
社会を豊かにするCO2のチカラ

地球温暖化の一因と考えられているCO2（炭酸ガス）の増加。

世界各国で排出量の削減が求められる一方、古くから炭酸ガス

として、食品、工業、農業、医療、流通などの幅広い分野で

利用され、豊かな暮らしに欠かせない存在となっています。

会 社 案 内

CO2 ＝炭酸ガス
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豊かな社会を創造する、日本液炭。

1923（大正12）年の創業以来、

日本液炭は、暮らしと炭酸ガスのよりよい関係を目指し、 

炭酸ガスが持つ無限の可能性を追求してきました。

炭酸ガスのプロフェッショナルとして―――

国内シェアNo.1を誇る私たちの技術や製品が、さまざまなシーンで、

豊かな社会の実現に貢献しています。

変革と挑戦。地球の未来に貢献する

私たちは、再生利用ガスである「炭酸ガス・ドライアイス事業」と

温暖化抑制や環境・衛生の改善に役立つ「環境・衛生ガス事業」を通じて、 

産業の発展と社会課題の解決に貢献し、豊かな暮らしと心地よい未来を実現します。

経営理念・ビジョン

会社概要

経営理念

経営ビジョン

ブランド

経営理念

経営ビジョン

ブランド

経営理念

経営ビジョン

ブランド

商号 日本液炭株式会社

英文名 NIPPON EKITAN Corporation

創業年月日 1923（大正12）年6月1日

設立年月日 1925（大正14）年6月21日

資本金 6億円

主要株主 大陽日酸株式会社

造船

殺虫

演出消火

炭酸冷媒

ビル建設部品洗浄

食品封入

定温輸送 促成栽培

廃水中和

炭酸飲料

文化財保存

滅菌・医療

炭酸泉

製鋼
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日本液炭のカーボンニュートラル
CO2を減らす、貯める、有効に使う

Carbon Capture and Utilization
Promotion Project

液化炭酸ガス

ドライアイス

石油精製施設や
化学プラントなど

液化炭酸ガス

液
化
炭
酸
ガ
ス
製
造

ガスホルダー

洗浄塔

ガス圧縮機

脱臭器

脱湿器

冷凍機

ボンベ充填

液化器

ポンプ

ポンプ

ドライアイス
プレス機

原料ガス

液化炭酸ガス
貯蔵タンク

液化炭酸ガス

炭酸ガスをより扱いやすいように液体にしたものです。
日本液炭では、独自の製造技術と徹底した品質管理により、 
液化炭酸ガスの安定供給を実現しています。

ドライアイス

炭酸ガスをマイナス78.5℃の固体にしたものです。
日本液炭では、全国の販売ステーションを通じ、使用用途に応
じたさまざまな形態のドライアイスを供給しています。

日本液炭の
CO2リサイクル

圧縮・脱臭・脱湿

ガス圧縮機で圧縮後、
脱臭器で臭気などを、
脱湿器で水分を 
除去します。

液化・貯蔵

液化器で液化精製し、貯蔵タンクに 
マイナス20℃、2MPaで貯蔵します。

ローリー輸送・容器充填・輸送

液化炭酸ガスをポンプでローリー車や
容器に充填して出荷します。

ドライアイス製造・成型・輸送

液化炭酸ガスから固体の 
スノードライアイスを製造し、
これをプレス機で圧縮成型 
して出荷します。

回収

石油精製施設や化学プラント、 
ドライアイスの製造工程などから 
原料ガスを回収します。

洗浄

微量不純物などを 
洗浄塔で洗浄します。

日本液炭はCO2でCO2を減らします。

日本液炭の販売するCO2は全て産業活動から発生したCO2

を回収したリサイクル品。
新たにCO2を発生させないから、当社のCO2なら減らす、 
貯める、有効に使う、が可能です。

日本のCO2事情

日本は2030年度に温室効果ガス（GHG）排出量を2013
年度比で46％削減、2050年までには全体として実質ゼロ
にする、カーボンニュートラルを目指しています。
日本液炭はカー
ボンニュートラル
実現に貢献すべ
く、多方面での活
躍が求められて
います。

CCUとは？

CCU（Carbon capture and utilization：二酸化炭素回収・活用）と
は、さまざまな産業活動によって排出されたCO2を回収・精製・貯留し、
有効な資源として産業活動に役立てる技術です。
日本液炭は、カーボンニュートラル社会の実現に向けた重要キーワード
であるCCUを実践する企業です。
新エネルギー・産業技術総合開発機構 （NEDO）の助成事業である次
世代火力発電所から回収したCO2の有効利用に日本液炭も参画して
います。

事業紹介

提供：大崎クールジェン（株）

環境省『2020年度温室効果ガス排出量 
（確報値）概要』の結果をもとに作成

減らす
水島工場では低濃度CO2（従来の約10分
の1）を原料ガスとして回収し、炭酸ガスの
安定供給に貢献しています。

貯める
産業活動によって排出されたCO2を回収
し、液化精製してタンクに貯留。液化炭酸
ガスやドライアイスとして、再利用先のお
客様のもとにお届けします。

有効に使う
化石燃料由来のCO2だけでなく、さまざま
な産業活動で発生するCO2も再利用する
ことにより、クリーンなCO2の有効活用を
推進します。
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液化炭酸ガス気化器

温水を介して液化炭酸ガスを気化させ、
安定供給を行う装置。

ペレタイザーミニ（PM-3）

ペレット状ドライアイスの製造。

液化炭酸ガス気化器（NL60型、NL120型）

届出不要の消費型気化器。NL60型は60kg/hまで、NL120型は
120kg/hまで対応。

パウダーショット

パウダー状のドライアイスで精密部品などを洗浄。

ドライプレス（MD-10RT）

角型ドライアイスの製造。

ドライアイス簡易製造器（ドライホーン）

食品の冷却・冷凍用に、雪状ドライアイスを製造。

植物工場

植物工場では、植物の光合成を促
進させ生長させるために炭酸ガ
スが施肥されています。日本液炭
では、さまざまな研究機関や企業
と協働し、植物工場の普及に貢献
しています。

超臨界処理

常温付近で取扱い可能な容易
性、毒性なしという安全性、超臨
界状態における優れた溶解力を
生かして、有効成分の抽出や不要
物の除去などに使われています。

その他の用途

柿の渋抜き、バリ取り、穀物のくん蒸、金属処理、ブラストクリー
ニング、水道赤水防止、白雲演出、鋳型砂の硬化促進、圧力の利
用、化学原料

65

溶接

金属の溶接時に空気中の酸素や
窒素が溶接部に触れると溶接欠
陥の原因となるため、炭酸ガスで
遮断しながら作業を行います。自
動車、造船、建築などの溶接が必
要な産業分野で炭酸ガスは欠か
せません。

一般容器／サイフォン付容器

飲料

炭酸水やチューハイでおなじみの
炭酸飲料には炭酸ガスが添加さ
れています。日本液炭は、製造工
場だけでなく飲食店などにも炭
酸ガスを安定供給し、のどごしに
広がる爽快感をお届けしていま
す。炭酸ガスは身近なところでも活躍しています。

冷凍・冷却

炭酸ガスは固体にすることでドラ
イアイスとしても利用されます。
超低温の冷却力を生かし、角型、
チョーク状、雪状と形を変え、私た
ちが普段口にする食品の鮮度を
守っています。

農薬

その浸透性や拡散性を生かし、残
留毒性の心配が無い殺虫用薬剤
としても利用されています。米、
麦、とうもろこし（穀類）や栗、いち
ごなどの農薬用途には、専用の炭
酸ガス「エキカ炭酸ガス」で農作
物や苗の害虫を駆除します。

アルカリ廃水の中和

トンネル工事やダム建設などコン
クリートを扱う現場ではアルカリ
廃水が発生します。塩酸や希硫酸
を使っても中和処理できますが、
炭酸ガスは安全性と環境面から
より安全に処理することが可能で
す。

冷媒

炭酸ガスはフロンの代替として
冷媒としても使用されています。
家庭用ヒートポンプ給湯器、スー
パーやコンビニなどの冷凍ショー
ケースで活躍しています。

炭酸泉

お湯に炭酸ガスを溶け込ませるこ
とで人工の炭酸泉を作り出すこと
ができます。炭酸ガスが体内に浸
透し、血管を拡張する効果がある
と期待されています。美容院では
炭酸シャワーとして利用されるこ
ともあります。

食品、工業、農業、医療、流通など、さまざまシーンで活躍している炭酸ガスを供給しています。

用途

供給荷姿

炭酸ガス関連商品

超低温容器貯蔵タンク（CE）

炭酸ガス

NL120型
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食品保冷

食品の保存や輸送に温度管理は
欠かせません。日本液炭は炭酸ガ
スを原料としたドライアイスを供
給するとともに、よりおいしい食
品を食卓に届けるため、最適な保
冷方法に関する研究を続けてい
ます。

スライス品

角 型 のドライ
アイスを裁 断
した主 力 商 品
です。500g、
1kg、2kgなど
用途に応じて裁断でき、比較的長時間の
冷却に適しています。

ドライアイス貯蔵容器

軽量ストッカー、KDI-20、DI真空ストッカー、ドライキーパー（冷

凍機付ストッカー）

定温輸送

再生医療で特に注目される幹細胞をはじめとし、血液や臓器、試薬など温度変化に敏感なものの輸送には
厳重な温度管理が必要です。日本液炭では長時間の温度保持が可能な輸送システムを提供し、医療の発
展に貢献します。

ペレットドライアイス

専用装置で製
造される円筒
状のドライア
イスです 。直
径約3mmか
ら19mmまでの製造が可能。比較的急
速な冷却に適しています。

ドライアイスブラスト

マイナス78.5℃のペレット状ドラ
イアイスを噴射して汚れを落とす
ドライアイスブラスト。溶剤・洗剤
や研磨材を一切使用しない、人と
地球環境にやさしい洗浄技術とし
て、幅広い分野で利用が進んでい
ます。

スノードライアイス

粉 末 状 のドラ
イアイスで、液
化 炭 酸ガスか
ら専 用 装 置で
製造する急速
冷却に適しています。

定温物流関連機器

蓄 冷 剤 、各 種 保 冷

BOX、各種保冷資材

(カゴ車保冷カバー、 

保冷シート)、真空断

熱技術を利用した各

種保冷資材

食品保冷や定温輸送で活躍しているドライアイスやドライアイス収納BOX、ドライアイスブラストを取り揃えています。 医療、農業、文化財保存などで用いられる炭酸ガスを応用したガス製品です。

用途

ドライアイスの種類

ドライアイス関連商品

AdBlue®

NOx（窒素酸化物）の削減に貢献
する尿素SCRシステムに欠かせ
ない高品位尿素水「AdBlue®」を
販売しています。

防疫用殺菌消毒剤「医薬品/カポックス-10、20、30」

低温で浸透性が高く強い殺菌力
を発揮し、滅菌対象物への材質
影響が低い 酸化エチレン滅菌ガ
ス「カポックス」は、病院・医療機
器製造工場などで長年にわたっ
て幅広く使用されています。その
他、付帯設備となる滅菌装置や排ガス処理装置など、各種関連
機器も取り扱っています。

防疫用殺虫剤「第二類医薬品 ミラクン®S、GX、PY」

「ミラクン®S」「ミラクン®GX」
「ミラクン®PY」は、安全性の高
いピレスロイド系有効成分を当社
独自の技術で炭酸ガスに溶解さ
せた画期的な殺虫剤です。炭酸ガ
スを利用した高圧噴霧により、広
範囲施工に優れ、今まで処理が難しかった天井裏や壁の隙間な
どに潜む害虫の駆除にも最適です。

文化財くん蒸ガス

長年にわたり文化財保存に使用
されてきた酸化エチレン製剤「エ
キヒュームS®」や炭酸ガス殺虫処
理剤「えきたんくん®」は公益財団
法人文化財虫菌害研究所の認定
薬剤です。文化財を後世に引き継
ぐ活動に当社の技術が役立っています。

各種冷媒ガス

当社ブランドである冷媒用炭酸ガ
ス「レフグリーン®」は、ヒートポン
プ給湯器や冷凍・冷蔵ショーケー
スなどに使用されている環境負
荷の低い自然冷媒です。その他
の冷媒ガス（環境配慮型フロンな
ど）も各種取り揃えています。
当社は環境負荷の低い冷媒ガスへの転換を推進し、地球環境の

保護に貢献しています。

消火用ガス

電子機器類の多い制御室、デー
タセンターや書類の保管室など
スプリンクラー設備が使用できな
い場所で使われます。ハロンの回
収・再生をはじめとし、その他、炭
酸ガスや窒素など、ガス系消火剤
を製造しています。

各種産業ガス

各種産業ガス（酸素、窒素、アルゴ
ン、アンモニアなど）も取り扱って
います。

防災関連

簡 単な施 工で設 置 可 能なパッ
ケージ型自動 消 火 設 備を取り
扱っています。パッケージ型自動
消火設備は病院、福祉施設など、
さまざまな施設で導入されてい
ます。各種消火器も取り揃えてい
ます。

ドライアイス 環境・衛生ガス

ＫＤⅠ-２０

軽量ストッカー

ＤＩ真空ストッカー
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日本液炭では、長年にわたり製品開発を通して、炭酸ガスやドラ

イアイスのこれまでにない用途の開拓を行ってきました。

蓄積された独自の炭酸ガスやドライアイスの技術や知見を基盤

とした研究を通じて、社会に貢献します。

基礎研究・製品開発

炭酸ガスの物性に関わる基礎研究や環境・衛生ガス事業の製品

開発を行っています。

新しい知見を生み出すため、既存の技術・知見にとらわれず、さま

ざまな角度から炭酸ガスを再検証し、試行錯誤を行っています。

炭酸ガスの物性を把握することで、応用技術の開発が可能とな

り、機器・設備の改善や環境・衛生ガス事業の製品開発に役立て

ます。

品温テスト

お客様で使用する場合の最適条件を求めるため、恒温室を利用

して、一定温度条件下での品温テストによるデータ解析などを

行っています。

最適な保冷条件をご提示することで、ムダのないドライアイス・

蓄冷材などの使用量をご提案することが可能となります。

分析技術

炭酸ガス製品をはじめとした各種ガス製品の開発や改良により

培われた経験・技術を駆使して、多種多様な検査や分析試験を

行っています。

炭酸ガスに関する分析技術は、高い評価をいただいております。

お気軽に最寄りの営業所までお問い合わせください。

製品分析

自社製品の品質管理のため、定められた試験項目の分析・検査を

実施しています。工業用から食品添加物用、高純度炭酸まで各種

グレードに準拠した規格を順守し、責任を持って検査結果の合否

判定を行い、製品の提供を行っています。

受託分析

外部から依頼された炭酸ガス中に存在する微量成分の確認や、

検出などを行う試験を行っています。

日本産業規格や日本薬局方、食品添加物公定書などの基準に基

づいた検査結果を、成績書として発行することが可能です。

日本液炭では、炭酸ガスをはじめとした各種自社製品における分

析のため分析方法の確立や改良を行ってきました。 

培われた分析技術でお客様へ安心して使用していただける品質

の保たれた製品の提供をします。

研究・開発

実績

ガス分析技術

本　社
支　社
東北支社、関東支社、中部支社、関西支社、 
中四国支社、九州支社

支店
北関東支店、京葉支店、京浜支店、神戸支店、
広島支店

営業所・事務所・出張所
新潟営業所、根岸事務所、富山営業所、 
静岡営業所、名古屋出張所

工場
宇部工場、水島工場

総合ガスセンター
関東総合ガスセンター、関西総合ガスセンター

ガスセンター
首都圏ガスセンター、北九州ガスセンター

ドライアイスセンター
仙台ドライアイスセンター、船橋ガス・ドライアイスセンター、
名古屋ドライアイスセンター

関係会社・出資会社
国際炭酸株式会社、株式会社ステリテック、 
上毛天然瓦斯工業株式会社、株式会社イキ、 
東京炭酸株式会社、知多炭酸株式会社、 
近畿炭酸株式会社、共同炭酸株式会社

東北支社

共同炭酸株式会社

関東支社

中四国支社

九州支社

宇部工場

関西支社

近畿炭酸株式会社

株式会社イキ

東京炭酸株式会社

中部支社

知多炭酸株式会社

上毛天然瓦斯工業株式会社

製造拠点
▲ 自社工場
◆ 関係会社・出資会社・契約工場

営業拠点
■ 本社
● 支社
● 支店・営業所・事務所・出張所
▲ ガス・ドライアイスセンター
◆ 関係会社・出資会社

本　社

国際炭酸株式会社

関東総合ガスセンター

関西総合ガスセンター水島工場

株式会社ステリテック

仮画像

技術開発 営業・製造ネットワーク

研究開発拠点 試験検査拠点

液化炭酸ガス気化器（ＮＬ型気化器）、小型液化精製設備、二酸化炭素くん蒸剤 いちごハダニ殺虫システム（エキカ炭酸ガス＆

すくすく®バッグ）、炭酸ガス施用コントローラー（グロウモアPro）、ドライアイスブラスト洗浄装置、ドライアイス製造装置（ドライアイ

スプレス、ペレタイザー）、ドライアイス再成形装置（ドライアイスペレッター）、防疫用殺虫剤（ミラクン®）、文化財用殺虫

バック（ふくろうくん®）
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