980 ～ 1992 製造していない
関連企業 製造していない

（松下電工㈱関連） 伊賀上野工場 三重県 伊賀市 石綿ボード 1987 ～ 2002 製造していない
足利工場 栃木県 足利市 瓦 1976 ～ 2003 製造していない
四日市工場 三重県 四日市市 吸音板 1973 ～ 1985 製造していない

石綿ボード 1967 ～ 2003 製造していない
門真工場 大阪府 門真市 ビニール床タイル 1965 ～ 1980 製造していない
米原工場 滋賀県 米原市 石綿ボード 1985 ～ 1992 製造していない
真岡工場 栃木県 真岡市 石綿ボード 1978 ～ 1987 製造していない

19 倉敷紡績㈱ 群馬工場 群馬県 伊勢崎市 押出成形セメント板 1989 ～ 2002 製造していない
20 光陽㈱ 大阪府 泉南市 紡織品 1962 ～ 1998 製造していない
21 ㈱栄屋石綿紡織所 大阪府 泉南市 紡織品 1917 ～ 2005 製造中
22 山王セラミックス㈱ 伊勢原工場 神奈川県 伊勢原市 スレート 1965 ～ 2004 製造していない

石綿ボード 1983 ～ 2000 製造していない
23 ㈱三和不燃ボード工業 福岡県 筑後市 石綿ボード 1961 ～ 2001 製造していない
24 四国浅野スレート㈱ 香川県 高松市 スレート 1961 ～ 2004 製造していない
25 昭和電工建材㈱ 石岡工場 茨城県 石岡市 押出成形セメント板 1978 ～ 2004 製造していない
26 新生不燃ボード㈱ 福岡県 小郡市 石綿ボード 1973 ～ 2003 製造していない
27 セキネシール工業㈱ 山崎工場 埼玉県 小川町 シール材 1971 ～ 2004 製造していない

28
㈱ゼネラルエンジニアリ
ング

石綿処理工事 製造していない

29 双伸ライニング㈱ 大阪府 貝塚市 摩擦材 1965 ～ 2003 製造していない

30
第一スレート工業㈱ 板橋工場 東京都 板橋区 スレート、石綿セメント

円筒 1940 ～ 1982
製造していない

31 ㈱旦暮商店 大阪府 泉南市 紡織品 1952 ～ 1977 製造していない
32 中越テック㈱ いわき工場 福島県 いわき市 スレート 1972 ～ 2003 製造していない

石綿ボード 1983 ～ 1989 製造していない
石膏積層板 1984 ～ 2003 製造していない

33 東京スレート㈱ 東京都 大田区 スレート 1955 ～ 1994 製造していない
東京浅野スレート㈱ 神奈川県 秦野市 スレート 1967 ～ 1977 製造していない
㈱トーケン 神奈川県 秦野市 スレート 1994 ～ 2004 製造していない
福井スレート㈱ 福井県 武生市 スレート付属品 1970 ～ 2004 製造していない

34 東京トリムテック㈱ 東京都 品川区 石綿処理工事 製造していない
35 東鐘工業所 大阪府 泉南市 紡織品 1965 ～ 1995 製造していない

パッキン 1990 ～ 2005 加工
36 東絶工業㈱ 本社 大阪府 大阪市 ジョイントシート 1957 ～ 1975 製造していない

パッキン 1953 ～ 2001 製造していない
継手 1973 ～ 2001 製造していない

袋井工場 静岡県 袋井市 パッキン 1969 ～ 2000 製造していない
継手 1973 ～ 2001 製造していない

37 東洋スレート㈱ 旧放出工場 大阪府 大阪市 スレート 1926 ～ 1982 閉鎖
38 東レACE㈱ 旧日本ｽﾚｰﾄ工業㈱ 福島県 小野町 スレート 1979 ～ 1988 製造していない

旧㈱テクマート 外装壁材 1988 ～ 1998 製造していない
39 ナイガイ㈱ 堀切工場 東京都 葛飾区 吹付けロックウール 1961 ～ 1970 製造していない

耐火被覆材 1963 ～ 1970 製造していない
40 ニチアス㈱ 鶴見工場 神奈川県 横浜市 摩擦材 1939 ～ 1969 製造していない

ガスケット 1962 ～ 1995 製造していない
石綿ボード 1939 ～ 1994 製造していない
保温材 1939 ～ 1974 製造していない
吹付け石綿 1964 ～ 1971 製造していない
断熱材 1978 ～ 1982 製造していない

王寺工場 奈良県 王寺町 ジョイントシート 1937 ～ 1991 製造していない
パッキン 1937 ～ 1971 製造していない
保温材 1937 ～ 1979 製造していない
摩擦材 1967 ～ 2004 製造していない
石綿ボード 1972 ～ 1978 製造していない
断熱材 1979 ～ 1987 製造していない
石綿糸 1937 ～ 1999 製造していない
石綿繊布 1937 ～ 1999 製造していない

羽島工場 岐阜県 羽島市 パッキン 1948 ～ 2003 製造していない
ガスケット 1952 ～ 2003 製造していない
保温材 1943 ～ 1987 製造していない
石綿ボード 1960 ～ 1991 製造していない
絶縁材 1965 ～ 1989 製造していない

袋井工場 静岡県 袋井市 ジョイントシート 1968 ～ 1999 製造していない
保温材 1964 ～ 1978 製造していない
石綿ボード 1967 ～ 1992 製造していない

結城工場 茨城県 千代川村 石綿ボード 1974 ～ 1992 製造していない
工事関係者 製造していない
研究所、営業所 製造していない

旧神崎工場
（神崎工場・長洲分工場）
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41 ニチハ㈱ 名古屋工場 愛知県 名古屋市 石綿ボード 1974 ～ 1981 製造していない
42 ニチハ富士テック㈱ 静岡県 富士市 石綿ボード 1962 ～ 2000 製造していない
43 日光化成㈱ 大阪工場 大阪府 大阪市 石綿ボード 1957 ～ 1966 製造していない

滋賀工場 滋賀県 石部町 石綿ボード 1966 ～ 2003 製造していない
44 日興商工㈱ 東京都 北区 販売 製造していない
45 日清工業 大阪府 阪南市 紡織品 1953 ～ 2005 製造中
46 日進防火板工業㈱ 福岡県 筑後市 石綿ボード 1965 ～ 2000 製造していない
47 日東紡績㈱ 旧東京工場 東京都 江東区 吹付けロックウール 1961 ～ 1968 閉鎖

ビニール床材 1960 ～ 1968
福島工場 福島県 福島市 ビニール床材 1961 ～ 1968 製造していない
千葉工場 千葉県 千葉市 吸音板 1971 ～ 1982 製造していない

吹付けロックウール 1968 ～ 1987 製造していない
ビニール床材 1968 ～ 1986 製造していない

48 岐阜工場 岐阜県 瑞穂市 保温材 1960 ～ 1979 製造していない
石綿ボード 1973 ～ 1986 製造していない
断熱材 1978 ～ 1990 製造していない
接着剤 1966 ～ 1990 製造していない

49 ㈱日本商行 東京都 品川区 販売 製造していない
50 日本バルカー工業㈱ 旧八尾工場 大阪府 八尾市 摩擦材 1932 ～ 1992 閉鎖

パッキン 1931 ～ 1968
旧厚木工場 神奈川県 厚木市 摩擦材 1941 ～ 1968 閉鎖

パッキン 1950 ～ 1968
旧新城工場 愛知県 新城市 摩擦材 1968 ～ 2002 閉鎖
工事関係者 製造していない

51 日本ブレーキ工業㈱ 旧八王子事業所 東京都 八王子市 摩擦材 1958 ～ 2003 製造していない
インシュレーター 1958 ～ 2003 製造していない

千葉事業所 千葉県 成東町 摩擦材 1965 ～ 2003 製造していない
52 日本防火ライト工業㈱ 旧仙台工場 宮城県 岩沼市 石綿ボード 1968 ～ 2000 閉鎖

旧九州工場 福岡県 筑後市 石綿ボード 1958 ～ 2000 閉鎖
53 日本リークレス工業㈱ 浦和工場 埼玉県 パッキン、ガスケット 1955 ～ 1997 製造していない

摩擦材 1962 ～ 1970 製造していない
ガスケット 1967 ～ 1972 製造していない
パッキン 1963 ～ 1985 製造していない
継手 1963 ～ 1998 製造していない

九州工場 福岡県 遠賀町 パッキン・ガスケット 1967 ～ 2000 製造していない
摩擦材 1970 ～ 1997 製造していない
ガスケット 1970 ～ 1997 製造していない
パッキン 1967 ～ 2004 製造していない
継手 1972 ～ 2003 製造していない

54 ㈱ノザワ フラノ事業所 北海道 富良野市 スレート 1969 ～ 1976 製造していない
旧東京工場 埼玉県 鶴ヶ島町 スレート 1962 ～ 1977 閉鎖

押出成形セメント板 1970 ～ 1990
埼玉工場 埼玉県 吉見町 押出成形セメント板 1990 ～ 2004 製造していない
播州工場 兵庫県 播磨町 押出成形セメント板 1985 ～ 2004 製造していない

スレート 1965 ～ 2002 製造していない
高砂工場 兵庫県 高砂市 スレート 1968 ～ 2004 製造していない

石綿ボード 1985 ～ 1992 製造していない
旧門司工場 福岡県 北九州市 スレート 1938 ～ 1994 閉鎖
工事関係者 製造していない

55 ㈱ノダ 富士川事業所 静岡県 富士川町 石綿ボード 1988 ～ 1990 製造していない
56 平田パッキン工業㈱ 大阪府 豊中市 パッキン（加工） 加工
57 フクビ化学工業㈱ 坂井工場 福井県 坂井町 押出成型セメント板 1984 ～ 1987 製造していない
58 富士ブレーキ工業㈱ 茨城県 三和町 摩擦材 1974 ～ 2003 加工
59 ホンテス工業㈱ 大阪府 泉南市 紡織品 1949 ～ 1992 製造していない
60 ㈱ミエスレート 三重県 四日市市 スレート 1962 ～ 2004 製造していない
61 三菱マテリアル建材㈱ 名古屋工場 愛知県 大治町 スレート 1962 ～ 2001 製造していない

石綿ボード 1972 ～ 1997 製造していない
明野工場 茨城県 筑西市 押出成形セメント板 1989 ～ 2004 製造していない
市川工場 兵庫県 市川町 押出成形セメント板 1974 ～ 2004 製造していない
旧千葉工場（第一） 千葉県 千葉市 スレート 1961 ～ 1992 閉鎖

石綿ボード 1961 ～ 1992
旧蒲田工場 東京都 大田区 スレート 1958 ～ 1975 閉鎖
旧西宮工場 兵庫県 西宮市 スレート 1957 ～ 1975 閉鎖
旧九州工場 福岡県 苅田町 スレート 1969 ～ 2003 閉鎖
旧美唄工場 北海道 美唄市 押出成形セメント板 1991 ～ 2004 閉鎖
旧今庄工場 福井県 南越前町 摩擦材 1962 ～ 1964 閉鎖
旧横浜工場 神奈川県 横浜市 摩擦材 1957 ～ 1962 閉鎖
旧大森工場 東京都 大田区 摩擦材 1958 ～ 1970 閉鎖
旧大阪工場 大阪府 泉南市 摩擦材 1919 ～ 1977 閉鎖
旧千葉工場（第二） 千葉県 千葉市 摩擦材 1963 ～ 1973 閉鎖
旧八千代工場 千葉県 八千代市 摩擦材 1971 ～ 2003 閉鎖

62 ㈱村松 東京都 中央区 ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ（加工） 1960 ～ 2005 加工
63 大和スレート㈱ 福岡工場 福岡県 福岡市 スレート、瓦 1969 ～ 2004 製造していない

関東工場 茨城県 稲敷市 瓦 1994 ～ 2004 製造していない
64 横浜スレート工業㈱ 旧群馬工場 群馬県 千代田町 スレート 1965 ～ 2004 閉鎖
65 ㈱ライジング・サン 熊本県 八代市 解散

さいたま市

日本インシュレーション㈱
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３　企業毎、事業所毎のアスベスト含有製品の生産実績

会社名 事業所名等 製造された石綿製品
都道府県 市区町村

石綿製品の製造
現況

所在地番
号

製造期間

６５社以外で、確認した企業
1 ㈱朝日セラテック 熊本県 八代市 石綿ボード 1955 ～ 2002 製造していない
2 旭硝子㈱ 旧北九州工場 福岡県 北九州市 石綿ボード 1981 ～ 1989 閉鎖

鹿島工場 茨城県 神栖町 石綿ボード 1986 ～ 1995 製造していない
高砂工場 兵庫県 高砂市 不定形耐火物 1989 ～ 1991 製造していない
旧船橋工場 千葉県 船橋市 なし 閉鎖

3 旭硝子ポリウレタン建材
㈱

埼玉県 久喜市 塗料 1976 ～ 2000 製造していない

4 大田化成㈱ 神奈川県 横浜市 断熱用接着剤 1964 ～ 1989 製造していない
5 オリベスト㈱ 滋賀県 野洲市 石綿紙 　 ～ 1991 製造していない
6 国分工業㈱ 本社 大阪府 柏原市 石綿ボード 1942 ～ 2001 製造していない

ガスケット 1974 ～ 1988 製造していない
ロープ 1955 ～ 1980 製造していない

7 ㈱堺ニチアス 大阪府 堺市 吹付け用材料 1975 ～ 1980 製造していない
8 昭和スレート㈱ 東京都 板橋区 スレート 1927 ～ 1980 製造していない
9 伊丹工場 兵庫県 伊丹市 摩擦材 1967 ～ 2000 製造していない

鹿沼工場 栃木県 鹿沼市 摩擦材 1981 ～ 1999 製造していない
10 大建工業㈱ 岡山県 岡山市 天井材 1964 ～ 1987 製造していない

壁材 1964 ～ 1986 製造していない
井波工場（現）井波ﾀﾞｲｹﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ
㈱

富山県 南砺市 内壁材 1984 ～ 1997 製造していない

11 太平洋セメント㈱ 秩父第一・第二 埼玉県 秩父市 石綿セメント円筒 1939 ～ 1979 製造していない
12 田島ルーフィング㈱ 宮城工場 東京都 足立区 屋根材 1937 ～ 1985 製造していない
　 埼玉工場 埼玉県 鶴ヶ島市 接着剤 1980 ～ 1990 製造していない
13 竜田工業㈱ 竜田工場 奈良県 斑鳩町 紡織布 1951 ～ 1986 製造していない

フェルト 1960 ～ 1983 製造していない
断熱材 1973 ～ 2001 製造していない

14 チヨダウーテ㈱ 四日市工場 三重県 四日市市 石膏積層板 1971 ～ 1986 製造していない
厚木工場 神奈川県 厚木市 石膏積層板 1973 ～ 1986 製造していない
貝塚工場 大阪府 貝塚市 石膏積層板 1978 ～ 1986 製造していない

15 永田スレート㈱ 東京都 北区 スレート 1939 ～ 1981 製造していない

16
中谷商店 愛知県 名古屋市 ジョイントシート、パッ

キン（加工） 1947 ～ 2005
加工

17 ニチアスセラテック㈱ 牟礼工場 長野県 牟礼村 吹付け用材料 1960 ～ 1970 製造していない
豊野工場 長野県 長野市 吹付け用材料 1971 ～ 1986 製造していない

18 ㈱ニチアスメカテクノ 東京都 品川区 ガスケット加工 1940 ～ 2004 製造していない
19 日清紡績㈱ 旧東京工場 東京都 足立区 摩擦材 1946 ～ 2001 閉鎖

館林工場 群馬県 邑楽町 摩擦材 1981 ～ 2001 製造していない
　 名古屋工場 愛知県 名古屋市 シューアッシィ 1967 ～ 2002 製造していない
20 日本機材工業㈱ 長野県 長野市 摩擦材 1959 ～ 1990 製造していない

21
日本ピラー工業㈱ 三田工場 兵庫県 三田市 パッキン、グランド

パッキン、ガスケット
1967 ～ 2005

製造していない

22 日本ラインツ㈱ 大和工場 神奈川県 大和市 ジョイントシート 1967 ～ 1979 製造していない
23 日立化成工業㈱ 山崎事業所 茨城県 日立市 ポリエステル樹脂 1969 ～ 1984 製造していない

絶縁材 1962 ～ 1985 製造していない
山崎事業所（桜川） 茨城県 日立市 摩擦材 1965 ～ 2001 製造していない
下館事業所 茨城県 筑西市 フェノール樹脂成形

材料
1963 ～ 2000 製造していない

ジアリルフタレート樹
脂成形材料

製造していない

24 旧大宮工場 埼玉県 さいたま市 石綿セメント円筒 1933 ～ 1985 閉鎖
旧高松工場 香川県 高松市 石綿セメント円筒 1934 ～ 1982 閉鎖
旧鳥栖工場 佐賀県 鳥栖市 石綿セメント円筒 1954 ～ 1985 閉鎖

25 村樫スレート工業㈱ 足立工場 東京都 足立区 スレート 1948 ～ 1984 製造していない
石綿ボード 1954 ～ 1983 製造していない

野田工場 千葉県 野田市 石綿ボード 1972 ～ 1993 製造していない
スレート 1983 ～ 1997 製造していない

26 ㈱山田石綿工業 鳳工場 大阪府 大阪市 摩擦材 　 ～ 1982 製造していない
27 豊ガスケット㈱ 大阪本社工場 大阪府 大阪市 ガスケット等 1945 ～ 2005 製造中

千葉工場 千葉県 市原市 ガスケット等 1968 ～ 2005 製造中
28 吉野石膏㈱ 北海道吉野石膏 北海道 恵庭市 石膏積層板 1970 ～ 1986 製造していない

菱化吉野石膏秋田工場 秋田県 秋田市 石膏積層板 1970 ～ 1986 製造していない
新潟吉野石膏 新潟県 新潟市 石膏積層板 1971 ～ 1986 製造していない
小名浜吉野石膏 福島県 小名浜市 石膏積層板 1973 ～ 1986 製造していない
菱化吉野石膏高砂工場 兵庫県 高砂市 石膏積層板 1970 ～ 1986 製造していない
新東洋膏板 青森県 八戸市 石膏積層板 1970 ～ 1986 製造していない
多木建材 兵庫県 加古川市 石膏積層板 1982 ～ 1986 製造していない
日東石膏ボード 青森県 八戸市 石膏積層板 1979 ～ 1985 製造していない
吉野石膏草加工場 埼玉県 草加市 石膏積層板 1971 ～ 1986 製造していない
吉野石膏東京工場 東京都 足立区 石膏積層板 1971 ～ 1984 製造していない
吉野石膏千葉第一工場 千葉県 袖ヶ浦市 石膏積層板 1971 ～ 1986 製造していない
吉野石膏三河工場 愛知県 豊橋市 石膏積層板 1979 ～ 1986 製造していない
吉野石膏九州工場（旧） 福岡県 福岡市 石膏積層板 1979 ～ 1986 製造していない

ミサワリゾート㈱（旧日本
エタニットパイプ）

住友電工ブレーキシステ
ム㈱

岡山工場（現）西日本ﾀﾞｲｹﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸ
ﾂ㈱
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