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第一大宮は、新しい素材の開発と物流改革を提案します。
We develop new materials and propose innovative logistics with new manufacturing                              

techniques that match the needs of mankind and the environment

問い合わせ先
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Protective　Materials

　　　

　　　

これからの時代のニーズを先取りした製品

We develop new materials and propose innovative logistics with new manufacturing                              

PP中空シート製の超軽量な壁養生材の固定治具です。

養生材を壁に固定する際、直接壁面にテープを貼る必要がなく、

糊残りの心配がありません。

玄関やエレベーターの角部の養生に最適です。

蛇腹状なので、直角・鋭角・凹凸などに自在に使用可能です。

芯材はPPの中空で緩衝性に優れています。

角部や階段を傷から守ります。取り付け作業が簡単で時間を取りません。耐久性、耐衝撃性に勝り、

くり返し使用可能な引っ越しや室内工事にかかせません。 再生ポリプロピレンをコア部分に使用し、環境面にも配慮されています。

シューズボックス

衣類の運送の必需品！ スーツ等の衣料用引越ケースとして利用されています。

開閉部加工で出し入れスムーズ。軽量で繰り返し利用でき、作業性もラクラク。とても人気のある製品です。

シューズ用引越ケースです。軽量で繰り返し使用可。

仕切りがついていて、運びたい靴を入れるだけ。

サイドに取っ手がついているので持ち運び便利です。

ポリプロピレン製の養生用テープです。

床養生に最適な機能バランスを追及した養生用テープ。

私たち第一大宮株式会社は

「お客様に喜んでもらえるものを作りたい」という気持ちで

独自の技術を開発してきました。

お客様のご要望通りに作るだけでなく、豊富な経験の中から

より良いご提案ができるように。

「これからはあそこに相談しよう」

と思われるような第一大宮になっていきたいと考えています。
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Technology BoxProtective　Sheet

PPシリーズ PPシリーズはリサイクル品を中芯に使用し、強くて環境に優しい

PE-20

PE-24

武道館養生現場

某大学養生現場

PEシリーズ PEシリーズは発泡しており、軽くて加工性・作業性が抜群

少し硬めのPE生発泡シート

マンション・事務所などの養生

F-25/F-25は裏面が発

F-25/F-W25

PLA-25B

F-25

F-W25

PLA-25N

PLA-30N

PLA-40N

PLA-50N

カッターで簡単に切れます

PLAシリーズ PLAシリーズは養生専用に開発された中空プラスチック

PP中空構造板

社名・マーク印刷OK

PP-27

PP-23

PP-18

PP-15

PP-27

PP-23 PPS-29

社名・マーク印刷OK

社名・マーク印刷OK

PP超軽量シートでできた折たたみボックス グローバル輸送の為のソリューション

FC→Free size / Collapsible(自由寸法/折り畳み)

「高さのあるものを入れるときには高さのある箱が欲しい！

でも折りたたみもできるようにしたい！」

というご要望にお応えするため、ダイテックボックスFC-ⅢZを開発しました。

文字通り「Z型」折り込むことにより、高さがあって折りたたみが困難な箱も

折りたためるようになりました。

700x400x700H

i pad

Z→Z型の背の高い折り畳みボックス

化粧品会社 棚に陳列航空会社

養生くんシリーズ別特性
項　目 PPシリーズ PEシリーズ PLAシリーズ ベニヤ

保護性 ◎ ◎ ○ ◎

耐久性 ◎ ◎ ○ ○

作業性 ○ ○ ◎ △

洗浄性 ◎ ○ △ ×

コスト／回 ◎ ○ △ ○

外側はバージンPP材

中芯は再生PP材

PPリペレット中空プラダン

建築現場の養生

F-W25

折りたたみタイプ
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Technology Box Twin Hard PC

・ダイテックボックスKDは縦フレームが入っているため座屈強度があり、

重量物の輸送に最適のボックスです。

・フレームの高さが均一なので積み重ねた際、箱と箱の隙間がなく保管時もゴミが入りにくい。

・積み重ね時、上部フレームが引き出し状のガイドレール代わりになるため、棚での保管に最適。

・特殊な形状のフレームのため長尺サイズでも胴膨れしづらい。

・使用する現地までの輸送費を抑えるため、バラバラの状態で使用現場まで送り、

現地で組み立てていただくことも可能です(工具不要)。

間仕切り(事務所)

ツインハードPCの透明感と美しさはナンバーワン

喫煙ブース仕切り

プラダンボックス
ディスプレイ

・ダイテックボックスFFは定番の固定箱（折り畳み不可）

・シンプルなデザインで使いやすく、様々な場面で活躍できます。

・コーナーをドリルで穴を開けない仕様なので、カスが出ず清潔です。

共通のフレームとコーナー部材で

厚さ3～10ｍｍまで組立が可能

KD→Knock -Down（ノックダウン）

FF→Free size / Fixed (自由寸法 /固定)

野菜・水産物ワンウェイケース

様々な分野で実績があります

・オーダーメイド設計から製造、納品までお客様と共に大切に製品を作っていきます。

・プラダンを当社の加工技術でオンリーワンの製品に仕上げます。

耐衝撃性、透光性、耐熱、耐寒性など多くの特徴を備えた

ポリカーボネート中空構造板。

ツインハードPCはフェンス、養生素材、陳列収納、パネルや

室内・屋内での使用が可能です。

透明性に優れ、ガラスよりも耐衝撃性に優れていて

軽量で割れにくい素材です。

一般住宅部材

ベルトコンベヤーで

重量物の輸送に最適なボックス

ロジステック輸送の為のシステムツール

イベント用

当社展示室にはたくさんの商品を揃えています。ぜひお越しください。
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Sheets Do・Cellar Box

トラックボードとして

缶のバルク包装

天板として ラインパレットとして

ビンのバルク包装

中空構造板に端面シール加工を施し、洗浄可能で

環境にやさしい合紙。

工場内の製品保管・物流時の合紙・バルク包装などに

お使いいただけます。

繰り返し使用可能で、ゴミ・二酸化炭素の排出量削減に

大変効果的な商品です。

在庫と荷積み

環境に配慮したポリプロピレン製厚物パネル｡

端面部をふさいだことにより強度が向上し､

同時に板の中空部に水やホコリ､虫などが入らずとても衛生的です｡

輸送用天板や移動用底パレットに最適です｡

ドゥ・セラーボックスは段ボールやプラダンのように穴がない持続性帯電防止ポリプロピレン低発泡シートでできています。

穴がないため虫・埃・水が入りづらい仕様で食品・医薬など衛生面を重視する分野から特に高評価をいただいています。

洗浄が簡単でいつも清潔です。また、製造ラインの設備としても利用できます。

仕切りとケースが一体で一緒に折畳みができるタイプやテープレスタイプも便利にお使いいただけます。

食品会社

折り畳み式

固定式

薬品会社

半導体部品輸送

薬品会社

ドゥ・セラーボックスはメディカルの最新のボックス

ドゥ・セラーボックスはグローバル輸送の為のソリューション

CZ  

CX-Ⅰ  CX-Ⅱ  

グレード一覧
グレード 厚み（ｍｍ） 重量

TR-1111 3.5 1.21kg

TR-1210 3.5 1.20kg

サイズ　（ｍｍ）

1200×1000　4-30R

1100×1100　4-30R

グレード一覧
グレード 厚み（ｍｍ） 目付（ｇ）

TC12-3515 13.5 3,500

T14-3200 13.7 3,230

T20-3500 20.2 3,490

T30-3900 29.3 3,940

WT12450 12 4,500

WN15330 15 3,300

WT15550 15 5,500

最大サイズ　（ｍｍ）

1250×2500

1200×2400

1300×2400

1250×2500

1250×2500

1250×2500

1300×2400

お菓子の搬送

CZ-Ⅲ  
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Daitech Container Daitech Pallet/Carry

ダイテックコンテナーFREEはお客様の好きなサイズで製作が可能。

枠フレーム以外はすべてPP厚物中空板なので軽量で丈夫です。

米国MACRO PLASTICSより日本国内のダイテックコンテナーMACROの販売を任されております。

MACRO PLASTICSは米国内で最も使用されている大型パレットボックスのメーカーです。 ＩＳ-800 2列Ｘ3段Ｘ10＝60個/40Ｆ ＨＣ

ＩＳ-700 2列Ｘ3段Ｘ10＝60個/40Ｆ

海上コンテナー輸送

超軽量PPパネルを加工したフリー設計可能なパレットです。

天面・側面はフラットな設計の為洗浄しやすい。

希望サイズ設計により、作業環境や作業者に配慮した仕様で作成可能。

超軽量PPパネルを加工した台車です。

巾・長さ・高さを希望サイズで設計することができます。

部品点数の多い工場に最適。

表面が平らで洗浄が簡単に出来ます。

自由設計

自由設計

ダイテックコンテナーＳはグローバル輸送の為のソリューション!

プラスチック中空構造板製スリーブを採用することにより軽量化を実現。

折り畳み時はスリーブを、フタとパレットの間に収納することができ、

保管時に場所をとりません。

海外輸送品のコンテナーに効率よく積載できるサイズをご用意しました。

倉庫内

自由設計FREE

保管風景

MACRO

グレード一覧
目付（ｇ）

3000

3000SMH - 120100072

グレード 外寸サイズ　（ｍｍ）

1200×1000×1050H

1200×1000× 720H

SMH - 120100105

軽量

希望仕様希望寸法

洗浄性

PP中空構造素材を使うことにより

軽くて次工程までの移動が簡単！

用途に応じて車輪の素材・自在・固定

様々なキャスターの取付が可能
希望のサイズで設計でき作業性に

配慮した仕様で作成可能

軽量で表面はフラット

な設計のため洗簡単！

パン工場倉庫

巾×長さ×高さ お客様のお好きなサイズで製作！

お好きなパネルで製作！

お好きなデザインで製作！

女性でも楽々と持ち運びが出来る

超軽量

2ヵ所の取り出し

ドロップドア付き

IS-800

IS 折り畳みタイプ

工業用
キャベツの収穫

SH-750

SH 折り畳みタイプ

農業用

品　名 重量(KG) 容量（L）

HY-730 29.9 732

　外　寸　法（ｍｍ） 　内　寸　法（ｍｍ）

1219×1118x781H 1184x1070x683H

HY

HY(ハイブリット)は超軽量で海外輸送効率を

最大化できる設計です。

出荷時はマクロハイブリットを組立て製品を入れ、

返却時は分解し、空の状態で送り返すことができます。

りんご オレンジメロン 玉ねぎ
じゃが

いも
折り畳みタイプ

　輸送コスト削減！

40Fコンテナに256台積むことができる。

　素早い組立&分解！

約30秒で組立・分解が可能。

　冷却コスト削減

取り入れられ迅速に冷却することができる

　安全な積み重ね

10台積み重ねることもできます。

 空の状態の時は入れ子にでき、

 簡単スナップにより、

 換気スロットにより内容物に空気の流れを

 安全に積み重ねが可能　


