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曙の女神が夜明けの光を運ぶように、グローバルで洗練されたプロフェッショナルな人材が、
新しい商材・ビジネスを創造し、近未来の夢を現実に変えていく。
「ＧＳＩクレオス」には、そうした意味が込められています。

1955 年、米国・ニューヨークに現地
法人を設立。同社による婦人用靴下編機
の世界的メーカーとの代理店契約締結
を機に、工業製品分野へ進出しました。 

創立から90年を超える歴史の中で培ってきた
技術やノウハウを強みに、未来へと歩み続けます。

沿革

創始者である林大作※は、1931 年、
横浜市の地で「株式会社林大作商店」
を設立。米国への生糸・絹撚糸の輸出
を行う商社として事業を開始しました。

生糸輸出商として 
林大作商店を創立 

1931

物語をつむぐ
そして未来をつくる
私たちは、次代を創るビジネス・プロデューサーとして、

世界中からユニークな商材を調達、ときに自社の製品を生み出すことで、 
原糸から生分解性プラスチックや半導体まで、幅広い領域でそれらを手にする人びとの物語をつむいできました。

これからも変化する社会環境や生活者の意識とともに進化・成長し、

明るい未来の創造に貢献していきます。

創立70 周年を機に、社名をグンゼ産業株式
会社から、現在の株式会社ＧＳＩクレオスに
改称。この頃から国内外ネットワークの拡充
がより一層進みました。

ＧＳＩクレオス
の誕生

2001

私たちは、メーカーや工場などの様々なパートナーをつなぎ、新たなビジネスモデル

や付加価値を生み出していく「商社」としての役割をベースにしながら、一部の

ビジネスでは「メーカー機能」も兼ね備える、個性的な商社です。

「繊維」と「工業製品」の両分野で

様々な事業を展開。近年は、各

事業の強みをつなげながら、時代

のニーズに的確に応える商材や

サービスを提供しています。

創立 100周年に向けて、環境、生活・健康、
エネルギーの分野のビジネスを深耕・拡大
し、サステナブルな社会づくりに貢献して
いきます。

創立 100周年
に向けて

2031アイデンティティー

繊維と工業製品の「事業創造型」商社

事業紹介

グローバルで 創造する

新しい方向へと進める

曙の女神

洗練された

知性

＝GSI
GGlobal
SSophisticated
IIntelligence

＝Creos
CCrereate
RReoeorient
EEosos

工業製品分野
に参入

1950s

社名の由来

※大正期に日本一の年商を誇った大手総合商社
「鈴木商店」で、ニューヨーク支店長を務めた人物。

工業製品繊維



ここに注目！
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繊維業界の
川上から
川下までを網羅

糸の調達・加工から生地や製品の

開発・生産まで、一貫した「ものづく

りの体制」を有しています。素材の

提案力や優れた企画力・生産機能が

高く評価され、OEM・ODM事業が
拡大しています。

１
世界各国の
パートナーと連携し
多様なニーズに対応

1961年、日中友好商社に指定され、
いち早く中国とのビジネスをスタート。

今では世界中に約 1,800 社もの
パートナーを持ち、グループ拠点とも

連携しながら、お客様ごとに異なるニー

ズにきめ細やかに対応しています。

2
業界屈指の
技術・ノウハウと
スペシャリストを保有

90年を超える歴史の中で培ってきた、
素材加工などの技術力とノウハウは、

業界の中でも随一。また、鋭い感性

と豊富な専門知識が求められる繊維

業界において、社員一人ひとりが持つ

「人材力」も当社が誇る強みです。

3

３つの強み３つの強み

素材に関する豊富な知識と技術力で
高い付加価値を創出

原糸や繊維原料を輸出入・販売するほか、優れた技術力でそれらを加工し、機能性などの付加価値

を高めて多様なメーカーへ提案・提供しています。特に合繊素材の知識と情報を活かしたコンバート

技術（仮撚り・撚糸等）はお客様から高い評価をいただいており、独自の提案を実現する礎となって

います。近年は、撚糸技術を応用して医療用の着圧ソックス等を開発するほか、新たに植物由来や

生分解性の糸・生地の扱いを開始するなど、サステナブル関連事業にも注力。グループ各社や原糸

メーカーなどとの連携を深め、様々なニーズに応えています。

ファイバー

環境に配慮した素材へのニーズが高まる中、パートナー企業と連携しながら、廃棄物を再生利用した素材や生分解性

の素材などの普及に取り組んでいます。

トウモロコシ 廃棄ペットボトル 裁断くず
新しい糸・生地

環境に配慮した、リサイクル素材の扱いを拡大中
お客様のサステナブルなものづくりをバックアップ

繊維 創立より続くＧＳＩクレオスの原点、繊維事業。

機能性や環境配慮など、多様なニーズに応えながら、

繊維業界を広範囲にわたり力強く支えています。



ここに注目！
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素材の調達・加工に絶対的な強みを持つことから、素材力を活かして、高級ファンデーションをはじめ

とする各種インナー製品の生産や、それら製品の生地開発に取り組んでいます。当社が主に手掛ける

のは、誰もが知る国内大手ブランドのOEM・ODM。海外に多くの提携工場を有し、国内にも自社

縫製工場（日神工業株式会社／株式会社ソフィア）を構えているため、お客様のニーズに応じた製品

の生産が可能です。大手SPA（製造小売業）の高機能インナー製品の生地生産にも当社が携われる

のは、こうした生産背景や様々なノウハウを持つためです。

アパレル製品のOEM・ODMを中心に、生地の調達から縫製まで幅広く手掛けています。世界各地

に300を超える提携工場を持ち、高級品からカジュアルなものまでニーズごとに適切な生産体制を

構築。確かな品質の製品を提供し、国内の大手アパレルメーカーからも厚い信頼を得ています。取引

では対話を重視し、ニーズに沿った企画提案や素材提供を行うことで、アパレルメーカーと呼吸を合

わせたものづくりを行えることも当社の特長。また、国内の高品質生地を欧米の大手アパレルメーカー

に提案・供給するなど、合繊生地の輸出にも注力しています。

インナーアウター

OEM・ODMで培ったものづくりのノウハウを活かし、
レディースファッションの「Mashu Kashu」や、マスク・
歯ブラシなどの自社ブランドを展開。また、ECやTV
通販などダイレクトマーケティングを強化し、そこでの

知見をメーカーへの提案に活かすなど、事業の拡大と

進化に取り組んでいます。

自社ブランドを展開し
販売まで含めたノウハウを蓄積

グラマー向けランジェリー、ミセス向けインナー製品

や男性用クレープなど、ニッチ分野に特化した自社

ブランドを展開。繊維分野全般の知識、一貫したもの

づくり体制、そして多くのパートナーとの連携があるか

らこそ実現できる、ニーズやトレンドを汲んだこだわり

アイテムを発信しています。

こだわりの自社アイテムで
ニッチなニーズに応える

高い品質と機能性へのニーズに
圧倒的な素材力と充実した生産背景で対応

確かな生産体制と提案力で
大手ブランドからも厚い信頼を獲得

ミセス層をターゲットとする
レディスインナーブランド

グラマーな女性向けに特化した
ランジェリーブランド

ここに注目！



7 8

１ 3

３つの強み３つの強み

多くの電化製品や次世代デバイスに使われ、今や私たちの暮らしになくてはならない半導体（セミコン

ダクター）。ＧＳＩクレオスでは、半導体の製造に不可欠なシリコンウェハをはじめ、半導体製造に関連

する様々な部材や最先端装置の輸出入ならびにサービスを手掛けています。中国現地法人（科立欧思

科技（上海）有限公司）、米国現地法人（ＧＳＩアメリカ社）、そして当社の3拠点からなるグローバルな

サプライチェーンを活かし、急拡大する世界の半導体市場を支えています。

セミコンダクター

事業管理体制を一新し
より広範囲かつ安定的な供給を実現

半導体エレクトロニクス部は、世界的に高まる半導体

需要に応えるべく2021年に再編成された新しい部門
です。当社の半導体関連事業を集約するとともに、同部

を中心にグローバル戦略を一括する日米中の事業一元

管理体制も新たに構築。世界規模の連携力を活かし、

半導体関連商材の安定供給に貢献していきます。

ニッチな分野で
磨かれた
高い専門性

2 多彩な取引を実現する
グローバルネットワーク

豊富なサステナブル
商材で展開する
環境保全型ビジネス

ニーズを先取りしたニッチ分野にいち

早く取り組み、知識やノウハウを蓄える

ことで、他にはない専門性を培ってき

ました。それを活かし、新たな事業の

創造、ソリューション開発やメーカー

への様々な提案を行っています。

米州、欧州、中国、そして東南アジア

に広がった拠点との連携を高め、現地

のユニークな商材の発掘や、それら

商材のグローバル展開、また高品質な

日本製品の海外での普及に取り組ん

でいます。

ＧＳＩクレオスでは、20年以上前から
経営理念の一つに環境保全を掲げて

おり、生分解性プラスチック事業や

C02 排出量低減に向けた自動車の
軽量化事業など、多くの環境保全型

ビジネスを展開しています。

工業製品 繊維機械の扱いからスタートした工業製品事業。

今では、半導体、ホビー、美容や医療にまで活動

領域を広げ、グローバルに事業を展開しています。

半導体関連事業の半導体関連事業の
協業体制協業体制

急拡大する半導体需要に
グローバルなサプライチェーンで応える

中国

日本 米国

ここに注目！
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ＧＳＩクレオスで扱う化成品は、塗料・インキ・接着剤用原料などの「コーティング分野」と、フィルム

などの「プラスチック分野」に分けられます。コーティング分野では、各国の環境基準をクリアする商材

の扱いを増やすなど、他商社が進出しづらいニッチなビジネスを展開することで、グローバル市場に

おける独自ポジションを確立。プラスチック分野では、高い専門性を強みに、樹脂やパッケージフィルム

の加工・販売を行っており、近年は、環境保全に寄与する生分解性プラスチックや、食品ロスの低減

に貢献するバリアフィルムなどのサステナブル商材の普及に注力しています。

ケミカル

ナノテクノロジー

海外から日本へ、日本から海外へ
コーティング分野で世界の架け橋に

ユニークな原料（塗料・インキ・接着剤用）を世界から日本へ輸入するだけでなく、日本の優れた原料を

世界に向け積極的に輸出。各国の現地法人や当社の社員で構成される、コーティング分野のグローバルチーム

が主導となり、高品質な原料を世界に広める架け橋として活躍しています。

リサイクル樹脂 BioCor（バイオコア） Mater-Bi（マタビー）

過酷環境における優れた耐久性を活かし、砂漠

や沿岸部などに建つプラント（ボルト等）用の

塗料や、複合材および自動車用部材の添加剤に

応用。また、スピーカー振動板の充填材料への

展開や、燃料電池向けの開発を進めるなど、応用

範囲を広げています。

カーボンナノチューブ
「カルベール®」

燃料電池分野複合材分野塗料分野

高い専門性と環境配慮型商材の展開で
コーティング＆プラスチック業界をリード

次世代を担う材料として
様々な分野で実用化を推進
次世代のケミカル分野の柱の一つとすべく注力しているのが、ＧＳＩ
クレオスが独自展開するカーボンナノチューブ「カルベール ®」の
応用開発です。この材料は、高強度で、防錆性や導電性に優れた

性質を持つことなどから、過酷な環境にも耐えうる素材として様々な

分野で採用されています。当社では専門の開発センターを設置し、

産学官連携による用途開発を進めています。

欧州 アジア

東南アジア

オセアニア

南米

北米

中東
インド

地球にやさしい機能性プラスチックの普及に注力

ＧＳＩクレオスでは、材料調達から廃棄後までの一連のライフサイクルにおいて、環境視点を欠かしません。
リサイクル樹脂や植物由来成分配合の工業用防錆フィルム（BioCor）を扱うとともに、生分解性プラスチック
（Mater-Bi）の農業用途を中心とする多用途展開も進めています。

ここに注目！



GSIヨーロッパ社 GSIクレオス
自動車
鉄道車輌
建築構造物

プラスチックプロセス設備メーカー他

複合材計測・解析エンジニアリング 金型メーカー他

欧州 日本

金沢工業大学 ICC / ㈱ ICEM
軽量化ターゲット
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模型用塗料・工具 化粧品原料

各種設備・機械と材料を中心に、輸入販売やメンテナンス、さらには設計・開発を行っています。現在

特に注力しているのが、低炭素社会の実現に寄与する自動車の軽量化事業です。国内外の大手メー

カーや研究機関との連携体制の構築により、最先端のテクノロジーを取り入れた複合材成形（パーツ

製造）設備や材料・塗料の調達から、エンジニアリング、メンテナンスまでをワンストップで提供できる

のが大きな強み。CO2 排出量の低減に向けた取り組みを進めるお客様に、最適なソリューションを提供

しています。

世界各国の多種多様な化粧品原料を扱い、国内外の

化粧品メーカーへ販売しています。原料の提供にとど

まらず、当社のグローバルネットワークを活かして各地

のトレンドや市場情報を収集し、それらをメーカーや

パートナー企業へ提供。新たな化粧品開発をアシスト

するなど、お客様を力強くサポートしています。

高品質の模型用塗料やブラシなどのツールを販売する

「MR.HOBBY」は、世界 40ヶ国以上で愛用される

当社のオリジナルブランド。商社でありながらメーカー

機能も発揮する事業展開は、専門分野において豊富

な知見を持つＧＳＩクレオスならではの特長です。巣

ごもり消費をきっかけに模型市場が活気づき、国内外

で販売がさらに拡大しています。

マシナリー＆イクイップメントホビー＆ライフ

地球とからだにやさしい原料を供給
植物・海洋由来のナチュラル原料を中心に、サステナブル

原料を数多く展開しています。

女性に向けた
自社ブランドも
続々登場
クラフト用塗料・工具を扱

う「Classy'n Dressy」や、
ネイル用商材を展開する

「CON’CELECT」を新たに
スタート。化粧品原料分野

の知見も活かして、新領域

に挑戦しています。

設備、材料、エンジニアリングまで
先端技術・サービスをワンストップで提供

自社ブランドを通じて
趣味を楽しむ人たちを応援

バラエティに富んだ原料と
世界の最新市場情報を提供

欧州・日本企業および国内大学との産学連携により、軽量化を実現する炭素繊維強化プラスチック（CFRP）等
の開発をワンストップで担うサービスを開始。自動車をはじめとする多くの社会インフラなどに応用していきます。

低炭素社会の実現に向け、産学協働で軽量化ソリューションを開発

ここに注目！ ここに注目！ ここに注目！

GSI Creos & Mr.HOBBY ロゴデータ
保存形式 ： イラストレーター8.0J
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ナノテクノロジー関連
プラントなどの
長寿命化に貢献

当社のカーボンナノチューブを用いて

開発した防錆塗料が、中東の石油・

ガスプラントで採用されるなど、過酷

環境にある構造物の長寿命化に寄与

しています。

メディカル繊維商材
医療分野での
取り組みを強化

パートナー企業との協業により、医療

用弾性タイツ・サポーターやそれらの

素材の扱いを増やすなど、繊維事業

においても医療分野での取り組みを

強化しています。

人工透析関連
南米の透析治療を
充実化

高性能の日本製透析機器を南米で

普及させています。また、ブラジルで

現地企業との共同出資により透析

クリニックを開設するなど、南米の

透析治療を充実させています。

生分解性プラスチック
プラスチックごみの
削減を推進

欧州などで豊富な採用実績を持つ、

生分解性プラスチック（Mater-Bi）
の普及に注力しています。この取り組み

により、プラスチックごみの削減推進

をさらに加速させます。

サステナブルなものづくりを
素材面からサポート

リサイクル素材（裁断くずを再利用し

た素材等）や生分解性素材などの扱

いを増やしています。また、染色に水

を極力使用しない素材も供給し、サス

テナブルなものづくりを支えています。

サステナブル繊維素材

有機太陽電池向け材料
高品質な材料を供給、
有機太陽電池の普及に貢献

有機太陽電池は、次世代を担う再生

エネルギーとして注目を集めています。

同電池の普及を図るべく、高品質な

高分子材料を供給しています。

サステナビリティ

私たちは、
すべての「ひと」「もの」「環境」が
共生する未来を目指しています。

自動車軽量化

CO2 排出量の
低減に貢献

自動車の軽量化に取り組むお客様に、

産学連携により先端技術・サービスを

提供し、CO2 排出量の低減に寄与し
ています。

生活・健康

エネルギー

エネルギー 環境

環境

環境

当社は、2001年に社名とともに一新した企業理念の中で「環境保全への取り組みの強化」を掲げ、いち早く環境

に配慮した企業活動を行ってきました。近年は、環境、生活・健康、エネルギーの分野でSDGs達成に資する事業

を深耕・拡大することにより、すべての「ひと」「もの」「環境」が共生する未来を目指しています。

生活・健康



本社

大阪支店

日本橋営業所

元赤坂事務所

北陸営業所

福岡営業所

ナノカーボン
開発センター
（NCDC）
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アジア

ＧＳＩ香港社
ＧＳＩ香港社・バンコク事務所
ＧＳＩ香港社・ハノイ事務所
ＧＳＩ香港社・ベトナム事務所（ハイズオン）
ＧＳＩタイランド社（バンコク）
ＧＳＩインドネシア社（ジャカルタ）
ＧＳＩ韓国社（ソウル）

アジア（中国エリア）

ＧＳＩ中国社（上海）
ＧＳＩ中国社・北京分公司
ＧＳＩ中国社・平湖分公司
ＧＳＩ中国社・青島分公司
科立欧思科技（上海）有限公司

ＧＳＩ深圳社
平湖科立思紡織有限公司

北京吉思愛針織有限公司

国内外の事業拠点との連携を深め、
グループとして力を発揮することで、
人びとの新たな物語をつむいでいます。

グループスローガン

ネットワーク

海外拠点 国内拠点 

欧州

ＧＳＩヨーロッパ社
（デュッセルドルフ）

各グループ拠点の住所等の
情報は、当社コーポレート
サイトをご覧ください。

中国エリア

北米

ＧＳＩホールディング社
（ニューヨーク）

ＧＳＩアメリカ社
（ニューヨーク）

ＧＳＩアメリカ社・
シカゴ事務所

ＧＳＩアメリカ社・
ヒューストン事務所

ＧＳＩアメリカ社・
ロサンゼルス事務所

国内関係会社

株式会社セントラル科学貿易

株式会社ジーマーク

株式会社オフィス・メイト

株式会社いずみ

ＧＳＩマルロンテックス株式会社
株式会社クレオスアパレル  
株式会社ＧＳＩアブロス
日神工業株式会社

但馬合繊株式会社

株式会社ソフィア

桜物産株式会社

国内

本社

大阪支店

日本橋営業所

元赤坂事務所

北陸営業所

福岡営業所

ナノカーボン開発センター（NCDC）

南米

ＧＳＩブラジル社（サンパウロ）
ＧＳＩブラジル社・サンロケ支店

（2022 年 12月 20日現在）

関東エリア
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代表取締役　社長執行役員

Tadaaki  Yoshinaga

パーパス・企業理念 社長挨拶

商号 株式会社ＧＳＩクレオス
本社 東京都港区芝 3-8-2
設立年月日  1931 年 10月31日　
資本金 71 億 86百万円
上場市場 東京証券取引所 プライム市場
　　　　　　　　　　（証券コード：8101）

会社概要（2022 年 12月20日現在）

連結売上高  1,118 億 29百万円（2022 年 3月期）
連結従業員数 624 名（2022 年 3月31日現在）
拠点 国内 7ヶ所 海外 23ヶ所
連結子会社 国内 8 社 海外 8 社　

会社組織のために

私たちは、個人の役割と成果責任を明確にし

て権限を委譲し、自律する強い組織をつくる

ことで、市場に直結した判断と迅速な決定を

可能にし、環境の変化にダイナミックに適応する

経営を実行します。

取引先とともに

私たちは、最良のパートナーを求めるとともに、

自らも選ばれるための要件を満たし続けて、市

場合理性にもとづく対等な関係を保つことで、

常に学習し高め合う創造的な経営を実行します。

社員とともに

私たちは、ＧＳＩクレオスを共に創るプロフェッ
ショナル人材の開発に投資をおしまず、社員一

人ひとりが、発揮した能力と意欲に応じて喜び

と誇りを享受しながら、企業価値の創造に参

画できる経営を実行します。

地球環境のために

私たちは、私たちの推進する事業活動の一環

として環境保全に取り組むことで、より多くの

人や組織とともに地球環境保全活動へ参加する

経営を実行します。

株主とともに

6つの柱を掲げて事業活動に取り組んでいます。

私たちは、安定的に企業価値を高め続けること

が、株主への最大の貢献であると考え、企業

価値の増大に資する事業活動に専心し、株主

に対するオープンかつインタラクティブな経営

を実行します。

経営理念

私たちの存在意義は、新たな価値を発見し、社会的な価値へと結晶させることにあります。

私たちは、次代の生活品質を追求するビジネス・プロデューサーとして、

独自にして公益にかなう最高水準のサービスを創造し、

ＧＳＩクレオスと価値を共創するすべての当事者の幸せを実現します。

存在理念

市場とともに

私たちは、私たちの確信する価値観にもとづ

いて、世界中から最高のリソースを見出し、挑戦

的にビジネスを展開し、生活者の期待を創り、

期待に応える経営を実行します。

ＧＳＩクレオスにとって、
取引先は共に成長する
パートナーであります。

ＧＳＩクレオスにとって、
人的資本こそが企業価値を
創造する源泉であります。

ＧＳＩクレオスにとって、
株主は永続的な成長と発展の
柱石であります。

ＧＳＩクレオスにとって、
会社組織は、個の感性と叡智を結集し、
最大限に高め合う器であります。

ＧＳＩクレオスにとって、
地球環境の保全は、
生活の場に対する信実であります。

ＧＳＩクレオスにとって、
市場とは、価値観を共有する
生活者であります。

　1931 年の創立以来、私たちはそれぞれの時代のニーズに応えるべく、各種糸・生地、インナー・

アウター製品、機械、化成品、ホビー商材、半導体関連商材やカーボンナノチューブなど、取り扱い

商材を大きく拡大させてきました。その間培った、国内外に広がる充実したネットワーク、繊維事業に

おける素材加工・縫製のノウハウ、工業製品事業における専門性の高い技術・知識や先端事業開発

ノウハウなどは、私たちの大きな強みとなっています。

　世界は「サステナブルな社会の実現」へと大きく舵を切っています。その中で、私たちはこれらの強み

を融合させ新たな優位性を生み出し、グループ企業間の連携をより一層深めながら、SDGsの達成に

資する「環境」「生活・健康」「エネルギー」分野の事業を深耕・拡大します。これによりESG経営を

推進し、企業価値のさらなる向上を図ってまいります。

　私たちは、「次代の生活品質を追求するビジネス・

プロデューサー」として、価値を共創するすべての当事者

の信頼と期待に応え、その幸せの実現を図ります。

　私たちの考えるビジネス・プロデュースとは、グローバル

なネットワークを駆使して世界中から価値あるものを

発見、あるいは新たな価値を創造し、独自の視点で検証を

重ねながら、国内外で社会的価値のあるビジネスモデル

を構築していく行為にほかなりません。私たちは常に、その

先にある「次代の豊かさ」「人びとの笑顔」「地球環境の

保全」に想いを馳せ、自らも進化と成長を続けながら、

一つひとつの事業の創出に丁寧に取り組んでいます。

ＧＳＩクレオスは、サステナブルな社会の実現に向けて、
進化と成長を続けるビジネス・プロデューサーです。

次代を創る
次代の生活品質を高める　事業の創造者として

人びとの幸せを実現する

パーパス


