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私たちは、あふれる冒険家精神と時代の先端を担う商社活動をもって、新しい価値の創造に貢献します。
Creating value and leading the times through trading activities shaped by our pioneering spirit.
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エア･ブラウン株式会社は、英国にルーツを持つ専門商社として、65年余の
歴史の中で、化学、医薬、自動車、エレクトロニクス、航空宇宙、バイオテクノ
ロジー産業の最先端に関わってきました。
そして、創業以来、国内外のメーカーや商社とのパートナーシップを築き
上げ、その信頼関係による相互利益を実現する経済環境づくりに取り組ん
できました。

また、“冒険家精神とたゆまぬ質の追求を通して新しい価値を創造する”を
旗印に「Think Quality & Create Value」という企業理念を掲げ、それを
具体化するキーワードとして〈スピリッツ〉〈リレーション〉〈マネジメント〉

〈タレント&プロダクツ〉という４つの指標をもとに事業展開を行っています。
これらの指標は、人と人との出会いを出発点として、優れた商品・技術・情報・
サービス等の提供を通じ、ビジネスそのもののクォリティを高める原動力と
なっています。

そして、今、高度化・多様化するユーザーのニーズに的確にお応えする
ために、商品提供はもとより創造性ある提案力を備えて、次代を拓く新しい
ビジネス環境を求め、大いなる挑戦を続けています。

Originating in the UK, AR Brown has over 65 years of involvement in the 
chemical, pharmaceutical, automobile, aerospace, biotechnology, and other 
leading industries.
We have built trust-based partnerships with manufacturers and trading companies 
in Japan and overseas, creating a mutually beneficial, thriving economic 
environment.
Our company motto ‘Think Quality & Create Value’ represents our desire 
to create value through our pioneering spirit and by striving for unparalleled 
quality, specifically in terms of developing new business founded on “Spirit”, 
“Relationships”, “Management”, and “Talent & Products”. From this perspective, 
we endeavor to enhance the quality of all our business activities by providing 
superior products, technology, information and services. Our relationships with 
our customers and suppliers are at the foundation of all that we do.
To respond to our customers’ requirements for sophisticated and diversified 
products, we are continuously working to develop next-generation business 
opportunities and to supply ever-more creative proposals and products.
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Profile
商品･情報収集にフレキシブルに対応できる組織を形成しています。
Organizational flexibility to adapt to new technology and information.

様 な々情報、知識を結集して、
技術･サービス･商品開発の
一歩先を見つめています。

The latest information and expertise 
keeps us one step ahead of changes 
in technology, services, and product 
development.

EXTENSIVE BUSINESS NETWORK
Distribution contracts with various 
suppliers worldwide enable us to provide 
our customers with the same level of 
technical information and knowledge as 
supplied by manufacturers.
Our unique products and technology 
unfailingly meet our customers’ 
increasingly sophisticated requirements.

EXPERT SERVICE
Close interdepartmental communication 
allows us to provide comprehensive 
expertise, and data gathered from different 
specialist fields, as well as consulting 
services for innovative product proposals.

TECHNICAL SERVICES
In addition to supplying materials and 
products, we can conduct testing and 
data analysis to identify issues, propose 
solutions, meet technological needs, and 
offer ideas during product development.

HIGH STANDARDS
Many of our customers are working 
toward global expansion. In order to 
share the values of safety and reliability, 
we are acquiring various licenses, 
thereby demonstrating the importance 
of international standards, and enacting 
behavioral policies based in management 
theory.

LOGISTICS NETWORK
The long-term relationships we have 
established with manufacturers and 
other trading companies enable us to 
maintain our reputation for stable supply. 
By streamlining and optimizing our 
entire distribution system, we can achieve 
improved delivery times and cost efficiency.

CSR
Corporate Social Responsibility is 
an important management issue. In order 
to contribute positively to the sustainable 
development of both society and business, 
we continuously strive to fulfill our 
responsibilities regarding the environment, 
product quality, health and safety, 
compliance, and risk management.

Advanced Service

会社概要
設 立 昭和45 年4 月（創業　昭和24 年3 月）
資本金  7 千万円
年 商 110億円（2021度実績）
役 員

株 式 発行済株式の総数 112,500 株
株主数

事 務 所

主要 取
引銀 行

三菱UFJ 銀行　　　京橋
三井住友銀行　　　日比谷
みずほ銀行 銀座中央

関 連
会 社

上海布朗商行有限公司
住 所 上海市长宁区长宁路1018号2014室　200050

TEL　 (+86)21-6278-8780　
FAX　 (+86)21-6278-8781
董事長　島田 浩貴

AR BROWN (THAILAND) Co., Ltd.
住 所 Unit 1708, 17th floor, Sathorn Square Office Tower,

98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok, 
10500, Thailand
TEL　(+66)2-116-5588
FAX　(+66)2-116-5590
取締役社長　矢口 和明

OUTLINE
Founded April 1970 (Inaugurated in March, 1949)
Capital
Annual Sales
Directors

¥70 Million
¥11.0 billion (Fiscal Year 2021)

Number of Employees 107(as of March 31,2022 
Number of outstanding shares 112,500
Number of Stockholders 12

Offices

Main Banks

Affiliates

Head Office
Ginza Mitsui Building, 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, 
Tokyo 104-0061
TEL (+81)3-3543-8831    FAX (+81)3-3543-8865

Osaka Branch
Grand Front Osaka Tower B 16F, 3-1 Ofukacho, Kita-ku,
Osaka530-0011
TEL (+81) 6-7739-7110    FAX (+81) 6-7739-7115

Nagoya Branch
NBF NAGOYA HIROKOJI Bldg, 2-3-6, Sakae, Naka-ku, Nagoya 
460-0008 
TEL (+81)52-211-2206    FAX (+81)52-211-2235

Science & Technology Institute
8-2, Minamirokugo 1-chome, Ota-ku
Tokyo 144-0045
TEL  (+81)3-5480-7291    FAX  (+81)3-5480-7292

MUFG Bank,Ltd., Kyobashi Branch
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Hibiya Branch
Mizuho Bank. Ltd., Ginza-chuo Branch

AR BROWN (Shanghai) Co., Ltd.
Room 2014, No.1018,Changning Road,
Changning District,Shanghai,200050,CHINA
TEL (+86)21-6278-8780    FAX(+86)21-6278-8781 
Representative Director: Hirotaka Shimada

AR BROWN (THAILAND) Co., Ltd.
Unit 1708, 17th floor, Sathorn Square Office Tower,
98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok, 10500, Thailand 
TEL (+66)2-116-5588    FAX (+66)2-116-5590
Managing Director: Kazuaki Yaguchi

ARBROWN India Trading Private Limited
3rd Floor DLF Building No.9-A DLF Cyber City, 
Phase- Ⅲ,Gurgaon(Gurugram) Haryana 122002 INDIA
TEL +91-(0)124-4545-027    FAX+91-(0)124-4545-001 
Representative: Michihiro Tatsuoka
Board of Directors: Hirotaka Shimada

AR BROWN KOREA Co., Ltd.
Mecenatpolis Mall #228, Yanghwa-Rd 45, Mapo-ku, Seoul Korea 04036
 TEL (+82)2-336-8555    FAX(+82)2-336-8554 
Representative: Michihiro Tatsuoka
Board of Directors: Hirotaka Shimada
CEO: Sebastian, Yoon Young Kim

ARBROWN India Trading Pvt., Ltd.
住 所 3rd Floor DLF Building No.9-A DLF Cyber City,

Phase- Ⅲ,Gurgaon(Gurugram) Haryana 122002 INDIA 
TEL　+91-(0)124-4545-027
FAX　+91-(0)124-4545-001
代　表　立岡 道広
取締役　島田 浩貴

AR BROWN KOREA Co., Ltd.
住 所 Mecenatpolis Mall #228, Yanghwa-Rd 45, Mapo-ku, Seoul Korea 04036

TEL　+82-2-336-8555
FAX　+82-2-336-8554
代　表　立岡 道広
取締役　島田 浩貴
現地社長　Sebastian, Yoon Young Kim

■Organization

取締役会
Board of Directors

管理部門
Managing

品質管理室
quality management Office

法務室
Legal & Compliance Office

営業部門
Sales

海外事業部門
Overseas Operations

株主総会
Meeting Stockholders

科学技術研究所
Science & Technology Institute

精密化学品部
Fine Chemicals Dept.

機能化学品部
Performance Chemicals Dept.

電子機器部
Test & Measurement Dept.

ライフサイエンス部
Life Science Dept.

ヒューベット部
Huvet Dept.

企画管理部
Planning Management Dept.

総務情報システム部
General Information System Dept.

AR Brown (SHANGHAI)

AR Brown (THAILAND)

AR Brown India Trading

AR BROWN Korea

社長
President

電子材料部
Electronics Materials Dept.

ビジネスネットワーク
世界の様々なメーカーとの代理店契約によって、メー
カーと同等の技術情報、技術力を提供します。個性
的な商品や技術をラインアップして、難易度の高い
お客様のニーズに素早くお応えします。

エキスパートサービス
社内各部署間のリレーションにより、それぞれの
専門分野で培ったノウハウやデータベースの提供や
革新的な商品提案のコンサルティングを行います。

テクニカルサービス
商品・材料の提供にとどまらず、各種依頼試験の
実施やデータの分析による課題の抽出と解決の
提案、また、新商品開発のための技術供与や様々な
アイディアの提供を行います。

高いスタンダード
グローバルに事業を展開されるお客様と高度な安
全性と信頼性という価値観を共有するために国際的
な標準規格を重視して各種ライセンスの取得を推進
するほか、経営理念に基づく行動指針を制定し実行
しています。

ロジステイックネットワーク
各メーカー、商社との長年の信頼関係によって、安定
した商品の提供を可能にしています。さらに、流通
システムの合理化、流通手段の最適化により、納期
の短縮とコストセーブを実現します。

CSR 体制
企業の社会的責任は経営の重要課題であり、社会
と企業の持続的発展に寄与するために、環境、品質、
安全、コンプライアンス、リスクマネジメントにおいて
CSR 経営の確立と実行に力を注いでいます。

代表取締役社長
常務取締役
取締役

監査役

立岡 道広
島田 浩貴 
岡田 政喜 
川口 敦司 
清水 一史 
宮崎 宏重 

従 業 員    107名（2022年3月31日現在）

Michihiro Tatsuoka, President
Hirotaka Shimada, Managing Director
Masaki Okada, Director
Atsushi Kawaguchi, Director
Hitoshi Shimizu, Director
Hiroshige Miyazaki, Auditor

本　　　　社

大  阪  支  店

名 古 屋 支 店

科学技術研究所

12 名

東京都中央区銀座 8-13-1 銀座三井ビルディング
〒104-0061 TEL 03-3543-8831 代表
FAX 03-3543-8865

大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーB 16F
〒530-0011 TEL 06-7739-7110 代表
FAX 06-7739-7115

名古屋市中区栄 2-3-6 NBF 名古屋広小路ビル
〒460-0008 TEL 052-211-2206 代表
FAX 052-211-2235

東京都大田区南六郷一丁目8番2号
〒144-0045 TEL 03-5480-7291 代表
FAX 03-5480-7292
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世界と日本をつなぐ専門商社として、さまざまな企業とのパートナーシップを育　んでいます。	
Forming a bridge between Japan and the rest of the world through partnerships with various international companies.

当社は、創業以来65年以上にわたり、国内外に
おける多くの優良企業とのパートナーシップを
育み、専門商社としての立場から、個性的商品
の日本国内への紹介や多数の共同プロジェクト
で成果をあげ、着 と々その評価を高めています。
そして、世界のトップ企業や技術集約型のベン
チャー企業などと共に、常に”可能性”を先取り
したビジネスを追求しています。	
また、これらの企業との信頼によって培われた
代理店契約というパートナーシップを誇りと財
産にして、ユーザーの様々な個性的で高度な
ニーズに、当社ならではの豊富な商品・専門的技
術で応えています。

During	more	than	65	years	as	a	specialized	
trading	company,	AR	Brown	has	developed	
lasting	relationships	with	organizations	
both	in	and	outside	Japan,	facilitating	the	
introduction	of	unique	products	into	the	
Japanese	market	and	various	successful	joint	
projects.
Together	with	the	world's	most	prestigious	
industries,	technological	venture	companies,	
and	other	organizations,	we	continuously	
seek	to	realize	new	business	possibilities.	
Built	on	trust,	our	distributor	partnerships	
with	these	organizations	are	our	most	
valuable	assets,	allowing	us	to	provide	our	
customers	the	most	sophisticated	products,	
individualized	services	and	complete	
technological	assistance.

歩行者予防安全試験システムメーカー Chase Corporation 100% 出資のHumiSeal 製造メーカー 医薬中間体、キラル化合物メーカー
4ACTIVE SYSTEMS GMBH HUMISEAL EUROPE LTD. REUTER CHEMISCHE APPARATEBAU KG
ナノダイヤモンド、CARBON NITRIDE メーカー 世界唯一の2nd Generation Track-Etched Membrane メーカー ナノパウダー・ナノ分散スラリーメーカー
CARBODEON LTD.,OY IT4IP S.A. TECNAN
理化学用器材メーカー 回転信号転送器メーカー ナノパウダー合成装置メーカー
DECON LABORATORIES, INC. JORDIL TECHNIC SÀRL TETHIS S.R.L
タイヤ試験・計測機メーカー パーソナルケア用オリーブ由来多機能原料メーカー 回転変動解析装置
DUFOURNIER TECHNOLOGIES KALICHEM ITALIA S.R.L. VISPIRON ROTEC GMBH
総合試験装置メーカー ランダム落下試験メーカー ハロゲン化芳香族化合物の専用メーカー
ENVIRONMENTAL EQUIPMENTS LTD. KONEPAJA-HEINÄ OY WYCHEM LTD.
ステンレススティール表面処理サービス 超音波藻類制御装置メーカー 液体シンチレーション計測用バイアルメーカー
EXPANITE A/S LG SONIC B.V. ZINSSER ANALYTIC GMBH
塗料・インキ、コーティング剤用樹脂・架橋剤（アミノ樹脂・イソシアネート）メーカー 母乳成分分析装置
GALSTAFF MULTIRESINE S.P.A MIRIS AB
タイヤプロファイル計測機メーカー バイオ及び有機合成医農薬中間体・原薬メーカー
GL MESS TECHNIK GMBH NOVASEP

分子間相互作用装置、簡易型ゲル撮影装置メーカー 工業用ビデオスコープ（内視鏡）メーカー 電子部品用アッセンブリー材料メーカー
ANT TECHNOLOGY CO. MEDICAL INTUBATION TECHNOLOGY CORP. SUNSTAR SINGAPORE PTE. LTD.
殺菌剤、ホスホン酸メーカー c-chip、セルカウンターメーカー 医薬品原薬メーカー
AQUAPHARM CHEMICALS PVT. LTD. NANOENTEK INC. SYN-TECH CHEM. & PHARM. CO., LTD.
DNA フラグメントアナライザーメーカー 世界最大級のエポキシ樹脂メーカー サプライチェーンコーディネータ
BIOPTIC, INC. NAN YA PLASTICS CORP. TRANS LOGISTICS SOLUTIONS LTD.
パーソナルケア用マイクロカプセル原料メーカー 輻射放熱塗料コート ヒートシンクメーカー 食添、外原規グレード精製グリセリンメーカー
CHONGQING PELLETS TECHNIQUE & TRADE CO., LTD. NECSIM CO., LTD. VANCE BIOENERGY SDN BHD

メタセシス処方を活用した天然由来洗浄剤及び油系増粘剤メーカー 塗料、インク、コーティング剤用添加剤メーカー 医薬品取扱商社
ELEVANCE RENEWABLE SCIENCES SINGAPORE PTE. LTD. PATCHAM (FZC) WOOSHIN LABOTTACH CO., LTD.

コーティング材、洗浄剤販売会社 高級顔料メーカー
KOREAN DISTRIBUTORS INTERNATIONALS, INC. PIDILITE INDUSTRIES LTD. 

顔料、接着剤、ポリマー、農薬の化学メーカー 研究用チューブラック、ボックスメーカー
MALLAK SPECIALTIES PVT. LTD. SLP LIFE SIENCE,INC
簡易型ドライバス、日本製商品販売協力会社 医薬製剤、医農薬中間体・原薬メーカー
MEDCLUB SCIENTIFIC CO. STRIDES SHASUN LIMITED.

ＴＭＢ溶液・ＥＬＩＺＡ用試薬メーカー
SCYTEK LABORATORIES INC.
抗体安定化･ブロッキング剤メーカー
SURMODICS, INC.
フィルム式圧力分布計測システムメーカー
TEKSCAN, INC.
100 年以上の歴史を持つ有数のガラスメーカー
WHEATON INDUSTRIES INC.
接着剤メーカー
ZYMET INC.  

ダイヤモンドフィルム、ウエハー、AMF プローブメーカー
ADVANCED DIAMOND TECNOLOGIES, INC.
植物病害検査キットの世界No.1 のリーダーカンパニー
AGDIA, INC.
カスタムＤＮＡ、ＢＡＣライブラリー構築、シーケンス解析受託メーカー
AMPLICON EXPRESS
ＮＡＳＡ開発の世界でスタンダード化された衝撃試験機メーカー
BENCHMARK ELECTRONICS, INC.
世界でも有数の電子デバイス内部のゴミ探知システムの専門メーカー
B&W ENGINEERING CORP.
HumiSeal ブランドのコンフォーマルコーティング材メーカー
CHASE CORP. 

加速度センサー＆計測器の専門メーカー
COLUMBIA RESEARCH LABS., INC.
世界No.１のシェアーを持つ蛍光顔料メーカー
DAY-GLO COLOR CORP.
樹脂溶解剤メーカー
DYNALOY INC.
インパルスハンマー、加速度センサー等の各種トランスデューサー専門メーカー
DYTRAN INSTRUMENTS INC.
各種電子材料販売会社
ELLSWORTH ADHESIVES
分子生物学研究試薬 & キットの開発メーカー
EPICENTRE BIOTECHNOLOGIES
テフロンコーティングスライドガラスメーカー
ERIE SCIENTIFIC COMPANY

ゲルパッドメーカー
RESIN DESIGNS, LLC

Partnership

USA

Asia

Europe
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OVERSEAS NETWORKOVERSEAS NETWORK

レーザー穿孔、精子運動解析システムメーカー
HAMILTON THORNE, INC.
軽量コンパクトな輸送環境データレコーダメーカー
INSTRUMENTED SENSOR TECHNOLOGY INC.
ポリマーエマルジョンメーカー
INTERPOLYMER CORP.
水位・水質溶存酸素測定器メーカー
IN-SITU INC.
ロケット推進薬用添加剤メーカー
ISLAND PYROCHEMICAL INDUSTRIES CORP.
スチレン系熱可塑性エラストマー及びパインケミカルの世界のトップメーカー
KRATON COOPERATION
衝撃・落下試験機メーカー
L.A.B. EQUIPMENT, INC.

超小型加振器メーカー
LABWORKS INC.
水質検査装置、試薬メーカー
LAMOTTE CO.
滅菌効果の確認用バイオロジカルインジケーターメーカー
MESA LABORATORIES, INC.
標準菌株メーカー
MICRO BIOLOGICS, INC.
バクテリア・天然毒・農薬検査キットメーカー
NEOGEN CORP.
コーティング材塗布装置メーカー
NORDSON ASYMTEK
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各産業界の先端分野に高品質な商品提供を行っています。	
Supplying high-quality products to the high-tech fields of various industries.

Products

電子材料
機能化学品
精密化学品
試験・計測装置
環境関連　

（省エネ・水関連・工業用）
ナノテクノロジー
医療
バイオテクノロジー

■ELECTRONICS MATERIALS
■PERFORMANCE CHEMICALS
■FINE CHEMICALS
■TEST & MEASUREMENT EQUIPMENT
■ENVIROMENTAL PRODUCTS
　（ENERGY-SAVING, WATER-RELATED, INDUSTRIAL USE）
■NANOTECHNOLOGY
■MEDICAL DIAGNOSTIC SYSTEM
■BIOTECHNOLOGY

Total	solutions
Our	Electronics	Materials	Department	
specializes	in	materials	including	silicone,	
epoxy,	and	polyurethane	resins;	conformal	
coatings	(HumiSeal®);	and	industrial	
cleaning	solvents.
We	provide	a	one-stop	solution	to	the	needs	
of	an	increasingly	diverse	and	sophisticated	
electronics	market	through	our	extensive	
product	line-up.	These	products	include	
cleaning	systems;	conformal	coating	
equipment;	and	dispensing	equipment	for	
silicone,	epoxy,	and	polyurethane	resins,	
alongside	an	expanded	product	range	of	
die	attach	adhesives;	underfills;	hotmelt-
molding	resins;	over-mold	materials;	thermal	
management	materials;	encapsulants	for	
LED	packaging;	optical	materials;	and	
antifouling	materials.

トータルソリューションの提供
電子材料部門では、シリコーン樹脂、エポキシ
樹脂、ポリウレタン樹脂、コンフォーマルコーティ
ング材（HumiSeal®）、産業用洗浄剤などを
ラインナップしています。
日々多様化、高度化するエレクトロニクス市場
ニーズに答えるため、ダイアタッチ、アンダーフィ
ル材、ホットメルトモールド材、オーバーモール
ド材、放熱材、LEDパッケージ用封止材、光学
材料、防汚材と商品バリエーションの拡張に
取り組んでいると同時に、コンフォーマルコー
ティング材の塗布装置、シリコーン樹脂・エポキシ
樹脂・ポリウレタン樹脂用定量吐出装置、洗浄
装置もラインナップしてトータルソリューション
のご提案・ご提供を行っています。

シリコーン樹脂
エポキシ樹脂
ポリウレタン樹脂
コンフォーマルコーティング材
各種洗浄剤
(水系、準水系、新フッ素系、炭化水素系、塩素系)
ダイアタッチ
アンダーフィル材
ホットメルトモールド材料
オーバーモールド材
放熱材( 放熱グリース、放熱接着剤、放熱シート) 
放熱フィラー( 窒化アルミ)
輻射放熱コーティング材
輻射放熱ヒートシンク
LED パッケージ用封止材
光学材料・防汚材( チタニアハイコート) 
フォーマルコーティング材の塗布装置
ディスペンサー
洗浄装置

Silicone resins
Epoxy resins
Polyurethane resins
Conformal coatings
Industrial cleaning solvents
(aqueous, semi-aqueous, new fluorinated,
hydrocarbon, and chlorinated)
Die attach adhesives
Underfills
Hotmelt-molding resins
Over-mold materials
Thermal management materials 
(greases, adhesives, and fabricated sheets)
Thermally conductive fillers (aluminum nitride)
Heat radiation coatings
Radiation heat sinks
Encapsulants for LED packaging
Optical materials / Antifouling materials 
(titania highcoat)
Conformal coating equipment
Dispensing equipment
Cleaning systems

■ELECTRONICS MATERIALS

電子材料

価値創造への挑戦
機能化学品部門では、化学品中間原料、パーソ
ナルケア原材料、ゴム・タイヤ配合剤、塗料・イン
キ添加剤、粘接着剤原料や合成樹脂・フィルム
添加剤等を中心に様々な市場ニーズにお応え
するための各種商品を取り揃えています。欧米
やアジア各国のメーカーをはじめとする多彩な
グローバル企業とのネットワークを通じて、先端
技術に基づくユニークかつ高機能、そして安全
性の高い商品をご提供します。また、これら国
内外のネットワークを生かし、ご要望に応じた
サービスを提供し、お客様の価値創造に貢献し
ます。

カスタムメイドサービスのご提供
精密化学品部門では、産業領域を横断する
新技術と新素材が開く次世代マーケットを見据
えて挑戦しています。医農薬、ファインケミカル、
食の安全市場に、欧米をはじめとした世界の専
門的なメーカーとの密接なネットワークにより、
先端技術に基づく個性豊かな商品群の提供だ
けでなく、カスタムメイド、ライセンスなどのコー
ディネーションを可能にしています。また、含有
特定化学物質の監視など環境保護の推進、
品質規格、GHS 対応を含めた(M)SDS 管理、
更に適用法令・規制の遵守を徹底することで
より高い信頼性と安全性を求める世界の潮流
への対応を進めています。

Value	creation
Our	Performance	Chemicals	Department	
offers	a	complete	product	line-up	to	meet	
varied	market	needs,	including	chemical	
intermediates;	raw	materials	for	personal	
care	products;	raw	materials	for	rubber	
and	auto-tire;	additives	for	coating	and	
ink;	raw	materials	for	tackifier	and	
adhesive;	and	additives	for	synthesis	resin	
and	film.	Diverse	partnerships	with	global	
companies	including	manufacturers	in	the	
US	and	across	Asia	enable	us	to	provide	
safe,	unique,	high-performance	products	
developed	using	cutting-edge	technology.	
Furthermore,	by	leveraging	our	domestic	
and	international	network,	we	can	deliver	
services	that	create	value	while	meeting	
all	of	our	customers’	requirements.

Custom	manufacturing	services
Our	Fine	Chemicals	Department	is	
positioning	itself	to	compete	in	next-
generation	markets	that	cut	across	
traditional	industry	boundaries	and	
rely	on	new	technologies	and	advanced	
materials.	We	have	a	close	network	of	
distinguished	manufacturers	around	
the	world,	including	Europe	and	the	US,	
enabling	us	to	coordinate	services	such	
as	custom	manufacturing	and	licensing	
for	the	agro	and	pharmaceutical,	fine	
chemical,	food	safety,	and	other	markets	
while	delivering	specialized	products	
created	using	cutting-edge	technology.	
In	response	to	global	calls	for	increased	
reliability	and	safety,	we	strive	to	uphold	
product	quality	standards	and	applicable	
laws,	regulations	and	standards;	ensure	
GHS-compliant	(M)SDS	management;	and	
protect	the	environment	through	activities	
such	as	monitoring	regulated	chemical	
substances.

■PERFORMANCE CHEMICALS

■FINE CHEMICALS

化学品中間原料
ゴム・タイヤ原料・配合剤
塗料・インキ添加剤・ドライヤー
パーソナルケア原材料
粘接着剤原材料
合成樹脂・フィルム添加剤
特殊顔料

ジェネリック医薬品
受託製造
医農薬原薬・中間体
高薬理活性化合　
キラル分割、精製
バイオ技術による受託製造

　　ウイルス、ワクチン
　　コンジュゲート、抗体
　　プロテイン　

宇宙ロケット推進薬用原料
航空機向けエポキシ樹脂硬化剤
植物病害、ウイルス検査試薬
青果物・食品中の残留農薬検査キット
生乳の品質向上のための検査試薬キット

Chemical intermediates
Raw materials for rubber and auto-tire
Additives and dryer for coating and ink
Raw materials for personal care products
Raw materials for tackifier and adhesive
Additives for synthesis resin and film
Special pigments

Generic pharmaceuticals
Custom synthesis 
Agro and pharmaceutical API and     
intermediates 
High potency API
Chiral separation and purification
Custom biotechnology manufacturing

    Viruses and vaccines
    Antibodies and conjugates
    Proteins

Additives for aerospace rocket propellant
Hardening agents for aircraft epoxy resins 
Plant disease and virus diagnostics
Residual pesticide test kits for fruit, 
vegetable and processed foods
Reagent kits and testing equipment for 
quality inspection of raw milk

機能化学品

精密化学品
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■TEST & MEASUREMENT
EQUIPMENT

試験・計測装置
先端技術、製品を世界中から
電子機器部門では、エレクトロニクス、半導体、
自動車、航空宇宙などの産業分野において、
振動、衝撃試験をはじめとする各種信頼性試
験装置や計測解析機器を取扱い、60 年以上に
及ぶ実績とノウハウを基に製品の品質・信頼性
向上に貢献しています。
自動車の安全向上に欠かせない予防安全分野
において、ＡＥＢ評価システムとして開発された
各種試験装置を提供しています。特に歩行者ダ
ミーは、Euro	NCAP仕様に準拠した世界中で
認められているシステムです。　自動車開発で
は、燃焼エンジンの信頼性、ノイズ、燃費を向上
させる為の回転変動やエンジン燃焼時のカムリ
フト量を計測解析する装置を提供しています。
提供しているセンサーは、面圧測定用接触式
センサー、小型高温或いは超小型アンプ内蔵
式加速度センサー等があり、様々な用途で
使用されています。特に面圧測定用接触式
センサーは広範な形状、サイズ、分解能を有し
ており、自動車をはじめとするトランスポーテー
ション分野における様々な圧力分布計測に貢
献しています。
パッケージ＆ロジステクスの研究開発では
欠かせない落下試験機、各種輸送環境計測用
レコーダーを取り揃え、半導体関連では、電気
デバイスの電気特性検査に採用されている
デバイス検査システムなどもラインナップして
います。
専門商社としての機能を活かし、国内外の先端
技術情報をいちはやくキャッチし、優れた性能
と高い信頼性のある商品を提供すると共に、
ユーザーの広範囲なニーズに応えています。
装置の提供にとどまらず最新の技術情報の
紹介、独自の商品開発等ユーザーの充分な満足
を得られるよう積極的なチャレンジを続ける
ことにより、国内外のお客様から高い評価を
得ています。

Globally	sourced	products	and	
cutting-edge	technology
Our	Test	&	Measurement	Department	
supports	multiple	industries	including	the	
electronics,	semiconductor,	automobile,	and	
aerospace	fields.	We	supply	reliability	test	
equipment	for	vibration	and	shock	and	
other	testing,	as	well	as	a	range	of	analysis	
systems.	With	a	track	record	spanning	
over	60	years,	we	are	experts	in	providing	
enhanced	product	quality	and	reliability.
In	the	field	of	active	safety	systems,	vital	
for	improving	vehicle	safety,	we	offer	test	
equipment	designed	for	the	AEB	System
sensors.	Adopted	by	Euro	NCAP,	this	
system	is	globally	regarded,	particularly	
with	respect	to	pedestrian	dummies.	In	the	
fields	of	vehicle	developments,	we	supply	
rotational	vibration	analyzers	to	help	to	
improve	the	reliability,	noise,	and	fuel	
consumption	of	combustion	engines,	and	
sensors	for	measuring	and	analysis	cam	lift	
at	the	time	of	combustion.	
Our	comprehensive	line-up	of	sensors	
covers	a	wide	range	of	applications	and	
includes	miniature	high-temperature	and	
ultra-miniature	IEPE	accelerometers.	Our	
pressure	mapping	tactile	sensors	come	in	
a	particularly	extensive	range	of	shapes,	
sizes,	and	resolutions	and	are	widely	
used	for	various	pressure	distribution	
measurements	in	vehicles	and	throughout	
the	transportation	industry.	We	also	handle	
testing	systems,	including	recorders	for	
monitoring	environmental	conditions	
during	transport	and	drop	testing	systems	
that	are	indispensable	for	packaging	and	
logistics	R&D;	semiconductor	products	for	
device	inspection	systems	used	to	inspect	
the	electrical	characteristics	of	electrical	
devices.
As	a	specialized	trading	company,	we	have	
access	to	cutting-edge	technology	as	soon	
as	it	becomes	available	on	domestic	and	
international	markets,	enabling	us	to	deliver	
high-performance,	reliable	products	while	
ensuring	complete	customer	satisfaction.
Our	services	are	not	limited	to	simply	
providing	our	customers	with	the	products	
they	need.	We	constantly	strive	to	deliver	
added	value	by	providing	the	latest	
technological	information	and	engaging	
in	independent	product	development.	
Our	positive	customer	reviews	speak	for	
themselves.

試験・解析装置
半導体関連装置用
カーエレエレクトロニクス用
輸送包装物流用
自動車衝突（予防）安全用
パワートレーン用
操安・乗り心地用

未来の環境社会に貢献
21世紀型企業では企業活動によって発生する
環境リスクを事前に予測し、回避することが
事業の大前提です。当社ではこのような時代背
景を踏まえ、環境をテーマに貿易商社のもつ海
外情報へのアクセスの良さを生かし、世界有数
の革新的な商品群を展開しています。
環境分析や製薬・バイオサイエンスや様々な
産業を支える商品として、ナノテクノロジー関連
素材であるit4ip社の精巧で微細な孔をもつ
トラックエッチドメンブレンを展開していま
す。標準仕様のみならずお客様の依頼に基づく
カスタム仕様の素材開発を進め、世界唯一の
独自商品を提供することにより、お客様の価値
創造に貢献します。環境用フィルターや医療用
センサー、医薬・化粧品の製造・品質管理での
実績を基に他分野への展開を進めており、日本
及びアジアパシフィックの総代理店として市場
を開拓しています。

■ENVIROMENTAL PRODUCTS
(ENERGY-SAVING, WATER-
RELATED, INDUSTRIAL USE)

環境保全に寄与する商品として、In-Situ 社の
淡水から海水までに対応し長期間無人計測で
きる水位計や、他の生物に影響を与えず薬品や
化学品の使用を抑えた環境に優しい超音波式
藻類抑制装置を、研究機関や民間企業などへ
提供しています。
また、独自の発想で開発されたESA（省エネ補
助装置）は、最新の磁気燃料改質システムによ
り燃料消費とCO2 を削減する商品です。本商品
はボイラー・工業炉の燃料配管に取り付けるこ
とで、磁気効果により燃焼効率が向上し省エネ
ルギーに貢献するものです。
設備管理や品質管理を支える商品としては、 
MIT 社の工業用ビデオスコープをラインナップ
しています。設備の見づらい細部や深部を解体
せずにモニターし録画することで作業効率を
高めています。
更に、今後も社会のニーズに応えた環境関連商
品を取り揃えていきます。

トラックエッチドメンブレン
水位・水質モニタリング管理分析システム 
工業用ビデオスコープ（内視鏡）

An	environmentally-conscious	future
Predicting	and	avoiding	environmental	
risks	arising	through	corporate	activities	is	
a	cornerstone	of	21st	century	business.	
As	a	trading	company,	AR	Brown	has	ready	
access	to	environmental	information	from	
around	the	globe,	enabling	us	to	develop	a	range	
of	world-class,	groundbreaking	products	that	
meet	our	customers’	environmental	needs. 
Currently	in	the	pipeline	are	track-etched	
membranes,	a	microporous	nanotechnology	
material	manufactured	by	it4ip.	Products	
such	as	these	have	roles	in	many	industries,	
including	environmental	analysis,	
pharmaceuticals,	and	bioscience.	We	develop	
materials	made	to	custom	as	well	as	standard	
specifications,	creating	value	for	our	customers	
through	these	unique	products.	Following	our	
achievements	in	the	areas	of	environmental	
filters,	medical	sensors,	drug	and	cosmetic	
manufacture,	and	quality	control,	we	are	
now	moving	into	other	fields	and	developing	
the	Japan	and	Asia-Pacific	markets	as	a	sole	
distributor.
In	terms	of	environmental	conservation,	our	
product	line-up	for	organizations	such	as	
research	facilities	and	private	companies	
includes	water	level	sensors	(In-Situ)	that	can	
be	used	for	unattended,	long-term	data	logging	
in	fresh	and	ocean	water,	and	environmentally	
friendly,	drug-	and	chemical-free	ultrasonic	
algae	control	devices	that	do	not	affect	other	
living	organisms.
Meanwhile,	our	independently	designed	and	
developed	energy	saving	auxiliary	appliance	
uses	the	latest	magnetic	fuel-reforming	system	
to	reduce	fuel	consumption	and	CO2	emissions.	
When	this	product	is	fitted	to	the	fuel	pipes	of	
boilers	and	industrial	furnaces,	the	magnetic	
effects	improve	fuel	efficiency,	helping	to	save	
energy.
MIT’s	industrial	video	endoscope	is	essential	
in	equipment	management	and	quality	
control.	Using	this	device	to	monitor	and	
record	detailed	and	inaccessible	parts	of	
equipment	without	the	need	for	dismantlement	
exponentially	increases	operational	efficiency. 
We	are	constantly	seeking	to	extend	our	range	
of	environmental	products	that	can	fulfill	
society’s	needs.

Track-etched membranes
Water quality monitoring and analysis system 
Industrial video endoscope

Tests and analyzers for
　Semiconductors
　Car electrical products
　Packaging and logistics
　Vehicle safety 
　In-vehicle power trains
　Vehicle functioning

環境関連
（省エネ・水関連・工業用）
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■ BIOTECHNOLOGY

バイオテクノロジー
最先端のバイオサイエンス研究への貢献
ライフサイエンス部門は40 余年の歴史を有
しています。研究者には馴染みの深い米国
Wheaton 社製の各種ガラス器具をはじめと
する実験器具の提供から、最先端研究分野の
バイオテクノロジー・創薬、医薬品、食品関連を
テーマに海外からの輸入商品を中心とした
先端技術に基づく革新的かつユニークな商品
群を取り揃えています。
バイオテクノロジー・創薬分野においては、遺伝
子工学・蛋白工学・細胞工学及び免疫学などの
研究用機器・試薬及びガラス器具などの理化
学研究用商品を、大学の研究室や国公立研究
機関をはじめ民間企業の研究所へ提供してお
り、その品質の高さ及び新規性は高い評価を得
ています。また、最新の技術・マーケット情報の
提供や高度な技術の支援を通じて、ES 細胞、
iPS 細胞や生殖細胞などの細胞工学、ゲノミク
スなど最先端の技術革新のサポートを通じて
テーラーメード医療、再生医療、遺伝子治療、
生殖研究の発展に貢献しています。
医薬品分野においては永い経験を生かし、
国内外の幅広い情報網を利用して日本薬局方
に基づく品質管理・精度管理に使用する標準
菌株やバリデーションに使用する高品質な
試薬、又体外診断薬の開発に役立つ材料など
を、企業の研究所並びに製造・検査部門に
タイムリーに提供しています。
食品関連分野では長年培った清浄度測定技術
を基に昨今の食品衛生管理の要求に対応すべ
く、食品業界に向けて各種分析・測定装置、
検査キット・試薬を提供し時代の要求に応えて
食の安全に貢献しています。

The	cutting-edge	of	bioscience	
research
Our	Life	Science	Department	has	been	
supplying	the	biotechnology	field	for	around	
40	years.	Our	imported	products	range	from	
experimental	apparatus,	such	as	the	well-
known	Wheaton	(US)	glassware,	to	unique,	
innovative	products	based	on	cutting-
edge	technology	in	the	drug,	food	safety,	
biotechnology,	and	drug	discovery	fields.
With	regard	to	biotechnology	and	drug	
discovery,	we	supply	apparatus,	reagents,	and	
glassware	for	research	in	genetic,	protein,	
and	cellular	engineering	and	immunology	
to	universities,	national	and	public	research	
institutions,	and	the	research	centers	of	
private	businesses.	Our	products	are	highly	
regarded	for	their	quality	and	innovation.	
We	are	also	helping	to	advance	personalized	
and	regenerative	medicine,	gene	therapy,	
and	reproduction	research	by	providing	the	
latest	technology	and	market	information	
and	supporting	cutting-edge,	innovative	
technology	in	fields	such	as	genomics	and	
cellular	engineering	(including	ES,	iPS,	and	
germ	cells).	
In	the	drug	field,	our	long	experience	
and	extensive	network	of	domestic	and	
international	information	sources	enables	us	
to	provide	products	such	as	quality	control	
reference	strains	based	on	the	Japanese	
Pharmacopoeia;	high	quality	reagents	for	use	
in	validation	studies;	and	materials	useful	
for	the	development	of	in	vitro	diagnostic	
drugs	to	corporate	research	centers,	and	
manufacturing	and	testing	plants	in	a	timely	
fashion.
In	terms	of	food-safety,	we	provide	the	
food	industry	with	analyzers,	measuring	
equipment,	testing	kits,	and	reagents	based	
on	cleaning	assessment	technology	developed	
over	many	years	in	order	to	meet	current	
demands	for	food	sanitation	and	safety.

医理化学ガラス製品及び機器
分子生物・免疫関連試薬
理化学用各種フィルター及び関連機器
理化学用洗浄剤　
体外診断薬用原材料
品質管理用試薬及び機器

Scientific and medical glassware and apparatus
Molecular biological and immunological reagents
All kinds of microfiltration products for analysis
and separation, and related products
Detergents for scientific glassware  
Materials for in vitro diagnostic kits
Quality control reagents (reference stock 
cultures, biological indicators, and kits) 
Instruments for the pharmaceutical and food
industries

最先端を担う専門商社として
ナノテクノロジー分野は今後の技術革新に
おいて非常に重要な技術として位置付けられ
ており、工業用途や身近な生活環境においても
飛躍的に応用範囲が広がると期待されてい
ます。
当社では、世界のトップレベルである日本の
ナノテク分野へ、革新的な技術・素材などを
提供してきました。
一例として、素材開発・ナノ構造改質、薄膜
合成、コーティング技術に関わる各種のナノ
粒子やナノ粒子合成システム、ナノダイヤモンド
をはじめとしたナノ炭素素材、新しい技術を
用いたステンレス表面処理・表面改質技術
などが挙げられます。
また、国内のみならず今後はアジア各国への
展開も視野に入れ、積極的な取り組みを進め
ています。
常に時代の最先端を担う専門商社として、ナノ
テクノロジー分野でのチャレンジを続けていき
ます。

The	cutting	edge	of	technological	
development
The	nanotechnology	field	is	expected	to	
figure	prominently	in	future	technological	
innovation,	with	dramatic	expansion	
anticipated	in	the	range	of	nanotechnology	
applications	in	industry,	and	daily	living.
AR	Brown	supplies	organizations	in	the	
world-class	Japanese	nanotechnology	
field	with	ground-breaking	technology,	
materials,	and	other	services.	These	include	
various	nanoparticles	and	nanoparticle	
synthesis	systems	for	material	development	
and	nanostructure	modification,	thin	
film	synthesis,	and	coating	technology;	
nanodiamonds	and	other	nanocarbon	
materials;	and	stainless	steel	surface	
treatment	and	modification	using	new	
technology.
We	are	also	in	the	process	of	expanding	our	
reach	from	Japan	into	the	rest	of	Asia.
As	a	specialized	trading	company,	we	
are	committed	to	ongoing	advances	in	
the	nanotechnology	field,	reinforcing	our	
position	at	the	cutting	edge	of	technological	
development.	

■NANOTECHNOLOGY

ナノダイヤモンド粒子・超分散スラリー
ナノ金属酸化物粒子
その他ナノ炭素素材
ナノ粒子合成システム
ダイヤモンド蒸着・コーティング
ステンレス表面処理・表面改質
その他ナノテクノロジー関連素材・機器

臨床検査向け
使い捨て血球計算板　シーチップ　　
POCT 検査装置　FREND システム母乳
関連製品

　　母乳成分分析装置

Nanodiamond powders and nanodiamond 
ultradispersions
Nano oxide particles
Other nanocarbon materials
Nanoparticle synthesis systems
Diamond deposition (CVD)
Surface treatment and modification of 
stainless steel
Other nanotechnology related materials and 
equipment

Clinical testing
  Disposable hemocytometer　C-Chip
Point-of-care test   (FREND system) 
Human milk-related products　　

  Human Milk Analyzer

ナノテクノロジー

誰もが健康で安心して暮らせる社会へ
日本国民が今直面している少子化にともなう
人口減少と超高齢化社会。今まで世界中のど
の国も遭遇したことのないこの困難に立ち向か
うために、私たちはPOCT(Point	of	Care	Test)
検査装置やその他の医療機器の供給を通じて
サポートを行っていきます。　
また医療の現場で医師、医療従事者、患者の皆
様に安全で安心なより良い医療を提供できるよ
うに、海外の新しい技術をいち早く国内に紹介
して国民の健康維持に貢献していきます。　

Health	and	safety	for	all
Due	to	the	declining	birthrate,	Japan	is	
currently	facing	a	decreasing	population	
and	super-aging	society.	To	help	meet	the	
globally	unprecedented	challenges	arising	
from	this	shift,	AR	Brown	provides	point-of-
care	tests	and	other	medical	equipment.
We	aim	to	bring	new	global	technologies	
into	Japan	on	release	in	order	to	assist	
doctors	and	other	medical	professionals	in	
providing	patients	with	safer,	more	reliable,	
better	medical	care.	We	aim	to	keep	Japan	
strong	by	maintaining	the	nation’s	health.

■MEDICAL DIAGNOSTIC
SYSTEM

医療
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The birth of AR Brown

In	1970,	the	Tokyo	Branch	of	A.	R.	Brown,	McFarlane	
&	Co.,	Ltd.	was	reborn	as	a	Japanese	subsidiary	
under	the	umbrella	of	Bokusui	Brown	Co.,	Ltd.	This	
move	was	intended	to	introduce	a	business	style	more	
suited	to	the	new	market	conditions	of	intensified	
competition	resulting	from	increasing	trade	
liberalization	in	Japan.	By	escaping	from	the	highly	
restrictive	structure	imposed	as	a	branch	of	a	foreign	
trading	company,	the	new	organization	was	better	
able	to	respond	to	market	needs.	With	the	traditional	
Brown	spirit	of	resisting	adversity,	the	company	
overcame	the	oil	crisis	and	economic	depression	
of	the	1970s,	and	consolidated	their	organizational	
base.	They	concluded	distribution	contracts	with	
the	world's	leading	manufacturers	and	successfully	
forayed	into	next-generation	business	fields	including	
physical	and	chemical	products	and	fine	chemicals.
In	1988,	the	company	acquired	the	shares	from	
their	parent	company	and	embarked	on	the	
establishment	of	a	new	company	in	pursuit	of	a	new	
Brown	spirit.	With	an	eye	to	the	21st	century,	the	
late	1980s	and	1990s	saw	ongoing	efforts	toward	
corporate	revitalization,	including	the	construction	
of	new	overseas	business	bases.	In	1989,	on	the	
40th	anniversary	of	business	in	Japan,	a	capital	was	
increased	to	50	million	yen	and	in	1995,	the	company	
was	renamed	AR	Brown	Co.,	Ltd.	and	became	
independent	both	in	name	and	reality.

Strengthening the corporate structure and 
expanding into Asia

When	AR	Brown	went	independent,	Japan	had	just	
entered	a	tough	economic	climate	known	as	"the	
lost	two	decades"	resulting	from	the	collapse	of	the	
economic	bubble	in	the	early	1990s.	External	demand	
spurred	a	period	of	economic	recovery;	however,	the	
financial	crisis	originating	from	the	so-called	Lehman	
Shock	in	September	2008	caused	economic	conditions	
to	rapidly	deteriorate,	precipitating	a	global	recession.	
This	was	compounded	by	the	unprecedented	damage	
caused	by	the	Great	East	Japan	Earthquake	in	March	
2011	and	persistent	economic	instability	outside	
Japan,	including	the	financial	crisis	among	the	EU	
nations	and	the	strong	yen.	AR	Brown’s	management	
worked	tirelessly	to	steer	the	company	through	this	
challenging	period.
Against	this	backdrop,	the	company	breathed	new	
life	into	the	corporate	philosophy	through	a	series	of	
initiatives	including	the	establishment	of	a	management	
vision,	employee	workshops,	strengthening	their	
financial	standing	to	avoid	susceptibility	to	the	
vagaries	of	the	economic	climate,	and	investment	
in	new	product	development.	The	establishment	of	
subsidiaries	in	Shanghai	in	2011	and	Bankok	in	2014	
and	Gurgaom	in	2018	and	Seoul	in	2019	as	footholds	
for	advancement	into	Asia,	exemplify	a	new	pioneering	
spirit	in	line	with	the	company’s	current	management	
philosophy.

企業体質の強化とアジアへの進出

エア・ブラウンが自立した時は、日本はバブ
ル経済の崩壊から空白の２０年と言われる厳
しい経済環境に進んで行った時期であった。
その後、経済は外需主導の回復局面を向えた
時期もあったが、２００８年９月の所謂リーマ
ンショックに端を発した金融危機により世界
同時不況へと景気は一気に悪化した。更に、
国内においては２０１１年３月の東日本大震
災という未曾有の被害を経験し、国外では円
高、EＵ各国の財政危機など不安定な経済状
況が続いており、企業経営の舵取りは難局の
連続であった。
このような状況の中、エア・ブラウンは企業理
念の見直し、経営ビジョンの策定を始め、社員
とのワークショップ活動、更には景気に影響
されない財務体質の強化、新商品開発投資な
ど次 と々企業変革を実施した。そして、アジア
への進出拠点として2011年に上海に、2014年
にバンコクに、2018年にはインドのグルガオン
に、また2019年にはソウルに子会社を設立す
るなど、経営理念に則った新たな冒険家精神
を発揮している。

History
創業以来の商社マン魂が今も息づいています。	
The spirit of Captain Brown lives on.

当社のルーツ

1889年（明治22年）、イギリス産業界の中心地
グラスゴーに、A.R.	Brown,	McFarlane	&	Co.,	
Ltd.	が誕生した。この会社は明治維新という
時代を背景に、日本海運の発展に大いに貢献
した「キャプテン・ブラウン」ことアルバート・ブ
ラウンが創設した貿易商社である。そして、この
エ・ア・ブラウン・マクファレンこそが、今日のエ
ア・ブラウン株式会社のルーツである。
	当社の創業者である、アルバート・ブラウンは、
１８３９年イギリス	ハンプシャー・リングウッド
に生まれた。１８６７年「マラッカ号」のチーフ
オフィサーとして来日。翌年、明治政府の依頼
により灯台補給船「富王丸」の船長となる。そ
の後、商船隊乗組員養成の指導者として日本
における最初の商船学校（現東京海洋大学）
の創立に参加し、１８８５年日本郵船会社初代
総支配人に就任した。１９０１年、明治天皇によ
り外国人としては初めて勲二等瑞宝章を授っ
ている。		
（ちなみに、祝日である「海の日」は明治９年に
明治天皇が東北地方巡幸の帰途、キャプテン・
ブラウンがもたらした「明治丸」で横浜港に帰
還した日が7月20日であったことに由来してお
り、更に、「明治丸」は小笠原諸島の領有権獲得
にも貢献している。）

65 years of AR Brown

AR Brown: how it all began

AR	Brown	Co.	Ltd,	as	it	is	known	today,	began	in	
1889	as	the	trading	company	A.	R.	Brown,	McFarlane	
&	Co.,	Ltd.	in	Glasgow,	the	center	of	the	British	
industrial	world.	The	founder,	Albert	Brown	(also	
known	as	Captain	Brown)	significantly	contributed	
to	the	development	of	Japan’s	sea	freight	services	
against	the	backdrop	of	the	Meiji	Restoration.	
Albert	Richard	Brown	was	born	in	Ringwood,	
Hampshire,	UK	in	1839.	He	visited	Japan	in	1867	as	
the	chief	officer	of	a	vessel	called	the	‘Malacca’	and	
became	the	captain	of	the	‘Tomio	Maru’,	
a	lighthouse	supply	vessel,	the	following	year	at	
the	request	of	the	Meiji	government.	Subsequently,	
he	contributed	found	Japan's	first	mercantile	marine	
school	(the	present	Tokyo	University	of	Marine	
Science	and	Technology),	training	merchant	fleet	
crews.	In	1885,	he	assumed	the	position	of	the	first	
general	manager	of	Nippon	Yusen	Kabushiki	Kaisha	
and	in	1901	became	the	first	foreigner	to	receive	
the	Order	of	the	Sacred	Treasure	(2nd	class)	from	
the	Emperor	Meiji.
(The	Japanese	public	holiday	‘Marine	Day’	falls	
on	July	20,	the	date	in	1876	that	Emperor	Meiji	
returned	from	an	imperial	tour	of	the	Tohoku	region	
to	Yokohama	Port	aboard	the	Meiji	Maru,	a	vessel	
brought	to	Japan	by	Captain	Brown.	The	Meiji	Maru	
also	contributed	to	Japan’s	acquisition	of	
the	Ogasawara	Islands.)

エ・ア・ブラウン・マクファレン、東京支店開設
（戦後復興から高度経済成長へ）

1949年、第２次世界大戦の痛手から日本は復
興期に向かう。この時、キャプテン・ブラウンの孫
であるリチャード・ブラウンは祖父の遺志を継い
で、伝統ある対日貿易を再興すべく来日した。
エ・ア・ブラウン・マクファレン株式会社は、東京
支店を開設し、日本の産業復興推進の一役を
担った。例えば、1953年には英国PYE社のテレ
ビジョンを葉山御用邸に納入。1960年には、東
海村原子力研究所に立体テレビ装置、東京大
学岡山天体物理観測所に74インチ反射望遠鏡
（英国グラブ・パーソンズ社製）を設置している。
そして、さらに、シリコーンやラジオ・アイソトー
プをはじめとする化学工業製品、機械金属類の
輸入などによって、日本の産業界に活力を与える
とともに、戦後復興をなし遂げる一端を担った。	
1968年、日本経済は高度経済成長政策のもと
で飛躍的な発展期を迎え、GNP世界第2位の
経済大国になった。	まさに、激動の経済史の中
で、エ・ア・ブラウン・マクファレン株式会社東京
支店はケミカル、シリコーン、アイソトープ、機械
などを戦略製品とした貿易商社として、ビジネ
ス戦線の拡充に取り組んだ。日本の基幹産業と
して成長しつづける自動車産業、エレクトロニク
ス産業など、新規領域へのシフトを通して柔軟
かつ多画的なビジネス活動を展開した。	

エア・ブラウンの誕生

1970年、エ・ア・ブラウン・マクファレン株式
会社東京支店は日本法人として生まれかわり
ボクスイ・ブラウン株式会社に受け継がれた。
それは、貿易の自由化にともなう競争の激化に
対応するため、外国商社の支店という制約の
多い組織から脱して、より市場に適応したビジ
ネススタイルの形成を強く求めたからにほかな
らない。	逆境に強い伝統のブラウンスピリッツ
で、70年代のオイルショックなど経済不況を乗
り越え、組織としての基礎固めを達成するとと
もに、世界トップメーカーと代理店契約を結び、
理化学製品やファインケミカル分野への参入を
果たし、近未来ビジネスフィールドへ一歩足を
ふみだしている。
1988年には親会社より株式を譲り受け、新たな
るブラウン・スピリッツを求めて新企業構想に
着手した。1989年（平成元年）の創業40周年を
契機に、5,000万円に増資を行い、海外拠点の
新設など21世紀を見据えた企業活性化のため
の布石は確実に打たれていった。1995年（平
成7年）に社名もエア・ブラウン株式会社と
改名し、名実共に自立を果たした。

A. R. Brown, McFarlane & Co., Ltd. opens 
a Tokyo Branch   

 (From postwar recovery to rapid economic growth)　

In	1949,	as	Japan	started	to	recover	from	the	effects	
of	the	Second	World	War,	Captain	Brown's	grandson,	
Richard	Brown,	visited	Japan	in	accordance	with	his	
grandfather's	dying	wish	to	reestablish	the	traditional	
trade	link	between	the	UK	and	Japan.	As	a	result,	A.	R.	
Brown,	McFarlane	&	Co.,	Ltd.	opened	a	Tokyo	branch,	
playing	a	role	in	the	postwar	industrial	recovery	of	
Japan.	In	1953,	the	company	delivered	a	television	set	
from	PYE,	a	British	company	to	the	Hayama	Imperial	
Villa.	In	1960,	it	installed	stereoscopic	television	
equipment	in	the	Japan	Atomic	Energy	Research	
Institute	in	Tokai	Village,	and	a	74-inch	reflection	
telescope	from	Grubb	Parsons,	another	British	
company,	at	the	Okayama	Astrophysical	Observatory	of	
The	University	of	Tokyo.	A.	R.	Brown,	McFarlane	&	
Co.,	Ltd.	also	revitalized	Japan’s	industrial	sector	by	
importing	and	distributing	chemical	products	including	
silicones	and	radioisotopes	as	well	as	machinery	and	
metals.
In	1968,	the	Japanese	high	economic	growth	policy	
ushered	in	a	phase	of	dramatic	economic	development,	
turning	Japan	into	a	major	economic	power	with	the	
second	highest	GNP	in	the	world.	During	this	
economically	turbulent	period,	A.	R.	Brown,	McFarlane	
&	Co.,	Ltd.'s	Tokyo	Branch	worked	on	extending	their	
business	front	as	a	trading	company	dealing	in	
strategic	products	such	as	chemicals,	silicones,　
radioisotopes,	and	machinery.	Their	flexible	approach	
enabled	them	to	engage	in	diversified	business	
activities,	shifting	to	new	fields	such	as	the	booming	
auto	and	electronics	industries	that	were	becoming	
Japan's	key	industries.

エア・ブラウン65年の歩み

HISTORY
1889 明治22年 エ･ア･ブラウン･マクファレン㈱　

英国グラスゴーに設立
A.R.Brown, McFarlane & Co., Ltd. was established 
in Glasgow, UK.

1949 昭和24年 エ･ア･ブラウン･マクファレン㈱　
東京支店開設

A.R.Brown, McFarlane & Co., Ltd. opened Tokyo
branch.

1950 昭和25年 米国ダウコーニング社シリコーン樹
脂の日本総代理店となる

Exclusive distributorship in Japan of Dow Corning, 
Silicone Resin granted.

1951 昭和26年 大阪出張所開設 Opened Osaka sales office.

1957 昭和32年 英国原子力公社ラジオケミカルセ
ンターの放射線物質の日本総代理
店になる

Exclusive distributorship in Japan of UK Atomic
Energy Authority, Radio Chemical Center (Radio-
isotope) granted.

1959 昭和34年 電磁･油圧式振動試験機械の輸入
を開始

Commenced import of Electrodynamic & hydraulic-
dynamic vibration test machine.

1966 昭和41年 米国アブコ社の代理店になり環境
試験装置分野に参入

Participated in Environment Test Machine business
as a representative of AVCO, USA.

1969 昭和44年 チェイス・コーポレーションの日本
総代理店となる

Exclusive distributorship of Chase Corp., USA 
granted.

1970 昭和45年 ボクスイ･ブラウン㈱設立 Bokusui Brown Co., Ltd. was established.

1973 昭和48年 米国ウイートン･インダストリーの
日本総代理店となり、理化学機材･
バイオテクノロジー分野に参入

Participated in Laboratory-ware and Biotechnology 
field as exclusive distributorship of Wheaton Indus-
try Inc., U.S.A.

1979 昭和54年 東京本社、銀座7丁目に移転 Tokyo head office moved to Ginza 7-chome.

1982 昭和57年 アリゾナケミカルの代理店となり、
特殊化学、ファインケミカル分野に
参入

Participated in Specialty & Fine Chemical field as 
distributorship of Arizona Chemical, U.S.A.

1985 昭和60年 ニューヨーク駐在員事務所開設
(1997年　平成9年　閉鎖）

Opened a representative office in New York.
（Closed in 1997)

1988 昭和63年 名古屋営業所開設 Opened Nagoya Sales office.

1989 平成元年 資本金を5000万円に増資 Capital increased to 50 million yen.

大阪営業所を大阪支店に昇格 Osaka sales office was upgraded to Osaka branch.

40周年記念行事実施 Celebrated the ceremony of 40th anniversary.

1990 平成2年 BBK-GURNEYを英国に設立
(2010年　平成22年　閉鎖）

BBK-Gurney Ltd.  was established in UK. 
（Closed in 2010)

1995 平成7年 エア･ブラウン㈱に社名変更 Company name changed to AR Brown Co., Ltd.

ブラウンテクノサービス㈲
（現ブラウンテクノロジーズ㈱）設立

Brown Techno Services Ltd. (currently Brown 
Technologies Co., Ltd) was established.

2000 平成12年 50周年記念行事実施 Celebrated the ceremony of 50th anniversary.

2006 平成18年 KES（環境マネジメントシステム）
ステップ２取得

KES・Environment Management System Standard 
Step2 obtained.

2008 平成20年 名古屋営業所を名古屋支店に昇格 Nagoya sales office was upgraded to Nagoya branch.

2010 平成22年 60周年記念行事実施 Celebrated the ceremony of 60th anniversary.

大阪支店を現住所に移転 Osaka branch moved to present location.

名古屋支店を現住所に移転 Nagoya branch moved to present location.

2011 平成23年 中国に上海布朗商行有限公司設立 AR BROWN (Shanghai) Co., Ltd. was established in 
China. 

2014 平成26年 バンコクにAR BROWN 
(THAILAND) Co., Ltd.設立

AR BROWN (THAILAND) Co., Ltd. was established 
in Bangkok.

2017 平成29年 東京本社、現住所に移転 Tokyo head office moved to present location.

2018 平成30年 インドにARBROWN India Trading 
Pvt.,Ltd.設立

ARBROWN India Trading Private Limited was 
established in India.

2019 平成31年 韓国にAR BROWN KOREA Co., 
Ltd.設立

AR BROWN KOREA Co., Ltd. was established in 
Seoul.

令和元年  70周年記念行事実施 Celebrated the ceremony of 70th anniversary.

2020 令和 2年 科学技術研究所設立 Science & Technology Institute was established.

資本金を7000万円に増資 Capital increased to 70 million yen.

キャプテン･ブラウン
アルバート･リチャード･ブラウン、1839年英国ハンプシャー･リングウッド生まれ。1867年英
国船「マラッカ号」のチーフオフィサーとして、来日。翌年、明治政府の依頼により灯台補給
船 ｢富王丸」の船長になる。その後商船隊乗組員養成の指導者となり、日本における最初
の商船学校の創立に貢献。1885年日本郵船会社初代総支配人に就任。1901年、明治天皇
により外国人として初めて勲二等瑞宝章を授かる。
Captain Brown
Albert	Richard	Brown	was	born	in	Ringwood,	Hampshire,	UK	in	1839.	He	first	
visited	Japan	aboard	an	English	vessel,	the	‘Malacca’	in	1867.	At	the	behest	
of	the	Meiji	government,	he	assumed	the	captaincy	of	a	lighthouse	tender	and	
survey	vessel,	the	‘Tomio	Maru’.	He	contributed	to	the	foundation	of	Japan’s	first	
mercantile	marine	school,	training	merchant	fleet	crews.	In	1885,	he	took	the	post	
of	first	general	manager	of	Nippon	Yusen	Kabushiki	Kaisha.	In	1901,	he	became	the	
first	foreigner	to	be	conferred	the	Order	of	the	Sacred	Treasure	(2nd	class)	by	the	
Emperor	Meiji.




