
Automotive Glass
自動車用ガラス 

Architectural Glass
建築・住宅用ガラス 

Glass Fiber
ガラス繊維 

「生活」から進化する 
 ガラスの未来を切り拓く 
Opening the way to a future of glass that evolves from “life” 

Central Glass offers a variety of glass products from standard products to 
high-performance and special-purpose products for the architectural and 
housing industries.  
Specifically, our efforts are concentrated on broadening our line of 
products to contribute to developing a safe and comfortable living 
environment, reducing environmental burden and saving energy.

日本国内の建築、住宅産業向けを主として、スタンダードな製品から高機能、特
殊用途まで、多様なガラス製品を提供しています。特に安全で安心な住環境と、
環境負荷の軽減・省エネルギー化を主眼とした製品の拡充を進めています。 

建築・住宅用ガラス　Architectural Glass

Central Glass provides abroad range of high-quality glass products for 
enhanced safety, amenity and design. 
We have built a development and supply framework in partnership with 
the Saint-Gobain Group to meet the requirements of globalization in the 
automotive sector.

安全性、快適性、デザイン性に寄与する高品質で多様なガラスを提供しています。 
この事業ではフランスのサンゴバングループと提携し、自動車メーカーのグローバ
ル展開に対応した開発・供給体制を構築しています。 

自動車用ガラス　Automotive Glass

Business

ガラス事業 

ガラス事業は、建築・住宅用ガラスからスタートし、製板技術、
加工技術の充実とともに、自動車用ガラスへと展開しました。
近年は情報・電子産業用分野の展開・拡充も図っています。 
また板ガラス事業で培った操窯技術を活かしてガラス繊維
分野にも進出しました。 
The first stage of our glass business was the 
manufacturing of glass for buildings and houses. Later, as 
our plate-making and processing technologies advanced, 
we began to produce glass for automobiles. In addition, 
we drew on its kiln operating technology to start its glass 
fiber areas.

事業紹介 Business Field

32

Central Glass offers glass fiber and glasswool. We focus on development of 
special materials and products, such as products for automotive and 
electronics applications.

長繊維（グラスファイバー）と短繊維（グラスウール）の両分野の製品を提供して
います。自動車関連用途、電子材料用途等を中心として、特殊な素材・製品の
展開に注力しています。 

ガラス繊維　Glass Fiber
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事業紹介 Business Field

Chemicals
化学品 

Fine Chemicals
ファインケミカル 

Fertilizer
肥料 

化学品　Chemicals

Central Glass original business offers organic and inorganic chemical 
products that are basic materials for various industries.

当社の事業の原点です。各種産業の基礎材料となる無機・有機化学製品を提
供しています。 

ファインケミカル　Fine Chemicals

Central Glass runs fine chemicals business strongly supported by R&D 
activities in fluorination technologies at its core. Central Glass offers high-
purity and high-performance products, including active ingredients and 
intermediates in the field of pharmaceuticals, agrochemicals and 
semiconductors. 

フッ素化技術を核として研究開発型の事業を展開し、主に医農薬原薬・中間体
や半導体関連分野を中心に、高純度、高機能製品を提供しています。 

肥料　Fertilizer

The Central Glass Group, the sole Japanese manufacturer of ammonium 
chloride-based fertilizers, offers various fertilizer products including those 
for rice paddy. Additionally, we focus on the coated fertilizer “Ceracoat-R” 
and we are also developing useful microbial pesticide and microorganism 
materials for the enviromentally friendly agriculture by using the 
microorganism that exists in the natural world. 

日本唯一の塩安（塩化アンモニウム）系肥料メーカーである当社グループは、主
に塩安をベースとする水稲用肥料を提供しています。また、被覆肥料（セラコート）
や、自然界に存在する微生物を利用した環境保全型農業に役立つ微生物農薬・
微生物資材にも注力しています。 

化成品事業で、肥料製品の生産過程で分離されるフッ素
に着目し、その有効利用を図ったことから、当社のフッ素と
の関わりが始まりました。医農薬原薬・中間体、半導体・液
晶関連製品を主とするファインケミカルなどの高機能、高付
加価値分野の成長へとつながっています。 
We started fluorine related business in its efforts to utilize 
fluorine separated out as a by-product during the fertilizer 
production process. 
This work led to the growth in fine chemical and other 
high-function, high-value added fields focused mainly on 
active ingredients and intermediates for pharmaceutical 
and agricultural chemicals, as well as semiconductor and 
liquid crystal related products. 

「人」と「生活」のために 
 21世紀の素材分野を牽引する 
Leading the materials industry in the 21st century, for “people” and “life” 

化成品事業 
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