


この「地球」に住む一人ひとりに幸せを届けたい。

「アース」という名前には、  そんな思いがこもっています。

変わりゆく時代にあわせて、  もうすぐ100 年。

たくさんの人に使いやすく

さまざまな場面で役立つために。

自然が教えてくれる知恵。  科学が生みだす発見 。

使う人の“キモチいい” を考えながら

工夫し、  組み合わせ、  ちょうどいいバランスを考える。

つくる人も、  届ける人も、  支える人もひとつになって

今日も、  明日も、  あさっても。

そして、  いつか未来まで。

安全で、   安心で、   使うほどに心地よく。

暮らしの中に、  そっと寄りそって

“キモチいい” 時間を増やしていきたい。

アースグループは一歩先の未来を見据えて

地球のうえに、  もっと、  もっと、  たくさんの

“キモチいい” 笑顔を拡げていきます。
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■事業基盤を強化しながら、
　持続的な企業価値向上へ

売上高

当期純利益

営業利益

ROE

1,523億円

53.0億円

74.3億円

8.6%

1,600億円

54.0億円

80.0億円

8%台

■産官学連携の推進で、
　社会課題の解決へ

System renewal for Synergy
〈シナジー創出に向けたシステムリニューアル〉

Managerial accounting
〈管理会計の進化〉

Innovation by MA-T
〈MA-Tによるイノベーション〉

Lean production
〈リーン生産システム〉

Engagement with employee
〈従業員満足度の向上〉

モ
ノ
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シ
・
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新

アジア収益基盤の
拡大

コストシナジー
創出

ESG
オープンイノベーション

構造改革に
向けて 戦略の方向性

資本コストや非財務KPIといった新たな評価指
標（モノサシ）への対応も踏まえ、社内の各種制
度や規定、あるいは業務プロセスやシステム
といった事業インフラを抜本的に刷新します。
また、過去最大規模のIT投資により、デジタ
ルテクノロジーの進化を積極的に取り入れ、
未来を見据えた新システム・事業インフラの再
構築を行います。

前中計で掲げた「海外展開の拡大」「グループシ
ナジーの最大化」戦略を踏襲し、重点領域を
それぞれ「アジア」「コストシナジー」に絞り込み、
積極投資を継続します。さらに、中計では新
たに「ESG･オープンイノベーション」戦略を打
ち出しました。 日本のみならずアジア地域で
の社会課題解決に向けて、産官学のオープン
イノベーションを推進、他者の強みを結合さ
せることで、スピード感を持って社会課題の
解決にチャレンジします。

※2022年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用

基幹業務システムのリニューアルに加え、会社の各種制度や
規定もゼロベースで見直し、グループシナジー創出を図ります。

事業別や商品カテゴリー別など戦略に沿った収益管理･モニタ
リング基盤を構築することで、PDCAサイクルを早め、実効
性の高い対策を素早く実現します。

産官学連携によるオープンイノベーションでMA-T事業を展開
します。MA-T技術を用いてアジアでの感染症対策の新たな
ソリューション開発を目指します。

需要変動への対応力強化･スループットの拡大を目的に、
受注から原材料調達までサプライチェーン全体の業務プ
ロセス･システムを全体最適視点で見直し、より筋肉質な
供給体制を実現します。

会社にとって最も重要な社員。働きやすい職場環境を整え、
従業員満足度を向上させることにより、持続的に成長を続け
る原動力とします。

Act For SMILE中 期 経 営 計 画
COMPASS  20232021一2023

S

M

I

L

E

多くの社員が中期経営計画の意味を理解し、自分ゴト化し共通目標として捉えられるよう
にすることを目的に、新中計のネーミングを社内で公募し、選ばれたのが「Act For SMILE 
COMPASS 2023」です。
経営環境の変化への対応を行いながらも、目指すべき目的地を決して見失わないため
の、社員にとってのCOMPASS(羅針盤)となるように、そして、お客様はもちろん、アースグ
ループにかかわるすべてのステークホルダーの皆さまをもっと笑顔にするために、新中
計で掲げる戦略骨子に沿った具体的なアクションを「SMILE」に紐づけて表現しました。

2022年実績 2023年計画

【 財務ハイライト 】

持続的な企業価値の向上に向けて、 社会課題の解決と事業収益拡大の両立を図る
「CSV経営へのコミットメント」を中核に据えた2021～2023年（3カ年）の中期経営計画
（中計）を公表しています。現在その計画に沿い、想定外の事態にも対応できる、より柔
軟で筋肉質な体質へと強化すべく構造改革を推し進め「グローバル経営・グループ
経営の進化」を目指しています。
働き方改革の推進、改訂コーポレートガバナンス・コードへの対応、気候変動対応・脱
炭素社会に向けた取り組みの強化等を筆頭に、全事業領域にESGの視点を組み込み
ながら、当社のDNAである「全員参画」「コミュニケーション」を武器に、「変化への対応
力」を高め、企業価値向上に取り組んでまいります。

漫画化で社員への浸透を深め
共感と行動のきっかけに

「COMPASS COMIC」では、中期経営計画を
平易な言葉にし、親しみやすいコミックの形に
することで、計画内容への理解を図りました。また、
日々の現場をテーマにストーリーを作成する
ことで、具体的な行動をイメージできるように
仕上げています。
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展開国拡大に向けた輸出事業の強化

アジアマーケットへの挑戦 アジア収益基盤の拡大

【 ・・・・・安心して生活できる空間づくり ・・・・・ 】

中期経営計画（中計）で掲げる３つの
戦略の中でも、最重要戦略に位置付
けているのが「アジア収益基盤の拡
大」です。2030年には24億人が暮らし、
堅調な成長率で引き続き世界経済の
けん引役となると予測される東アジ
ア・東南アジアで、グローバルカンパ
ニーとしてのさらなる飛躍にチャレ
ンジします。

一年を通じて高温多湿な熱帯気候の
東南アジアにおいて、マラリアやデ
ング熱などの蚊媒介感染症の被害は
深刻で、毎年多くの尊い生命が失わ
れています。この社会課題の解決に
向け、虫ケア用品のリーディングカ
ンパニーとして尽力していきます。

2016～2020年は、海外展開の拡大を最重要戦略とし、タイ法人への増資、ベトナムでのM&A、
マレーシア法人の設立、中国3法人の再編を行うなど、アジア域内での事業基盤固めに積極的に
投資を行った結果、海外売上は直近5カ年で約2倍の規模に成長しました。
2023年までの中計では、これら主要4カ国においては、主力の虫ケア用品の市場シェア拡大は
もちろん、洗口液や消臭芳香剤などの商品ラインの拡充により成長を加速させます。2022年に
はフィリピンでのM＆Aを行うなど、アジア域内でさらなる展開国の拡大を図り、2023年海外売
上高170億円を目指しています。

現地法人のある5カ国以外にも、アジア･中東･欧米を中心に、現在は
世界約50カ国に向けて、アースグループの商品を輸出しています。
しかしながら、たとえば同じアジアの国であっても、気候や文化も
違えば、宗教や嗜好、薬事関連の法規制まで、あらゆるものが異な
ります。そのため、輸出事業においては現地代理店との強固なパー
トナーシップによって、きめ細かなマーケティング活動を展開しな
がら、将来的な展開国拡大に向けた基盤づくりを進めています。
現地法人であっても、輸出事業であっても、それぞれの国で暮らす
人々の生活に向き合い課題を解決する、そして、より「キモチいい」を
提供するための「お客様目線の追求」を徹底することで、世界中で愛
されるアースブランドの浸透を目指しています。

【  海外売上高推移  】
180
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2020年 2022年 2023年（計画）

■その他
■中国
■フィリピン
■マレーシア
■■ベトナム
■■タイ

世界人口の約3割、東アジア・東南アジア24億人へ
アースグループの価値をお届けする

出典／“The blog of Bill Gates”,October 
10, 2016より
Copyright 2010 Gates Notes,LLC. 

1 位 蚊 83万人

4 位 犬 1万7,400人

2 位 人間 58万人
3 位 ヘビ 6万人

人の生命を奪う生物ランキング（世界）
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イノベーティブな商品開発を促進する技術交流会
「インスパイア ワン アース」

市場活性化を目指し、商品改良
容器の統一で生産性も向上

グループコラボの商品開発

進化＆生産性向上
Group Synergy

各社が持つユニークな視点や発想、あるいは独自の技術やノウハ
ウを積極的に共有し、活発に議論・交流することで、一社では成
し得ない新商品の開発をスピーディに行っています。

アースグループが市場をけん引する粉末入浴剤市場のさらなる活性
化を目指して、『バスクリン』と『バスロマン』を全面リニューアル。
サステナブルな紙容器に仕様を統一したことで生産ラインの一本化
に成功、環境配慮だけでなく生産性向上を実現しました。

バスクリンの静岡工場は、粉末、粒剤、分包など豊富なバリエー
ションの入浴剤を生産するために建設した専用工場です。

グループシナジーの創出は、アースグループの最重要戦略のひとつです。グループ
のコアである国内事業基盤をさらに盤石にするために、グループ各社がマーケティン
グ・研究･調達･生産･物流･販売・システムなどバリューチェーン全方位での連携をよ
り強化し、シナジー創出を加速させます。
バックグラウンドの異なる各社が、お互いを認め合いながら、グループの一体感を醸
成することで成長や変化を促進する「ダイバーシティ＆インクルージョン」の価値観の
もと、たとえば、異なる２つのアイデアや技術が組み合わさることで、単独では思いつ
かなかった新たな気づきやひらめきが生まれ、それが新たな顧客価値の創造につな
がっていくように、議論･研究を重ねていきます。

システムの統合

共有化と標準化を促進

こ ん な と こ ろ に も グ ル ー プ シ ナ ジ ー

シナジー創出には、グループ間の
積極的なコミュニケーションが不
可欠です。そのためにオンライン
会議システムやメールソフト、ク
ラウドサーバーなど、コミュニケ
ーションツールの統一化を行って
きました。今後は基幹システムの
分野においても統一化を進め、業
務の標準化を進めていきます。

原材料の共同購入

メリットの最大化へ

グループ内で同一の原材料・包装資
材を使用している場合は、スケー
ルメリットを鑑みグループで調達
を行っています。また、コスト削
減に向けた部材の共通化や、グル
ープ各社のネットワークを活かし
たサステナブル素材の探求などで
も連携を深めています。

CMSの運用

グループ共通の資金管理

季節商材の影響によるグループ各
社の資金需要変動への対応として、
グループ共通のキャッシュマネジ
メントシステム（CMS）を導入し、
運用しています。これにより、よ
り効率的な資金管理が可能となり、
業務のスリム化も実現しました。
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日本発の革新的酸化制御技術

「MA-Tシステム」事業の推進で
感染症トータルケアカンパニーへ

｢MA-Tシステム（Matching Transformation System®）｣とは、
酸化制御の仕組み（システム）です。活性化の強弱を制御するこ
とで広範な応用展開が可能になる日本発の革新的技術として開
発しました。
アース製薬は虫ケア用品のリーディングカンパニーとして、虫ケア
用品の正しい知識の普及と啓発に努め、虫を媒介とした感染症患
者が一人でも減るように世界各地でさまざまな活動を進めてきまし
た。その経験と知見を活かし、「MA-Tシステム」の普及を通して、世
界規模で喫緊の課題となっている感染症対策に貢献していきます。
革新的な酸化制御技術「MA-Tシステム」の産業創造による経済効
果や社会課題解決の可能性を探るべく、オープンイノベーション
のプラットフォームとして日本MA-T工業会が設立されましたが、
そこにおける当社のミッションは、「MA-Tシステム」の社会的信用
向上に努め、広く社会に伝えることであると考えています。
革新的な「MA-Tシステム」を幅広い分野で展開すべく、産官学連
携の取り組みが開始されています。また大阪大学をはじめとする
アカデミアが薬学・医学・歯学・工学などの幅広い分野で研究開発
をしており、たとえば国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の
産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム（OPERA）や
国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）などが採用す
る国家予算によるプロジェクトにつながっています。

発足から2年を迎える日本MA-T工業会は、現在100社を超える企業が参画、各分野のトップを
走る皆様が「MA-Tシステム」を活用する様々な取り組みを進めています。
今般「夢を語る」という対談テーマで、日本MA-T工業会のこれまでの取り組みやMA-T学会の
発足背景・目指すもの、大学・大学院での研究の現状、大学と企業の共同研究の在り方、若手
の人財育成などについて話しました。

Earth  Group  Topics Earth  Group  Topics

経験と知見を活かし、世界の感染症対策に貢献します

【  活 性 化 レ ベ ル の 違 い で 応 用 展 開   が 異 な る「 M A - T シ ス テ ム 」と は  】

アース製薬は、｢生
いのち

命と暮らしに寄り添い、地球との共生を実現する。｣という経営理念を追求し、より感染症対策
ソリューションを提供できる感染症トータルケアカンパニーへと歩みを進めています。その動きをさらに加速させ
るのが、日本発の革新的酸化制御技術｢MA-Tシステム」です。

「MA-Tシステム」の未来について対談

●産官学連携体制

参考／日本MA-T工業会HP

活性化の強弱を制御することで広範な応用展開が可能

弱 強

日本MA-T
工業会

MA-T活用の
プラットフォーム

MA-T産業創造
戦略会議

内閣官房、各省庁、
総理大⾂、各大⾂

への提⾔

MA-T学会
大学、研究機関、
研究所、専⾨家

感染制御
要時生成型

亜塩素酸イオン水溶液

医療・
ライフサイエンス
抗がん剤、感染性皮膚炎

治療薬、クライオ電顕

食品衛生
食品･食器の消毒

食品工場の衛生管理

農業･林業
芽胞菌の殺菌

種子消毒

表面酸化
高分子表面の改質･

機能性付与（親水化･接着）

エネルギー
メタンから

メタノール・ギ酸製造

オープン
イノベーション

の推進

連携

レジリエンスジャパン
推進協議会

［左］ノーベル生理学賞・医学賞を受賞された東京工業大学 栄誉教授でMA-T学会名誉会員の大隅良典氏 ［中］日本MA-T
工業会代表理事の川端克宜（アースグループCEO） ［右］MA-T学会会長であり大阪大学 特任教授の土井健史氏
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   人々の暮らしに寄り添い、         地球のために貢献する。
  その思いをグループが一体と        なって共有し協働しながら、

より良い社会の一助となるため、       日々歩みを進めています。  
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シナジー戦 略の核として
“ お 客 様目線 ”を追 求する

アース製薬株式会社

1925年設立。圧倒的なトップシェアを誇る虫ケア用品を
中心に、オーラルケア用品『モンダミン』や、入浴剤 『温泡』、
掃除用品『らくハピ』など、日用品のリーディングカンパニ
ーとして人々の健康で快適な暮らしを支える商品を販売し
ています。機動力･組織力を活かした売場展開力を武器に
国内市場の活性化を進める一方、海外への輸出展開は約
50カ国にまで拡大、アジア域内での収益基盤の拡大に注
力しています。また、グループ企業との連携強化によるシ
ナジー効果も相まって、直前期決算では、過去最高益を達
成することができました。アースグループの成長をけん引
するリーダーとして、「お客様目線による市場創造」を追求
し、 グループシナジーの創出に向けて積極的なチャレンジ
を続けていきます。

確かな効きめと使いやすい構造で、1984年の発
売から30年以上も蚊とり用品のトップシェアを
占める液体蚊とり『アースノーマット』シリーズ。

殺虫成分を使わず、ゴキブリを誘引して捕獲する
革新的製品『ごきぶりホイホイ』は、1973年に発売
され大ヒット。50年にわたるロングセラー商品。

お口のトラブルの原因となる「よごれ」
の洗浄に着目した洗口液『モンダミン』。
お子様から高齢者まで、お口の悩みに
合わせた豊富なラインナップを展開。

自然と科学のチカラで
お風呂の価値を高める

株式会社バスクリン

※「ギネス世界記録®」はギネスワールドレコーズ
リミテッドの登録商標です

◆本品は温泉と全く同一というわけではありません。
※各温泉地で温泉に関わった活動をしている自治体または団体にコ
ンセプト、湯ざわり、色、香り等を品質確認いただき発売しています。

明治時代に誕生した日本初の入浴剤『浴剤中将湯』の発売で知ら
れる津村順天堂（現 株式会社ツムラ）をルーツに持つ株式会社バ
スクリンは、2012年よりアースグループに加わりました。
国民的入浴剤として知られる『バスクリン』や、温泉の泉質を表
現した『日本の名湯』、育毛剤『インセント』など、生薬・温泉ミネ
ラルに代表される天然成分を応用した、独自性の高い製品を開
発しています。入浴の温熱効果や生薬成分がもたらす作用を解
明し、エビデンスを科学的に検証するため、大学や研究機関と
も積極的に協働。赤ちゃんから高齢者までの悩みを解決できる
入浴剤研究、アトピー性皮膚炎や健康寿命に貢献できる素材研
究など、数々の研究成果を世に送り出しています。社会環境の
移り変わりに伴うバスライフの変化といった時流も踏まえなが
ら、入浴習慣・入浴剤の活用で自然治癒力を高め、お客様の健や
かな身体と心の維持に寄与することに、真摯に取り組んでいます。

日本の温泉を徹底研究した入浴剤『日本の名湯』。
データを分析して湯ざわりにもこだわり、色と香りで
情緒を表現。各地の温泉関連団体が公認※している。

生薬の研究から誕生した『インセント 薬用
育毛トニック』。ショウキョウ、センブリ
など生薬の有効成分が頭皮の血流を促進
し、抜け毛を予防する。

1930年に誕生、90年以上愛され続ける
『バスクリン』。25種以上ラインナップ
があり、粉末入浴剤の2017年年間売上
世界一として「ギネス世界記録®」に認定。
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揺るぎないブランド力で
グループ の多角化を担う

白元アース株式会社 アース・ペット株式会社

株式会社白元から主な事業を譲り受け、2014年にアースグルー
プとしてスタートを切りました。衣類用防虫剤の市場をけん引
する『ミセスロイド』をはじめ、脱臭・消臭剤『ノンスメル』や
保冷剤『アイスノン』といった、お客様に浸透した日用品ブラン
ドを数多く持つことを強みに、総合家庭用品事業としてアース
グループの幅を広げ、多角化展開をしっかりと支えています。
また、アース製薬・バスクリンとグループ3社で取り組む入浴
剤市場の活性化においては、スキンケアタイプの『HERSバス
ラボ』と温泉コンセプトの『いい湯旅立ち』がシナジーの大切な
一翼を担っています。また、社会的な背景により急拡大したマ
スク市場において、『快適ガード』『ビースタイル』など独自性が
高い商品を揃えています。近年では、2022年に発売した除湿
剤『ドライ＆ドライUP NECO』が、お客様ニーズと環境の双方
に配慮した商品として注目を浴びています。今後も魅力ある新
商品を開発し、グループの事業領域の拡大に貢献していきます。

花粉やウイルス飛まつをカットするマ
スク『快適ガードプロ』シリーズ。スキ
マを埋め、メガネのくもりもカットす
るノーズクッション搭載。

1988年に登場し、ニオイがつかない防
虫剤として大ヒットした『ミセスロイド』。
消臭、防カビ、黄ばみ防止、ダニよけ
効果も搭載。衣類と収納空間をトータ
ルケアするブランド。

1965年発売のロングセラー『アイスノン』。現在は枕タイプ
のほかにスプレータイプやスカーフタイプなどさまざまな
ラインナップで展開するブランドへと進化。

ペットと人の生活を
心地よく、さらに快適に

なめても安心な天然の緑茶消臭成分で
オシッコのニオイを元から強力消臭でき
る『天然成分消臭剤 オシッコのニオイ・
汚れ専用』。さわやかなハーブの香り。

人気の液体蚊とり『アースノーマット』
にもペット用が。動物のいる空間でも
安心して使えるよう、耐熱性・耐衝撃性
に優れたタフボディに。

なめても安心な洗浄成分を使用、汚れ
やニオイを拭き取る『うるおうコラーゲ
ン シャンプータオル』。皮膚や被毛が
潤う2つのコラーゲンを配合。

ペット用の虫ケア用品において長い歴史を持つアース・バイオ
ケミカル株式会社と、ペットケア用品を得意とするジョンソン
トレーディング株式会社が2017年に合併し、誕生しました。
ノミや蚊などの虫からペットを守る『アース』、消臭剤やシャン
プーなどを扱う『ジョイペット』、プレミアムフード『ファースト
チョイス』といったブランドを中心に、首輪やリードも含めた
幅広いラインナップを展開。子会社のペットフード工房株式会
社では、添加物を使わない天然食材のフードも生産・販売し、
大切な家族であるペットとの暮らしをトータルな目線で快適に
することを目指しています。将来的にはグループにおけるグロ
ーバル戦略の一環として、人口増・所得増を背景に顕著な伸び
を示しているアジアのペット市場も視野に入れ、ペットの健康
維持の大切さやQOLの向上について、商品と一緒に世界に向け
て発信していくことを見すえています。
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衛 生 管 理 の 知 見 か ら
イノベ ー ション を 生 む

アース環境サービス株式会社 アース タイランド 株式会社

食品や医薬品の工場や店舗、医療施設などに代表される、品質
や衛生管理が重要視される分野に向けた「総合環境衛生管理」
サービスを提供しています。微生物汚染や虫などの異物から施
設内の環境を保全するため、科学的な調査と専門知識に基づい
たコンサルティングから施工までの一切を実施。現場の衛生管
理を支えることは一般消費者の健康と幸せに寄与する、という意
識を原動力に、お客様に安全・安心を届ける品質・衛生管理のス
ペシャリストとして、管理技術や実施ノウハウを提案しています。
大阪・茨木市にある『彩都総合研究所〈T-CUBE〉』では、新技術
の開発を目指した産学協同研究にも注力しており、近年ではAI
を活用した捕虫・分析システムの開発や、酸化制御技術による
除菌・消臭システム『MA-T』の産業応用、教育訓練用細胞培養
加工施設での再生医療分野の人材育成と科学的データ蓄積など
に取り組んでいます。アースグループだけでなく社会全体に貢
献する、革新的なイノベーションを生みだす核としての役割を果
たしています。

高度医療や医薬品の
早期実用化、市場化
に向け、国際的な「医
薬品等の製造管理基
準及び品質管理基準
(GMP)」にも準拠可
能な総合環境衛生管
理システムの構築・
提供を目指し、2016
年（平成28）1月に誕生
した『彩都総合研究
所〈T-CUBE〉』。

ア ジ ア・中 東 諸 国 を 網 羅 す る
グ ロ ー バ ル 戦 略 の ハ ブ

アジア地域で展開する虫ケアブランド
『ARS』。線香や液体蚊とりが普及する中、
空間に蚊を寄せ付けない吊下げ式虫よ
けネットの需要が拡大中。

タイの消費者リサーチに基づく処方や
パッケージ訴求からも消費者支持率が
大きく拡大中。海外初のシェアNo.1へ
更なる高みを目指す。

香り好きのタイ人のニーズに応え誕生した
『OASIS』は虫よけ効果のある芳香剤。スイ
カやパクチーといった、タイ発ならではのユ
ニークな香りも。

アースグループ初の海外法人として1980年に設立されました。
現在は商品開発・生産・販売・物流までを一手に担う地域密着型
のビジネスモデルで、タイ国内において確固たる基盤を築いて
います。現地発の虫ケアブランド『OASIS』や、『モンダミン』の
ご当地限定フレーバーの生産といった、タイの市場ニーズから
発信する“お客様目線”の育成に注力している点も特徴です。安
定した需要に基づいて商品の内製化が進んでおり、その生産力
から日本やASEAN諸国、中東エリアに対する供給基地という
役割も持っています。現在、海外初の虫ケアシェアNo.1へ向け、
いち早く海外展開に取り組んだ知見を他国にも応用しながら、
アジア地域のハブとしてさらなる飛躍を目指しています。

Earth（Thailand）Co., Ltd.
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強 力 な 販 売 ネ ットワ ー ク を 活 か し
虫 ケ ア 市 場 を 活 性 化

AMG時代から市場に広く浸透しており、
現在も変わらず高いシェアを維持する
住居用洗剤『Gift』シリーズ。食器用やト
イレ用などバリエーションも多数。

100％天然成分のアルコール除菌剤
（Natuearth）にて、感染症トータルケア
カンパニーとして、食中毒等の日常生
活の菌やウイルスから人々を守ります。

『アースジェット』のトリガーノズルを継
承する『ARS』のエアゾールスプレー。
動きまわる虫を捕らえる狙いやすさと
確かな効果で信頼を獲得。

アース コーポレーション ベトナム

ベトナム国内で家庭用品を製造・販売していた現地法人『A My 
Gia Joint Stock Company（AMG）』を前身に、2017年より社
名を一新して始動。国土が南北に長いうえ、小売業における個
人商店の割合が7割を占める環境下でスムーズな配荷を行うた
め、全国700名体制の販売組織網により、発展し続けています。
主力商品である洗剤ブランド『Gift』を基盤にしながら、虫ケア
用品市場の活性化にも働きかけ、虫ケアブランド『ARS』の拡大・
浸透を進めています。また、南部にあるビンズン工場では、主
に液剤やエアゾールスプレーを製造。今後は、ASEAN諸国は
もちろん日本向け商品の生産拠点化も視野に入れ、投資を積極
化しています。

Earth Corporation Vietnam

め ざ まし い 発 展 を 続 け る 中 国 で
認 知 と 信 頼 を 獲 得

アース コーポレーション（上海）

安斯（上海）投資有限公司

泡の洗浄スプレー『速速U選　泡泡多効能
洗浄剤』。便器の汚れ、水道管のカビ、洗
面台の水垢まで様々な汚れに効く泡泡スプ
レー。擦り洗い不要で泡を付けて流すだけ
の便利な用途が、Z世代の中国人に好評！

『安速 　蚊液』200mL 无香型。 『サラテクト 
ミスト』は、無香タイプとフローラルタイプ
の2種を展開。お肌にやさしい日本製処方が、
中国の若い主婦を中心に支持されている。

発展著しい中国市場での売上拡大を目指し、2015年に営業部
門の統括販社として設立されました。工場２社および『白元ア
ース株式会社』の中国販売機能とも協同一体化し、北京・上海・
広州・深圳の４大都市を主軸に販売活動を行っています。主力
商品は中国国内向けのブランド『安速(アース)』。ほかにも、子
ども用虫ケアシリーズ『速貝童(スーペイドン)』などの虫ケア用
品を展開し、認知と信頼を獲得しています。また都市部を中心
に需要が加速している中国内ECチャネルでの販売にも力を注
ぎ、日本の越境EC部門とも柔軟に連携。中国発・日本発の両面
からアースブランドがアジアに普及することを見すえた、マー
ケティング拠点としての役割も期待されています。

『安速 小强黑克 Pro』（ブラックキャップ）12個入
り。連鎖効果で巣のゴキブリもしっかり駆除する。
日本のインバウンド市場で人気を博した本商品は、
中国国内でも大好評。

20 21



Ea
rt

h 
G

ro
up

Earth G
roup

A S E A N で の ブ ランド 認 知 を 高 め
グ ロ ー バ ル 展 開 を 加 速 化

グ ロ ー バ ル 戦 略 の 新 拠 点
ア ジ ア 収 益 基 盤 の 拡 大 を 担 う

バクテリアとウイルスを99.9％除去する
『ナチュケア』ブランドの布用除菌・脱臭
スプレー。ダニよけ効果も兼ね備える。

22年5月発売のエアゾール。12時間効果継続する
『ARS 12 HRS』、トコジラミにも効く『ARS CRAWLY 
7』など他社品よりも優れた特徴を持つ。

アース ホーム プロダクツ マレーシア アース ホームケア プロダクツ フィリピン

ASEAN諸国の中でも高い経済成長率を維持しているマレーシ
ア国内での販売商社として、2019年に設立。マレーシアは他
の東南アジア諸国同様、温暖な気候を背景に蚊が媒介する感染
症リスクがあることから虫ケア用品のニーズが高く、経済発展
に伴って消費者の衛生意識や消費意欲が向上しています。その
ような中、アース製薬の強みである付加価値の高い商品が浸透
する市場として、これからの成長が期待されています。現在は、
東南アジア地域におけるブランド認知を高めることを目指し、
現地の販売代理店や協力会社と密に連携。『ごきぶりホイホイ』
をはじめとするグループ企業が製造する商品を販売し、グロー
バル展開の加速に努めています。

Earth Homecare Products （Philippines） , Inc.

蚊よけ効果もある置き型芳香剤。別剤
型の販売展開も視野に『OASIS』ブラン
ド拡充に努めている。

競合に先んじてCOVID-19対策の訴求を付
加してプロモーションしているファブリッ
クスプレー。国ごとに異なる法規制を正確
に捉える事も海外展開における重要な要素。

市場の主要カテゴリーであるエアゾール
でNeumann & Mueller時代から展開し
ている自社ブランド。今ある価値も大切
にしながらもアースの持つ強みとのシナ
ジーを発揮し、事業の土台拡大を狙う。

アース製薬の代名詞ともいえる『ごきぶりホイホ
イ』を展開。日本の品質の高さを示す虫ケア用品
の第一弾としての役割も担う。

フィリピン国内で虫ケア用品・家庭用品・ペットケア用品などを
販売していた『Neumann & Mueller Philippines, Inc.』から事
業の大部分を買収し、2022年に社名を『Earth Homecare 
Products（Philippines）, Inc.』に一新して始動。先行するタイ
及びベトナムの工場との連携によりシナジーを生み出します。
フィリピンは著しい人口増加や高い経済成長が見込まれ、他の
東南アジア諸国同様、虫ケア用品及び家庭用品のニーズが年々
高まるなど、経済発展に伴い将来にわたり成長が期待できる
市場です。買収した事業はコロナ禍においても堅調に推移して
いましたが、当社グループの商品を投入することで、今後も
より一層の成長を目指し、アジア収益基盤拡大の一翼を担って
いきます。

Earth Home Products （Malaysia） Sdn. Bhd.
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【 … アースグループ国内外の工場 … 】 

Global One Earth
アジアへ広がる確かな品質

China

Vietnam

Thailand

Japan

2012年バスクリンを子会社化、2014年白元アースを設立、
2017年アース･ペットを設立、A My Gia Joint Stock 
Company（現 アース コーポレーション ベトナム）を子会社化。
これまでアース製薬で培ってきた製造ノウハウと新たなグ
ループ企業のノウハウを融合し、コストの合理化･収益率
の向上につなげています。

日本、タイ、中国、ベトナム※2023年3月末現在

天津阿斯化学有限公司
（アース製薬株式会社天津工場）

中国天津市天津経済技術開発区西区新安路
98号

白元日用品制造(深圳）有限公司

中国深圳市宝安区福永街道塘尾建安路26
号澤達利科技園A2棟

アース コーポレーション ベトナム 
ビンズン工場

Block C6, N3 St., Nam Tan Uyen IZ, 
Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh 
Duong Province, Vietnam

アース タイランド
ナワナコン工場 第1工場、第2工場

＜第1工場＞
101/64 Moo 20, Navanakorn Industrial 
Estate, Phaholyothin Road, Klong Luang, 
Pathumthani 12120, Thailand

＜第2工場＞
60/69, 60/87 Moo 19, Navanakorn 
Industrial Estate, Phaholyothin 
Road, Klong Luang, Pathumthani 
12120, Thailand

安速日用化学（蘇州）有限公司
（アース製薬株式会社蘇州工場）

中国江蘇省蘇州市高新区朝紅路418号

白元アース株式会社  埼玉工場

埼玉県久喜市小右衛門1387

アース製薬株式会社  掛川工場

静岡県掛川市細谷字山合635-1

株式会社バスクリン  静岡工場

静岡県藤枝市谷稲葉242-1

白元アース株式会社  和歌山工場

和歌山県和歌山市小雑賀1-1-27

アース製薬株式会社  赤穂工場

兵庫県赤穂市西浜北町1122-73

アース製薬株式会社  坂越工場

兵庫県赤穂市坂越3218-12

白元アース株式会社  栃木工場

栃木県小山市大字荒井70-2

アース・ペット株式会社  徳島工場

徳島県徳島市川内町加賀須野923

ヵ国 拠点4 13
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衣類用
防虫剤

お掃除
用品

洗口液

入浴剤

虫よけ剤

マスク

除湿剤

除草剤

殺虫
殺菌剤

吊下げ
虫よけ

ペット
フード

ハエ・蚊
用液体

蚊とり

お掃除
用品

除菌
消臭

コバエ
捕獲器 消臭

芳香剤

冷蔵庫用
脱臭剤ゴキブリ用

毒餌剤

消臭剤

ファーストチョイス 
成犬 小粒チキン

サラテクト ミスト
200mL

きき湯 マグネシウム炭酸湯
温泡 ONPO 
こだわりゆず 炭酸湯 20錠入

アース虫よけネットEX 
260日用

モンダミン 
ペパーミント 
1080mL

らくハピ 
マッハ泡バブルーン 
洗面台の排水管

ミセスロイドクローゼット用 
３個入 １年防虫

ドライ＆ドライUP NECO 1000mL 2コ入

トイレのスッキーリ！
Sukki-ri! 

アースジェット 
450mL

ノンスメル 
冷蔵庫用置き型 １年間脱臭

ブラックキャップアースノーマット 60日セット 
スカイブルー

らくハピ 
エアコン洗浄スプレー 
Nextplus

N.act
除菌・消臭スプレー

ジョイペット 天然成分消臭剤
オシッコのニオイ･汚れ専用

暮らしのあらゆるシーンに
商品を展開しています。

ペットに

ペット

洗面所

お風呂

おでかけ

おでかけに

ベランダに

洗面所に 収納スペースにお風呂に

リビング･お部屋に キッチンに トイレに

快適ガードプロ 
プリーツタイプ
ふつうサイズ ５枚入

快適ガードマスク
ふつうサイズ 7枚入

コバエがホイホイ アースガーデン ロハピ 
1000㎖

アースガーデン 
おうちの草コロリ
ジョウロヘッド 2ℓ

ガーデニングに

ガーデニング

キッチン
トイレ

ベランダ収納スペース

リビング・お部屋
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国連グローバル・コンパクトへ参画し、
取り組みを進めています

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)へ
賛同を表明

国連グローバル・コンパクト（UNGC）は、国連事務総長の傘下にある組織のひとつで、さまざまな国連諸機関と連携するネッ
トワーク型の組織です。ここでは、政府や企業、アカデミア、NGO、個人など、多様なステークホルダーとの協働を推進し
ています。各企業や団体はUNGCが掲げる10原則に賛同し、持続可能な成長を実現するための枠組みづくりに参加･協働し
ています。2021年5月12日にアース製薬も参画を表明しました。グローバル･コンパクト･ネットワーク･ジャパン（GCNJ）の
会員となって10原則を支持し、海外展開を進める企業の一員として、ESG経営を推進しております。

2022年10月にTCFD提言への賛同を表明しました。アースグループは、持
続可能な社会への貢献と企業の持続的な成長のために、サステナブル経営
を推進しています。当社グループのマテリアリティのひとつである「気候変
動への対応」に向け、TCFD提言に準拠した分析と検討を行い、情報開示に
真摯に取り組んでいきます。また、国内外のアースグループ13社と協働し、
二酸化炭素排出（Scope１，２，３）の算定とその排出量に関した第三者検証
を実施していきます。

アースグループのサステナビリティ

社会の持続可能な発展に貢献する

サステナブルな企業経営を考える

気候変動への取り組みや影響を具体的に開示する

グローバルに取り組む、
アースグループの
サステナビリティ
アースグループでは、安全で快適な暮らしの提供を通じた自社と社会のサステナビリティの実現に向け、
積極的にCSRとサステナビリティ活動に取り組んでおり、その活動の範囲は、世界に広がっています。

国連グローバル・コンパクトの10原則（仮訳）

1.   企業は、国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重すべきである
2.  企業は、自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきである
3.  企業は、結社の自由と団体交渉の実効的な承認を支持すべきである
4.  企業は、あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持すべきである
5.  企業は、児童労働の実効的な廃止を支持すべきである
6.  企業は、雇用と職業における差別の撤廃を支持すべきである
7.  企業は、環境上の課題に対する予防原則的アプローチを支持すべきである
8.  企業は、環境に関するより大きな責任を率先して引き受けるべきである
9.  企業は、環境に優しい技術の開発と普及を奨励すべきである
10. 企業は、強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組むべきである

アースグループが長期にわたり発展し続けるためには、さまざまな社会課題の企業活動への影響を認識、評価し、経営上の重
要課題を明確にする必要があると考え、2021年にサステナビリティ重要マテリアリティ（課題）を定めました。
今後、アースグループの事業特性や経営資源を活かしたサステナブルな取り組みを推進していくため、重点テーマと、それ
に紐づいた目標・KPIを策定しました。

環境関連の重要マテリアリティと施策・方針 社会性関連の重要マテリアリティと施策・方針

【気候変動への対応】
⚫CO2排出量を削減します。
⚫電力の再生可能エネルギー化を進めます。

【地球環境問題への配慮】
⚫モノづくり（研究開発から生産）にかかわる水の
　使用効率を向上させます。
⚫循環型社会を目指し、資源を有効に活用します。

【持続可能な調達の推進】
⚫環境などに配慮した包装材料の調達を推進します。
⚫アースECO基準を定め、環境に配慮した製品の
　拡大を推進します。

アースECO基準概要：アースECO基準は
右のQRコードへアクセス下さい

【安心で快適な暮らしに貢献する製品・サービスの提供】
⚫お客様の満足と信頼を損ねる品質重大事故をゼロにす
　るため、自社工場、製造委託先工場の定期品質監査実
　施率を向上させます。
⚫関連法令を遵守し、違反につながる重大事故をゼロに 
　するため、教育訓練年間計画の実施率を向上させます。

 【多様な人財の活躍を支える職場の実現】
⚫年次有給休暇の取得を促進します。
⚫女性活躍推進のため、女性管理職相当に占める性の割
　合を上昇させます。

マテリアリティの詳細内容は
右のQRコードへアクセスしてください

アース製薬のサステナビリティ
重要マテリアリティ
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バスクリンでは、これまで水をはじめとした “自然との共生”
を基本理念の一部に掲げ、お風呂の源である「水」を大切に、
古紙を利用した商品パッケージの採用や、排水の影響を確認
し、生分解性に配慮した商品開発など、さまざまな取り組み
を進めてきました。2019年から、生産拠点でもある静岡県
において長期間放置された森を「バスクリンの森」と名付け、
森を整えることで自然を再生するプロジェクトを開始しまし
た。現在は拠点を東京都に移し、活動を続けています。この
森林保全活動は、2018年9月より発売している『バスクリン
マルシェ』の売上の一部を基にしています。

 水を育む、森を守る
「バスクリンの森」

森を整えることで自然環境を再生

https://www.bathclin.co.jp/bathclinnomori/

アース製薬では、虫ケア用品の正しい知識の普及と啓発
に努め、世界の感染症患者を一人でも減らすために活動
することを、虫ケア用品を扱うメーカーの責任と考えて
います。2021年からは、世界中の人々を蚊媒介感染症か
ら守るためにオーストラリアのモナッシュ大学の研究者
た ち に よ っ て 設 立 さ れ た 国 際 非 営 利 団 体「World 
Mosquito Program（WMP）」がベトナムで行っている
デング熱防圧プログラムを支援しています。アース製薬
ベトナムの工場があるビンズオン州トゥザゥモッ地区で、
地域の人々と共にデング熱予防キャンペーンを展開しま
した。WMPは、ボルバキアと呼ばれる自然界に普遍的
に存在する安全な細菌を用いて、環境中の蚊の個体数を
減少させることなく、ネッタイシマカを媒介する感染症
の発生予防を推進しています。

アースグループのサステナビリティ

認定証

法人名

貴法人は、従業員の健康管理を経営的な
視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」
の取組が優良であると認められました
よって、ここに「健康経営優良法人 2022
（中小規模法人部門）」として認定します
経済産業省及び厚生労働省と共に、今後一層
取組を推進されることを期待いたします

（中小規模法人部門）

２０２２年３月９日

日本健康会議

22

株式会社バスクリン

102448

法人名

貴法人は、従業員の健康管理を経営的な
視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」
の取組が優良であると認められました
よって、ここに「健康経営優良法人 2022
（大規模法人部門（ホワイト 500））」として
認定します
経済産業省及び厚生労働省と共に、今後一層
取組を推進されることを期待いたします

２０２２年３月９日

日本健康会議

認定証
（大規模法人部門（ホワイト 500））

22004985

アース製薬株式会社

「健康経営優良法人」にアース製薬、
バスクリン、白元アースが認定されました

社員の心身の健康づくりを推進

アースグループでは、スポーツが生み出す感動、勇気、元気を社会に幅広く
届けたい想いから、スポーツの発展に向けたサポートを行っています。
アース製薬では、女子プロゴルフツアーの『アース・モンダミンカップ』を
2012年から開催しており、2023年の大会で第12回目を迎えます。
また、陸上競技では、長距離ランナーの新谷仁美選手とパフォーマンスパー
トナー契約を締結し、日々の疲労回復や競技力向上のサポートをしています。
さらに、国内プロサッカーでは、公益財団法人日本サッカー協会（JFA）が主
催のJリーグに加盟する「徳島ヴォルティス」のユニフォームスポンサーになっ
ています。国内女子プロサッカーにおいても、JFAと一般社団法人日本女子
プロサッカーリーグが主催のWEリーグに加盟する「INAC神戸レオネッサ」の
ユニフォームスポンサーとして応援しております。また、 女子アマチュアサッ
カーにおいて、一般社団法人日本女子サッカーリーグが主催のなでしこリー
グに所属する「ASハリマアルビオン」のユニフォームスポンサーとして応援し、
地域活性を目的としたイベントへ参加しています。
バスクリンでは、一般財団法人東京マラソン財団が主催する「東京マラソン」
に協賛し、入浴によるランナーのパフォーマンスアップを支援しています。
アースグループは、これからもアスリートのサポートだけでなく、スポーツ
の持続的な発展の一翼を担ってまいります。

スポーツを通じた社会貢献活動
スポーツの継続的な発展を支える

World Mosquito Programと
ベトナムでのデング熱予防事業を
実施しています

ワールドモスキートプログラム

国際非営利団体での虫媒介感染症対策

経済産業省と日本健康会議が共同で選ぶ「健康経営優良法人認定制度」は、特に優良
な健康経営を実践している大企業や中小企業などを顕彰する制度として2017年にス
タートしました。そして2022年度は、アース製薬は「健康経営優良法人 ホワイト500

（大規模法人部門）」、バスクリン、白元アースが「健康経営優良法人（中小規模法人部
門）」に認定されました。
アース製薬では2019年に「アース健康宣言」を制定して以降、社員の健康維持･増進
を促進してきたほか、柔軟な働き方をあと押しする各種人事制度の拡充、人間ドッ
ク受診･予防接種･感染症検査の助成などを行っています。
バスクリンでは社員のヘルスリテラシー向上を目標とし、入浴アドバイザーによる
健康入浴法の講義や産業医によるメンタルヘルスに関する講義などをオンラインで
配信しています。また、さまざまな健康に関する情報を発信し、社員の健康保持・
増進を推進しています。
白元アースでは健康宣言の下、20時完全退社やノー残業デーを設けるなど、長時間
労働削減に関する取り組みを含む働き方改革、メンタルヘルス、安全衛生の３つの
課題を中心に健康経営に取り組んでいます。
アースグループではこれからも、社員の健康管理の促進、意欲的に働ける職場環境
の整備など、心身の健康づくりを推進してまいります。

（上）アース製薬、（左下）バスクリン、
（右下）白元アースの認定証
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グループのあゆみ

1892年  大阪（難波）で創業
1925年  （株）木村製薬所を設立
1964年  アース製薬（株）に社名変更
1980年  アースケミカルタイランド　　  　　       
　　　　（株）（現 Earth(Thailand)
　　　　Co.,Ltd.）を設立
1990年  天津阿斯化学有限公司を設立
2005年  安速日用化学（蘇州）
　　　　有限公司を設立
2012年   （株）バスクリンを子会社化

2015年 試験法「カタラーゼ代替法」開発

2019年  製品の微生物汚染源の迅速推定システム
　　　　「酵母用検査キット」（MAYキット）を開発
2019年  環境衛生除菌消臭剤『BACT-1O2』発売

2022年  小動物AI検知サービス
「ペスクル」を開発

2016年  
彩都総合研究所〈T-CUBE〉を開設
上海安瞬環境工程有限公司を設立
Earth Environmental Service 

（Thailand）Co.,Ltd.を設立
ARS Environmental Service 

（Thailand） Co.,Ltd.を設立 
情報一元化システムESCOEVO開発

2017年
本社移転

2020年
『ぬくりん』発売

2021年
『ショットオン』
発売

2017年
アース・ペット（株）に社名変更 
ジョンソントレーディング（株）を合併
ペットフード工房（株）を設立して
子会社化

2018年  （株）ターキーを合併

2019年  
『愛⽝用アイスノン』
発売

2014年  
ニッケペットケ  ア（株）
を合併 

 2014年
 『ファーストチョイス』
 販売開始

2015年
『HERSバスラボ』
発売

2016年
『ノンスメル
清水香』発売

2017年 『スタイルメイト』 
シリーズ発売

2020年 
『ノンスメル清水香』
リニューアル発売

2018年
『Natural ミセス
ロイド』発売

2014年  
アースグループ
に参加

2014年 
本社移転

2014年  
『薬用入浴液』 発売
(通販）

2014年 
白元アース（株）
を設立して
子会社化

2015年
安斯（上海）管理
有限公司 （現 安斯

（上海）投資有限
公司）を設立

2019年 Earth Home Products
　　　   （Malaysia） Sdn.Bhd.を設立
　　　  アースヘルスケア（株）を設立

2022年
Earth Homecare Products
 （Philippines）, Inc.を設立

2021年
『おすだけアースレッド
無煙プッシュ』発売

2022年
『イヤな虫 ゼロデナイト』発売
『マモルーム』発売

2016年
ジョンソン 
トレーディング

（株）を
子会社化

2016年
『バスクリン 
くすり湯』
発売 (通販）

2017年
『インセント薬用毛髪
躍動』発売

2018年 
『バスクリンマルシェ』
発売

2019年 バスクリン最新年間売上金額
　　　  世界No.1として「ギネス世界記録®」に認定

2020年 『バスクリン』発売90周年
　　　　記念限定企画品発売

2021年
『メンズ美漢精
薬用フェイスケア』
発売（通販）

2022年
『バスクリン極みの湯』
発売

2017年
コーポレートロゴ、スローガン
を一新
A My Gia Joint Stock 
Company（現 Earth 
Corporation Vietnam）を
子会社化2016年 

『スッキーリ!』
発売

2015年
『温泡』発売

2019年
『ヘルパータスケ』発売

1893年  津村順天堂（現  （株）ツムラ）
　　　　を創業
1988年   （株）ツムラへ社名変更
2006年  ツムラ ライフサイエンス（株）
　　　　を設立（（株）ツムラから家庭
　　　　用品事業を承継し分社）
2008年  ツムラ ライフサイエンス（株）
　　　　がツムラグループから独立
2010年   （株）バスクリンに社名変更
2012年   アースグループに参加

1923年  鎌田商会を創業
1950年  （株）鎌田商会を設立
1972年  （株）白元に社名変更
2012年  白元日用品製造（深圳）
　　　　有限公司を設立

1973年  大塚ゾエコン
　　　　（現 アース・ペット（株））を設立
1989年  アース・バイオケミカル（株）
　　　　(現 アース・ペット（株）)に
　　　　社名変更
2008年   （株）ターキーを子会社化
2012年   ニッケペットケア（株）を
　　　　子会社化

1978年  アース環境サービス（株）を設立
2004年   北京阿斯環境工程有限公司を
　　　　設立
2013年  国際本部を開設

2014年 2016年2015年 2017年 2018年 2019年 2020年 2022年2021年1890 〜 2013年

2019年
栃木工場を新設

2019年  日商阿斯環境服務股份　
　　　　有限公司を設立

2018年  WEBラーニングサービス開始
捕虫器『LED641』開発

2020年  Earth Environmental Service Vietnam Co.,Ltd.を設立
2021年  教育訓練用CPCの設置

2022年  リアルソリューション（株）を
子会社化

2021年
『アイスノン
冷涼感マスク』
発売

202２年  『ミセスロイド』  
リニューアル発売

『ドライ＆ドライUP NECO』発売
『汗だしJUWA』発売
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Group Information

■アース・ペット株式会社

■アース環境サービス株式会社

【概要】
所 在 地 ●東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋2F
設　　立●1973年（昭和48）8月15日
資 本 金 ●4,000万円
従業員数●119名（2022年12月末現在）
事業内容●ペット用品、ペットフード等の製造、販売

【概要】
所 在 地 ●東京都中央区晴海4-7-4
　　　　　CROSS DOCK HARUMI 3A
設　　立●1978年（昭和53）5月10日
資 本 金 ●2億9,600万円
従業員数●996名（2022年12月末現在）
事業内容●工場、病院等の総合環境衛生管理サービス

【経営理念】
ペットと人の絆を大切に、心豊かな暮らしを実現する。

【役員】
取締役会長　　　　　川端 克宜
代表取締役社長　　　長田 俊之
代表取締役副社長　　伊東 勲

【Vision】
より豊かな未来へつながる「環境」形成に貢献する

【役員】
取締役会長　　　　　川端 克宜
取締役副会長　　　　松本 吉雄
代表取締役社長　　　田渕 徹
取締役　　　　　　　田中 範親

■アース製薬株式会社
【概要】
所 在 地 ●東京都千代田区神田司町2-12-1
創 　 業 ●1892年（明治25）4月1日
設　　立●1925年（大正14）8月26日
資 本 金 ●98億9,527万円
従業員数●1,352名（2022年12月末現在）
事業内容●医薬品、医薬部外品、医療用具、家庭用品等の
　　　　　製造、販売、輸出入

【経営理念】
生
いのち

命と暮らしに寄り添い、地球との共生を実現する。

【役員】
取締役会長　　　　　大塚 達也
代表取締役社長CEO　川端 克宜
取締役　　　　　　　降矢 良幸
取締役　　　　　　　川村 芳範
取締役　　　　　　　唐瀧 久明
取締役　　　　　　　社方 雄

社外取締役　田村 秀行
社外取締役　ハロルド・ジョージ・メイ
社外取締役　三上 直子
常勤監査役　村山 泰彦
社外監査役　高野 昭二
社外監査役　生川 友佳子

取締役　　　　　久保 康一
取締役　　　　　松本 圭史
常勤監査役　　　白鳥 暢哉
監査役（非常勤）　坂本 泰範

取締役　　　　　渡部 正彦
取締役　　　　　髙村 幸士
常勤監査役　　　生駒 幸之
監査役（非常勤）　坂本 泰範

取締役　　　　　佐野 裕志
取締役　　　　　藤本 秀史
監査役　　　　　坂本 泰範

取締役　　　　　原 佳行
監査役　　　　　中野 克浩
監査役（非常勤）　坂本 泰範

■Earth Corporation Vietnam ■Earth Home Products (Malaysia) 　
　 Sdn. Bhd.

■Earth Homecare Products
　 (Philippines) , Inc.

【概要】
所 在 地 ●Floor 18th, Block A, Viettel Tower, 
　　　　　285 Cach Mang
　　　　　Thang Tam Street, Ward 12th, District 10th, 　　　
　　　　　Hochiminh City, Vietnam
設　　立●2006年（平成18）6月28日
代　　表 ●ゼネラルディレクター　山内 豊
資 本 金 ●150億ベトナムドン
事業内容●住居用洗剤、芳香剤、虫ケア用品等の製造、販売

【概要】
所 在 地 ●A-8-02, Capital 1, Oasis Square, No.2, 
　　　　　Jalan PJU 1A/7A, Ara Damansara, 
　　　　　47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
設　　立●2019年（平成31）3月19日
代　　表 ●マネージングディレクター　岡田 将太郎
資 本 金 ●550万マレーシアリンギ
事業内容●虫ケア用品、家庭用品の販売、輸出入

【概要】
所 在 地 ●2105 Atlanta Centre, 31 Annapolis St., 
　　　　　Greenhills, San Juan City, 
　　　　　Metro Manila, Philippines
設　　立●2022年（令和4年）4月1日
代　　表 ●マネージングディレクター　髙城 浩行
資 本 金 ●1億6,150万ペソ
事業内容●虫ケア用品、家庭用品の輸出入、販売

■天津阿斯化学有限公司 ■安速日用化学（蘇州）有限公司
【概要】
所 在 地 ●中国天津市天津経済技術開発区西区新安路98号
設　　立●1990年（平成2）7月18日
代　　表 ●董事長　和田 正治
資 本 金 ●580万USドル
事業内容●虫ケア用品、家庭用品の製造、販売、輸出入

【概要】
所 在 地 ●中国江蘇省蘇州市高新区朝紅路418号
設　　立●2005年（平成17）5月20日
代　　表 ●董事長　和田 正治
資 本 金 ●1,000万USドル
事業内容●家庭用品の製造、販売、輸出入

■Earth（Thailand）Co., Ltd. ■安斯（上海）投資有限公司
【概要】
所 在 地 ●25 Bangkok Insurance/Y.W.C.A Bldg. 30th Fl.,
　　　　　South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, 
　　　　　Bangkok 10120 Thailand
設　　立●1980年（昭和55）5月21日
代　　表 ●プレジデント　佐藤 憲太郎
資 本 金 ●5億バーツ
事業内容●虫ケア用品、家庭用品の製造、販売、輸出入

【概要】
所 在 地 ●中国上海市長寧区遵義路100号 
　　　　　虹橋南豊城A楼908-909室
設　　立●2015年（平成27）6月3日
代　　表 ●董事長　和田 正治
資 本 金 ●1,780万USドル
事業内容●虫ケア用品、家庭用品等の販売

■株式会社バスクリン
【概要】
所 在 地 ●東京都千代田区九段北4-1-7 
　　　　　九段センタービル8F
設　　立●2008年（平成20）7月1日
資 本 金 ●3億円
従業員数●304名（2022年12月末現在）
事業内容●医薬部外品（入浴剤・育毛剤他）、化粧品、
　　　　　雑貨品等の製造、販売

【経営理念】
私たちは、自然との共生を原点として、身体と心と環境
の調和を図り、健やかで心地よい生活を提供します。

【役員】
取締役会長　　　　　川端 克宜
代表取締役社長　　　三枚堂 正悟
常務取締役　　　　　平田 照雅
取締役　　　　　　　小沢 聡

■白元アース株式会社
【概要】
所 在 地 ●東京都台東区東上野2-21-14 
設　　立●2014年（平成26）8月5日
資 本 金 ●3億円
従業員数●354名（2022年12月末現在）
事業内容●防虫剤、マスク、保冷剤、除湿剤、入浴剤等
　　　　　日用雑貨品の製造、販売

【経営理念】
熱意、創意、誠意をもって世界の人々の暮らしに
役立つ製品を開発・提供し、我が社にかかわる
全ての人々の幸せと社会の発展に貢献します。

【役員】
取締役会長　　　　　川端 克宜
代表取締役社長　　　吉村 一人
常務取締役　　　　　赤松 良浩
取締役　　　　　　　新見 隆信
取締役　　　　　　　浦上 裕次
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地球上すべての人々に必要とされる商品とサービスを提供し、
社会とともに持続的に発展･成長する。

それが、経営理念･アースポリシー･アースバリューに込めた私たちの意志です。
『Act For Life』という言葉は、生

いのち

命･生活（Life）に寄り添い、
安全で快適な生活に貢献する（Act）というお客様との約束を表しています。

【 経営理念 】

生
いのち

命と暮らしに寄り添い、
地球との共生を実現する。
We act to live in harmony with the Earth.

【アースポリシー 】
お客様目線による市場創造

熱意・創意・誠意

すぐやる・必ずやる・最後までやる

Creating a Market with customers

Passion・Innovation・Integrity

Momentum・Achievement

【アースバリュー 】
全員参画

コミュニケーション

人がすべて

One Earth

Open communication

Diversity
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　アース製薬は、間もなく設立より100年を迎えます。現代社会はめまぐるしく変化

していますが、歴史の歩みを振り返ると、主力商品である虫ケア用品の成長を維

持しながら、洗口液や入浴剤といった新規カテゴリーにも参入、アジアを中心とし

たグローバル展開を強化するなど、私たちはこれまでも数々の変化を乗り越えて

まいりました。その原動力は「お客様目線」を徹底的に追求する、という揺るぎない

信念です。未来への計画を念頭に置きながらも、お客様に寄り添うための選択な

らば、朝令暮改をいとわず挑戦する。そうした柔軟な発想と実行力を、これからも

大切にしていきたいと考えております。

　虫ケア用品で培った信頼を、すべての商品やサービス、ひいてはグループ全体

への信頼につなげながら、お客様の笑顔と地球との共生に貢献する企業である

ことを、これからも目指してまいります。

グループの強みを「人財」で伸ばし、地球企業へ。

アース環境サービス株式会社
代表取締役社長　

アース・ペット株式会社
代表取締役社長　

アース製薬株式会社
代表取締役社長CEO
兼 グループ各社取締役会長

株式会社バスクリン
代表取締役社長

白元アース株式会社
代表取締役社長

One  Earth
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