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「エコロッカ」という名に込めた想い
「エコロッカ」という名称は、「エコロジー」とアマゾン川で海の満潮時に

水が逆流する現象「ポロロッカ」を組み合わせた造語です。その名前には、

「水が流れを遡るように、廃材を再び製品へ循環させたい」という、私たち

エア・ウォーターのWPCに賭ける強い想いが込められています。



産業ガス

創業者精神と誇りを持って
空気、水、地球、そして
人にかかわる事業の創造と発展に
英知を結集する ̶ エア・ウォーターグループ経営理念

社　　　名 エア・ウォーター・エコロッカ株式会社

設　　　立 2014年8月

資　本　金 90百万円

役　　　員 代表取締役社長 渡邊　和哉

取締役 田畑　敏秋

取締役 中山　孝男

取締役相談役 諏訪　晉一

従 業 員 数 52名

事 業 内 容 木材・プラスチック・金属等の複合材をはじめとする

建築・土木資材等の製造、販売及び設計施工

本社所在地 〒381-0102　長野市若穂保科３４４０番地９

2003年4月  （株）エア・ウォーター・リビングにて浴室壁材（エコリアル）の製造開始

2003年7月  エコ・ロッカ事業部発足

2004年3月  エクステリア材発売開始

2005年4月  エコマーク取得

2007年4月  茨城県リサイクル製品認定　取得

2008年10月  長野工場へ移転

2010年2月  信州リサイクル製品認定　取得

2010年3月  ＪＩＳ認定取得

2011年8月  福岡県リサイクル製品認定　取得

2012年12月  愛知県リサイクル資材評価制度　取得

2014年10月  エア・ウォーター・エコロッカ（株）　発足

2015年10月  大阪府リサイクル製品認定　取得

2015年10月  建設業許可　取得

2017年4月 DK-2020V　新仕様デッキ発売開始

産業ガスの総合サプライヤーとして、
ものづくりや暮らしのニーズにお応えします。
ガス製造やプラントエンジニアリング、輸送・貯槽などの高度なガス関連技術を有し、

酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス、水素、ヘリウムなどの多様な産業ガスを、お客様に

合わせた最適な供給方法で、安全かつ安定的に届けています。

ケミカル

社会のあらゆるシーンで求められる
ケミカル製品を提供しています。
製鉄所のコークス炉ガスやコールタールを原料に付加価値の高い化学製品を製造・販

売するコールケミカル事業と、有機化合物やタール蒸留品を原料に、長年培った合成

化学技術を活用し、医・農薬中間体や電子材料などの製品を国内外で製造・販売する

ファインケミカル事業で、社会や暮らしに貢献しています。

大型オンサイト
プラント

高効率小型液化酸素・
窒素製造装置「VSU」

ガス精製
プラント

ファイン
ケミカル工場
（中国）

医療

医療用ガスから設備・機器・サービスまで、
「総合ソリューション」で進化する医療現場を支えています。
全国の供給ネットワークを通して、患者様の生命を守る医療用ガスを安定供給すると

ともに、病院設備の設計施工、医療機器の輸入販売、SPDや受託滅菌・メンテナンス

をはじめとする医療サービスから在宅医療・福祉介護まで、ワンストップで、医療の現

場を支える幅広い事業を展開しています。

エネルギー

LPガスを中心に、地域に密着した
生活ソリューションビジネスを展開しています。
北海道から東日本・中日本にかけて展開しているLPガスや灯油などの家庭用・産業用

の燃料エネルギー供給サービスは、「ハローガス」ブランドとして親しまれています。

また、エネルギーソリューションとして、LNGの輸送・貯槽機器、LPガス仕様の移動電

源車、バイオマス・石炭混焼発電など、独自技術による新提案にも取り組んでいます。

ハローガス
球形タンク
（二次基地）

ハイブリッド
給湯暖房システム（VIVIDO）

手術室
ショールーム

医療用在宅
酸素濃縮器

野菜をベースに生産から流通・加工・販売まで、
食のバリューチェーンで六次産業を構築します。
国産生ハムを中心とする高級志向のハム・デリカと高鮮度・高品質の素材系冷凍食品

の製造・販売、青果物の生産、流通・加工、販売、果実・野菜飲料や宅配飲料水の製造・

販売など、自社で一貫して展開し、革新的な食のバリューチェーンを構築しています。

太陽光
利用型
野菜工場

その他（海水、物流など）農業・食品

「ねずみの集団経営」を支える独自製品・独自技術で
グループ展開の幅を拡大しています。
エア・ウォーターは、主要5セグメントに加え、海水事業や物流事業をはじめ、さまざま

な特長ある事業によって構成される複合事業体です。各々が持つ独自の技術・製品・

サービスによって、より一層グループ総合力を高めています。

一般
家庭用塩

シャーシ
輸送

Corporate

飲料
製造ライン

会社概要 会社沿革

医療用在宅
酸素濃縮器

地球環境との共生を目指して、循環型社会の深化にイノベーションで応えるエア・ウォーターグループ。

身近な生活から産業・社会インフラに至る多彩なフィールドで、豊かな未来づくりに貢献しています。

エア・ウォーター・エコロッカ株式会社は、その中にあって、人工再生木材などのエコ素材事業を担当しています。

弊社の人工再生木材・エコロッカ事業は、２００３年の事業開始以来、

環境負荷の低減と独自の機能性をテーマとして追求し続け、

その結果、国内各地のエコ製品認定の取得、「遮熱」「静電防止」「チョーキング防止」「耐水」といった

ハイグレード機能の標準仕様化や金属材料との一体成型化などを実現して高いご評価を頂戴しています。

今後も、これまで以上に幅広く自由でスピーディーな事業運営を行い、

より高度にお客様のご要望にお応えすると共に、

さらなる市場の拡大に向けたグローバルな展開も目指してまいりますので、

皆様のご支援とご指導を心よりお願い申し上げます。

ごあいさつ

エア・ウォーター・エコロッカ株式会社

代表取締役社長　渡邊　和哉

エア・ウォーターグループは、さまざまな事業を通して社会課題の解決に努めています。
未利用資源や廃棄物の有効利用、省エネルギーなど、社会課題の解決に積極的に取り組んでいます。

エア・ウォーターグループは環境と地域に貢献する事業を展開します

21
2015年 環境・社会報告書より抜粋



廃木材・廃プラスチックを
原料に生まれる
「エコロッカ」

「エコロッカ」は

資源循環社会（リサイクル）の構築に

貢献しています

原料
原料は100%リサイクル
未利用資源です

廃木材［木質系原料］

粉砕

コンパウンド（混合物）

廃プラスチック［プラスチック系原料］

食品トレイやペットボトル
などの容器包装材
再生プラスチック

各地から搬入された廃木材と再生プラスチックを
さらに破砕・粉砕し、ミクロン単位の微細なペレットに

ペレット状になった木材と
プラスチック原料を混合

成形（製品化）
木材・プラスチック複合材「エコロッカ」
デッキ材・2層構造デッキ材等

利用
エクステリアデッキ、
バルコニー、ベンチ等

熱可塑性プラスチック※

木材・プラスチック複合材「エコロッカ」

粉砕 再利用

「エコロッカ」は、何度でも製品としてリサイクルできます

建築解体廃木材
間伐材・剪定した枝
家具製造工場から発生する端材等

木材とプラスチックと
の混合比を変えること
で、さまざまな性質を
持った木材・プラスチッ
ク複合材（WPC）を作
ることができます

循環型社会へ、
豊かな可能性を秘めた新素材。
廃棄物として発生した「木材」と「プラスチック」を原料にして生まれる新素材、

それが「木材・プラスチック複合材（WPC:Wood Plastic Composites）」です。

WPCは、リサイクル原料を使用しているだけでなく、それ自体が何度でもリサイクル可能な環境配慮型新素材。

木材とプラスチック双方の優れた特質を兼ね備えているので、エクステリアやインテリア材料などの多方面で使用されています。

「エコロッカ」は、主にデッキ材、エクステリア材として、さまざまな場所で利用されています。

デッキ施工例 ルーバー施工例 ウォール施工例

広がる「エコロッカ」の用途

木材・プラスチック複合材（WPC）

特長

木の風合いを再現した
高品位の素材

木質を混合し、柔らかな木の風合

いを実現しました。原料調達・受入

検査から製造工程管理、完成品の

出荷検査に至るまで、品質管理に

は万全を期しております。

小さなお子様も
安心

トゲ・ささくれが発生しませんので、

素肌や衣服を傷つけることがあり

ません。小さなお子様がいらっしゃ

るご家庭でも、ペットを飼われてい

るご家庭でも、安心してご使用いた

だけます。

長期にわたる
品質の安定性

シロアリや腐朽菌を寄せ付けず、

耐候性・耐久性に優れていますの

で、長期に於いて美観を保ち心地

よくお使いいただけます。通常のホ

コリや土などで汚れた場合は、デッ

キブラシなどで簡単に洗い流すこ

とができ、乾きも早く衛生的です。

高い遮熱性・
耐紫外線特性

絶え間なく降りそそぐ紫外線は、建

造物外観の寿命を短縮させる原因

のひとつになっています。この問題

を解決するために、デッキ材表面を

2層構造にする方法をとり、劣化特

性を改善しました。さらに耐紫外線

特性を改善し、夏季の表面温度上

昇を抑制する機能を付加しました。

標準仕様で
静電気対策を付加
標準仕様として静電気対策仕様を

追加しました。独自の導電剤処方に

よって冬季の乾燥期でも、静電気

の発生と不快な放電現象が抑制さ

れます。

エコロッカの優れた環境品質が評価され、環境JISをはじめ公的機関より各種認定を受けています。

公的機関に認められた環境品質

Product

3 4

大阪府認定
リサイクル製品

東京都港区 みなとモデル
二酸化炭素固定認証制度登録商品

再生材料を利用した
建築用製品認定

茨城県リサイクル
建設資材

福岡県認定
リサイクル商品

愛知県リサイクル資材
評価制度（あいくる）認定

日本工業規格認定

信州リサイクル
製品認定



木材を使った住宅部材・設備の生産には、

端材などの廃棄物が大量に発生します。こ

の廃木材を利用してWPCを生産すること

のできる長野プラントは、住宅部材・設備業

界全体のゼロ・エミッションに、有効なソ

リューションを提案することができます。

住宅部材・設備工場の
ゼロ・エミッションに貢献

エア・ウォーター・エコロッカ株式会社は、

社団法人「日本建材・住宅設備産業協会」

の「木材・プラスチック再生複合材普及部

会」のメンバーとして、WPCの普及に向け

た活動に参画しています。また、長野プラ

ント独自でも地元の普及活動に取り組んで

います。

WPCの理解・普及へ
向けた取り組み

Factory

カーボンフットプリントとは、直訳すると

「炭素の足跡」。つまり「どこ」で「どれだ

け」CO2が排出されたかを「見える化」す

る取り組みで、現在、国をあげてその制度

の運用が進んでいます。長野プラントで

も、その導入に向けた取り組みを始めてい

ます。

カーボンフット
プリントへの取り組み

長野プラントは、蓄積した技術を活かし、ま

た、需要家の皆様からのご要望に応えなが

ら、新しい「エコロッカ」（WPC）製品の開

発にも積極的に取り組んでいます。これま

で、耐久性・耐候性に優れ、更に遮熱性能

を兼ね備えた2層構造デッキ材を開発する

など、WPCの新たな可能性開発に確かな

実績を残しています。

新製品の研究開発

豊かな自然に抱かれた
「エコロッカ長野プラント」。

長野県の北部、近くには千曲川が流れ、背後には緑豊かな山々が連なる高台に、エコロッカ事業の拠点「エコロッカ 長野プラント」があります。

本プラントは、環境配慮型の建築素材として注目を集める「木材・プラスチック複合材（WPC）」の国内最大級の生産能力を誇り、

その製品は全国各地に出荷されています。

循環型社会に貢献するWPCの未来がここから広がっています。

用　　途 木材・プラスチック再生複合材　製造工場

製　　品 ［エクステリア用］デッキ・フェンス・ルーバー・外装化粧材

［インテリア用］居室・水廻り壁材

［その他］木材代替品・発泡成形品

敷地面積 6,543m2

延床面積 3,951m2

住　　所 〒381-0102 長野県長野市若穂保科3440-9

 Tel.026-282-0033 Fax.026-282-0011

 http://www.awi.co.jp/ecoroca/

2003年 水戸市にエコロッカ工場新設

2008年 長野市に工場移転

長野プラント概要

粉砕工程

造粒工程

成形工程

加工工程

製造能力

製造プラント概要／長野工場

2系列

3系列

9ライン

2系列

3500t/Y

長野プラントは、工場の「ゼロ・エミッション」化や「カーボンフットプリント制度」の導入へ向けた活動に積極的に取り組んでいます。
WPCの新たな可能性を拓く研究開発や、WPCの理解・普及を促進する活動にも力を注いでいます。

環境に優しい工場を目指して

原料となる廃木材には、建物解体時に出る廃材（柱材・梁材等）や木

材加工工場からでる端材などが利用されます。搬入された廃木材

は、まず破砕機によって粗破砕を行います。その後、金属や小石な

どの異物を選別・除去し、さらに段階的に粉砕することにより木粉化

します。最終的には木粉の粒度を300ミクロン程度に揃えます。木

粉は水分がなくなるまで乾燥され、木粉タンクに貯蔵されます。

原料となる再生プラスチックには、工場内廃棄物（樹脂成型工程

から発生する端材等）や一般廃棄物（食品容器などに利用された

樹脂等）が利用されます。フレコンバックに集められ搬入された再

生プラスチックは、異物等を取り除いた後、粉砕機にかけられ、最

終的には10mm以下にまで細かく粉砕されて樹脂タンクに貯蔵

されます。

アグロメ化あるいはペレット化した木材とプラ

スチックのコンパウンド（混合物）を、押出成形

機により溶融し高圧力で成形を行います。金

型の形状によって多種多様な製品形状を造る

ことが可能です。その後、表層成形機により表

面の性能を向上させる加工を行います。

成形された製品は、所定通りの外観（木目加

工）や寸法、断面形状に仕上がっているかどう

か、反りや曲がり等がないかどうか厳しく検査

されます。検査に合格した製品は梱包され、多

用途に活躍する「木材・プラスチック複合材」

として出荷されます。

廃木材の粉砕 成形

再生プラスチックの粉砕

造粒とは粉砕した廃木材と再生プラスチック

を所定の比率で加熱混合し、成形前の中間原

料（コンパウンド）を作る工程です。アグロメ

造粒では、木粉と細かく粉砕した樹脂をすり

つぶしてアグロメ形状とします。この時、最終

製品に応じて顔料なども加えられます。

細かく粉砕した廃木材と再生プラスチックを

成形機で混合・溶融し、ビーズ状のペレット

（コンパウンド）を作ります。製品を成形する

際は、このペレットを再度混合・溶融すること

により、木材とプラスチックが均質に混ざり合

い、安定した品質に仕上がります。

アグロメ造粒

ペレット造粒 検査・梱包

木材粉砕

樹脂粉砕

計量

アグロメ受入 粗破砕 1次／2次粉砕

木粉タンク

受入 粉砕

ミキサー加熱混合

ペレット

成形樹脂タンク

冷却

出荷納品成形機 表層成形機 検査・梱包

JIS認定工場

「エコロッカ 長野プラント」は、「木材・プラスチック複合材（WPC）」の一貫製造工場です。
各地から集まる廃木材・再生プラスチックを原料に、高品質の「エコロッカ」製品を生産して全国へ出荷しています。

原料粉砕から完成品までの一貫製造ライン
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「エコロッカ 長野プラント」は、上信越自動車道の長野IC及び須坂長野東ICから約

10kmの場所に位置しています。そのためトラック輸送による原料の搬入、製品の

出荷に適しています。製品の一大消費地である首都圏への近さも魅力。WPCの生

産拠点として機能しています。

首都圏に近く、輸送の便に優れた好立地

工場近郊からの北信五岳（写真提供：信州・長野県観光協会）

飯綱山
（1917ｍ）

戸隠山
（1904ｍ）

黒姫山
（2054ｍ）

妙高山
（2446ｍ）

斑尾山
（1391ｍ）


