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Corporate Profile

暮 ら し は 、せ ん い で 進 化 す る。



「つくる力」と
「つなぐ力」の融合で、
繊維の可能性を切り拓く。
帝人フロンティアは、繊維原料から最終製品までを「つくる力」と

顧客、調達先、市場などを有機的に「つなぐ力」を持った繊維専門商社です。

「暮らしは、せんいで進化する。」というコーポレートメッセージの実現に向け２つの力を融合し、

最適なソリューションや新しい価値を提供し続けていきます。

企業理念

私たちは新たな価値を創造し、

美しい環境と

豊かな未来に貢献します。
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経営者メッセージ

　帝人フロンティアは「メーカー」と「商社」という２つ

の異なるDNAが融合した企業体です。これまでに

なかった製品・サービスの創出にこだわる視点と、

世界のトレンドをいち早く読みとり、市場ニーズに

スピーディに対応する視点。繊維業界ではほかに類を

見ない、この２つの視点をあわせ持つハイブリッド型

組織から生まれるシナジーが私たちの強みです。

　現在、人々の暮らしがめざましい進歩を遂げる

一方で、環境問題をはじめとする社会課題はまだまだ

山積みです。繊維には、それら社会課題に対して、

たくさんのソリューションを提供できる力があると、

私たちは信じています。

　たとえば、私たちのリサイクル素材は、衣類をはじめ

インテリアや建設資材などにも使われ、循環型社会の

実現に貢献しています。また、コンクリートやタイヤの

未来の社会に貢献できる
ソリューションを、
果敢なフロンティア精神とともに。

代表取締役社長執行役員

補強材料は、社会に安心・安全を提供します。さらに、

高齢化社会の到来に向けて、医療や介護の現場を

サポートする製品も供給しています。

　このように、人々の暮らしのあらゆる場面で「せんい」

は活かされており、私たちが創り出す「せんい」により、

人々の暮らしを進化させていくことが企業としての

存在価値であると考え、「暮らしは、せんいで進化する。」

というコーポレートメッセージを掲げています。また、

国内外に広がる自社ネットワークのみならず、最新の

知見を持つ外部パートナーや官学とも連携しつつ、

機動力を発揮しながら「暮らしの進化」に取り組んで

まいります。

　私たちは常にフロンティア精神を持って、これからも、

未来の社会に貢献できるたくさんのソリューションの

創出に向けて果敢に挑戦していきます。
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帝人フロンティアは、商社としてのコンバーティング力と、繊維の素材開発から製品生産までの技術力を融合させ、
衣料繊維、産業資材など幅広い市場で、新しいビジネスを生み出しています。

私たちの「強み」

商社＋メーカーの総合力で、
新たな価値を生み出す。

当社の超極細繊維「ナノフロント®」と、モーションセンシング技術やバイタル
センシング技術を融合させたウエアラブルソリューションを展開しています。
スポーツや労働現場、リハビリ、健康管理などさまざまな分野で応用が可能です。

　原材料や素材の調達から、製品の加工・生産、販売まで、

いわゆるバリューチェーン全体を担える存在、それが帝人

フロンティアです。商社とメーカーという２つの機能を保有

する強みがあるから、ビジネスの上流から下流のどの段階

ででも、顧客ニーズに応じた最適解の提供が可能となって

いるのです。

　究極の機能性を実現する先端素材の開発・提案、フレキ

シブルで迅速な調達・加工・製品化能力、ニーズに対応した

スピーディーな商品開発、マザー工場での独自先端素材の

生産、安定供給体制の確保、技術指導による提携工場の

活用など、自社開発および製造機能をフル活用。さらに、

商社として培った幅広い市場アクセスによるニーズ、トレンド

の把握力や、自社製品以外もフレキシブルな調達ができる

サプライチェーン、最適地生産、グローバルOEMネット

ワーク、高度な物流機能などを駆使して、価値あるソリュー

ションを提供しています。

ビジネスのバリューチェーンを一貫して担える存在 新しい「商材」「ビジネス」を生み出すモノづくり力

新市場・新ビジネスを開拓

大学
官公庁
民間企業

自社工場
グループ工場
協力工場

世界三極の
研究開発拠点

中国

日本

タイ

技術共有共同開発

帝人フロンティアの機能

原材料・素材調達

商社機能 メーカー機能

提案

委託加工・生産

販売

素材の研究開発

原材料・素材自社生産

高機能繊維とセンシング技術を融合した製品を開発
当社の防災製品だけでなく他社製品も加え、トータルな被害軽減対策を実現
する「まるごと防災®」を展開しています。住宅、病院、介護施設など、想定
される災害にあわせパッケージ化して提供するものです。

防災製品をパッケージ化したソリューション事業を展開

松山事業所

帝人フロンティア・
タイ・イノベーション
研究室

帝人〈中国〉
繊維商品開発

有限公司

主な研究開発：
原糸・原綿、ポリマー改質、
繊維成形技術など

主な研究開発：
ポリマー製糸技術・
後加工技術など

主な研究開発：
原糸、産業資材向け
テキスタイルなど

　私たちは、自社の研究所や各工場における技術開発力

を基盤に、市場競争力のある素材・商品の開発を行って

います。日本、中国、タイに研究開発拠点を設置し、グロー

バルに対応。自社生産工場・グループ生産工場を背景に、

独自性、優位性のある新素材や新技術の研究開発に力を

入れています。

　また、近年の急激なテクノロジーの進化に対応するため、

大学や官公庁・民間企業との技術連携を図り、研究開発の

スピードを一層加速させ、新しい「商材」「ビジネス」を創出

しています。

▲ウェア着用例／MATOUS® GOLF アプリ ▲バイタルセンシングウェア

長周期地震動対策 避難場所対策

安否確認・
災害時情報管理

備蓄品

家具転倒防止対策

火災対策

緊急避難対策
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　帝人フロンティアの技術の特長は、

繊維の基礎技術力はもちろん、原料

から製品の評価まで一貫して行える

こと、そして、すべての段階での製品

開発が可能である点にあります。

　衣料繊維、産業資材ともに、「こん

なことができないか」「こんなものが

欲しい」という顧客ごとの異なるニーズ

に、フレキシブルに応えることができる

開発体制を構築しています。

原料から製品まで、全ての段階で開発が可能

技術力

マーケットの期待に応える
独自素材を開発。
帝人フロンティアは繊維の専門集団として、先端技術を駆使した新素材や既存製品に新機能を付加した高機能繊維などを開発し
世界三極での研究開発拠点を軸に、マーケットの期待に応える独自素材を提供しています。

開　発

衣料繊維市場

産業資材市場

　日本の研究開発拠点である松山事業所

では、原糸・原綿の基礎開発拠点として、長年

培ってきたポリエステル繊維製造技術を核に、

新ポリマーの開発から先端技術を応用した

繊維成形技術の開発などを行い、競争力の

ある独自素材の開発を進めています。

　また、フィルターや繊維構造体などの各種

不織布、およびゴム補強材をはじめとする

各種部材・製品の製造・加工設備や測定・評価

設備を備え、原糸・原綿からさまざまな分野で

必要とされる新しい特性を持つ商品の研究

開発を行っています。

独自素材を生み出す研究開発を推進

日本で

　中国の研究開発拠点、帝人〈中国〉繊維

商品開発有限公司では、衣料繊維・産業資材

向けテキスタイル開発から製品開発、評価技

術の開発などを担っています。衣料繊維の研究

開発で培った技術・ノウハウを活かして、産業

資材向けの独自製品開発にも注力しています。

商品開発から試作、評価まで総合開発中国

日本

タイ

中国で

中国

日本

タイ

製品原料

繊維部材

生地
原糸
・
原綿

原糸
・
原綿
・

フィルム

　東南アジア地域の研究開発拠点である、

タイランド・サイエンスパーク内に設置された

タイ・イノベーション研究室では、ポリエステル

繊維の原料であるポリマーを中心とした製糸

技術や機能性加工技術、環境配慮型繊維

などを開発しています。また、研究開発人材

の育成にも注力しています。

新しい機能を創る研究開発拠点として中国

日本

タイ

タイで
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タ イ

● フロンティアテックス
● 帝人テディ
● TFRアパレル工業
● TFRニッティング

● 南通帝人
□ TFR上海
□ TFR香港

□ TFRベトナム
● TFRショウナイ

● テイジン・ポリエステル・
　 タイランド
● テイジン（タイランド）
● タイナムシリインター
 　テックス
□ TFRタイ

□ TFRミャンマー

中国

インドネシア

ベトナム

ミャンマー

□ ダッカ駐在員事務所
バングラデシュ

□ TFRインディア
インド

日 本

●…生産会社
□…海外グループ会社・
　　およびTFR拠点
※TFR = 帝人フロンティア

衣料用テキスタイル・縫製品のグローバル生産拠点

□ TFRインドネシア

国内外のグループ企業間の連携を

図りながら、テキスタイルおよび

縫製のグローバルな生産体制を

構築しています。日本、中国、東南

アジアに展開する開発・生産拠点

を活かして、ニーズに応える製品を

適地生産し、素材から製品までを

一貫して供給する衣料ビジネスを

拡大しています。

事業＜衣料繊維＞

素材から製品まで
多彩なビジネスを展開。

原糸・原綿 生 地 製 品（OEM/ODM）

暮らしのさまざまなシーンに必要とされる幅広く多彩な衣料用途において、
技術開発力を基に、独自の原糸・原綿、生地から衣料製品まで
グローバルに展開しています。

日本初の衣料品型の化粧品「ラフィナンⓇ」

まとう化粧品の展開

ポリトリメチレンテレフタレート

(PTT)を使用した繊維です。バネの

ようならせん状の分子構造により

ストレッチ性があり、柔らかな風合

いで、天然繊維や化繊との複合が

しやすい素材です。

高機能複合素材
「ソロテックスⓇ」

あらゆる歪みを極限まで取り除く

ことにより、緻密でフラットな生地

表面が実現し、優れた機能と上質

な風合いをもつ織編物の展開を

可能にしています。

高機能テキスタイル
「デルタⓇ」シリーズ

主な独自素材

さまざまなニーズや用途に応じ高機能

で多彩な原糸・原綿を展開しています。

再生原料や植物由来原料も含めた環境

配慮型の原糸・原綿も取り扱っています。

ファッション、スポーツ、ユニフォーム

衣料分野にて、独自の繊維素材と技術

開発力をもとに、高機能、高付加価値の

あるテキスタイルを生み出しています。

国内のファッション、スポーツアパレル

のブランド製品の生産（OEM）や、製品

デザインからの生産（ODM）まで幅広く

展開しています。

長年培った繊維技術を使いお肌を健康に保つために、日本で初めて着用
するタイプの化粧品を開発し、販売しています。

製造工程で発生したポリエステル

屑や、回収された使用済みポリエス

テル製品等からマテリアルリサイ

クル技術もしくはケミカルリサイクル

技術により再生されたリサイクルポリ

エステル繊維、原綿、およびそれを使用

した生地、製品です。資源を有効活用

し環境負荷低減に貢献します。

環境負荷低減素材
「ECOPETⓇ」

世界初の直径700ナノメートルの

ナノファイバーです。吸水性、吸着性、

防透性が向上し、生地の肌さわりが

柔らかく、スポーツ、インナーをはじめ

として、生活用品から産業資材まで

用途が広がっています。

高機能ナノファイバー
「ナノフロントⓇ」
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事業＜産業資材＞

暮らしや産業に必要な最先端の素材・製品を開発し、幅広い分野に提供しています。
各種資材は、グローバルに最適地での調達・加工を推進しており、
自動車分野においては、日本・中国・アセアン・欧米におけるサプライチェーンを構築しています。

環境・インフラ

暮らしや産業を支える
高機能素材・製品を提供。

環境保全やインフラ整備に役立ち安心・安全な暮らしを支えます

省エネに貢献する遮熱フィルム 簡易設置シェルターなどの災害対策商品 地震時も安全な建材

コンクリート補強などの土木用繊維材料 油流出事故や廃油処理に役立つ
油吸着材

液体フィルターやバグフィルターなどの
製品・材料

生活資材
生活のさまざまなシーンに役立つ高機能素材や製品で暮らしを豊かにします

快適な寝装素材・製品 超極細繊維の機能を
活かした製品

ヘルスケア
高機能素材を駆使し、衛材からスポーツ・介護の
各分野の製品まで、人々の健康と美に貢献します

衛材用不織布・原綿

家庭から産業用途まで活躍する
ワイピングクロス

モビリティ
生産加工のノウハウ、高度な品質管理、および
グローバルネットワークを活かした部材を提供します

エアバッグ用基布 シート生地、シートベルト用原糸

タイヤ・ホース・ベルトなどの
自動車部品補強材

ワディング材や吸音材などの
自動車用不織布成形材

機能性マスク

介護用品

機能性サポーター

機能性と意匠性を備えた
テント素材・製品

意匠性を追求したカーペット多様なニーズに対応した
インテリアファブリック
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企業理念に則り、環境に配慮した持続可能な事業活動を推進し、
多様なソリューションを提供することによって地球環境の保全に貢献します。

環境教育、啓発活動を通じて、サプライチェーン全体で地球や地域社会に対する環境負荷の低減、
環境汚染の防止に努めます。

ムリ・ムラ・ムダの排除に全社員で取り組み、省エネルギー、廃棄物の発生抑制、
資源の有効活用に努め、低炭素社会の構築に寄与します。

国内外の環境関連法規制、当グループが同意した協定やその他要求事項を遵守します。

環境マネジメントシステムを構築し、運用、維持するとともに、定期的に見直し、継続的に改善します。

CSR活動

CSR調達の推進
　帝人フロンティアは、事業の安定化をはかり企業価値を

高めるために、「社会・環境問題に影響を与える活動に関し、

責任を果たす行動を推進する企業」と積極的に取引する

CSR調達を推進しています。サプライチェーンマネジメント

のPDCAサイクルを回して、何か問題が見つかれば調達先

と一緒に改善策を考え、継続的に支援しています。

　CSR調達の基盤となる文書として、調達先に対するCSR

調達基準書（指針）を作成し、基本方針や基準等を定めてい

ます。CSR調達基準書は、企業と各国に対して人権の保護・

労働環境の向上を求めて、国際連合が発行した「ビジネスと

人権に関する指導原則」などの国際ガイドラインや、各国の

法律および規則に則っています。

　調達先の実態把握のために、調達先に対して自己チェック

シート（SAQ）調査を実施し、調達先の「労働」、「安全衛生」、

「環境」、「品質」などの状況を確認し、そこから実地調査

（監査）の計画を立案。調達先の労務面・労働安全面の実態

調査（監査）を実施しています。

社会活動環境活動
帝人フロンティアグループの環境方針

帝人フロンティアグループの環境戦略

ESH（環境、安全・防災、健康）管理
　自社やグループ会社の工場で、「メーカー」としての品質

管理に加えて、ESH（環境、防災・安全、健康）管理のシステム

を構築して運用しています。また協力工場に対しても、同様の

管理を要請しています。

　環境については、「環境方針」に則って、環境保全、環境

汚染防止に取り組んでいます。

　安全・防災については、労働災害を撲滅するために、「5S

活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾）」、「ヒヤリハット活動

（事故にはならなかったものの“ヒヤリ”“ハッ”とした経験を

共有する）」、そして「安全巡視」など不安全作業や不安全

状態を排除する予防活動を積極的かつ継続的に実施してい

ます。

　健康については、社員に健康を配慮した職場環境を提供

することを基本に、長時間労働の是正やメンタルヘルスの

向上、生活習慣病の改善などに取り組んでいます。

１．

２．

３．

４．
５．

海洋プラスチックごみ削減に向けた清掃活動やイベント会場内で発生した
ペットボトル回収を通じ再生製品を提供、紹介することにより、環境問題
に対する意識啓発を図っています。

私たちは、災害支援活動の一環として、災害時の避難所でのプライバシー
を守るための、紙管と布を用いた避難所用間仕切りシステムに使用する、
間仕切り生地を提供しています。

社会貢献活動

▼ 野外イベントを通じたリサイクル活動 ▼ 製品提供による災害支援活動

帝人フロンティアは、素材の研究開発から生産、販売までバリューチェーン全体で事業を展開する企業として、
環境保全はもちろん、安全、品質、労働・人権など幅広く社会的責任を果たす企業活動を推進しています。

持続可能な社会の実現を目指して。
CSR活動の詳細はWebサイトをご覧ください。https://www2.teijin-frontier.com/csr/

「未来の社会を支える会社」になることを目指し、地球環境にやさしい
ものづくり・仕組みづくりを通し、せんいで暮らしを進化させます。
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環境戦略と目標

つの重点目標3

限りある資源を節約するため、リサイクル
された原料を積極的に使用。また、自然界に
あるものを活かした素材も開発しています。

ものづくりでは、自然環境に有害な化学物質
をできるかぎり使わず、また排出しないことを
心がけ、美しい大気や海洋を守ります。

つくる時は、極力エネルギーを使わないよ
うに。そして、製品の機能性が省エネなどの
エコな暮らしに役立つことも考えています。



TEIJIN FRONTIER (U.S.A.), INC.
繊維製品の輸出入、国内販売および三国間貿易 

TEIJIN FRONTIER MEXICO, S.A. DE C.V.
繊維製品及び皮革製品、またはそれらの
製品に関わる原材料の輸入、製造、販売

帝人商事（上海）有限公司
輸出入、保税区内外との取引、仲介・中継貿易、簡易加工、
国内販売 

南通帝人有限公司
ポリエステル長繊維を中心とした化合繊織編物の製造、販売 

日岩帝人汽車安全用布（南通）有限公司
自動車産業向け繊維品の加工、製造、販売、輸出 

帝人汽車用布加工（南通）有限公司
車輌向け高付加価値生地・高級人工皮革の製造、販売

帝人（中国）繊維商品開発有限公司
繊維関連の研究・開発 

帝人富瑞特（香港）有限公司
輸出入、国内販売および三国間貿易 

TEIJIN FRONTIER (THAILAND) CO., LTD.
繊維製品の国内販売および輸出入 

Teijin Polyester (Thailand) Limited
ポリエステル長繊維・短繊維および工業繊維の製造、販売 

Teijin (Thailand) Limited
ポリエステル長繊維・短繊維の製造、販売

THAI NAMSIRI INTERTEX CO., LTD.
ポリエステル長繊維織物の製造、販売 

Teijin FRA Tire Cord (Thailand) Co., Ltd.
タイヤコード織物製造 

Teijin Cord (Thailand) Co., Ltd.
産業用伝動ベルト・ホース等の資材補強コードの製造、販売 

PT. TEIJIN FRONTIER INDONESIA
繊維製品を中心とするインドネシアでの輸出入及び仲介業務

TEIJIN FRONTIER (VIETNAM) CO., LTD.
衣料品の生産、販売、輸出。産業資材関連製品の
国内販売、輸出入 

TEIJIN FRONTIER SHONAI CO., LTD.
衣料品の生産 

TEIJIN FRONTIER MYANMAR CO., LTD.
生産管理業務・新規工場開拓、ミャンマー市場全般の
調査・情報収集

TEIJIN FRONTIER INDIA PRIVATE LTD.
繊維・衣料製品、産業資材の販売および輸出入取引 

株式会社帝健
健康・快適・防災・安全などに関連する製品の製造、販売 

株式会社フォークナー
衣料品の生産、販売および検品、補正、物流 

帝人フロンティアニッティング株式会社
編物生地の開発、製造、販売および特殊加工糸の製造 

帝人物流株式会社
貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業

帝商産業株式会社
ボビン･包装材料の回収および原糸･織編物の運送･保管、
反毛製品製造、販売 

帝京レース株式会社
編物製造および先染・後染織物製造 

フロンティアテックス株式会社
合繊織物の製造

株式会社テクセット
生活消費財関連商品の企画・開発、販売 

帝人フロンティアアパレル工業株式会社
衣料品の生産、加工、販売 

関西資材株式会社
繊維加工 

ユニセル株式会社
不織布の製造、販売 

帝人コードレ株式会社
人工皮革および合成皮革の研究開発、製造、加工、販売 

帝人テディ株式会社
ポリエステル長繊維・短繊維の製造及びコード加工

帝人フロンティアセンシング株式会社
ウエアラブル製品の開発、販売

帝人フロンティアDG株式会社
合繊織物の企画、製造、販売

北米

日本

アジア
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1

1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ■

国内グループ会社

海外グループ会社

海外グループ会社拠点

駐在員事務所

TEIJIN FRONTIER EUROPE GMBH. 
輸出入および国内販売代理店業務、
三国間貿易  

20

欧州

ロンドン
ハンブルク

パリ

ヴェルチェッリ

20
アハン21

日本
広州

香港
ハノイ

1 15

ジャカルタ
13

ヤンゴン

グルグラム

バンコック

16

7 8 9
10 11 12

17 台北■

マニラ■

ダッカ■

大連

青島

南通

上海1

5432

ホーチミン
ビエンホア

6
14
15

～

ロサンゼルス
ニューヨーク
18

メキシコシティ
19

グローバルネットワーク

繊維に関わる開発、製造、販売などの機能を持つ多様なグループ会社を世界各地に配置し、
現地生産から販売・流通まで多彩なニーズに応えるグローバルネットワークを構築しています。

世界各地で生産・販売を展開する
帝人フロンティアグループ。
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J.H. Ziegler GmbH 
自動車向け不織布部材の開発、製造、販売 

21



帝人フロンティア株式会社　（英文名）TEIJIN FRONTIER CO., LTD.

2012年（平成24年）10月1日 ／ 創業1869年

20億円

3,149億円（2020年度 帝人（株） 繊維・製品事業グループ売上高）

20,002,000株

帝人(株) 100％

繊維原料・衣料製品、工業資材、産業資材、車輌資材、インテリア関連製品、生活用品、樹脂、フィルム化学品、

工業製品、包装資材、建設資材、人工皮革、クリーン製品、その他各種機械などの販売および輸出入取引

871名（2021年3月31日現在）

〒530-8605　大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号　中之島フェスティバルタワー・ウエスト

TEL 06-6233-2600　FAX 06-6233-5144

東京支社、名古屋支社、五泉支店（新潟）、北陸営業所、松山事業所

ニューヨーク、ロサンゼルス､メキシコシティ、ハンブルグ､アハン、ロンドン、パリ、ヴェルチェッリ、香港、南通、

上海、大連、青島、広州、バンコック、ジャカルタ、ホーチミン、ビエンホア、ハノイ、ヤンゴン、グルグラム、マニラ、

台北、ダッカ

1869年

1902年

1912年

1918年

1918年

1928年

1936年

1943年

1952年

1953年

1954年

1958年

1960年

1962年

1964年

1968年

1975年

1980年

1982年

1990年

1993年

2000年

2001年

2001年

2002年

2012年

2017年

2021年

竹村藤兵衛商店（京都市）大阪支店開業、原綿・綿糸・

綿布の取引を開始

鈴木岩治郎が神戸に「鈴木商店」を設立

岩井文助が「岩井商店」を発足

「帝国人造絹絲(株)」設立、レーヨン事業を開始

竹村藤兵衛商店が「(株)竹村商店」に改組

鈴木商店が「日商(株)」を新たに設立

(株)竹村商店が「竹村棉業(株)」を設立

岩井商店が「岩井産業(株)」と改称

帝国人造絹絲(株)が「帝人商事(株)」を設立、

人絹・スフ・同織物の販売を開始

帝人商事(株)が土佐堀産業(株)を合併、大阪化学

繊維取引所・仲買人の営業を継承／山陽興産(株)を

合併、木材製材・製函・建材製造を継承

帝人商事(株)が野崎産業(株)の繊維貿易部門の業

務を継承、繊維輸出業務を開始

帝国人造絹絲(株)松山工場が「テトロン®」操業開始

帝人商事(株)と竹村綿業(株)が合併し「竹村帝商

(株)」を設立

帝国人造絹絲(株)が「帝人(株)」に改称

竹村帝商(株)を「帝人商事(株)」と改称

日商(株)と岩井産業(株)が合併し「日商岩井(株)」

を設立

日商岩井(株)が「日商岩井繊維(株)」を設立

日商岩井(株)が「日商岩井衣料(株)」を設立

日商岩井(株)が「日商岩井繊維原料(株)」を設立

帝人商事(株)が帝商機械販売(株)、岡山帝商(株)、

関西帝商テント販売(株)、関東帝商テント販売(株)

の4子会社を吸収合併

日商岩井衣料(株)が「日商岩井アパレル(株)」に改称

日商岩井アパレル(株)が日商岩井繊維原料(株)と

日商岩井(株)繊維部より営業権を移管される

3月、日商岩井アパレル(株)が日商岩井繊維(株)を

統合

4月、帝人商事(株)と日商岩井アパレル(株)が合併

し「NI帝人商事(株)」を設立

4月、帝人(株)が「帝人ファイバー (株)」を設立

10月、NI帝人商事(株)と帝人ファイバー（株)アパレル

SBUとの統合新会社「帝人フロンティア(株)」発足

4月、帝人フロンティア（株）が帝人（株）旧高機能繊維

事業本部のポリエステル繊維事業を統合

4月、帝人フロンティア（株）が子会社の東邦テキスタ

イル（株）を吸収合併

商　　　　号

設　　　　立

資 　 本 　 金

売 　 上 　 高

発 行 株 式 数

株 主 状 況

事 業 内 容

従 業 員 数

本 社 所 在 地

国 内 事 業 所

事業拠点・所在地

〒105-0021　東京都港区東新橋2丁目14番1号　NBFコモディオ汐留

TEL：03-6402-7001　FAX：03-6402-7070

〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦1丁目10番20号　アーバンネット伏見ビル

TEL：052-220-4868　FAX：052-220-4939

〒959-1836　新潟県五泉市南本町3丁目4番45号

TEL：0250-43-3175　FAX：0250-43-3100

〒910-0005　福井県福井市大手３丁目７番１号 福井県繊協ビル８階

TEL：0776-22-7100　FAX：0776-22-7099

〒791-8530　愛媛県松山市北吉田町77

TEL：089-974-3626　FAX：089-972-1333

東 京 支 社

名 古 屋 支 社

五 泉 支 店

北 陸 営 業 所

松 山 事 業 所

会社概要 （2021年7月） 会社沿革

国内事業所

企業情報
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