
大洋ホールディングス株式会社
Taiyo Holdings Co., Ltd

大洋液化ガス株式会社として昭和３７年の埼玉工場操業開始以来、 脱臭精製ＬＰＧのトップメーカーとして
着実な歩みを続け、 この度 2016 年 7月 1日に同社を分社化し、 大洋ホールディングスとしてグループ会社
全体の統括を行うこととなりました。

 Since Saitama factory operation started in 1962, Taiyo Petroleum Gas Co., Ltd. has continued to take steady
steps as a leading manufacturer of deodorized and purified LPG (Liquefied Petroleum Gas).
 On 1st July, 2016, Taiyo Petroleum Gas Co., Ltd. has changed its name to “Taiyo Holdings Co., Ltd.” to manage
and strengthen the group companies.  

Korea Zerust Co., Ltd.　            （韓国）                Zerust NIC(Taiwan) Corp. （台湾）
Zerust Specialty Tech Co., Ltd. （タイ）                 Zerust Singapore Pte Ltd. （シンガポール）
Chong Wah - NTIA Sdn. Bhd.    （マレーシア）      PT. Chemindo ‒ NTIA        （インドネシア）
Zerust Vietnam Co., Ltd.            （ベトナム）          NTI Asean LLC.                 （米国）

1. 国内事業会社 (Domestic companies)

2. 海外合弁会社（International Joint Ventures for Zerust）

大洋液化ガス株式会社
Taiyo Petroleum Gas Co., Ltd.

大洋ホールディングス㈱
Taiyo Holdings Co., Ltd.

グループ統括

大洋シーアイエス株式会社
Taiyo CIS Co., Ltd.

流体工業株式会社
Ryutai Kogyo Co., Ltd.

エアゾール噴射剤、発泡ガス、冷媒
特殊潤滑剤『Whitmore』

流量計等測定機器

■商号 ：大洋ホールディングス株式会社
■代表取締役：陸田　晴彦
■設立 ：昭和 35 年 12 月 16 日
■資本金 ：1,100 万円
■本社：〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-2-2 大森ビル
     TEL：03-3525-4500 / FAX：03-3525-4508
■社員数 ：3名（2019 年 7月現在）

■Company  Name：Taiyo Holdings Co., Ltd
■Representative Director：Haruhiko Rikuta
■Established ：16th Dec,1960
■Capital ：11 million yen
■Head office：Omori Building 2-2-2 Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048
    TEL：81+3-3525-4500 / FAX：81+3-3525-4508
■Number of employees：3 (as of July, 2019)

■沿革
昭和 35 年　大洋液化ガス ( 株 ) 設立
平成 9年　  NTI Asean LLC 設立（米国ノーザン社との合弁会社）
平成 26年　流体工業（株）を子会社化
平成 28年　大洋ホールディングス（株）を親会社として事業を分社化
新設法人として、大洋液化ガス（株）と大洋シーアイエス（株）を設立

大洋シーアイエス株式会社
Taiyo CIS Co., Ltd

ZERUST

｢錆の相談室｣
私たちは、錆び・潤滑問題解決のソリューションプロバイダーです。

私たち大洋シーアイエス株式会社は、Northern Techinologies Interna-
tional(Nasdaq: NTIC) が開発したZerust® 気化性防錆剤の日本における事
業パートナーであるとともに、アジア10 数ヶ国では、NTI 社と共に、各
国合弁会社をサポートしています。
｢包む｣｢置く｣｢塗る｣｢混ぜる｣と気化性防錆フィルムだけでなく、さまざま
な形態の防錆対策製品をお届けするだけでなく、錆びを防ぐ｢洗浄液｣、
万一錆びてしまった時の｢錆除去剤｣も手掛けています。

 TAIYO CIS CO., LTD. is an exclusive distributor in Japan of Zerust®
VCI products developed by Northern Technologies International,
in Asian countries, we support joint ventures with NTI.

私たち大洋シーアイエス株式会社は、Northern Techinologies Interna-
tional(Nasdaq: NTIC) が開発したZerust® 気化性防錆剤の日本における事
業パートナーであるとともに、アジア10 数ヶ国では、NTI 社と共に、各
国合弁会社をサポートしています。
｢包む｣｢置く｣｢塗る｣｢混ぜる｣と気化性防錆フィルムだけでなく、さまざま
な形態の防錆対策製品をお届けするだけでなく、錆びを防ぐ｢洗浄液｣、
万一錆びてしまった時の｢錆除去剤｣も手掛けています。

 TAIYO CIS CO., LTD. is an exclusive distributor in Japan of Zerust®
VCI products developed by Northern Technologies International,
in Asian countries, we support joint ventures with NTI.

1893 年アメリカ合衆国政府よりパナマ運河の開設にあたって其の浚渫/ 建設機械
に用いる為の潤滑剤の研究を依頼された時からウイットモア社の歴史は始まりま
した。
以後、潤滑剤のパイオニアとして1 世紀以上に亘りトライボロジーの理念に基づ
く独創的な研究開発によって生み出された製品群を1998 年より日本へ導入し、
地球環境保全をコンセプトに高性能・ロングライフ・安全・衛生を重視した多彩
な応用技術で抗菌性・生分解性・ODC フリー・API 規格、MIL 規格適合品、
NSF 登録品等多彩な商品群を多種多様な産業分野へ供給しています。

 The Whitmore Manufacturing Company entries in the advanced lubrication
industry grew out of their experience with lubricants developed for the
construction and operational machinery used in the dredging of the Panama
Canal at the request of U.S. Government in 1893. Since then, Whitmore has been 
leader in creating component protection product applications for all industries.

■商号 ：大洋シーアイエス株式会社
■代表取締役：藤田　健
■設立 ：平成28 年7 月1 日
■資本金 ：900 万円
■本社：〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-37-5 MSB-21 南大塚ビル1F
     TEL：03-6902-9502 / FAX：03-6902-9506
■大阪事務所：〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2-3-10 瓦町中央ビル6F
     TEL：06-6121-6251 / FAX：06-6121-6252
■社員数 ：10 名（2019 年7 月現在）

■Company Name：Taiyo CIS Co., Ltd.
■Representative Director：Ken Fujita
■Established ：1st July,2016
■Established ：1st July,2016
■Head office：MSB-21 Minami Otsuka Building 1F 2-37-5 Minami Otsuka Toshima-ku, Tokyo 170-0005
    TEL：81+3-6902-9502 / FAX：81+3-6902-9506
■Osaka office：Kawaramachi Central Building 6F 2-3-10 Kawaramachi, Chuo-ku Osaka 541-0048
    TEL：81+6-6121-6251 / FAX：81+6-6121-6252
■Number of employees：10 (as of July, 2019)



■商号 ：流体工業株式会社
■代表取締役：塚田　一洋
■設立 ：昭和28 年3 月23 日
■資本金 ：1,000 万円
■本社：〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2-2 大森ビル4Ｆ
     TEL：03-5298-1501 / FAX：03-5298-1510
■大阪事務所：〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2-3-10 瓦町中央ビル6F
     TEL：06-6121-6234 / FAX：06-6121-6235
■埼玉工場：〒365-0051 埼玉県鴻巣市宮前245
     TEL：048-596-2127 / FAX：048-596-2132
■社員数 ：39 名（2019 年7 月現在）

■Company Name：Ryutai Kogyo Co., Ltd.
■Representative Director：Kazuhiro Tsukada
■Established ：23rd Mar,1953
■Capital ：10 million yen
■Head office：Omori Building 2-2-2 Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048
TEL：81+3-5298-1301 / FAX：81+3-5298-1520
■Osaka office：Kawaramachi Central Building 6F 2-3-10 Kawaramachi, Chuo-ku Osaka 541-0048
TEL：81+6-6121-6234 / FAX：81+6-6121-6235
■Saitama factory：245 Miyamae, Konosu-shi, Saitama 365-0051
TEL：81+48-596-2127 / FAX：81+48-596-2132
■Number of employees：39 (as of July, 2019)

Ryutai Kogyo Co., Ltd

＜豊富なラインナップのＯＥＭ製品＞

＜様々な用途に合わせた自社製造品＞

弊社は、１９５３年（昭和２８年）３月の創立以来、面積流量計をはじめとする各種流量計を製造・販売し
今日に至っております。その間、お客様の品質仕様条件を満足する流量計測機器を供給するため､技術及び品
質水準の維持向上を図ることでお客様の信頼に応え、製品を通じて社会に貢献してまいりました。
お客様の要求に合わせ、構造及び材質を吟味し特注品を製作することを得意としています。
今後も、お客様の満足を第一に考え、努力してまいります。
 Since the establishment of the company in 1953, we have developed and supplied various flowmeters such 
as area flow meters to the market we serve. Our strength is to tailor the products by carefully choosing appro-
priate materials as well as the products structures.
We will continue to contribute to the society by fulfilling customers’ requirements through the improvements 
in technical as well as products quality standard.

高温高圧水用面積式流量計
Variable area flowmeter for high press/temp blow water and stream
腐食性流体用流量計
Variable area flowmeter for corrosive fluid
タービンメーター/ オリフィス流量計
Turbine meter/orifice flowmeter
オリフィスプレート
Orifice plate
ドップラー式超音波流量計
Ultrasonic flowmeter (Doppler)
トランジット式超音波流量計
Ultrasonic flowmeter (Transit time)

水分計
Moisture meter
粉体流量計
Flow meter for solid
バッテリ駆動型電磁流量計
Battery-powered electromagnetic flowmeter

埼玉工場
Saitama Factory

大洋液化ガスは、昭和35年、クウェートからの輸入液化ガス（LPG）を、
発展が期待されるエアゾール製品の噴射剤にすべく、 脱臭精製専業メ
ーカーとして歩み始めました。
現在では、噴射剤に加えて、幅広い分野に製品を供給しています。

 In 1960, Taiyo Petroleum Gas Co., Ltd. started its history as a propellant
manufacturer to meet with the demand from aerosol industry in Japan.
Today, we expand our business to various industries based on sophisti-
cated know-how with state-of-art refining technologies.

大洋液化ガス株式会社
Taiyo Petroleum Gas Co., Ltd.

また、令和元年6 月より、三重県津市に津ガスセンター㈱を設立致しました。
（＊津ガスセンター㈱は、高圧ガス工業㈱との合弁事業）
東西に出荷基地を構築することで、日本全国のお客様のご要望にあわせて、
製造、出荷対応いたします。
We have also established Tsu Gas Center Co., Ltd. in Tsu city, Mie Prefecture
in June 2019. (Tsu Gas Center Co., Ltd. is a joint venture between Taiyo
Petroleum Gas Co., Ltd. and Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd.)　　
We continue to commit to meet with the demands from the customers all
over Japan through two plants locations (Saitama plant and Tsu plant)

分野 取扱いガス
・エアゾール用噴射剤
Propellant for aerosol products
・エアゾール廃棄装置（商品名：アエロソルブ）
Aerosol disposal equipment (Aerosolv)
・発泡用ガス（断熱材 /緩衝剤 /食品トレー等）
Bubbling agent
 (insulation materials/cushioning materials/food trays)

・ノンフロン冷蔵庫用冷媒（商品名：MAX COOL）
Refrigerants for non-freon refrigerators

・ LPG( プロパン /ブタン）
Propane/Butane

・ DME

・イソブタン
Iso butane

・ノルマルブタン
Normal butane

・イソペンタン
Iso pentane

・ノルマルペンタン
Normal pentane

・ HFO-1234ze

・ HFO-1233zd

Tsu Gas Center
本社工場

Head office/factory
津ガスセンター ( 株 )

■商号 ：大洋液化ガス株式会社
■代表取締役：陸田　晴彦
■設立 ：平成28 年7 月1 日
■資本金 ：900 万円
■本社：〒364-0001 埼玉県北本市深井8 丁目13 番地
TEL：048-541-1097 / FAX：048-543-2139
■社員数 ：15 名（2019 年7 月現在）

■Company Name：Taiyo Petroleum Gas Co., Ltd.
■Representative Director：Haruhiko Rikuta
■Established ：1st July,2016
■Capital ：9 million yen
■Head office：8-13 Fukai, Kitamoto-shi, Saitama 364-0001
TEL：81+48-541-1097 / FAX：81+48-543-2139
■Number of employees：15 (as of July, 2019)



■商号 ：流体工業株式会社
■代表取締役：塚田　一洋
■設立 ：昭和28 年3 月23 日
■資本金 ：1,000 万円
■本社：〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2-2 大森ビル4Ｆ
TEL：03-5298-1501 / FAX：03-5298-1510

■大阪事務所：〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2-3-10 瓦町中央ビル6F
TEL：06-6121-6234 / FAX：06-6121-6235

■埼玉工場：〒365-0051 埼玉県鴻巣市宮前245
TEL：048-596-2127 / FAX：048-596-2132

■社員数 ：39 名（2019 年7 月現在）

■Company Name：Ryutai Kogyo Co., Ltd.
■Representative Director：Kazuhiro Tsukada
■Established ：23rd Mar,1953
■Capital ：10 million yen
■Head office：Omori Building 2-2-2 Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048
TEL：81+3-5298-1301 / FAX：81+3-5298-1520
■Osaka office：Kawaramachi Central Building 6F 2-3-10 Kawaramachi, Chuo-ku Osaka 541-0048
TEL：81+6-6121-6234 / FAX：81+6-6121-6235
■Saitama factory：245 Miyamae, Konosu-shi, Saitama 365-0051
TEL：81+48-596-2127 / FAX：81+48-596-2132
■Number of employees：39 (as of July, 2019)

Ryutai Kogyo Co., Ltd

＜豊富なラインナップのＯＥＭ製品＞

＜様々な用途に合わせた自社製造品＞

弊社は、１９５３年（昭和２８年）３月の創立以来、面積流量計をはじめとする各種流量計を製造・販売し
今日に至っております。その間、お客様の品質仕様条件を満足する流量計測機器を供給するため､技術及び品
質水準の維持向上を図ることでお客様の信頼に応え、製品を通じて社会に貢献してまいりました。
お客様の要求に合わせ、構造及び材質を吟味し特注品を製作することを得意としています。
今後も、お客様の満足を第一に考え、努力してまいります。
 Since the establishment of the company in 1953, we have developed and supplied various flowmeters such 
as area flow meters to the market we serve. Our strength is to tailor the products by carefully choosing appro-
priate materials as well as the products structures.
We will continue to contribute to the society by fulfilling customers’ requirements through the improvements 
in technical as well as products quality standard.

高温高圧水用面積式流量計
Variable area flowmeter for high press/temp blow water and stream
腐食性流体用流量計
Variable area flowmeter for corrosive fluid
タービンメーター/ オリフィス流量計
Turbine meter/orifice flowmeter
オリフィスプレート
Orifice plate
ドップラー式超音波流量計
Ultrasonic flowmeter (Doppler)
トランジット式超音波流量計
Ultrasonic flowmeter (Transit time)

水分計
Moisture meter
粉体流量計
Flow meter for solid
バッテリ駆動型電磁流量計
Battery-powered electromagnetic flowmeter

埼玉工場
Saitama Factory

大洋液化ガスは、昭和35年、クウェートからの輸入液化ガス（LPG）を、
発展が期待されるエアゾール製品の噴射剤にすべく、 脱臭精製専業メ
ーカーとして歩み始めました。
現在では、噴射剤に加えて、幅広い分野に製品を供給しています。

 In 1960, Taiyo Petroleum Gas Co., Ltd. started its history as a propellant
manufacturer to meet with the demand from aerosol industry in Japan.
Today, we expand our business to various industries based on sophisti-
cated know-how with state-of-art refining technologies.

大洋液化ガス株式会社
Taiyo Petroleum Gas Co., Ltd.

また、令和元年6 月より、三重県津市に津ガスセンター㈱を設立致しました。
（＊津ガスセンター㈱は、高圧ガス工業㈱との合弁事業）
東西に出荷基地を構築することで、日本全国のお客様のご要望にあわせて、
製造、出荷対応いたします。
We have also established Tsu Gas Center Co., Ltd. in Tsu city, Mie Prefecture
in June 2019. (Tsu Gas Center Co., Ltd. is a joint venture between Taiyo
Petroleum Gas Co., Ltd. and Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd.)　　
We continue to commit to meet with the demands from the customers all
over Japan through two plants locations (Saitama plant and Tsu plant)

分野 取扱いガス
・エアゾール用噴射剤 
Propellant for aerosol products
・エアゾール廃棄装置（商品名：アエロソルブ）
Aerosol disposal equipment (Aerosolv)
・発泡用ガス（断熱材 /緩衝剤 /食品トレー等）
Bubbling agent
 (insulation materials/cushioning materials/food trays)

・ノンフロン冷蔵庫用冷媒（商品名：MAX COOL）
Refrigerants for non-freon refrigerators

・ LPG( プロパン /ブタン）
Propane/Butane

・ DME

・イソブタン
Iso butane

・ノルマルブタン
Normal butane

・イソペンタン
Iso pentane

・ノルマルペンタン
Normal pentane

・ HFO-1234ze

・ HFO-1233zd

Tsu Gas Center
本社工場

Head office/factory
津ガスセンター ( 株 )

■商号 ：大洋液化ガス株式会社
■代表取締役：先間　昭弘
■設立 ：平成28 年7 月1 日
■資本金 ：900 万円
■本社：〒364-0001 埼玉県北本市深井8 丁目13 番地
     TEL：048-541-1097 / FAX：048-543-2139
■社員数 ：15 名（2019 年7 月現在）

■Company Name：Taiyo Petroleum Gas Co., Ltd.
■Representative Director：Akihiro Sakima
■Established ：1st July,2016
■Capital ：9 million yen
■Head office：8-13 Fukai, Kitamoto-shi, Saitama 364-0001
　TEL：81+48-541-1097 / FAX：81+48-543-2139
■Number of employees：15 (as of July, 2019)



大洋ホールディングス株式会社
Taiyo Holdings Co., Ltd

大洋液化ガス株式会社として昭和３７年の埼玉工場操業開始以来、 脱臭精製ＬＰＧのトップメーカーとして
着実な歩みを続け、 この度 2016 年 7月 1日に同社を分社化し、 大洋ホールディングスとしてグループ会社
全体の統括を行うこととなりました。

 Since Saitama factory operation started in 1962, Taiyo Petroleum Gas Co., Ltd. has continued to take steady
steps as a leading manufacturer of deodorized and purified LPG (Liquefied Petroleum Gas).
 On 1st July, 2016, Taiyo Petroleum Gas Co., Ltd. has changed its name to “Taiyo Holdings Co., Ltd.” to manage
and strengthen the group companies.  

Korea Zerust Co., Ltd.　            （韓国）                Zerust NIC(Taiwan) Corp. （台湾）
Zerust Specialty Tech Co., Ltd. （タイ） Zerust Singapore Pte Ltd. （シンガポール）
Chong Wah - NTIA Sdn. Bhd.    （マレーシア）      PT. Chemindo ‒ NTIA        （インドネシア）
Zerust Vietnam Co., Ltd.            （ベトナム）          NTI Asean LLC.                 （米国）

1. 国内事業会社 (Domestic companies)

2. 海外合弁会社（International Joint Ventures for Zerust）

大洋液化ガス株式会社
Taiyo Petroleum Gas Co., Ltd.

大洋ホールディングス㈱
Taiyo Holdings Co., Ltd.

グループ統括

大洋シーアイエス株式会社
Taiyo CIS Co., Ltd.

流体工業株式会社
Ryutai Kogyo Co., Ltd.

エアゾール噴射剤、発泡ガス、冷媒
特殊潤滑剤『Whitmore』

流量計等測定機器

■商号 ：大洋ホールディングス株式会社
■代表取締役：陸田　晴彦
■設立 ：昭和 35 年 12 月 16 日
■資本金 ：1,100 万円
■本社：〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-2-2 大森ビル
     TEL：03-3525-4500 / FAX：03-3525-4508
■社員数 ：3名（2019 年 7月現在）

■Company  Name：Taiyo Holdings Co., Ltd
■Representative Director：Haruhiko Rikuta
■Established ：16th Dec,1960
■Capital ：11 million yen
■Head office：Omori Building 2-2-2 Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048
TEL：81+3-3525-4500 / FAX：81+3-3525-4508
■Number of employees：3 (as of July, 2019)

■沿革
昭和 35 年　大洋液化ガス ( 株 ) 設立
平成 9年 NTI Asean LLC 設立（米国ノーザン社との合弁会社）
平成 26年　流体工業（株）を子会社化
平成 28年　大洋ホールディングス（株）を親会社として事業を分社化
新設法人として、大洋液化ガス（株）と大洋シーアイエス（株）を設立

大洋シーアイエス株式会社
Taiyo CIS Co., Ltd

ZERUST

｢錆の相談室｣
私たちは、錆び・潤滑問題解決のソリューションプロバイダーです。

私たち大洋シーアイエス株式会社は、Northern Techinologies Interna-
tional(Nasdaq: NTIC) が開発したZerust® 気化性防錆剤の日本における事
業パートナーであるとともに、アジア10 数ヶ国では、NTI 社と共に、各
国合弁会社をサポートしています。
｢包む｣｢置く｣｢塗る｣｢混ぜる｣と気化性防錆フィルムだけでなく、さまざま
な形態の防錆対策製品をお届けするだけでなく、錆びを防ぐ｢洗浄液｣、
万一錆びてしまった時の｢錆除去剤｣も手掛けています。

 TAIYO CIS CO., LTD. is an exclusive distributor in Japan of Zerust®
VCI products developed by Northern Technologies International,
in Asian countries, we support joint ventures with NTI.
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1893 年アメリカ合衆国政府よりパナマ運河の開設にあたって其の浚渫/ 建設機械
に用いる為の潤滑剤の研究を依頼された時からウイットモア社の歴史は始まりま
した。
以後、潤滑剤のパイオニアとして1 世紀以上に亘りトライボロジーの理念に基づ
く独創的な研究開発によって生み出された製品群を1998 年より日本へ導入し、
地球環境保全をコンセプトに高性能・ロングライフ・安全・衛生を重視した多彩
な応用技術で抗菌性・生分解性・ODC フリー・API 規格、MIL 規格適合品、
NSF 登録品等多彩な商品群を多種多様な産業分野へ供給しています。

 The Whitmore Manufacturing Company entries in the advanced lubrication
industry grew out of their experience with lubricants developed for the
construction and operational machinery used in the dredging of the Panama
Canal at the request of U.S. Government in 1893. Since then, Whitmore has been 
leader in creating component protection product applications for all industries.

■商号 ：大洋シーアイエス株式会社
■代表取締役：藤田　健
■設立 ：平成28 年7 月1 日
■資本金 ：900 万円
■本社：〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-37-5 ONEST南大塚ビル1F
TEL：03-6902-9502 / FAX：03-6902-9506
■大阪事務所：〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2-3-10 瓦町中央ビル6F
TEL：06-6121-6251 / FAX：06-6121-6252
■社員数 ：10 名（2019 年7 月現在）

■Company Name：Taiyo CIS Co., Ltd.
■Representative Director：Ken Fujita
■Established ：1st July,2016
■Established ：1st July,2016
■Head office： ONEST Minami Otsuka Building 1F 2-37-5 Minami Otsuka Toshima-ku, Tokyo 170-0005 
TEL：81+3-6902-9502 / FAX：81+3-6902-9506
■Osaka office：Kawaramachi Central Building 6F 2-3-10 Kawaramachi, Chuo-ku Osaka 541-0048 TEL：
81+6-6121-6251 / FAX：81+6-6121-6252
■Number of employees：10 (as of July, 2019)
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