


















HISTORY100年の歴史を経て白色の炭酸カルシウムが無限の可能性へ

白石工業株式会社設立白石工業株式会社設立
1919.11.23

白艶華工場操業開始白艶華工場操業開始
1932.10

白石商事株式会社設立白石商事株式会社設立
1937.11.30

星靴工業株式会社
（現 スターコンピューター
サービス株式会社）設立

星靴工業株式会社
（現 スターコンピューター
サービス株式会社）設立

1949.11

「カルモス」発売「カルモス」発売
1952 合成ゴム

桑名工場操業開始桑名工場操業開始

白石グループの創業者白石グループの創業者

白石恒二白石恒二

白石正三白石正三

1921.09
土佐工場操業開始土佐工場操業開始
1936.10

白石工業株式会社 
本社研究所設立
白石工業株式会社 
本社研究所設立

1950

白石カルシウム株式会社
設立
白石カルシウム株式会社
設立

1959.05.25

太陽化学工業株式会社
グループ参画
太陽化学工業株式会社
グループ参画

1964.06
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東洋ファインケミカル
株式会社設立
東洋ファインケミカル
株式会社設立

1973.06
Omya社、
備北粉化工業株式会社と
白石カルシウム株式会社　
WGCC生産技術提携

Omya社、
備北粉化工業株式会社と
白石カルシウム株式会社　
WGCC生産技術提携

1982.11

サンランド船橋開業サンランド船橋開業
1983.04

上海東武橡胶中心有限公司設立上海東武橡胶中心有限公司設立
1994.10 中国

アグロケミテック株式会社設立アグロケミテック株式会社設立
1993.03

マニラ出張所開設マニラ出張所開設
1990.08 フィリピン京葉カマロ株式会社設立京葉カマロ株式会社設立

1989.02

株式会社白石中央研究所設立株式会社白石中央研究所設立
1972.10

サンランド株式会社設立サンランド株式会社設立
1972.11

白雲石工業株式会社設立白雲石工業株式会社設立
1972.10

タイ・アマタ倉庫完成タイ・アマタ倉庫完成
2005.06

白石カルシウム（上海）
国際貿易有限公司設立
白石カルシウム（上海）
国際貿易有限公司設立

2003.08

富士川工場操業開始富士川工場操業開始
2007.12

白石オートプロファイルズ
（タイランド）株式会社設立
白石オートプロファイルズ
（タイランド）株式会社設立

2015.03

2010.07
白石カルシウム（香港）
有限公司設立
白石カルシウム（香港）
有限公司設立

スペインかぜ流行スペインかぜ流行社会の
動き

1918 大戦景気
（大正バブル）終わる
大戦景気
（大正バブル）終わる

1920

関東大震災関東大震災1923
昭和と改元昭和と改元1926

ドイツのルカスが
電子顕微鏡を発明
ドイツのルカスが
電子顕微鏡を発明

1931

第二次世界大戦
はじまる
第二次世界大戦
はじまる

1939

真珠湾攻撃真珠湾攻撃1941
広島・長崎に原爆投下広島・長崎に原爆投下1945
日本国憲法施行日本国憲法施行
1ドル＝360円の
単一為替レート実施
1ドル＝360円の
単一為替レート実施

1947
1949

朝鮮戦争はじまる朝鮮戦争はじまる1950
合成ゴムの国産化を
目指して日本合成ゴム
（現JSR（株））設立

合成ゴムの国産化を
目指して日本合成ゴム
（現JSR（株））設立

1957
東京オリンピック開催東京オリンピック開催1964
農業基本法公布農業基本法公布1961
石油輸出国機構（OPEC）結成石油輸出国機構（OPEC）結成1960

いざなぎ景気はじまるいざなぎ景気はじまる1966                
GNP世界第2位にGNP世界第2位に1968
人類初の月面着陸人類初の月面着陸1969

日本万国博覧会開催日本万国博覧会開催1970
第一次石油危機第一次石油危機1973
第二次石油危機第二次石油危機1979

日本の自動車生産台数世界一位に日本の自動車生産台数世界一位に1980
プラザ合意プラザ合意1985
バブル経済はじまるバブル経済はじまる1986
平成と改元平成と改元1989

バブル経済崩壊バブル経済崩壊1990
EU発足EU発足1993
関西国際空港開港関西国際空港開港1994

アメリカで同時多発テロ発生アメリカで同時多発テロ発生2001
京都議定書発効京都議定書発効2005
iPhone発売iPhone発売2007
リーマンショックリーマンショック2008

東日本大震災東日本大震災2011
消費税8％に引き上げ消費税8％に引き上げ2014
熊本地震熊本地震2016
令和と改元令和と改元2019阪神・淡路大震災

Windows95発売
阪神・淡路大震災
Windows95発売

1995

アジア通貨危機アジア通貨危機1997
世界恐慌はじまる世界恐慌はじまる1929

炭酸カルシウムの開発と用途の開拓に積極的に取り組み続けて100年、
今や当社が手掛けた炭酸カルシウム製品は身の回りのさまざまな場面で活用されています。
アジアを中心に広げてきたネットワークは12か国に展開しており、
今後もヨーロッパ諸国や北米・南米に広がっていきます。

日弘色料工業株式会社
商品の取扱開始
日弘色料工業株式会社
商品の取扱開始

1949 着色剤

白石兄弟商会設立白石兄弟商会設立
1909.09 日本

家畜保健剤「コロイカル」発売家畜保健剤「コロイカル」発売
1935 畜産

「白艶華O」発売「白艶華O」発売
1965 合成ゴム

「白艶華CC-R」発売「白艶華CC-R」発売
1961 合成樹脂

Shiraishi-Omya GmbH設立Shiraishi-Omya GmbH設立
2007 欧州

「白艶華（Shiraishi-Omya 
GmbH品）」販売開始
「白艶華（Shiraishi-Omya 
GmbH品）」販売開始

2008 シーリング材

「コロカルソ」自社製造開始「コロカルソ」自社製造開始
2007 食品

「Viscoexcel-30」発売「Viscoexcel-30」発売
2001 シーリング材

「コロカルソ-E」発売「コロカルソ-E」発売
2000 食品年代

「Brilliant-15」発売「Brilliant-15」発売
1977 紙

「Vigotシリーズ（10、15）」発売「Vigotシリーズ（10、15）」発売
1982 合成樹脂

「白艶華T-DD」発売「白艶華T-DD」発売
1985 インキ

大内新興化学工業
株式会社と取引開始
大内新興化学工業
株式会社と取引開始

1952
有機ゴム薬品

備北粉化工業株式会社
GCC輸出一手販売契約
締結

備北粉化工業株式会社
GCC輸出一手販売契約
締結

1950 GCC

旭カーボン株式会社商品の取扱開始旭カーボン株式会社商品の取扱開始
1970 カーボンブラック

出光興産株式会社と
特約販売契約締結
出光興産株式会社と
特約販売契約締結

1965 プロセスオイル

シールカオリン社と
販売代理店締結
シールカオリン社と
販売代理店締結

1965 カオリン

「コロカルソ」発売「コロカルソ」発売
1938 食品

台石股份有限公司設立台石股份有限公司設立
1974.04 台湾

韓石インターナショナル
株式会社設立
韓石インターナショナル
株式会社設立

1975.04 韓国

白石マレーシア株式会社
（現 白石カルシウム（マレーシア）株式会社）設立
白石マレーシア株式会社
（現 白石カルシウム（マレーシア）株式会社）設立

1992.08 マレーシア

用途エリア 商材

白石カルシウムインドネシア
株式会社設立
白石カルシウムインドネシア
株式会社設立

1996.08 インドネシア 

シマンド・エンタープライズ
株式会社（現 白石カルシウム
（シンガポール）株式会社）設立

シマンド・エンタープライズ
株式会社（現 白石カルシウム
（シンガポール）株式会社）設立

1984.03 シンガポール

白石カルシウム（タイランド）
株式会社設立
白石カルシウム（タイランド）
株式会社設立

1998.01 タイ
ホーチミン出張所開設ホーチミン出張所開設
1999.02 ベトナム

メキシコシティ出張所開設メキシコシティ出張所開設
2018.01 メキシコ

白石カルシウム（インディア）
株式会社設立
白石カルシウム（インディア）
株式会社設立

2010.09 インド

シベルコ社 シリカ粉体
輸入販売開始
シベルコ社 シリカ粉体
輸入販売開始

1997 シリカ

高純度石英（ユニミン社）
輸入販売開始
高純度石英（ユニミン社）
輸入販売開始

1994 石英

「カルエッセン-A」発売「カルエッセン-A」発売
1993 食品

「Viscolite-OS」発売「Viscolite-OS」発売
1995 シーリング材

白石式軽微性
炭酸カルシウムの
製造方法完成

白石式軽微性
炭酸カルシウムの
製造方法完成

1911
歯みがき粉

碓氷第一工場操業開始碓氷第一工場操業開始
1961.07

尼崎工場操業開始尼崎工場操業開始
1955.08   

不二工場操業開始不二工場操業開始
1958.09

「クレフノン」発売「クレフノン」発売
1969 農材

「白艶華CC」発売「白艶華CC」発売
1927 天然ゴム

（ ）

1918






