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横浜油脂工業株式会社は創業以来、化学品研究開発型メーカーとして歩み続け、環境に配慮した製品づくりを通じて

快適な暮らしを支えてきました。 

これからもお客様に環境問題に配慮した最適な価値を提供しつつ、新しい時代の創造に挑戦していきます。 

なぜハイテク分野で日本が依然として支配的であるのか、そしてその中でモノづくりが果たす役割について、あなたの

見方を教えてください。 

中小企業と大企業間での協力は日本の特徴であり、この関係は双方が更なる発展と成長に利益をもたらします。当社は

1929 年に創業し、当時は魚油の精製に携わっており、その後自動車化学品分野に応用する技術開発を行ってきました。 

研究開発部門の献身と努力のおかげで、乳化技術・水溶化技術・油溶化技術・分散技術・可溶化技術・油脂コーティング・

粉末化・表面改質技術という８つの主要な技術が開発されました。IoT に関しては、ビッグデータとインダストリー5.0

日本は遅れをとっているので、これらのテクノロジーや他の最先端テクノロジーを導入しようとしています。 

私たちは、米国からきた総合品質管理（TQC）規格を吸収、改善、および実践しました。トヨタは、TQC のこの分野のパ

イオニアであり、中小企業は、顧客にとって最高の品質を達成し、相互に有益な関係を築くことを常に中心に据えてシス

テムを改善する例として取り上げました。

私たちは日本から外国の要素を輸入し、それらを私たちの文化に適応させました。たとえば、TQC、KAIZEN は品質を

安定化し改善を目指しています。または、米国から輸入され、現在は日本企業のすべての組織構造に存在するリーン生

産方式です。これらが以前の原則としていたところですが、現在はグローバリゼーションとデジタル化により、異なる原

則のセットを必要とする新しい時代に突入しています。自動化への取り組みが進むにつれて、ますます多くの工場が

IoT を実装し、生産自動化に移行しています。

企業は自動化できる範囲だけでなく、企業を効率的な自己管理システムに変えるためのソフトウェアを導入できるレベ

ルでもあります。たとえば、コロナ危機においても弊社の在宅勤務の必要性については、すべての従業員が会社から提

供されたモバイルを使用して通信とリモート作業を容易にできたため、問題はありませんでした。

私が思うモノづくりが果たす役割とは、世界各国の大企業と中小企業が協力し合う。専門特化した会社がネットワークを

組む役割が必要です。

貴社での研究開発の役割について教えてください。 

私たちは非常に大規模な R＆D ネットワークを持っており、大学、重要な顧客、日本の研究施設との関係を確立してい

ます。日本の企業の間では、ブリーフィングやプレゼンテーション、特定の分野の発見や情報を通じて、誇りに思えるよ

うな知識を共有している気がします。当社でも研究開発を含めた勉強会を開催しています。 

貴社の製品の概要と、私たちと共有したい次の新製品があるかどうか教えてください。 

現在、私たちは、環境への取り組みを常に念頭に置き、お客様の健康と福祉を目的とした製品の創造に向けて努力して

います。 自動車分野では最初の取組みとして、自動車エンジン用の洗浄剤と、ガソリンスタンドでその場で車を洗車す

る洗浄剤を製造しました。さらに進んで、車をより長く清潔に保つことができるコーディング剤を作成しました。この製

品は発売前に口コミで広まり、先に中国内で使用され始めたため、すぐに生産稼働するよう連絡を受けました。私たち

は自動車、エアコン、化粧品から食品産業まで、さまざまなタイプの産業に参加しています。 

食品業界への貢献は私たちにとって非常に重要です。食品業界でのビジネスの 20％は機能性食品の加工であり、私た

ちの健康への関心が高まっているため、この分野は活況を呈しています。溶けない状態で体が吸収しきれない成分があ

る食品もあり、乳化技術により、水に溶けない素材を溶かして製剤化しています。 

化粧品の分野でもこの技術を使用しているため、成分が肌によく吸収され、医薬品分野も拡大の鍵を握っています。 

私たちは製品を ODM として大企業に供給するのではなく、製品の背後にある技術とプロセスを生み出しています。私

達は販売およびマーケティングの側面に焦点を合わるのではなく、自社のノウハウおよび中間処理に注力、投資してい

ます。 

京都の FARMAL フードの社長や FANCL の社長にお話を伺ったところ、機能性食品市場は国内だけでなく海外での 

成長が期待されているとのことでした。 この傾向について、また海外市場でのこの成長をどのように活用していく予

定ですか。 
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以前は展示会を使用してラスベガスやシカゴなどの大都市で名前を拡大してきましたが、現在はデジタル化の時代であ

り、ネットワークの広報を使用してオンラインで拡大する可能性があります。 

展示会の分野で他社とのつながりを築く方法は、可能な限り商品を探求して紹介することです。 COVID-19 では、状

況が異なり、何かを構築する必要があります。 私たちが現在行っているのは、顧客をオンラインで当社の製品の展示会

に案内する QR コードを見つけることができる会社カードの作成です。 

日本の販売チャネルは、全国レベルとして、大企業相手に契約しており、中国や米国も含まれます。 海外市場での流通

経路はどうですか？現地代理店を通じてやっていますか？ 

米国を拠点とする世界で最も有名なガラスメーカーの 1 つである会社が、世界中の主要企業に材料を提供しています。* 

その会社から、当社の洗浄剤製品を使用できるかどうかの問い合わせがありました。このような有名な企業で、当社の

洗浄剤が使用されており、またこれにより当社も目標に向けて飛躍することができます。 

これらの大企業との流通に関しては相互依存関係にあります。なぜなら、彼らが生産を決定するところはどこにでも、私

たちも行き、私たちのオフィスを設立するからです。 その意味で、当社の歴史は、日本のものづくりのプロセスを活かし、

それを持ってあらゆる行き先の市場に行けるようにしてきたということなります。 

共創とコラボレーションがあなたの会社にどのような役割を果たしているのか、また、日本または海外で新しいパート

ナーを積極的に探しているのかどうか教えてください。

事実として、共創・コラボレーションは中小企業にとって非常に重要な役割を果たしており、中小企業は日本の大企業と

のコラボレーションから大きな恩恵を受けています。

R＆D の次のステップとトピックを決定するのは大企業であり、この情報を使用するためにこの情報にアクセスできるこ

とは、中小企業の利益になります。

一方、過去において、当社はドイツのパートナーとの関係を築こうとしましたが、複雑でありうまくいきませんでした。そ

の会社は当社のように中小で、それはチャレンジでもありました。日本や海外の新しいパートナー探しは、当社のテーマ

のひとつでもあります。

貴社は歴史を通して、さまざまな業界で多様化することができましたが、会社の将来をみこして会社の成長を継続す

るための中期戦略は何ですか？ 

私たちの中期戦略（計画）は、社内にしっかりとした組織構造を構築することです。そこでは、従業員と親密で快適な雰

囲気があり、従業員の生産性が向上します。私たちの理想的な構造は、会社のすべてのメンバーが聞いて考慮に入れら

れるものです。私は取締役であり、会社の一定のビジョンを提供しましたが、誰もが発言権を持ち、誰もがそれに応じる

ことができます。 

社長としての私の目標は、成長とビジネスチャンスを提供するあらゆる分野に会社を導くことです。現在は機能性電子

材料と機能性食品の分野に力を入れています。 

社内の戦略的コミュニケーションは優れており、毎月および毎年のニュースレターがあります。毎月、会社の方向性、自

己紹介したい分野について話し合います。年次ではさらに企業理念、次年度に向けて目指す主な目標、新製品などにつ

いて話し合います。

国際戦略について、御社の海外市場が果たす役割とは、御社の将来にとって重要な要素となる地理的な地域があると

いうことですか？ 

国際戦略については、今後も洗浄剤や自動車産業が活況を呈している場所に注力していきたいと考えています。 

また、現時点でアメリカの企業が中国で自社製品を使用してオンラインで日本製品を販売しているという例を考慮する

と、このコラボレーションの道を歩み続ければ、将来は確かなものになります。 

10 年後に戻ってきて、もう一度インタビューを行うとしたら、何を伝えたいのか、会社の夢は何か、それまでに何を達

成したいのか。 

今後 10 年間で、企業が環境のためにできる限りのことを行い、持続可能性の道を歩んでいきたいと思います。私たち

の道は、健康とウェルネスの分野によって常に強く有望なビジョンを持って導かれると思います。 
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会社概要  横浜油脂工業株式会社 

１. ビジョン/ミッション

◆ 経営理念 ・品質主義 商品の品質を生命とし、つねに水準の向上をめざす 

・消費者主義 消費者・需要家へ、血の通った奉仕に徹する 

・堅実主義 誠意と合理性で、現代に生きぬく経営に徹する 

◆ 基本経営方針 １) 戦略思考が明日への基盤

２) 知的財産化による差別化推進

３) 提案・ニーズ創出・新規開拓

４) 利益を生みだす生産性向上

５) 未来を築く人材育成

６) 地球環境問題への対応

2. 事業内容

私たち横浜油脂工業株式会社は、創業以来“研究開発型メーカー”としての歩みを続けながら、環境に配慮した製品

作りで、快適な暮らしを支える取り組みを行ってきました。その技術を生かして“自動車や建物”を『美化』する「高機

能洗剤」をはじめ、最先端産業の製造プロセスにおいて必要な「精密洗浄剤」などを提供しています。

また、機能性油脂をはじめ、機能性食品素材など独自の素材機能化で、食の世界においても美しさやおいしさを追求

し、人々の暮らしを支えています。 お客様の様々なご要望に応えながら、環境配慮型製品として、また、品質管理を

徹底して追及することで、数々の高付加価値製品を世の中に送り出しています。

これからも「Beauty & Ecology ～美の極みへ。エコロジーの理想へ～」をテーマに、研究開発力に磨きをかけ、

社会貢献企業としての歴史を刻み続けてまいります。

歴 史 

昭和４年、横浜市西区南浅間町 1番地の 1に設立。  

昭和 10年代には「魚油会社」として硬化油・灯火用の油など、魚油の開発・研究を行った。特に、魚油の集積や精

製加工を中心に、乾性油・肝油・硬化油などを製造していた。  

昭和 20年代、自社ブランドの基盤を石鹸・洗剤の製造に転換すると共に、株式会社資生堂の協力工場として多く

の商品を製造した。 第二次世界大戦後は、石鹸や洗剤、そして資生堂のOEM製品を製造しました。 

1980年代に入り、魚油の製造は終了しましたが、それに代わる食品添加物製造、カーケミカル製造、半導体やパ

ネルディスプレイ用の精密洗浄剤の製造事業を始めました。

食品添加物の製造 

・1969（昭和 44）食品添加物の製造を開始しました。

・1970（昭和 45）食用油脂（食用牛脂・食用ラード・マーガリン・ショートニング）の営業を開始

・1971（昭和 46）製パン用離型油の製造開始

・1975（昭和 50）製菓用離型油の製造開始

・1979（昭和 54）果実表面処理剤の営業開始

・1983（昭和 58）栄養補助食品の製造を開始し、健康食品分野に進出

・1985（昭和 60）食物繊維クッキー等の販売

カーケミカルについて

1966年から、日本国産第一号の洗車機用洗剤・ワックス・コーティング剤等を開発販売しています。それから現在

に至るまで、自動車塗装面・部品材料とケミカルの相性（関係）、洗車機の洗車工程とケミカルの相性を研究し続け

てきました。

自社ブランド【Linda】とお客様との共同開発品OEMも研究開発・生産・販売しています。 当社の製品群は、日

本のサービスステーション、洗車店、自動車修理店、いわゆる「アフターマーケット」に多くのケミカル類を安定供給

しています。また中国への輸出もしています。

精密洗浄剤について 

昭和 63年（1988） 液晶関連分野に進出し、フロン代替用 LCD用洗浄剤を開発販売。高い評価を得た。 

平成 12年（2000） レジストハクリ剤の開発・販売。 
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業界と製品 

◆ビル・ホテル・工場などのトータル・クリーニング・システムの洗浄剤の分野

特にフロアメンテナンスから厨房、空調設備機器のメンテナンスまでの環境対応した製品。同時に快適な安全性を

優先したケミカル品を研究開発していきます。

・空調整備関連ケミカル  ・油脂洗浄剤 ・床用樹脂ワックス ・エアコン洗浄の実技講習会など

◆精密洗浄分野

最先端産業の電子部品材料ケミカルマーケット

精密洗浄剤技術を通して、フラットパネルディスプレイ（FPD）分野での高精細化などの高度なプ

ロセス技術の進化に対応しています。各種ガラス部材、フォトマスク、水晶振動子、光学レンズ、光

学フィルターなどの洗浄分野。又、ハードディスク、薄膜磁気ヘッドの精密洗浄剤、樹脂膜剥離剤、

レジスト剥離剤、金属セラミック・プラスチックなどの洗浄剤。

当社の歴史 ホームページ掲載 ： https://www.yof-linda.co.jp/company/history/index.html

◆食品中間加工 及び 食品素材機能化技術 分野

食品素材の新しい可能性を引き出すために、乳化技術・水溶化技術・油溶化技術・分散技術・可溶化技術、表面改質

技術を使い、食品素材の価値を高める中間加工を行う分野

・2003（平成 15）飲料配合可能なコエンザイムQ10乳剤を開発

・2007（平成 19）Supply Side west 2007（世界最大級の食品展示会）にコエンザイムQ10を出展

・2008（平成 20）中国 Fi Asia China 2008にコエンザイムQ10を出展

・2009（平成 21）タイ展示会にコエンザイムQ10を出展・輸出を開始

◆食品素材機能化技術

１. 水溶化（water solubilization）

乳化・分散化技術により、水に溶けにくい素材を水に溶けるように加工します

応用分野→飲料・ゼリー （例）ビタミン A,D,E,K、コエンザイムQ10、αリポ酸、スクワレン

２． 油溶化（Oil solubilization） 

油に溶けにくい素材を油に溶けるように加工します 

応用分野→ソフトカプセル・油脂食品 （例）ビタミン B群、C,ミネラル、フラボノイド類 

３． 油脂コーティング（Oil coating） 

油脂で粉末素材の表面をコーティングします 

応用分野→タブレット・ハードカプセル・顆粒 （例）マスキング、変色防止 

４． 粉末化（Powderization） 

液状の素材を粉末に加工します 

応用分野→タブレット・ハードカプセル・顆粒 （例）ビタミン A,D,E,K、ｎ-3系 PUFA（DHA、EDA）、コエンザイムQ10 

◆離型油の分野

１．離型油種類

・パン用離型油 ・焼き菓子用離型油 ・ボックスオイル ・デバイダーオイル ・ツヤだしオイル

２．デリカシリーズ 

３．食品添加物製剤 

拠 点 本社 横浜、 日本 

日本 ３工場： 横浜、秦野、大阪 

営業所： 横浜、札幌、仙台、大阪、名古屋、福岡 

海外 韓国： 会明セミクリーン株式会社 

台湾： 横浜精密化學股份有限公司（台中） 

中国： 横滨化学科技(常州)有限公司 

琳笪国際貿易(上海)有限公司 

横兵油脂科技（天津）有限公司 

广州惠仁食品有限公司  

拠点 ホームページ掲載 ：http：// www.yof-linda.co.jp/company/office/index.html 

https://www.yof-linda.co.jp/company/history/index.html



