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昭和20年代に「石綿」誌に宣伝を掲載した企業

・昭和20年代に、日本石綿協会機関紙「石綿（せきめん）」に宣伝広告を掲載した企業のリストです
・「初号」「終号」欄は、それぞれその企業が始めて宣伝を掲載させた時の号数、 後の掲載をした号数です。
・本社、支店・営業所・出張所、工場の所在地は、宣伝掲載当時のものです。

本社 支店・営業所・出張所 工場
所在地 所在地 所在地

（株）不二商會 15 S22.7.30 17 S22.9.20 東京都港区芝高輪南町53 営業品目　カーボンフラッシュ其他凡ゆるカーボン製品のご用命に
応じます　日本カーボン株式會社特約代理店

（株）東京紡機製作所 16 S22.8.30 20 S22.12.15 東京都北区尾王子1丁目8番地 紡機製作並修理
紡毛ガード･ミール精紡機　ガーネットマシン･調合機　小型カード・
廻切機

山王スレート機械（株） 17 S22.9.20 35 S24.3.15 東京都大田区大森1-119 スレート機械　波型・厚型・石綿パイプ　設計-政策-据付
三菱鉛筆 19 S22.11.15 19 S22.11.15 この中に特許がかくれている。芯の中に含まれた特許化合物が

滑らかさと光線遮断力とを倍化する　特許第111938号
朝日スレート（株） 20 S22.12.15 54 S25.11.15 神奈川県横浜市鶴見区鶴見町470 神奈川県横浜市鶴見区鶴見町470

大阪府中河内郡可美村松山2-34
福岡県門司市田野浦昭和町630
愛知県名古屋市中川区富船町4-1
愛知県名古屋市東区大幸町361
北海道札幌郡白石村字白石39
岡山県浅口郡王島町乙島坂田新地
822
熊本県下盆城郡当尾村萩尾

海道 高 流 高村

朝日波型スレート　朝日小平板　朝日煙突
朝日パイプ　朝日厚型スレート
製造販売

日本バルカー工業（株） 21 S23.1.15 東京都中央区日本橋羽馬食町4-1
(日本油機館内)

大阪府中河内郡龍華町安中
神奈川県愛甲郡厚木町

バルカーパッキン製造元
取締役社長　川口塁一

（株）岡福商店 21 S23.1.15 大阪府大阪市西区土佐堀通1-16 東京都中央区銀座8-1
福岡県小倉市大坂町6-71

日本バルカー工業株式會社　製造総発売元

曙産業（株） 21 S23.1.15 68 S27.1.15 東京都中央区日本橋本町1-7 取締役社長　佐川直躬
日東商事（株） 21 S23.1.15 21 S23.1.15 東京都中央区日本橋通2丁目4 曙産業総代理店

ブレーキライニング　クラッチフエーシング　其他一般石綿製品
日本アスベスト（株） 21 S23.1.15 東京都中央区銀座西6-3 大阪府大阪市福島区下福島5-18 奈良県北葛城郡王寺町

神奈川県横浜市鶴見区大黒長
取締役社長　大野清一

日本エタニットパイプ
（株）

21 S23.1.15 東京都中央区木挽町5丁目2 埼玉県北足立郡興野町上落合
高松市屋島西町2276
東京都大田区南六郷町2-22

野澤石綿興業（株） 21 S23.1.15 21 S23.1.15 神戸市生田区西張6興銀ビル 東京都中央区銀座45-3
福岡県門司市桟橋通10

兵庫県武庫郡本山村田中
滋賀県彦根市里根町16
北海道空知郡山辺村（鉱山）

安田銀行 21 S23.1.15 21 S23.1.15 輸出荷為替の御取組は皆様の安田銀行へ（指定取扱い銀行）
朝日石綿工業（株） 21 S23.1.15 66 S26.11.15 東京都中央区銀座7丁目3 石綿糸・石綿板・電解布・石綿紐・石綿ゴム加工品・ジョイントシート

ブレーキライニング・アマゾンスパイラル其他石綿製品一切
東洋建築板（株） 21 S23.1.15 35 S24.3.15 東京都中央区銀座7丁目3(朝日ビル) 朝日浪形スレート　朝日石綿煙突　其他建築材料一式

第一スレート工業（株） 23 S23.3.15 50 S25.6.15 東京都文京区柳町24番地 東京都板橋区志村町1400
常盤工事（株） 25 S23.5.15 37 S24.5.15 福岡県門司市港町8番地 福岡県八幡市黒崎船町2丁目 石綿製品各種　朝日浪形スレート　朝日石綿製煙突　建築材料卸

並施工
万年スレート株式会社 25 S23.5.15 大阪府大阪市西成区千本通7丁目11

（株）万年パイプ 25 S23.5.15 53 S25.10.15 広島県広島市大洲町6丁目377-1
モルナイト興業（株） 25 S23.5.15 31 S23.11.15 東京都中央区槙張3-5 雨漏防水材モルナイト

日本更生石綿加工（株） 27 S23.7.15 27 S23.7.15 取締役社長　張忠弌
東洋スレート（株） 27 S23.7.15 27 S23.7.15 取締役　中村長男

常盤スレート工業（株） 27 S23.7.15 27 S23.7.15 取締役社長　駒津和治利
東別鉱業（株） 27 S23.7.15 27 S23.7.15 常務取締役　壹岐健夫
利昌工業（株） 27 S23.7.15 27 S23.7.15 取締役社長　利倉駒二郎

(合)大阪石綿工業所 27 S23.7.15 27 S23.7.15 代表者　今井徳太郎
大同石綿工業（株） 27 S23.7.15 27 S23.7.15 取締役社長　村田益三

内外通商（株） 27 S23.7.15 27 S23.7.15 (舊稱大倉産業株式會社)　取締役社長　淺野定次
扶桑石綿（株） 27 S23.7.15 27 S23.7.15 取締役社長　前野勝成

藤本石綿工業所 27 S23.7.15 27 S23.7.15 代表者　藤本武男
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本社 支店・営業所・出張所 工場
所在地 所在地 所在地

内容初出日付
終
号

終日付社名
初
号

五稜石綿紡織所 27 S23.7.15 取締役社長　宮本氏治
産業スレート（株） 27 S23.7.15 27 S23.7.15 専務取締役　足立節治

三絖礦纎工業（株） 27 S23.7.15 68 S27.1.15 取締役社長　中島龍藏　専務取締役　阪口一吉
九州スレート興業（株） 27 S23.7.15 63 S26.8.15 取締役社長　古味俊雄

三泰石綿工業（株） 27 S23.7.15 72 S27.5.15 取締役社長　橋本雅良
西脇　進一郎 28 S23.8.15 40 S24.8.15 東京都中央区銀座7-3朝日ビル6F 渉外輸出事務代行仕候
山王鐵工（株） 36 S24.4.15 43 S24.11.15 東京都大田区大森2-119 水壓機　高壓ポンプ　並　蓄壓機　自動連続式

厚型スレート・煉瓦･セメント瓦　一般スレート機械･石綿パイプ機械
信田勝平事務所 38 S24.6.15 71 S27.4.15 東京都中央区銀座7-3朝日ビル7F 弁護士

日本石綿工材（株） 47 S25.3.15 61 S26.6.15 東京都中央区銀座7-3朝日ビル ルーフィング　フェルト　各種 朝日石綿製品 電気絶縁板
保温,保冷用材料 文化敷物 映写用暗幕　販売

日本セメント（株） 50 S25.6.15 59 S26.4.15 東京都千代田区大手町2-9 札幌･東京・西多摩･清水・名古屋･大
阪･門司

アサノスレート　原料-優良輸入石綿使用　製造元

東日本スレート興業（株） 50 S25.6.15 63 S26.8.15 東京都港区芝浜4-2 仙台･清水･名古屋・富山 アサノスレート　原料-優良輸入石綿使用　総発売元

大阪スレート興業（株） 50 S25.6.15 63 S26.8.15 大阪府大阪市北区芝田町35 新居浜・姫路 アサノスレート　原料-優良輸入石綿使用　総発売元
アサノスレート（株） 60 S26.5.15 65 S26.10.15 東京都港区芝浜松町4-2 札幌･東京・西多摩･清水・名古屋･大

阪･門司
アサノスレート　原料-優良輸入石綿使用　製造元
(舊稱大倉産業株式會社スレート部)

極東物産（株） 62 S26.7.15 78 S27.11.15 東京都千代田区有楽町1-3(電気クラ
ブ)

大阪府大阪市北区宗是町一(大阪ビ
ル）

ターナー・エンド・ニウオール　C&C　ターナー･プラザーズ・アスベス
ト会社
石綿糸並電解隔膜　金属鉱産部

日石工材（株） 62 S26.7.15 71 S27.4.15 東京都中央区銀座7-3朝日ビル 山梨県西八代郡上野村 ターフェルト　アスファルト　製造　フェルト販売
ルーフィング　石綿製品　保温･保冷･材料　其他建築材料　各種販

大丸機工パッキング
製作所

64 S26.9.15 福井県今庄駅前
新潟県二本木駅前

ジョイントシート・石綿紡織品

浅野物産（株） 64 S26.9.15 東京都中央区日本橋小船町2丁目1
番地 小倉ビル

石綿原料　加奈陀
アスベストコーポレーションリミテッド　石綿輸入販売

カナエ石綿工業（株） 64 S26.9.15 大阪府大阪市西区新町1丁目14
東京都港区芝田村3丁目4

石綿製品　石綿製品一式　保温保冷工事設計施工

第一石綿工業（株） 64 S26.9.15 大阪府中河内郡可美村細田町 東京都港区芝西久保桜川町7 ジョイントシート・石綿ゴム加工　各種石綿製品
榮屋石綿紡織所 64 S26.9.15 大阪府東区高麗橋3丁目11番地 東京都港区芝田村町3丁目4番地 石綿紡織品専門メーカー　取締役社長　益岡栗夫

昭和アスベスト（株） 64 S26.9.15 東京都中央区銀座東6-7木挽ビル 大阪府大阪市西区薩摩堀東之町38 千葉県船橋市宮本町2-2033 石綿製品による(保温筒・保温帯・保温保冷板・繊維・ブランケット)
廉価で確実な　保温･保冷･防音工事　ツバメ印石綿製品製造販売

宮寺石綿理化工業（株） 64 S26.9.15 東京都品川区南品川5-24 大阪・名古屋 大森･品川・宮城県円田 良の品質　石綿製品・各種パツキング
良の施工　保温保冷工事設計請負

東洋絶縁工業（株） 64 S26.9.15 奈良県生駒郡斑鳩町龍田1498 大阪府大阪市天王寺区大道町3-67
東京都千代田区神田須田町1-7

大阪府大阪市東淀川区三国本町292 石綿製品

日清紡績（株） 64 S26.9.15 東京都中央区日本橋横山町3 東京都足立区栗原町1090 ウーブン、セミモールド、ゴモムールド、ブレーキライニング
クラチフェーシング　紡織品石綿紙

内外ゴム石綿（株） 64 S26.9.15 64 S26.9.15 東京都中央区日本橋宝町4-7 キングシート　布入りゴム板　ゴム板　スパイラル　麻布保温テープ
三好石綿工業（株） 64 S26.9.15 75 S27.8.15 大阪府泉南郡新家村2900番地 東京都中央区銀座東4丁目4番地 営業品目　石綿紡織品、鉄道鉱山荷役用自動車、舟用ブレーキリ

ニング
石綿ゴム加工品、石綿板、保温保冷工事設計施工

伊藤忠商事（株） 64 S26.9.15 大阪府大阪市東区本町2-36 東京都中央区日本橋堀留町1-13
国際物産交易（株） 64 S26.9.15 東京都中央区日本橋両国42 大阪･神戸・名古屋･三池

横浜･福岡･札幌
石綿原料　輸入販売

大森石綿工業（株） 64 S26.9.15 東京都板橋区舟渡町2丁目11番地 業務　拡張　新築　移転　鳩印各種保温筒　製造販売元
文化貿易（株） 64 S26.9.15 石綿　原料輸入　製品輸出　東京･大阪
東山商事（株） 64 S26.9.15 64 S26.9.15 東京都港区芝田町1-12（森永ビル） 東京都港区芝三田同朋町18

大阪府大阪市北区絹笠町50（堂ビ
ル）

石綿　原料輸入　製品輸出国内販売
南阿プラウスニッツ社・アフレプス社　ボルクスカス社

斎藤誠司商店 64 S26.9.15 東京都千代田区丸ノ内ビル704号 カナダ　ジョンソン株式会社　日本総代理店
浅野スレート（株） 66 S26.11.15 東京都港区芝浜松町4-2 仙台

愛知県名古屋市中村区広小路西通
り
富山
大阪府大阪市北区芝田町35
新居浜・姫路
福岡県門司市白木崎
広島･熊本･佐伯･八幡

札幌･東京・清水 高の品質。 大の生産。 良のサービス　アサノスレート
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本社 支店・営業所・出張所 工場
所在地 所在地 所在地
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終
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新生石綿工業（株） 66 S26.11.15 東京都墨田区太平町4-4 セメント.アスベスト　保温材･耐火材　解体もの石綿原料
石綿原料の緊急御用命は・・・・何時でも間に合ふ弊社へ！
ターボリン紙入りハトロン袋詰ミシン縫ひ輸出梱包は当専門工場

朝日石綿（株） 67 S26.12.15 東京都中央区銀座7丁目3番地 東京都中央区銀座7丁目3番地
神奈川県横浜市西区石崎町1-24
愛知県名古屋市中村区堀口町3-16
大阪府大阪市北区曽根崎上1-28
岡山県岡山市内山下20
福岡県門司市港町8
北海道札幌市南一條5-11
宮城県刈田郡白石町64

東京･横浜･山梨･名古屋･
大阪･岡山･門司･宮城

営業品目
石綿製品一般　石綿セメント製品一般
保温保冷工事　米国式コンクリートブロツク

渡邊石綿工業（株） 68 S27.1.15 大阪府泉北郡和泉長伯太316 大阪府大阪市東区北浜4-50
東京都港区芝南佐久間町1-23

大阪府本社同 ブレーキ・ライニング　クラッチ・フェーシング
石綿紡織品　其ノ他石綿製品一般

日本石綿商行 68 S27.1.15 東京都品川区五反田6丁目 各種石綿製品　卸買専門
東京保温工業（株）
東京保温材（株）

68 S27.1.15 東京都豊島区日出町3丁目10番地 優良珪藻土　宮城県産　北海道産
保温保冷工事業　営業品目　保温,保冷，防熱,防露工事　設計施
工請負
営業品目　保温,保冷材料,各種優良硅藻土
硅石及白土類,純硅藻土爈製造販売

東和石綿工業 68 S27.1.15 東京都北区田端新町3-89 静岡県庵原郡松野村北松野 各種石綿紙　取締役社長　浜田信太郎
イワキスレート 68 S27.1.15 68 S27.1.15 東京都銀座7-3 高の設備･ 良の品質

東京興業貿易商會 68 S27.1.15 東京都港区芝新橋2-30　松喜ビル3
階

大阪府大阪市東区北久宝町2-5 米国ジョンス・マンヴイルインターナショナル株式會社　日本総代理
店

安藤石綿工業 72 S27.5.15 神戸市須磨町鷹取町2-7 ローヤル印　各種パッキング　製造販売　登録商標
大阪アスベスト工業所 72 S27.5.15 大阪府貝塚市堀新342 石綿板、岩綿板　各種保温紐製造　西座仁平
（株）大阪パツキング

　　　製作所
72 S27.5.15 大阪府大阪市西成区千本通7-4 支店　東京、福岡

出張所 小樽,尼崎,新居浜,広島
大阪府本社同 保温.保冷.工事　設計．施工

ガデリウス商会代理店
紙谷石綿産業（株） 72 S27.5.15 大阪府住吉区桑津町2-145 DOG印 石綿 ブレーキライニング・クラッチフェシング グラハイトパ

ツキング・石綿パツキング　面麻パツキング・各種パツキング一式
久代石綿工業所 72 S27.5.15 大阪府八尾市安中135 東京都港区西久保明舟町15 大阪府本社同 ロング・ライフ印　通商産業省優良認定部品

ブレーキ･ライニング　クラッチ･フェーシング　製造元
國分工業（株） 72 S27.5.15 大阪府東住吉区田辺本町3-41 大阪府南河内郡国分町字片山488 石綿板其ノ他石綿製品一式　製造販売
東京精機（株） 72 S27.5.15 73 S27.6.15 東京都品川区西大崎3-538 紡織機及部品　製作修理加工　押型、抜型、検査ゲージ　入念精

巧仕上
刃具工具ネジ類　製造販売　精密　工業25年です　技術優秀　コス
ト低廉

太陽石綿護謨（株） 73 S27.6.15 大阪府西成区津守町東4-230 石綿及綿布ゴム加工パツキング　取締役社長　吉田正義
旦暮商店 74 S27.7.15 79 S27.12.15 大阪府東区平野町5-39 大阪府泉南郡信達町牧野　泉南郡信

達町市場
代表者　小笠原弘

東洋石綿（株） 74 S27.7.15 74 S27.7.15 大阪府南河内郡長野町18 大阪府東区北久大郎町2-15 石綿板、岩綿板、練石綿、石綿ロール、其ノ他各種石綿製品一式
千代田石綿（株） 75 S27.8.15 東京都中央区銀座東7-2 三泰石綿工業株式會社　ミツヤス印ブレーキ　ライニング特約販売

代表取締役　山地大八郎
南海パッキン工業（株） 75 S27.8.15 75 S27.8.15 大阪府大阪市西区江戸掘北通1-28 大阪府泉南郡中通村字安松 石綿紡織品製造販売業　社長　廣瀬米四郎

松山石綿工業(有) 75 S27.8.15 75 S27.8.15 大阪府泉南郡信達町牧野408 大阪府本社同 石綿紡織品製造販売業　社長　松山茂一
（株）美越工業所 75 S27.8.15 大阪府阿倍野区阿倍野筋2-50 奈良県生駒郡斑鳩町興留497 硅藻土保温材、石綿製品

山田石綿工業（株） 76 S27.9.15 大阪府大阪市浪速区新川3-605 大阪府布施市永和1-57 石綿製品製造販売　社長　山田幸雄
東邦物産（株） 76 S27.9.15 東京都中央区日本橋通2-6（丸善ビ

ル）
大阪府大阪市北区宗是町1（大阪ビ
ル）
兵庫県神戸市生田区海岸通2-3（合
同ビル）
横浜支店・名古屋支店・札幌支店
新潟呉事務所、門司事務所

石綿直輸入　ジョンス・マンヴイル・インターナショナル
コンチネンタル･マイン　其他並に石綿製品の輸出

(合)角谷鉄工所 76 S27.9.15 愛知県碧南市大浜町上 御事業の合理化に　スミヤ式 新型石綿専用織機　リボン・テー
プ・
ブレーキライニング・パツキング・クロス・其の他石綿各巾織物
各地工業試体場及著名石綿会社工場ニ納入
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内山商事（株） 77 S27.10.15 78 S27.11.15 東京都丸の内2-10　仲14号館6号 製紙用スレート用　フェルト・金網　輸入、輸出、国内販売
日本フェルト株式會社　市川毛織株式会社　代理店
英国ポーリツトスペンサー株式會社　仏国レイ金網會社　日本総代
理店

常盤工品（株） 79 S27.12.15 東京都中央区銀座7-3（朝日ビル内） 東京都葛飾区堀切町851 自転車用　ブレーキ、ライニング　 良の品、多量生産、
常に技術的改良して居ます

野澤石綿セメント（株） 82 S28.3.15 事業所　北海道,東京,彦根,神戸,門司
営業所　札幌,東京,名古屋,彦根,大阪
神戸,広島,門司

ノザワ波型スレート　ノザワ六甲スレート　各種セメント、温石綿
取締役社長　野澤幸三郎

新光アスベスト（株） 84 S28.4.25 大阪府西区江戸堀下通3-38 保温材並保温保冷工事　社長　武田市蔵
内外アスベスト（株） 88 S28.7.10 東京都千代田区神田東松下町5 大阪府大阪市都島区都島通1-14

北海道札幌市南一條西13-4
広島県広島市大手町6-65
福岡県福岡市社家町14

東京都葛飾区堀切町583 KEISOLITE　保温保冷工事設計請負.保温保冷材料製造販売
各種パツキング製造販売．石綿･岩綿・珪藻土
コルク.フエルト.テツクス販売

日本ミネラル化工（株） 88 S28.7.10 東京都練馬区豊玉北6-18 大阪府大阪市西区靱南町1-10 大阪府本社同 社名変更挨拶
日東アスベスト（株） 88 S28.7.10 東京都中央区京橋1-1 ブレーキ・ライニング　クラッチ・フェーシング　日清紡績株式會社代
新生熱研工業（株） 89 S28.7.25 東京都墨田区太平町4-4 東京都品川区西大崎3 好評－素晴らしき売行！　石綿芯式　石油コンロ（松坂屋納入）

ヒル石主材の　不燃材及各種成型品　石綿原料及防火耐火材
日加アスベスト（株） 89 S28.7.25 東京都千代田区神田神保町1-10（三

勢ビル）
石綿製品

戸出物産（株） 89 S28.7.25 大阪府東区淡路町3-16 東京都北区上中里町184 大阪府中河内郡玉川町稲葉890 暑中御伺　石綿スレート、パイプ　其ノ他石綿セメント製品用有機繊
太陽アスベスト工業（株） 89 S28.7.25 東京都中央区新富町3-4 神奈川県横浜市鶴見区鶴見町516 大阪府佐野市新町3-714 石綿紡織品、蛭石、建築石材　サンライト、オイルシート、石綿板

宮城珪素土（株） 91 S28.8.25 宮城県白石駅前 大阪･札幌 保温保冷工事　設計・請負・施工　優良珪藻土　製造販売　創業35
大同石綿（株） 95 S28.12.10 東京都目黒区上目黒4-2182 東京都渋谷区代々木初台578 アサヒ印　石油コンロ用完全石綿芯発売元

石綿製品　各種パッキング　石綿保温材　保温保冷工事
東京アスベスト（株） 96 S29.1.10 東京都中央区日本橋本町4-13 宮城県仙台市東七番町91

北海道札幌市大通西18-1
各種ブレーキライニング　クラッチフェーシング．　グラハイトパツキ
ング．

日本石綿工業（株） 96 S29.1.10 東京都足立区小台町6902 製造主品目　石綿板及石綿製品
東和石綿理化工業（株） 96 S29.1.10 東京都千代田区有楽町2-5（興論会

館内）
静岡県庵原郡松野村 各種　石綿製品　製造販売

帝国アスベスト（株） 96 S29.1.10 東京都台東区御徒町2-30 シリケートコツトン砿滓綿　元売捌　石綿製品及保温保冷工事請負
橋本晃一 97 S29.2.10 東京都北区滝野川3-15 高価即金買度

ライニング屑　遠近石綿入無い石綿屑の程度を問わず　御一報参
管長製作所 99 S29.4.10 東京都荒川区日暮里町2-40 外装用布テープ規格品

保温保冷用　綿布、麻布、デープ　ヘツシヤン　アスファルト　防水
テープ
水道衛生陽　綿布、麻布、デープ　ヘツシヤン　アスファルト　防水

司フェルト商事（株） 100 S29.5.10 東京都港区芝新橋3-1 保温保冷用　フェルト
（株）引榮堂 101 S29.6.10 東京都港区芝愛宕町2-20 石綿協会関係業者の印刷物は特に御相談に応じます　御利用の

程を！
垣内商事（株） 102 S29.7.10 東京都中央区日本橋町1-9 南阿　アーノルド　ウイルヘルミ　アンド　ブラムツシユ　日本総代理
大進石綿（株） 102 S29.7.10 東京都港区芝高輪南町30 斯界 高の水準を誇る！！　DSKアスベスト　ウッド　硬質石綿セメ

ント板
（株）東都商会 104 S29.10.10 東京都中央区八重洲5-1 東京都墨田 耐油　シンセテイック　人造ゴム　シートパッキング

No.100　ガソリン、ベンゾール　No.110　加熱油、ガソリン
共通の用途　侵食性瓦斯、化学薬品　サンプルが請求ください

丸善石綿（株） 104 S29.10.10 東京都台東区三ノ輪町134 常時在庫豊富　石綿紡織品・ゴム加工パツキン　オイルシート・石
富士石綿工業（株） 110 S30.3.10 東京都板橋区小豆沢2-22 ブレーキライニング　クラッチフェシング

自動車・船舶・トラクター　機械巻揚機　各種用


