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Challenge
and
Advance
KOTABE Co., Ltd.

ごあいさつ
当社は、創業以来、化学工業薬品を主体とした商品を取り扱う化学品専門商社とし
て、九州・山口地区を中心とした産業界と共に、着実に歩んでまいりました。これは
ひとえに皆様のご支援ご愛顧の賜物と深く感謝いたしております。
振り返ること、昭和２８年、創業者の小田部正徳は小田部商店を創業しました。戦
後の復興に沸き立つここ下関の地で、社員数たった 4 名という小さな会社から抱いた
のは、
「世の中の発展を支える仕事をする」という大きな志でした。
「企業は永遠であ
れ」という当社の社是は、当社が永続的に存在し続けるという意味であるのは勿論の
事、永遠に世の中、お客様、お取引先様の発展に貢献し続ける事こそが私たちの発
展につながるという考えが根底にあります。
昨今、当社を取り巻く環境は大きく変化しており、我々に対して求められる役割や
機能も変化しています。これからも当社を選んで頂くには、今後も私たちの役割をしっ
かりと果たしつつ、新しい事に果敢に挑戦していく行動が極めて重要になってくるもの
だと考えます。当社はこれからも、何事にも果敢に『挑戦』し、一歩ずつ『前進』する
ことで、さらなる成長と発展を実現させていく所存です。
今後とも何卒一層のご支援を賜わりますよう、お願い申し上げます。
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本社所在地

株式会社コタベ（KOTABE Co., Ltd.）
〒７５２-8501

山口県下関市長府港町１０番４４号

（代表）
TEL.083-246-3311

FAX.083-246-1099
事 業 内 容

化学品

設備機器

理化学機器

非鉄金属

酒類の販売・貿易

自動車及び特殊自動車の販売・リース
産業用運搬機械の販売
空調機器 ボイラー等の販売・保守管理
事務用機器

通信機器の販売

不動産の売買並びに賃貸
事

業

所

設立年月日

１９５３年（昭和２８年）4月１３日
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155億円 （令和2年3月期）
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憲 二（営業本部長）

取

締

役

山田

勇 治（本社営業部長）

取

締

役

金田

秀 子（総務・経理担当）

常勤監査役

七野

正弘

役

1959年 8月

1960年 3月

1963年 12月
1966年 9月
1968年 2月
1973年 11月
1981年 6月
10月

1982年 11月
1985年 3月

1986年 7月

109名 （令和2年4月1日現在）

取 引 銀 行

福岡銀行 下関支店
三井住友銀行 下関法人営業部
山口銀行 本店営業部

西中国信用金庫 長府中央支店
商工中金 下関支店

山口県下関市汐入町に本社機能を移転
大分県大分市に出張所開設

八幡出張所を福岡県北九州市小倉北区に移転、小倉出張所に
名称変更
福岡県福岡市に福岡出張所を開設
山口県下関市長府港町に本社移転

「株式会社コタベ」に社名変更

小倉・宇部・大分・福岡の出張所を営業所に昇格
鹿児島県日置市に鹿児島営業所を開設

小倉営業所を福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸へ移転

鹿児島県大口市に大口倉庫を開設

宮崎県高鍋町に宮崎営業所を開設

1997年 7月

山口県下関市長府扇町に扇町倉庫開設

1998年 4月

2001年 8月

2002年 8月

大分県宇佐市に宇佐出張所を開設

本社屋を新築、経理部・不動産管理部を総務部に統合

本社「ISO14001」認証取得

鹿児島営業所「ISO14001」認証取得

2004年 3月

本社及び鹿児島営業所「ISO9001」認証取得

2005年 4月

大口出張所を営業所へ昇格

8月

2006年 8月
10月

小倉及び大分営業所「ISO14001」認証取得

福岡営業所「ISO14001」認証取得
「14001：1996」を「14001：2004」へ変更認証
宮崎及び大口営業所「ISO14001」を認証取得
福岡県大牟田市に「大牟田営業所」を開設

2007年 8月

大牟田営業所「ISO14001」を認証取得

2010年 1月

宮崎市に「宮崎物流センター」を開設

2008年 11月
2012年 9月

創業55周年記念式典（下関市）を開催

山口県男女共同参画推進事業の事業者の認証を受ける

2017年 4月

創業65周年記念式典を開催

2018年 3月

宇佐出張所を大分営業所（大分市）に統合

10月

4月

みずほ銀行 北九州支店
１８銀行 下関支店

山口県宇部市に宇部出張所開設

大口倉庫を出張所へ昇格

8月

従 業 員 数

山口県下関市にて「株式会社小田部商店」創業

福岡県八幡市に八幡出張所開設

1990年 4月
8月

国内１０拠点

代

表

1953年 4月

1978年 7月

貴金属の販売

History

革

1964年 2月

高圧ガスの販売・貿易
食品添加物

沿

12月

2019年 10月
2020年 3月

大分流通業務団地（大分県 大分市）に「大分営業所」を
新設移転

健康経営企業認定制度における「健康宣言」を行う
小倉営業所の事務所を建替
本社営業部における食品課の新設
経済産業省「地域未来牽引企業」に選定される
機械器具設置工事業取得

健康経営優良法人2020（中小規模法人部門）に選定される

お客様のあらゆるニーズにお応えします。
Products handled

取扱商品

お客様が必要なモノ
私たちは「コタベに取り扱えない商品はない」という企業イメージを浸透させていきたいと願っています。化学品専
門商社ですが、化学品を提供するだけでなく製造設備そのものを提供したり、大規模プラントなども数多く提供した
実績があります。まさに「お客様が必要なものなら何でも提供する」、それが我々のモットーです。もうひとつの特徴
は提案型営業。お客様が求める商品をただ販売するだけでなく、「こんなものがつくりたい」「こんな加工がしたい」
という構想の段階からお客様と一緒に考え、数ある商品群の中から最適な商品を探し出して、お客様に提案するの
が営業スタイル。お客様の懐に深く入り込み、新商品開発の一翼を担ってまいります。

化学工業薬品
化学工業薬品における高度な専門知識と、独自のネットワーク
をフル活用した商品及び情報をタイムリーに提供し、顧客ニー
ズに応えるべく努めています。他社に勝るスピードとメーカー
（仕入先）及び顧客とのパートナーシップを大切にし、
顧客の経
営資源の効率的運用に貢献したいと考えております。

食品添加物
食の安全・安心の確保に重点をおいた事業を展開しておりま
す。日本国内外などの主要仕入れ先との強固なパートナーシッ
プを築きながら安全で安心な食材の提供に努めています。日々
刻々と変化する環境に対応した提案、企画を通し創造性豊かな
パートナーとして顧客とともに発展して参りたいと思います。

設備機器関連
顧客の製造プロセスに使用する、鍍金ラインや排水処理装置な
どの各種プラントをはじめ、
タンク・ポンプ類、
整流器などの付
帯機器関係及び試験・分析装置については多数の実績がありま
す。製造プロセスにおいて最適で最新の各種装置を御提案する
ことで、日々進化するあらゆる業界の製造工程をトータルでサ
ポートいたします。

ドライアイス
創業以来ドライアイスの販売をおこなっています。ドライアイ
スは低温での貯蔵・輸送用の冷却剤に適しており、お客様の用
途に応じてカットしてお届けすることも可能です。カットサイ
ズについてはお気軽にお問い合わせ下さい。ドライアイスは本
社及び裏面事業所で販売しております。

営業拠点

Business Location

本

社

〒 752-8501 山口県下関市長府港町 10-44
TEL.083-246-3311 FAX.083-246-1099［総務部］TEL.083-246-3315

宇部営業所

小倉営業所

〒 759-0203
山口県宇部市中野開作 452-3

TEL.0836-44-3881 FAX.0836-44-3991

大牟田営業所

〒 802-0031
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸 7-5

TEL.093-531-3450 FAX.093-531-3471

大分営業所

〒 836-0004
福岡県大牟田市手鎌 1538-1

TEL.0944-55-1881 FAX.0944-55-1577

〒 870-0319
大分県大分市大分流通業務団地 2-5-2

TEL.097-524-3800 FAX.097-524-3810

宮崎営業所

大口営業所
〒 895-2502
鹿児島県伊佐市大口木ノ氏後迫1897-27
TEL.0995-22-9388 FAX.0995-22-2417

〒 884-0002
宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋 1919-1

TEL.0983-23-5866 FAX.0983-23-6064

福岡営業所
〒 811-2308
福岡県糟屋郡粕屋町内橋 728-1

TEL.092-938-2272 FAX.092-938-1167

鹿児島営業所
〒 899-2513
鹿児島県日置市伊集院町麦生田 350-2

TEL.099-273-1236 FAX.099-246-5075

宮崎物流センター
〒 889-1701
宮崎県宮崎市田野町甲 5808-1

TEL.0985-86-5000 FAX.0985-86-1605

九州・山口を網羅するコタベにご期待ください

http://www.kotabe.co.jp

