開発から製造まで、自社工場で一貫生産。
From development to manufacture,comprehensive production at our own plant.
日本サン石油株式会社は1966年に米国Sunoco, Inc.（ペンシルバニア州、創
業１30年）のアジア地域の拠点として設立されました。Sunocoブランドの
高品質な潤滑油を開発、製造を自社技術研究所、製造工場で行っておりま
す。主たる製品は「冷凍機油」、
「プロセスオイル」、
「研削油」、
「汎用工業潤滑
油」、
「特殊油」、
「自動車用潤滑油」などで様々な産業分野で信頼のブランド
を供給しております。

In 1966, Japan Sun Oil Company, Ltd. was established as the Asian base for Sunoco, Inc.,
founded in Pennsylvania, USA over 130 years ago. From development through our Technical Center to manufacturing at our facilities, we provide trust-worthy brands of high
quality lubricants to a variety of industrial sectors using refrigeration oils, process oils,
grinding oils, general purpose industrial oils, specialty oils and automotive oils.

ISO14001

ISO9001

日 本 サ ン 石 油 市 川 工 場 と 技 術 研 究 所 は『 複 合 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 』で あ る 、
ISO14001、I SO9001を取得。効率的な省資源、省エネルギー化を図るとともに、環境問
題への迅速な対応・環境リスクの事前回避とお客様の要求する製品・サービスを安定
して提供できるよう取り組んでいます。

ISO14001

ISO9001

In order to provide a steady supply of products and services to our customers, Japan Sun Oil Ichikawa Plant and
Technical Center has acquired ISO14001 and ISO9001 certification to ensure efficient resource and energy-conservation, to provide a speedy response to environmental problems, and to prevent environmental risks.

SUNOCOのブレンド製法ドライエア方式
SUNOCO's oil-blending method: Dry-air method

ドライエア方式

通常のプロペラ式

自社工場では、オイルのブレンド行程にドライエア方式を導入。ブレンディングタンクの底から乾燥エアを送り込んでかき混ぜる方法で、不純物を極端に嫌う冷凍機油の
ブレンド方法を採用しています。一般的なプロペラ攪拌法で懸念される機械部の油分などや水分が混入する可能性を限りなくゼロに近づけています。
Sunoco uses its “dry-air” method in Japan to blend its products by blowing dry-air from the bottom of the blending tank.This method is well suited for refrigeration oils, where impurities are strictly forbidden. In the usual blending
method, a propeller is used and lubricants or water may become detached from mechanical parts and mix with the oil. The “dry-air” method minimizes this risk.

市川工場
Ichikawa Plant

◎敷地面積

約8,142坪

◎ベースオイルタンク 27基（12,569KL）
◎ブレンディングタンク 9基（最大20KL/基）

・Site Area : About 26,869 square meters
・Base Oil Tank : 27 ( 12,569 kiloliters )

・Blending Tank : 9 ( Max.20 kiloliters / tank )
: Production Capacity 50,000 kiloliters / year

生産能力年間50,000KL
◎屋外製品タンク

4基（224KL）

◎ドラム缶充填能力

300ドラム/時間

◎ペール缶充填能力

600ペール/時間

・Outdoor Product Tank : 4 ( 224 kiloliters )
・Drum Filling Capacity : 300 drums / hour
・Pail Filling Capacity : 600 pails / hour

日本サン石油株式会社は、米国Sunoco I nc.のグループ企業で日本及びアジア地区を担当する潤滑油メーカーです。
Japan Sun Oil Company is an affiliated company of SUNOCO, Inc., U.S.A., and manufactures lubricants in Japan, marketing the products in Japan and other parts of Asia.
◎SUNOCO及び、ULTRA、SUPER C、SUNOCO RACE FUELS、ならびにGT PLUSは、米国Sunoco Inc.の登録商標もしくは商標です。日本における使用権は日本サン石油株式会社に帰属します。
◎B R I L L 、S v e l t 、a i r y 、E S - T E C H 、R E D F O X 、U L T R A S Y N T H E T I C 、A C E F F E C T E R は日本サン石油株式会社の登録商標もしくは商標です。
◎本カタログに記載されている規格、仕様、性能、価格などは予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
◎撮影／印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。
◎オイル交換は、オイル交換設備のある所で。交換時の廃油や空缶は販売店等、廃油引取設備のある所で処理して下さい。
※本カタログならびに掲載した文章、画像などの著作権は日本サン石油株式会社に帰属します。 ※本カタログに掲載した文章、画像など全ての著作物の無断転載、無断使用を固く禁じます。
◎SUNOCO, ULTRA, SUPER C, SUNOCO RACE FUELS and GT PLUS are all registered trade names or marks of SUNOCO, Inc., U.S. A., Japan Sun Oil Company, Ltd. is the sole licensee for these trade names and marks in Japan.
◎BRILL, Svelt, airy, ES-TECH, REDFOX, ULTRA SYNTHETIC and AC EFFECTER are the trade names or marks of Japan Sun Oil Company, Ltd.
◎Note that the standards, specifications, performance and prices of our products in this catalog are subject to change without notice.
◎ The colors of the products in this catalog may look different from actual colors due to photographing and printing conditions.
◎When changing oil, please do so at properly equipped sites. Waste oil and empty cans should be disposed of at appropriate sites with the correct facilities, such as our dealerships.
＊The catalog, literature and any images contained therein are the property of Japan Sun Oil Company, Ltd. ＊Reproduction without our approval of any part or the whole of the contents of this catalog is prohibited.

自動車用潤滑油の技術的なご質問は、カスタマーサービス（OCSS／オクシス）

Please direct technical questions about automotive lubricants to our Customer Service Center (OCSS).

TEL.03-3238-0231 FAX.03-3238-0565 E-mai l ocss@sunoco.co.j p
本社：〒102-0083 東京都千代田区麹町3-4 トラスティ麹町ビル
TEL.03-3238-0236
（代表） FAX. 03-3237-1028
Head Office: Trusty Kojimachi Building, 3-4 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Japan
TEL. +81-3-3238-0236(Main number) FAX. +81-3-3237-1028

