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PSケミカルリサイクル
Polystyrene Chemical Recycle

DICの資源リサイクル技術なら高品質にプラスチックを再資源化！
プラスチックSDGsの実現を可能にします

プラスチック軟包装のインキ脱離ソリューション【開発中】
Deinking process for plastic flexible packaging 【Under development】

プラスチック軟包装のマテリアルリサイクル拡大に貢献します
Contributes to the expansion of material recycling of flexible plastic packaging

Spectrasense™ ＆ Sicopal® サステナブルな未来に向けて近赤外線制御技術と意匠性を両立
Achieving both near-infrared control technology and design for a sustainable future.

DICスピルリナ
DIC Spirulina

CO2削減、サステナブルな生産環境負荷の少ない素材
CO2 Reduction, Sustainable Production, Environmentally Friendly Materials High Quality DIC Spirulina

DHA ORIGINS™-510 SDGsに対応したサステナブルで安心・安全な素材
Safe and Sustainable Ingredient Contributing to SDGs

新型CFRPプリプレグシート DICARBO® LF【開発品】【民生用】
New Type CFRP Prepreg sheet DICARBO® LF 【Under development】【For civilian use only, not for military use】

DICARBO® LFならCFRPの生産性を最大5倍に向上できます
With DICCARGO® LF, CFRP productivity can be increased up to 5 times.

ハイブリッド無機系抗ウイルス・抗菌剤 WILMISH® HPSシリーズ
Hybrid Inorganic Antiviral and Antibacterial Agent WILMISH® HPS series.

製品名 Products

バイオマス不飽和ポリエステル樹脂  サンドーマ® BUシリーズ
Biomass unsaturated polyester resin SUNDHOMA® series

有機・無機ハイブリッド型コーティング樹脂 セラネートシリーズ
Polysiloxane Acrylic Hybrid Resins Ceranate series

【持続的な美しさのご提案】塗るだけで防汚・抗劣化・高耐候を付与
Proposal for long-lasting beauty Just giving paints, you will get anti-fouling, anti-deterioration and high weather resistance.

バイオマス由来のFRP成形品を実現
For Biomass-derived FRP molding

反応性ホットメルト（RHM）タイフォース
Reactive Hot Melt TYFORCE

バイオマス由来のアクリル樹脂 アクリディックAU-7015-BIO, LA-9008-BIO
Biomass-derived acrylic resin Acrylic AU-7015-BIO, Acrylic LA-9008-BIO

GLOBINEX W-1810-BIO, W-1806-BIO/
MONOCIZER W-80-BIO, W-81-BIO
ポリサイザー® Exp.N-017 【開発品】 Exp.N-030 【開発品】
GLOBINEX® Exp.N-017/Exp.N-030

・ クリスボン ハイドランシリーズ  CRISVON HYDRAN series

・ バイオマスポリオール ポリライト®  Biomass Polyester Polyol POLYLITE®

ルクシディア高屈折率シリーズ CH-S-2092, CH-S-2093, CH-S-2145  
【開発品】LUXYDIR CH-S-2092, CH-S-2093, CH-S-2145, high refractive index series 【Prototype】

・ ハイドラン AP-201
     HYDRAN AP-201

・ ハイドラン HW-163
     HYDRAN HW-163

・ ハイドラン Exp.SC-106【開発品】
     HYDRAN Exp.SC-106【TBD】

・ ハイドラン Exp.DBQ-114 【開発品】
     HYDRAN Exp.DBQ-114【TBD】

DSAシリーズ ♯8800CH
DSA series ♯8800CH

DIFAREN® A7440Bio

DIFAREN® イージーピールシリーズ
DIFAREN® Easy-peel sealant film lineup

モノマテリアルバリアパッケージ（複層フィルム構成, 単層フィルム構成, 紙構成）
Mono-material barrier package (Multilayer film structure, Mono-web film structure , Paper structure )

DUALAM™

ULM

超ハイバリア性PEモノマテリアルソリューション
PE Monomaterial solution with ultra-high barrier function

展示パネル一覧 Exhibited Products
出展製品Webサイトはこちらへ→

Exhibits Website

CO2排出量削減・工程削減を実現する接着剤
Adhesives that reduce CO2 emissions and Processes

バイオマス由来のアクリル樹脂
Biomass acrylic series

植物由来原料を使用したバイオマス可塑剤
Bio-based plasticizers

抗ウイルス性能の長期化を、不活性剤だけで実現する
We realize the prolongation of the antivirus features performance life of your antivirus products only with our antivirus agent.

高い屈折率と無溶剤で塗工できる低粘度化を実現
Solvent-free UV-curable organic-inorganic hybrid dispersion with high refractive index and low viscosity

易解体両面テープでいい解体！両面テープによる易解体ソリューションをご提案致します
Easy disassembly solution with adhesive tape！Please suggest us how to do that.

植物由来原料を使用したラミネート基材用"梨地"フィルム
Substrate film with 20% plant-based material

従来のパッケージから置き換えることでリサイクル性の向上を後押しします
Replacing conventional packaging improves recyclability.

プラ使用量を削減し、かつ消費期限の延長に寄与するトップシール用シーラント
Sealant film contributing to reduce plastic use and extend shelflife

生産効率を50%上げられる新しい無溶剤接着剤
A new solventless adhesive that increases production efficiency by 50%

次世代接着剤技術低フリーモノマーイソシアネート
Next-generation adhesive

リサイクルできるモノマテリアル食品パッケージ用ラミネーションフィルム
Recyclable Monomaterial food packaging laminate film

生分解性樹脂製品の加工性を向上！バイオマス原料を使用した流動性改質剤
Biomass-based fluidity modifiers for improving processability of biodegradable resin products.

・高機能×CO2削減を実現するバイオマスウレタン樹脂
   Bio-based Polyurethane resins ~ High performance and reduce CO2 emissions ~

・バイオマス原料を使用した流動性改質剤
   Biomass Polyester

・フィルム基材と上塗り剤、金属蒸着、印刷層との高い密着性で食の安全性を高めることができる水性ウレタン樹脂

・オレフィンフィルムに耐熱性を付与し、ヒートシール時の収縮を抑制できる水性ウレタン樹脂

・オレフィンフィルムへの接着性と蒸着バリア性が向上するプライマー層を形成する水性ウレタン樹脂

・インキをフィルム基材から簡単に剥がせるプライマー層を形成する水性ウレタン樹脂

Water-based urethane resin that enhances food safety with high adhesion between film base material and the topcoat, metal deposition, and printing layers.

Water-based urethane resin that provides heat resistance to olefin film and reduces shrinkage during heat sealing.

Water-based urethane resin that forms a primer layer with improved adhesion to olefin film and deposition barrier properties.

Water-based polyurethane resin that forms a primer layer that allows ink to be easily removed from the film base material.

ソリューション展示 Solution

DIC's resource recycling technology enables high-quality plastic recycling! It enables the realization of the plastic SDGs



私たちは、持続可能な社会を見据えてマ－ケットとお客様のニーズに対応した製品ソリューションを提供し、彩りある
快適な社会づくりを目指しています。グリーン社会、デジタル社会、QOL社会に対して、サステナブルエネルギー領域、
ヘルスケア領域、スマートリビング領域、カラーサイエンス領域サステナブルパッケージ領域という５つの事業領域を
設定し、社会課題の解決に取り組んでいます。

という５つの手段を実現する様々な製品を組み合わせ、資源保全、資源循環、
CO2排出量削減など、直面する社会課題の解決に貢献していきます。
そして次の世代のために、持続可能な循環型社会の形成に積極的に
参画してまいります。
Combining a variety of products that achieve the five measures of Reuse, Reduce, Recycle, Renew and Redesign, we will 
contribute to solving environmental issues we face, such as resource conservation, resource recycling and reduction of CO2

emissions. And we will actively participate in creating a sustainable, recycling-oriented society for the next generation.

Looking ahead to a sustainable society, we aim to realize a colorful and comfortable society by providing product solutions that meet the needs of the market and customers.
We are working to solve social issues in five priority business areas called Sustainable energy, Healthcare, Smart living, Color science and Sustainable packaging that contribute to an increasingly green, 
digital and QOL-oriented societies.

DICグループの静脈活動への取組み DIC Group's Initiatives for the Circular Economy

ポリスチレンの完全循環型ケミカルリサイクル Circular recycling system for 
polystyrene employing chemical recycling
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ポリスチレン（PS）
完全循環型モデル

ケミカルリサイクルによる
ポリスチレンの主力工場で
あるDIC四日市工場（三重県）
に実証プラントを建設
A testing facility will be built at DIC’s Yokkaichi Plant, 
in Mie Prefecture, which is its principal polystyrene 
production facility.

スーパーマーケットなど
全国9,600か所の回収拠点で
使用済み容器を回収

●

Fine chemicals manufacturer DIC and food container manufacturer FP Corporation ( FPCO) are 
collaborating to implement a closedloop recycling system for polystyrene that employs chemical recycling.

食品容器メーカーのエフピコ社と協同して
ケミカルリサイクルによる
「ポリスチレンの完全循環」の取り組みを開始

●

This initiative seeks to enable the transformation of colored and / or patterned polystyrene containers, 
which to date could not be recycled into food containers, facilitating fully closed-loop recycling of 
all types of polystyrene products. 

従来は食品容器に再生できなかった「色柄付き容器」も
再生することができ完全循環を実現する計画

ケミカルリサイクルで
得た原料で生産する
ポリスチレンは、用途の
制限はなく再び食品
容器を生産可能

リサイクルポリスチレンは
バージンと同物性
The properties of recycled polystyrene are 
equivalent to those of virgin polystyrene.

Used food containers will be collected through a 
network of 9,600 collection centers located at 
supermarkets, among others, across Japan.

Polystyrene made with chemically 
recycled raw materials can be used 
again in food containers with no 
restrictions.

５つのＲ           で循環型社会の実現に挑戦します With the 5Rs, we challenge for 
realizing a Circular Economy

５つの重点事業領域に取り組んでいます Our Initiatives in Five Priority Business Areas
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洗浄と破砕によるインキ脱離ソリューション　De-inking  solution by washing and crushing

プラスチック軟包装
マテリアルリサイクルの課題
Issues in plastic flexible packaging material recycling

印刷された（インキを使用した）プラス
チック軟包装からの再生材料(ペレット)
は深緑などの濃色となります。
同材料からの再利用時には黒色着色と
なるため、再生用途が限られてしまい
ます。
Recycled materials (pellets) from printed (using ink) plastic flexible 
packaging will be dark green or other dark colors. When the same 
material is reused, it becomes black in color, which limits its recycling 
applications.

SolutionDICが独自開発したシステム「洗浄と破
砕によるインキ脱離ソリューション」（開
発中）が目指すのは、プラスチック軟包
装の色（インキ）をリサイクル工程で脱
離することです。再生品用途を広げ、プ
ラスチック軟包装マテリアルリサイクル
を拡大出来ます。
DIC's proprietary system "Ink Release Solution by Washing and 
Crushing" (under development) aims to remove the color (ink) 
from flexible plastic packaging during the recycling process. It 
expands the use of recycled products, and expands plastic 
flexible packaging material recycling.

インキ脱離
Ink release

再生利用再生利用
Recycling

再生利用再生利用
Recycling

リサイクル材料
（ペレット）

Recycled materials (Pellet)

Recycled materials (Pellet)

リサイクル材料
（ペレット）

ソリューションSolution

環境課題 資源問題
健康課題 人権課題 サイバー

攻撃 気候変動

様々な社会課題

ESGの取り組み強化

マテリアリティ

The DIC Way
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サステナブルエネルギー領域

REUSE, REDUCE, RENEW, RECYCLE, REDESIGN

Sustainable energy

ヘルスケア領域
Healthcare


