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特殊紙事業本部　長岡工場
2020年8月発行　1500 このパンフレットは表紙にハイ-アピスNEOウルトラホワイト250g/㎡、本文にハイ-アピスNEOウルトラホワイト174.5g/㎡を使用しております。

北越コーポレーション事業場所在地
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東京本社
〒103─0021 東京都中央区日本橋本石町3─2─2
TEL 03─3245─4500

長岡工場
〒940─0028 新潟県長岡市蔵王3─2─1
TEL 0258─24─0630

研究所
〒940─0027 新潟県長岡市西蔵王3─5─1
TEL 0258─24─0635

大阪工場
〒564─0043 大阪府吹田市南吹田4─20─1
TEL 06-6385-3851

新潟工場
〒950─0881 新潟県新潟市東区榎町57
TEL 025-273-1141

紀州工場
〒519─5701 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿182
TEL 0735-32-1111

関東工場（市川）
〒272─0032 千葉県市川市大洲3─21─1
TEL 047─378─0101

関東工場（勝田）
〒312─0062 茨城県ひたちなか市高場1760
TEL 029─275-5500

大阪支社
〒564─0043 大阪府吹田市南吹田4─22─1
TEL 06─6339─5151

名古屋営業所
〒460─0003 愛知県名古屋市中区錦1─7─28
 J-SQUARE丸の内 5階
TEL 052─211─1272

Tokyo Head Office
3-2-2 Nihonbashihongoku-cho, Chuo-ku,Tokyo 103-0021 Japan
TEL +81-3-3245-4500
Nagaoka Mill
3-2-1 Zao, Nagaoka City, Niigata 940-0028 Japan
Central Research Laboratory
3-5-1 Nishi-Zao, Nagaoka City, Niigata 940-0027 Japan
Osaka Mill
4-20-1 Minami-Suita, Suita City, Osaka 564-0043 Japan
Niigata Mill
57 Enoki-Cho, Higashi-ku, Niigata City, Niigata 950-0881 Japan
Kishu Mill
182 Udono, Kiho-cho, Minami-Muro-gun, Mie 519-5701 Japan
Kanto Mill Ichikawa Factory
3-21-1 Osu, Ichikawa City, Chiba 272-0032 Japan
Kanto Mill Katsuta Factory
1760 Takaba, Hitachinaka City, Ibaraki 312-0062 Japan
Osaka Branch
4-22-1 Minami-Suita, Suita City, Osaka 564-0043 Japan
Nagoya Office
J-SQUARE Marunouchi 5F, 1-7-28 Nishiki, Naka-ku, Nagoya City 
Aichi 460-0003 Japan

 Nagaoka Mill
敷 地 面 積 132,657㎡
従 業 員 数 230名
生 産 品 目 特殊紙、特殊白板紙、硬質繊維ボード（パスコ）、ガラスペーパー、
 湿式不織布
生産設備・能力
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　長岡工場は当社発祥の工場であり、新潟県のほぼ

中央の長岡市にあり、市の中心部より3km程北で日

本一の大河・信濃川の河畔に位置します。

　1907年（明治40年）に、現在の工場と同じ場所

に近代的製紙工場を建設しました。長岡の地は紙作

りに必要な条件、３つの立地条件が揃っていました。

①水（大河・信濃川）

②原料（広大な越後平野の穀倉地帯で発生する稲

ワラ）

③燃料用重油（当時、新潟県は国内有数の石油産地

でした）

以来、長岡工場は、市場動向と顧客要求を反映しな

がら、順次設備増強により拡大を図ってきました。

　紙の新たな可能性を切り拓き、さまざまな分野の

多彩なニーズに応えていく事こそ「特殊紙工場」とし

ての長岡工場の命題と捉え、生産を行っています。

創業の地で特殊紙のマザー工場としての
生産を担う長岡工場
紙の新たな可能性を切り拓き、さまざまな分野の多彩な ニーズに対応いたします

北越コーポレーション
長岡工場

Hokuetsu Corporation Nagaoka Mill, founded in Nagaoka, is 
located in the center of Nagaoka City and along the Shinano 
river.
In 1907, we have started paper making with modern 
technologies because there are three essential natural resources 
around this area, such as the Shinano river, raw material (rice 
straw) and heavy oil.  
Since then, we have been expanding its production capacity by 
the requests of customers and market.
As a specialty paper manufacturing mill, we are always trying 
to meet customer demands and needs and develop possibilities 
of paper as a material.
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お客様のニーズが、新技術・新製品の原点です
特殊紙をメインに生産する北越コーポレーション長岡工場では、常に新しい技術開発、新しい製品
づくりに挑戦し続けています。その原点は、「こんな紙はできないか?」、「こんな紙があったらいいん
だが…」という、お客様のニーズ。長岡工場では日々製品の安定供給と高品質化に努めるとともに、
素材、機能、装飾、風合といったさまざまな要素を探りながら新たな紙の可能性を広げ、お客様一人
ひとりのご要望に応えた紙を創り出しています。

Hokuetsu Corporation Nagaoka Mill, which mainly produces specialty paper, is always challenging to develop “New Paper” and “New 
Technology”. The starting point is customers needs such as “Can you produce such kind of paper?” or “I would like to use a paper like this”. 
In order to meet customer demands, we are not only aiming to improve quality and supply our products stably but also expanding possibili-
ties of paper by adding various elements material, function, decoration or feeling.

The needs of the customer are the origin of a new technology / a new product.

The needs of a customer The technology to meet the needs The developed paper

DecorationFeeling

Material Function

機能紙

1号円網抄紙機

2号円網抄紙機

3号長網抄紙機

4号円網抄紙機

5号円網抄紙機

6号円網抄紙機

多機能含浸塗工機（MSM）

機能紙抄紙機（D─2）

パスコマシン

各種加工機
特殊加工品

硬質繊維ボード

高級印刷用紙

情報用紙

ファンシーペーパー
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折り紙
Origami

色とりどりの一枚の紙から動物
や植物など、さまざまなものを
折り上げる日本特有の芸術の
一つ“折り紙”。当工場では約
60色にわたる折り紙を生産し
ています。

軽量かつ強度・弾力性に富み、成形性にも優れた硬質繊維ボード。靴のインソールを
はじめ、この素材を基にさまざまな商品が開発されています。

インクジェット用紙
Ink-jet paper

溶剤インク用をはじめ、各種用
途ごとに品質設計したライン
ナップ。紙ベースの他、フィル
ムベースも生産しています。

LBP用紙
LBP paper

フルカラーPPCから各種LBP
用紙まで、幅広いラインナップ
でニーズにお応えしています。

屋外ポスター用紙
Outdoor poster paper

屋上看板などの大型ポスター
用の看板への施工性に優れた
屋外ポスター用紙です。

高級印刷用紙
High-quality printing paper

マットでやわらかい紙肌と抜群
の印刷適性を持つ塗工タイプ
から、優れた印刷適性と筆記性
を兼ね備えた非塗工タイプま
で、幅広いラインナップを実現
した高級印刷用紙です。

地図用紙・海図用紙
Map paper / chart paper

寸法安定性、耐折強度、多色印
刷適性を兼ねそろえた地図用
紙です。

証券用紙・OCR用紙
Securities paper / OCR paper

強度と耐久性が求められる各
種証券類や公債、OCR（光学的
文字読み取り装置）などに対応
した、夾雑物の少ない高級印刷
用紙です。

インクジェット
オフセット共用紙
Ink-jet offset common use paper

オフセット印刷適性とインク
ジェット適性を兼ね備えた画期
的な用紙。マット調で各種筆記
適性もあります。印刷面（網点
60％以下）にもインクジェット
印字が可能です。

混抄紙
Mixed paper

麻など木材パルプ以外の異種
原料をちりばめ、風合を意図し
た紙にできます。

エアフィルタ用濾材
Air filter media

半導体や液晶などの製造にか
かせないクリーンルームや、製
薬・病院（感染症対策施設・設
備）・食品工場など様々な分野
で使用される、エアフィルタ用
高性能濾紙です。

各種工程紙
Various process paper

カーボン工程紙の他、各種工
業製品・食品加工において使
用される製造工程紙。それぞ
れの用途に即した機能（耐熱
性・伸縮性・通気性など）を有し
ます。

チップキャリアテープ
原紙
Chip carrier tape base paper

抵抗・コンデンサーチップ製造
ラインで、チップを製造メー
カーから装着メーカーへ搬送
するためのテープ。テープ上に
加工されたキャビティー（穴）内
にチップを装填して使用しま
す。極小チップから大型チップ
まで、あらゆるチップに対応で
きる高精度の加工適性をもつ
加工原紙です。

研磨紙原紙
Abrasive base paper

研磨紙の研磨材を接着する基
材紙。厳しい使用条件にさらさ
れる工業用製品の原紙です。
要望に応じた品質設計を行い、
この用途において、当工場は国
内トップシェアです。

RO膜支持体
Membrane substrate

RO膜は、海水から飲料水を生
成したり、汚水の再利用などに
使われる特殊な膜です。
長岡工場で生産される湿式不
織布は、この膜の寿命と性能を
支えています。

紙カトラリー原紙
Base paper for cutlery

脱プラスチックの要望に応える
紙カトラリー原紙。強度・耐水
性・加工適性を備えた加工原紙
です。

耐水・耐油紙
Waterproof / greaseproof paper

優れた耐水性、耐油性を併せ
持つ機能紙。環境にやさしい脱
プラスチック製品として様々な
用途に使用されています。

機能紙

特殊加工品 硬質繊維
ボード

高級
印刷用紙情報用紙

黒シリーズ
The black series

深遠な黒を表現した商品群。画
材・パッケージ・ラッピングな
ど、各種用途ごとに品質設計
し、豊富なラインナップを取り
そろえています。

エンボスマーク
フェルトマーク
透かしマーク
Embossed paper / felt patterned 
paper / watermarked paper

特殊技術によって紙表面にさ
まざまな模様を施し、装飾性を
引き立てた紙です。

色カード紙
Colored card

バリエーション豊富なライン
ナップをそろえたカード紙です。

紙ファイル原紙
Base paper for clear holder

身近な脱プラスチック製品とし
て注目されている、環境に配慮
した半透明な紙ファイルの原
紙を提供しています。

カラーケントラシャ
Colored kent paper with woolen 
cloth feeling

ケント紙の機能とラシャの風
合いを兼ね備え、50色のバリ
エーションで出版・商業印刷・
教材等、幅広い用途にお答え
します。

ファンシー
ペーパー

商品紹介 北越コーポレーション長岡工場では、
お客様のニーズに合わせたさまざまな特殊紙を開発、生産しています

P r o d u c t  i n t r o d u c t i o n
In the Nagaoka Mill of Hokuetsu Corporation we have developed various specialty papers that matched with needs of the customer and produced it.

Performance
materials paper

Communication
paper

Specially
processed paper Specialty

fibre board

High-quality
printing paper Fancy paper

当て板の使用例

パスコ
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ワイヤーパート
Wire part

プレスパート
Press part

プレドライヤー
Pre dryer

キャレンダー～リール
Calendar - reel

サイズプレス
Size press

アフタードライヤー
After dryer

主な商品群
研磨紙原紙、片艶ラッピング用
紙、和紙風合い紙、屋外ポスター
用紙、耐熱工程紙、化合繊紙など

Major product line-up
Abrasive base paper, single-sided glossy 
wrapping paper, paper with Japanese 
paper feeling, outdoor poster paper, 
heatproof process paper and wet-laid 
non-woven.

主な商品群
研磨紙原紙、片艶ラッピング用
紙、耐熱工程紙

Major product line-up
Abrasive base paper, 
single-sided glossy wrapping paper, 
heatproof process paper

主な商品群
ファンシーペーパー、ファイル用
紙、異種原料混抄紙、フェルトパタ
ーン紙、エンボスパターン紙など

Major product line-up
fancy paper, base paper for clear holder, 
mixed paper, 
feltmark paper and embossed paper

2号円網抄紙機
円網ヤンキーの特徴を生かし、米坪70～400g/㎡
までの紙を製造しています。
No. 2 cylinder paper machine
Taking advantage of Yankee dryer, No.2 paper machine is able to produce 
wide range of paper with a basis weight of 70 g/m2 to 400 g/m2.

4号円網抄紙機
白から黒までのファンシーペーパーを得意としたマシ
ン。中でも黒は他社にはない濃色であり、そのほか、
混抄紙、フェルトマーク、エンボスマークも可能です。
No. 4 cylinder paper machine
No.4 paper machine produces wide range of colored fancy paper from white to 
black. Especially, we are proud of blackness of our Black series. In addition, this 
paper machine can produce mixed paper, felt mark paper and embossed paper.

主な商品群
フルカラーLBP・インクジェット共用PPC、熱転写用紙、
POP用紙、名刺用紙、ケント紙、耐熱工程紙、研磨紙原紙、
耐水ラベル用紙、低撥塵紙、タック紙原紙、軽ファンシー紙、
軽エンボス紙、和紙風レイド紙、地図用紙、海図用紙、食品ト
レー用紙、耐水耐油紙、撥水紙、カレンダー用紙、出版用紙、
写真台紙、封筒用紙、賞状用紙、手帳用紙、各種混抄紙

Major product line-up
waterproof paper, greaseproofpaper, high quality LBP ink-jet common use 
printing paper, map paper, chart paper, high quality printing paper, 
heatproof process paper

●調湿機　Conditioning machine

調湿機は紙の伸縮を更に抑制出来ます。温度や湿度の変化に対して、寸法
狂いが小さい紙に仕上がります。また、印刷後の山姿も良化します。主に平
判製品を対象に実施しています。

The conditioning machine is used to further reduce expansibility of paper. As a result, dimension-
al stability is enhanced against moisture and temperature. In addition, appearance of sheets is 
improved.

●ワイヤーパート　Wire part

ワイヤー長が長く、すっきりとした地合を再現できます。単層抄きの
メリットとして、層間強度が高く、縦横比が小さく、伸縮（横）は小さく
なります（寸法安定性が良く、強い紙に仕上がります）。

1号円網抄紙機
円網ヤンキーの特徴を生かし、機能紙、ファンシーペ
ーパーなどの紙を製造。化合繊紙も得意としたマシ
ンです。
No. 1 cylinder paper machine
No.1 paper machine mainly produces performance materials paper and fancy 
papers with yankee dryer. This machine is able to produce synthetic fiber paper. 

3号長網抄紙機
抄造米坪は40g/㎡～310g/㎡。情報用紙、
機能紙、ファンシーから食品用途まで、お客様の
幅広いニーズにお応えし、400種以上の銘柄を
製造しています。
No. 3 fourdrinier paper machine
The Range in basis weight is from 40 g/m2 to 310 g/m2. This 
machine produces 400 or more kinds of papers such as communi-
cation paper, performance materials paper, fancy paper and 
paper for food etc. to meet the broad needs of the customer.

Thanks to long wire length, good formulation is realized. As the advantage of 
single wire paper making, interlayer strength is high and aspect ratio and 
expansibility are small. As a result, papers having good dimensional stability 
and strength are produced.
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主な商品群
●5号機／チップキャリアテープ原紙、
ファンシー用紙、色カード紙、紙カトラ
リー原紙、食品用成型紙をはじめ、機
能紙から食品用途まで、幅広く使用さ
れています。

Major product line-up
Chip carrier tape base paper, base paper for cutlery, 
molding paper for food and colored card paper

主な商品群
●6号機／チップキャリアテープ原紙、
ファンシー用紙、教科書表紙、文庫表紙、
IJ・オフセット共用紙、高級印刷用紙、各種
工程紙をはじめ、塗工、非塗工を使い分
け、身近な物から特殊な物まで様々な用
途に使われています。

Major product line-up
Chip carrier tape base paper, high quality 
(coated/uncoated) printing paper, colored paper with 
woolen cloth feeling, colored card paper, 
ink-jet offset common use printing paper

プレスパート　Press part
毛布とロールで原料を脱水する。
Wet web is dehydrated
with felts and press rolls.

ワイヤーパート　Wire part
円網のワイヤー上に原料を抄き上げる。
Paper stock is gotten
on the wire of cylinder mould.

プレドライヤー　Pre dryer
脱水した紙を乾燥する。
Wet web is dried.

アフタードライヤー　After dryer
脱水した紙を乾燥する。
Wet web is dried.

カッター　Cutter
紙を製品寸法へ断裁する。
The web is cut to a
product dimension.

コーターパート　Coater part
紙の表面に塗料を塗る。
The surface of web is coated.
Various functionalities are given to it.

キャレンダー ～ リール　Calendar - reel
紙の表面を平らにする。
紙を巻き取る。
The surface of web is flattened.
The web is reeled.

サイズプレス　Size press
サイズ剤で表面処理する。
The surface of web is
treated with a surface size.

6号円網抄紙機の生産工程

5号円網抄紙機
5号抄紙機は70g/㎡の薄物から1000g/㎡の極厚物まで、幅広
い米坪が可能。特に厚物を得意とする円網多層マシンです。

No. 5 cylinder paper machine
No. 5 machine is possible to produce the paper from 70 g/m2 to 1000 g/m2 in basis weight. 
Especially this multi-cylinder paper machine is good at producing the high basis weight paper.

6号円網抄紙機
6号抄紙機はオンマシンの塗工設備を持つ国内では類を見ない
多機能特殊紙マシン。お客様の幅広い要求にお応えするマシン
です。
No. 6 cylinder paper machine
No. 6 paper machine, which has an on-machine coater, is the unprecedented multifunctional 
specialty paper machine in Japan. This machine achieves broad range of the customer requests.
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別加工

プレスパート
Press part

ワイヤーパート
Wire part

ドライヤーパート
Dryer part

カッター
Cutter

多機能含浸塗工機（MSM）
高度な品質要求に対応する多目的特殊加工機
（MSM）。片面塗工、両面塗工、含浸など、用途に
応じた加工が可能です。
MSM (Multi Super Machine)
This machine is the multiple-purpose special processing machine 
corresponding to the high quality demands. To process the base paper 
such as one-side coating, double side coating, impregnating and film 
coating is done by this processing machine to meet each application.

機能紙抄紙機（D-2 Machine）
当社は、創業より培ってきた製紙技術を活かしてガラス
繊維シートを製造しています。グループ会社のBernard 
Dumas S.A.S.（フランス）と共に事業を展開しており、
ガラス繊維シートメーカーとしては、世界トップクラスの
シェアを有しています。

主な用途
靴中底、当て板・梱包材、電気工業材、
自動車内装材、店舗什器、ボックス・各
種ケース類をはじめ身近な暮らしから
産業資材まで様々なフィールドで使用
されております。

Main uses
Used in various fields from 
industrial materials to dairy 
necessaries such as insole material 
for shoes, protective packing 
material, electrical and industrial 
parts, car interior, storage furniture 
and drawers, and boxes.

パスコマシン
木材繊維（古紙・フレッシュパルプなど）を主原料とした
厚み0.7～5.0mmまでの「硬質繊維ボード」を製造。
環境に優しい自然派素材、軽くて丈夫、温かみのある素
材感。そして多彩なカラーコートバリエーションが独創
的なプロダクトを生みだします。

主な商品群
折り紙などの装飾紙をはじ
め、インクジェット屋外ポス
ター・高級印刷用紙・含浸
紙・フィルムや不織布への塗
工品など、多種多様な加工
紙を生産しています。

Major product line-up
Origami, impregnated  paper,  
ink-jet  outdoor poster  paper,  
high  quality  printing paper, 
water and oil resistant paper, 
coated film 
and coated nonwoven fabric.

キャレンダー
Calendar

●エアフィルタ用濾材
Air Filter Media

当社のガラス繊維シート製品の代表として、エ
アフィルタ用濾材が挙げられます。当社のエア
フィルタ用濾材は、主に半導体や精密機器の
製造現場のクリーンルームに使用されていま
す。エアフィルタには除去する異物の種類や大
きさに合わせて様々なものがありますが、当社
では、中性能フィルタから高性能フィルタ、超
高性能なHEPAフィルタとULPAフィルタ用
の濾材を性能に応じて幅広く製造、販売してい
ます。

A main application of our glass fiber sheet is an air filter 
medium for cleanroom, where semiconductors and high 
precision machines are produced. We have a wide variety of 
air filter media with ASHRAE grade, high efficiency 
particulate air (HEPA) grade and ultra low penetration air 
(ULPA) grade.

フィルタ表面を顕微鏡で見てみると、とても細かいガラス繊維が絡み合い、
異物を通さない構造になっています。

●バッテリーセパレータ　Battery Separators for Lead-Acid Battery

当社のガラス繊維シートはバッテリーセパレータとしても利用されていま
す。主にアイドリングストップ車に車載される鉛蓄電池に使用されています。
バッテリーの中には、プラス極板とマイナス極板が交互に入っており、化学
反応によってイオンが移動することで電気を作ります。極板の間には、電解
液を含ませたセパレータが挟まれていて、このセパレータは、プラス極板と
マイナス極板のショートを防ぎながら、イオンだけを通す役割を持ちます。

Pasco, made of waste paper, fresh pulp etc, is a 
paper-based hard fibre board with the thickness from 
0.7mm to 5.0mm and environmentally friendly. It is 
tough and light and also it has natural and warm 
feeling. It has lots of color variations by coating.

D-2 Machine
Hokuetsu corporation including Bernard Dumas 
S.A.S., our group company in France, develops 
business of glass fiber sheets based on our paper 
making techniques, and has large market share in the 
world as a manufacturer of glass fiber sheet.

Our glass fiber sheets are also used as battery separators. They 
are located between the two electrodes and retain the electrolyte, 
preventing electrical short circuits and allowing the transport of 
ionic charge carriers. Our battery separators are mainly incorpo-
rated in lead-acid batteries for idling stop vehicles.

As shown in the micrograph, our filter media are composed of entangled fine fibers that don't allow 
the passage of contaminants.
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環境への取り組み

●水と天然ガスの環境循環図

CSR・環境活動の考え方

当社グループは「グループ企業理念」を実現するため、従業員一人ひと
りが「グループ行動規範」を強く意識して日々業務を遂行するとともに、
成長のための具体的な取り組み目標とCSR活動を経営の両輪と位置
づけ、企業価値の向上をめざします。

世界の環境問題の最重要課題であるCO₂排出量の削減に向けた当社の
考え方のシンボル「スリムCO₂」マークです。
明るい光とさわやかな風
の中で微笑む2枚の葉っ
ぱが、未来の豊かな自然と
子どもたちをイメージし
ています。

長岡工場での活動

環境ＩＳＯの取組について

長岡工場は、2000年６月にISO14001（環境）認証取得を行いました。
「グループ企業理念」及び「グループ行動規範」に基づいて「グループ環
境憲章」を制定し、全従業員があらゆる事業活動において環境負荷を最
小限とする工場実現を目指し、環境改善活動に取り組む事を基本に置くと
いう方針のもと活動を展開しております。

炭化材製造設備

廃棄物であったスラッジを炭化
品（炭）として製造、販売してい
ます。廃棄物の有効利用を行っ
ています。

用水設備
取水した河川水を処理し、
工業用水として、工場へ送水します。

エコパルプ

長岡工場の紙は、新
潟工場でつくられた

「エコパルプ」を一部使用し
ています。

排水処理設備
抄紙機で使用した工業用水を、凝集沈澱処理し、
きれいな水とスラッジに分離します。

ボイラーで発生させた蒸気で、タービン
（発電機）を回して、工場操業電

力を自家発電している。
ボイラー用燃料は従来の
Ｃ重油から、天然ガスに
転換。CO2発生の削減な
ど、環境影響の低減を図っ

ています。

環境に関する自主管理規制（大気・水質・騒音・廃棄物）を設定し、
管理・運用しております。

抄紙機

製品

蒸気 電気

排水

スラッジ

毎年実施している
信濃川クリーン作戦

ボイラー・タービン発電設備

信濃川

The actions to environment

CSR and environmental activities The activities in Nagaoka mill

A figure of environmental circulation

The Shinano River Clean water facilities

Drainage processing facilities

Drainage

Products

Eco-pulp

Steam Electricity

Boiler turbine generation facilities

Utilization of natural gas

Natural gas

Paper machines

Water for industrial use

Sludge

工業用水

天然ガス

天然ガスの有効利用

北越グループのグループ企業理念はCSR

の概念そのものであり、この具体的実現

を目標に当社は独自のCSR活動を展開。

この取り組みは、より良い国際社会の実現

を目指すSDGsで掲げられた目標やター

ゲットと同じ理念に基づいた内容となって

おり、「高いこころざし」をもって、経済的、

社会的、環境的側面に配慮した事業活動

を推進し、社会とのより良い信頼関係を築

きながら持続的発展をめざしていきます。

Carbonization materials
production facility
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研究所
長岡工場に隣接する研究所には、
① 抄紙・塗工　
② 機能紙
③ 特殊紙
④ 特殊塗工
⑤ 試験分析
の5つのグループと、新機能材料開発室が
あります。研究所では、材料科学や分析化学
などに詳しい研究員が、新製品開発や北越
グループ全体の技術サポートに取り組んで
います。また、研究所内にある新機能材料開
発室においては、紙の枠組みや国内市場に
とらわれることなく、セルロースナノファイ
バー（CNF）を始めとする新規の素材や価
値の創造に取り組んでいます。

Central Research Laboratory
The laboratory has five sections:
① Paper-making and coating
② Performance materials paper
③ Specialty paper
④ Specialty coating
⑤ Advanced analysis
where various professionals of material science and 
analytical chemistry are working on new product 
development and technical support for entire 
Hokuetsu Group.

Novel Materials Development Office
In this office, researchers are working to create new 
materials and values, including cellulose nanofiber 
(CNF), without being bound by paper materials or the 
domestic market.

長岡工場の沿革
1907年 4月 北越製紙(株)創立　本社事務所　長岡市渡里町に置く
 （1908年1月に長岡市蔵王町800番地に移転）
1908年10月 黄板紙抄紙生産開始
1935年 2月 バルカナイズド・ファイバー生産開始
1956年 7月 ３号抄紙機稼働
1969年 2月 ファイバー連続機稼働
1971年 9月 パスコマシン稼働
1976年 4月 １・２号抄紙機稼働
1981年 3月 ４号抄紙機稼働
1988年11月 ５号抄紙機稼働
1994年 4月 ＭＳＭ(多機能含浸塗工機)稼働
1997年 4月 機能紙抄紙機稼働
1998年 8月 ＩＳＯ9002認証取得
2000年 6月 ＩＳＯ14001認証取得
2002年 3月 ６号抄紙機稼働
2003年 8月 ＩＳＯ9001へ移行
2004年 3月 炭化材製造設備稼働
2006年11月 ボイラー設備天然ガス化
2007年 3月 １号抄紙機新設､２・４号抄紙機移設稼働
2007年 4月 創業１００周年を迎える
2009年10月 北越紀州製紙(株)へ商号変更
2014年 4月 バルカナイズド・ファイバー事業を北越東洋ファイバー(株)へ集約
2018年 7月 北越コーポレーション(株)へ商号変更

創業直後の本社正門（1908年）

創業者の田村文四郎（写真左）と覚張治平（写真右）

C N F 材料の研究により
2018年紙パルプ技術協会
賞を受賞
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