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Setting the 
standard in color 
and protection

アクゾノーベルは、塗料のさらなる進化を求め、
常に限界にチャレンジし続けています。

アクゾノーベルについて
アクゾノーベルは塗料のプロフェッショナルです。皆さまの
身近なところでアクゾノーベル製品が多く使われています。
アクゾノーベルブランドは、世界トップクラスの品質を誇り、
世界中のお客様から信頼をいただいています。私たちは世界
55か国以上でビジネスを展開し、世界のマーケットリーダーを
目指しています。200年以上の長きにわたり未来を切り拓き
続けてきたアクゾノーベルは、皆さまのご期待にお応えします。

アクゾノーベルの使命
アクゾノーベルは単に塗料を製造しているだけではありません。
私たちの塗料への情熱が皆さまの生活に感動を与えるさまざまな
変化をもたらしています。アクゾノーベル製品が、船舶、建築物、
自動車、コンクリート、航空機、スマートフォン、外壁材、木製部品
等の幅広い分野で、あなたにちょっとしたサプライズを提供できる
ことを願っています。そのために、お客様のニーズと潜在的なご要望
の両方にお応えすることがアクゾノーベルの使命です。



         塗料の見方を変て
みませんか？THINK AGAIN

アクゾノーベルの技術と
カラーノウハウが皆さまに

提供する快適さと素敵な未来

地球環境に配慮した
交通機関

快適な暮らしの空間産業の発展最先端の電子機器いつまでも美しい建築物



アクゾノーベルの塗料ができること

色は無限の可能性を秘めています。例えば、トルコ、クシャダスにあるテペの町の
丘の上では、5万リットル以上のアクゾノーベルの『Marshall』ブランドの塗料が
使われ、街全体が生まれ変わりました。400戸の住宅が色とりどりに塗装され、
住民2,000人の生活が活気あふれたものとなりました。アクゾノーベルの塗料への
情熱が、暮らしに変化を生み出した素晴らしい例です。

We love color - 何世紀にも渡って蓄積した専門知識を共有する
ことが、私たちの使命です。お客様に自信をもってアクゾノーベル
製品を選んでいただけるようお手伝いをし、お客様に感動を与
えることを常に考えています。お客様ひとりひとりが個性を表現
できる、生き生きとした生活空間を創り出すサポートができる
ことを願っています。

Transform 
your home

Energize 
people and 

communities



Make ships 
more efficient 1996年、アクゾノーベルは船舶業界に向けて有害物質を一切含有

しない防汚剤フリー型塗料の『インタースリーク』を開発しました。
これは、船の進行の妨げになる海洋生物が船底に付着するのを
防ぐことができます。この塗料の導入以来、燃料コストで45億ドル
以上、CO2の排出量で4,300万トン以上を削減することができ
ました。アクゾノーベルは、効率性、性能に優れ、そして地球
環境に配慮した新たな塗料を提供し続けています。

Make cars  
more aero- 

dynamic
アクゾノーベルはお客様のお役に立てるよう、常に一歩先を進んでいます。
それはまさしく、2008年にSikkensブランドがマクラーレンF1チームの公式
塗料サプライヤーとなって以来、アクゾノーベルが実行してきたことです。
アクゾノーベルの研究者はマクラーレンのメカニックたちと協力し、車体
表面の空気抵抗を低減させ、表面の滑らかさや耐久性を向上させる新しい
技術を開発しました。この技術により、レースサーキット内だけでなく一般
公道でも素晴らしいパフォーマンスを発揮しています。

アクゾノーベルの塗料の可能性



アクゾノーベルの塗料の可能性

Make 
buildings 
greener

Improve 
efficiency

色のグリーンは見た目に美しいですが、環境のグリーンは地球上の全てにとって美しい。
グリーンとは、環境にやさしい建物のことです。より持続可能な都市や地域社会を
さらに増やしていく、アクゾノーベルは情熱をもってこの重要な役割を担っています。
アクゾノーベルの製品を使うことで、室内の空気を清浄化し、構造物を火災から
守り、外壁の冷却作用により都市のヒートアイランド現象を抑制することできます。
アクゾノーベルは、建物・人・地球にやさしい先駆的な製品のパイオニアとして
走り続けます。

アクゾノーベルでは、木材業界のお客様とより効率的にコラボレーションできる
ようintelliCUREシステムを開発しました。この革新的なシステムは、実際の製品・
ソフトウェア・機械を、木製部品メーカー向けの単一ソリューションに統合すること
です。これは、お客様が製造ラインを効率的に稼働するのに役立つ柔軟なソリュー
ションであり、これからも良いサ－ビスを提供し続けていきます。（注）現在、欧州
市場向けのみに展開。



アクゾノーベルの塗料の可能性

アムステルダム国立美術館が、美術史上最も革新的なレンブラントの『夜警』の
修復作業に着手した際、色彩の専門知識についてアクゾノーベルへアドバイス
を求めました。世界で最も有名な絵画のひとつの歴史的な修復作業に、
プロジェクトチームの一員として貢献できたことは、私たちにとって大変
名誉なことです。このプロジェクトは、古いものと新しいものを融合させた
素晴らしい例で、文化シンボルの維持に貢献しました。

Preserve 
the past

Turn drab  
into fab 航空機メーカーのEmbraer社は、アクゾノーベルの航空機用塗料を型破りな

方法で採用しています。Embraer社は、E2ビジネスジェット機の最新ラインナップに
アクゾノーベルの高性能製品を使用して魅力的な動物画を描いたのです。
Embraer社の才能ある技術者により、4機の機体にはそれぞれ、鷹、虎、鮫、
ユキヒョウが描かれています。



ネルソン・マンデラ・ベイ・スタジアム 
（南アフリカ共和国、ポートエリザベス）

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ
（シンガポール）

ハリー研究基地
（南極）

ハーバーブリッジ 
（オーストラリア、シドニー） 

ブルジュ・アル・アラブ 
（アラブ首長国連邦、ドバイ）ブルックリンブリッジ 

（アメリカ、ニューヨーク）

ロンドン・アイ 
（イギリス、ロンドン）

エスタジオ・ド・マラカナン
（ブラジル、リオデジャネイロ）

ヴァルソタワー
（ポーランド、ワルシャワ）

フレイム・タワー 
（アゼルバイジャン、バクー）

ジンマオタワー
（中国、上海）

MAKING A WORLD OF

DIFFERENCE
皆さまが日々の暮らしで目にするもの、触れるもの、使うものの多くがアクゾノーベルの
塗料により保護され、より魅力的な印象をまとうものになっています。世界中の象徴的な
建築物やランドマークにも、アクゾノーベルの製品が使われています。アクゾノーベルの
製品、技術、専門知識は、7大陸すべてに存在します。



アクゾノーベルは、色を熟知しています。それによって、世界の
トレンドや、お客様のニーズよりも少しだけ更にその一歩先を
リードできるよう情熱をもって取り組んでいます。

アクゾノーベルの塗膜には目には見えなくても最高峰の防食機能があり、
最も過酷で劣悪な環境にも耐え得る塗膜性能を発揮します。

個性を表現し、文化を豊かに、暮らしの空間や職場環境を変える
ことができるような色作りをすることはやりがいのある仕事です。
これはアクゾノーベルが常に未来を見据え、200年以上に渡り
経験してきたことです。

お客様が日常的に目にし、使用するものはアクゾノーベルの塗料に
よって表面が保護されています。

航空機、船舶、自動車部品、飲料缶、洗濯機、携帯電話、床材、その他、
海底パイプラインや風力発電タワーなど、普段は目にしないものにも
利用されています。

アクゾノーベルの製品は、腐食や火災からの保護性能を備えたものから、
耐薬品性を備えたものまで、すべてが厳格な基準をクリアしており、
アクゾノーベルの技術イノベーションおよびテクニカルサービスは
お客様から厚い信頼を頂いています。

アクゾノーベルは現在、お客様の技術的な課題を解決し、
要求された塗膜性能を満たす「デジタルカラーツール＆
ソリューション」の開発に取り組んでいます。お客様には、
それぞれ「好みの色」があります。

アクゾノーベルは、お客様の様々なニーズにお応えできるよう、
数千種類の色をご用意しています。

アクゾノーベルの専門知識は、海洋、建築、自動車、航空宇宙、
木材、缶、消費材など、さまざまな業界における豊富な実績により
成り立っています。お客様が必要とする「保護機能」をご要望に応じて
提供します。COLOR

PROTECT



INNOVATION
Let's paint the future!
今すぐ始めましょう！新製品の導入を迅速化し、数多くのお客様の
課題を解決するため、そして、塗料と塗装イノベーションを起こすため、
アクゾノーベルでは当社専用のエコシステム「Paint the Future」を
開発しました。

全ては2019年に成功した業界初のグローバルなスタートアップに
始まります。現在このスタートアップは、ランチパッドで、サプライヤー、
研究機関、お客様に参加いただくことで、経験・知識が創造力につながり、
素晴らしいアイディアの創成起点となっています。

新しい機会を見出し、一緒に変化を起こしましょう！
この活動には、下記のURLから参加できます。
www.letspaintthefuture.com

イノベーションは未来を超えて行くためのチケットです。アクゾノーベルは、
お客様の想像以上のイノベーションを提供します。さらに、世代を超えて
地球環境を守る役割を果たします。

塗料の機能は、もはや色彩と保護だけではありません。お客様は、より優れた
性能、塗装作業性、新機能などを要望しており、塗料の果たす割合は大きく
なっています。今やデジタル革命によって、数十年前には想像もできなかった
ソリューションを提供できるようになりました。同時に、様々な変化に伴う将来の
ニーズに対応する準備は出来ています。

これからの社会に於いて、私たちは循環型経済を可能とするバリューチェーンへの
移行、持続可能な社会に向けての解決策の提供、そして外部とのコラボレーションを
図って行く必要があると考えています。

200年以上に渡って
未来を切り拓いてきた
アクゾノーベルが、
塗料の常識を変えます。

GOING BEYOND

INNOVATION 



PEOPLE 

持続可能な社会でリーダーであり続けるために、社員、パートナー、社会、そして
お客様へ最高の結果を提供できるよう努めています。

才能ある人材を採用、育成し、働く人の権利と多様性に対するアプローチを包括的に
取り組んでいます。これこそが、お客様のニーズを満たすため、持続可能な社会作りに
貢献かつ素晴らしい性能を発揮する製品ラインアップを提供することに繋がります。
また、アクゾノーベルは、世界各地でプロジェクトを実施し、地域社会に大きく貢献して
います。

PLANET

アクゾノーベルでは、地球環境に対する活動も持続可能な社会作りへの取り組みの
一環と考えています。私たちが住む地球環境を守り維持するために、「環境に及ぼす
悪影響を削減する」ということを明確に宣言しています。

この取り組みにはバリューチェーンの改革を通じて、環境への影響を低減するために
アクゾノーベルがこれまで実施してきた、エネルギー使用量、CO2排出量、VOC、および
廃棄物の削減、再生可能エネルギーの利用拡大などが含まれています。私たちは
これらの取り組みをこれからも継続していきます。

PAINT

アクゾノーベルの製品イノベーションは、持続可能な社会づくりの観点から進められて
います。私たちが市場に出す新製品はすべて、環境だけでなく、お客様にとっても持続
可能性の利点を備えた製品です。

アクゾノーベルの売上の約40%は、高い持続可能性性能を備えた製品によるものです。
この強みと、リーダーシップを活かし、この比率を今後さらに高めていきたいと考えて
います。また、 「Paint the Future」のスローガンに表される革新的なエコシステムを
通して、共同イノーべーションを呼びかけています。これからも、塗料・塗装業界における
変革をリードしていきます。

アクゾノーベルは、塗料および塗装により、私たちとお客様にとって大切な
ものの保存・保護・強化に取り組んでいます。

私たちはPeople. Planet. Paint(人・地球・塗料)へ常にさまざまな方法で
アプローチをすることで、持続可能な社会作りにおける塗料業界のリーダー
として確固たる地位を築いてきました。お客様をはじめ、ビジネスや環境に
貢献できるよう、アクゾノーベルではスピーディーな対応を日々心がけています。
スピーディーな対応が持続可能な社会づくりにつながるとアクゾノーベルは
信念をもって取り組んでいます。

持続可能な社会作りは、
1792年から続いている
アクゾノーベルの長い
歴史の中で私たちの
DNAとなっています。

PAINTING A MORE

SUSTAINABLE  
FUTURE 



アクゾノーベルの世界中での活動において、社会や地域社会への配慮は
重要な活動の一部です。グローバル企業として、世界中でさまざまな
社会貢献活動を行っていることは、私たちにとっては当然の取り組みです。

地域社会へ配慮することで、社員の育成と企業イメージアップに努めています。

私たちは、主に地域社会プログラム「Lets’s Colour」の取り組み、および長期教育基金を
通して社会貢献に取り組んでいます。 アクゾノーベルの地域社会プログラムでは、

社員自身が実際に活動に参加することを条件に、
資金提供にふさわしいプロジェクトを社員が推薦
できる機会があります。これまで1,500人以上の社員が
このプロジェクトに参加し、約97,000人に資金提供を

行っています。

「Let’s Colour」の取り組みでは、塗料が人に与える力を
利用して人々の暮らしをより良いものに変えていくことが

目的です。このプロジェクトはこれまでに世界中で 2,300
回開催され、130万リットルの塗料が使用され、12,000人

以上のボランティアが参加しました。

教育基金（プラン・インターナショナル・オランダと
共同で運営）では、若者の雇用を支援し、彼らが

自分自身のキャリアを歩む手助けをしています。
また、「SOSチルドレンズ・ヴィレッジ」とも提携し、

教育を通して若者の失業問題にも取り組んでいます。

CARING FOR OUR

COMMUNITIES



一緒に働いてみませんか？
アクゾノーベルが世界中で受賞した「トップエンプ
ロイヤー」賞についてもご紹介しておきます。この
賞は、アクゾノーベルが従業員に素晴らしい職場
環境を提供するために継続的な努力を行って
いることが認められた証です。当社は包括的かつ
多様性に富んだ職場環境づくりに努めています。
社員が、尊重され、仲間意識や仕事に責任を持ち、
仕事の成果がしっかりと認められる職場環境
づくりが出来るよう常に考えています。

アクゾノーベルは、社員が成長し、スキルを磨き、
専門知識を共有し、自分の仕事を楽しむことが   
できる会社です。自分を自由に表現することができ、
目標をもって、私たちが住む世界に真の変革を
もたらす機会を提供できる会社です。

詳細については、当社ウェブサイトの 
「キャリア」 欄をご覧ください。

塗料への情熱を分かち合い、英知を活かして、

ひとりひとりがアクゾノーベルの未来へと向かう

推進力となれるよう活躍を心から応援しています。

Thierry Vanlancker, AkzoNobel CEO

アクゾノーベルの社名を見てお分かりいただける通り、
かのアルフレッド・ノーベルこそが、当社の生みの親です。
アクゾノーベルの成功は、世界中で企業発展に尽力し続けて
いるメンバーの努力こそが私たちの礎となっています。

アクゾノーベルは常にベストを尽くすことを最優先に考えています。
塗料への情熱と希望を持ち、才能あふれた人材と共にビジネスを
運営できることを大変誇りに思っています。

アクゾノーベルの歴史の新しい章を始めるにあたって、私たちと共に
働きたいと思っている方には素晴らしいチャンスが待っています。
アクゾノーベルでは、常に未来に向かって前進する創造性を持ち、
常に未来を見据える人材を世界中で募っています。

アクゾノーベルのーツは、

1792年までさかのぼり、

長い歴史の中で常に努力

を続けてきました。

この長い時間の中で

得られた専門知識のすべては

200年以上にわたって蓄積され、

お客様に提供されています。

WINNING 
TOGETHER



アクゾノーベルは世界中
でビジネスを展開しています

お問い合わせ

アクゾノーベルは3つの地域で活動しています。
 ヨーロッパ・中東・アフリカ
 南アメリカ
 アジア（日本国内を除く）

アクゾノーベルコーティング株式会社日本本社
インターナショナルペイント事業部
International Paint
船舶塗料部
重防食塗料部
オートモーティブ＆スペシャリティーコーティングス事業部
Automotive & Speciality Coatings
航空機塗料部
パウダーコーティング事業部
Powder Coatings
東京都港区西新橋2丁目35－2
ハビウル西新橋 5階
Tel: 03 6459 0204

自動車補修塗料事業部
VR Coatings
自動車補修塗料部
VR Coatings
東京都国立市泉4丁目8-7
Tel: 042 843 0081

インダストリアルコーティングス事業部
Industrial Coatings
神奈川県横浜市戸塚区下倉田町296
Tel: 045 870 2510

AkzoNobel Center
オランダ、アムステルダム
Tel: +31 20 502 7555
Web: akzonobel.com

AkzoNobel Investor Relations
オランダ、アムステルダム
Tel: +31 20 502 7472
Web: akzonobel.com/investor relations
E-mail:  investor.relations@akzonobel.com

AkzoNobel Media Relations
Amsterdam, the Netherlands
Tel: +31 20 502 7833
E-mail:  media.relations@akzonobel.com

リンク
最新の年次報告書
akzonobel.com/report 

アクゾノーベルは、主に4つの分野で事業を展開しています：
 船舶重防食塗料
 自動車（補修用）および特殊塗料
 工業塗料
 粉体塗料

facebook.com/akzonobel

twitter.com/akzonobel

linkedin.com/company/akzonobel

instagram.com/akzonobel

一般建築用塗料 （日本国内での取り扱いはございません） 高機能性塗料

主要ブランド： 主要ブランド：
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Creative Services

David Lichtneker
Editorial Manager

John O'Neill
Senior Designer
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アクゾノーベルは、塗料への情熱を持っています。1792年以来、
塗料と塗装の基盤を築いてきた、塗料製造に取り組んでいる
プロフェッショナル集団です。Dulux、International、Sikkens、
Interponを始めとする、世界トップクラスのブランドポートフォリオは、
世界中のお客様から信頼を頂いています。オランダに本社を置き、
150か国以上でビジネスを展開し、約34,500人の優秀な人材が働いて
います。アクゾノーベルの社員は、お客様のご期待に沿った塗膜性能を
持つ製品やサービスをご提供できるよう情熱を持っています。

© 2020 Akzo Nobel N.V. All rights reserved.

www.akzonobel.com


