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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



商　号 第一大宮株式会社

資本金 5000万円

創　業 1964年

設　立 1974年

代表者 代表取締役　社長　　松岡貴峰

本社　大阪営業部　大阪工場

〒566-0045　大阪府摂津市南別府町　16-16

TEL　06-6340-0909　　　FAX　06-6340-0006

東京営業所 〒103-0012　東京都中央区日本橋堀留町　1丁目8-10　三ッ美ビル3F

TEL　03-5614-7773　　　FAX　03-5614-7774

北大阪工場 〒569-0835　大阪府高槻市三島江　1丁目7-40

TEL　072-678-0505　　　FAX　072-678-0506

摂津工場 〒566-0065　大阪府摂津市鳥飼新町　1丁目6-25

TEL　072-654-4141　　　FAX　072-654-3177

従業員 60名

決算日 3月31日

営業品目 樹脂製包装資材の製造販売

樹脂製養生資材の製造販売

その他樹脂製品の製造販売

ダンボール製包装資材の製造販売

Traide name: Daiichi Ohmiya Co.,Ltd

Capital: 50million yen

Foundation August in 1964

Establishment: February in 1974 1964年8月 伊勢屋紙器として発足する

1974年2月 第一大宮紙器㈱として大阪市旭区大宮にて大宮工場を設立

Company Representative 1979年4月 大阪市東淀川区豊新に東淀川工場を開設

President  Takamine Matsuoka 1985年4月 摂津市鳥飼新町に摂津工場を開設

1989年4月 第一大宮㈱に社名変更する

Head quarters, Office in Osaka and Osaka Factory 1990年10月 摂津市鳥飼中に樹脂専用の旧大阪工場を設立

16-16 Minamibefu-cho Settsu,Osaka,Japan 〒566-0045 1990年11月 大宮工場を閉鎖して本社地を摂津工場に移転

ＴＥＬ+81-6-6340-0909　ＦＡＸ+81-6-6340-0006 1998年8月 大阪工場を摂津市南別府町に移転する

Office in Tokyo 2001年8月 東京営業所を中央区日本橋堀留町に開設

Ｍｉｔｓｕｍｉ-ｂｉｒｕ　1-8-10　Ｈｏｒｉｄｏｍｅ-cho Nihonbashi, 2004年11月 エコアクション21（環境省）の認証取得

Chuo-ku Tokyo, Japan 〒103-0012 2004年11月 創立30周年の記念行事をグアム島にて行う

ＴＥＬ+81-3-5614-7773　ＦＡＸ+81-3-5614-7774 2008年7月 東淀川工場を閉鎖し、高槻市三島江に北大阪工場を開設

North Osaka Factory 2009年3月 ISO9001の認証を全工場・事務所にて取得する

1-7-40　Ｍｉｓｈｉｍａｅ　Ｔａｋａｔｓｕｋｉ,Ｏｓａｋａ,Ｊａｐａｎ　〒569-0835 2009年11月 本社を摂津市南別府町に移転する

ＴＥＬ+81-72-678-0505　ＦＡＸ+81-72-678-0506

Settsu Factory

1-6-25　Ｔｏｒｉｋａiｓｈｉｎｍａｃｈi Settsu ,Osaka, Japan 〒566-0065

ポリプロピレンの中空シートで出来た超軽量な容器で繰り返し使えます。 ＴＥＬ+81-72-654-4141　ＦＡＸ+81-72-654-3177

お客様の希望に合わせてデザイン可能な物流容器。

Number of employee 60

ポリプロピレン厚物中空パネルで出来た容器で繰り返し使えます。 Account Day 31-Mar.

軽量でパレットと箱が一体型となっている超大型物流コンテナー。 Type of Business

Manufacturing and selling materials of plastics and cardboard 

低発泡ポリプロピレンで出来た軽量な容器で洗浄が可能です。 Manufacturing and selling processed goods and protective 

2 お客様の希望に応じたサイズやデザインが可能です。 Materials of plastics 7

    　   会社沿革

本社・大阪工場

企 業 理 念

品 質 方 針

環 境 方 針

私たちは移り変わる時代のニーズを的確に捉え、 顧客の要求される製品の品質維持と、長年の経験

と技術で顧客満足度の高い製品の品質向上をはかる。

その実現の為、 各部門が効率的なマネージメントシステムの構築をはかり、日々製品の継続的改善

を実践する。

この美しい地球を遠い未来まで残し、 人と自然が共存できる豊かな社会づくり

に貢献した事業活動を行います。

Boxes  Sized  to  Suit

優れた耐久性と軽さ、そしてポリプロピレンの折り曲げ強度の特性を最大限に

活かし、様々な分野へのパッケージをご用意致します。

特に通い箱では食品から医薬・工業製品にまで、その積重ね可能な特性を

活かして 幅広くご利用頂いております。

現在の企業活動 には 「循環型社会の形成」、 「HACCP」、「CO2 削減」etc. 高い社会的責任と貢献が求められています。

このような社会的要求に応えるべく、第一大宮が既存の技術と独自の技術を融合させ、新たな製品として開発した物流容器です。

ISO9001 認定 エコアクション21 （環境省）認定

人と地球にやさしいモノづくりを目指す

私ども第一大宮㈱は、常に明るい未来を創造します

今日、第一大宮は、世界で活躍するあらゆる企業様に対し、専門知識と

高品質のソリューションをご提案させて頂きます。

Today Daiichi Ohmiya Company provides expertise and high quality solutions to some of 

the largest companies in the world.  

Daiichi Ohmiya always creates a bright future.   

All containers match your needs........

あらゆる種類の容器があなたのニーズにマッチ.....

本社 Head Office

北大阪工場



ポリカーボネートの中空シートで透明性が良く、耐衝撃性・耐熱性に強い。

自己消火性で燃え難く耐候性にも優れている。

ポリプロピレンの中空パネルの欠点である断面を特殊な熱加工で塞ぎ、

ゴミや木屑が発生しないのでベニアの代替品として用途を拡げています。

ポリプロピレンの中空シートの断面をシールしてビン・缶・ペットボトルの

バルク包装用のレイヤーパッドとして世界中で大変多く使用されています。

角部や階段を傷から守ります、取付作業が簡単で時間を取らない。

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。

ポリプロピレン中空シートで出来た超軽量な壁の養生材の固定治具です。養生

シートを固定する時に直接壁面にテープを貼る必要がなく糊残りの心配がない。

スーツ等の衣料用引越ケースとして利用されています。軽量で繰り返し

6 利用出来て作業性もラクラクでとても人気のある製品です。 3

  第一大宮は次から次へと新製品を作り出し、多くのユーザー様に毎年開かれる様々なEXHIBITIONでご覧になって頂きたいと考えます。

  さらに社員一同の士気を高め、日本の物流改革の為に社員みんなの力を結集して我々の責任を果たします。

  毎年出展する事により、 直接ユーザー様のニーズを掴み、新製品開発のプレッシャーを力に変えて行こうと思います。

「この美しい地球を遠い未来まで残し･･･」の基本環境方針に沿って、再生品を使用した製品・単一素材品を積極的に企画開発するとともに、

顧客に製品のリターナブル化を提案し、環境負荷低減に貢献いたします。

　　　　　　■  環境・リサイクル　Environment・Recycle

第一大宮では、お客様が利用された使用後の製品においても環境への 責任を考え、リサイクル可能な製品づくりを行っています。

　　　　　　■ 包装・物流等の色々な展示会に出展　Exhibition

　　　　　　■  製品紹介　Sales Promotion

  第一大宮は様々な機会を通じてお客様に製品をより早く紹介させて頂きたいと思っています。　社内に展示室を設けて直接製品を手に

  触れて頂きながら製品説明をさせて貰っています。また、社内で内覧会を開きもっともっと詳しく製品の説明をさせて頂いております。

 インターネットのウェブサイトも自社で管理し、またパンフレットも社内で作成して出来るだけ新しい情報をお客様にお知らせ致します。

新しい素材と新しいかたちで

人に、そして環境にフィットするモノづくりを目指します。
We develop new materials and propose innovative logistics with new manufacturing  techniques 

that match the needs of mankind and the environment

きれいな水、きれいな空気を大切に・・・ 人々が快適に過ごし、働ける環境づくりを目指し、最新の技術と環境に優しい素材を応用して、

食品・医薬・建築・工業分野まで様々な業務形態に応える為に第一大宮㈱はトータルコーディネート致します

Protecting our clean air water ... Daiichi Ohmiya endeavours  to provide  safe and comfortable living and working environments by 

pursuing and employing the latest materials and manufacturing processes to answer the needs of the industies such as  industrial

packaging  construction ,aguriculture and foods processing.

耐水・耐圧・耐候性・断熱 そして多くの優れた素材の特性と特殊な熱加工処理にて幅広い

分野で活躍できる商品として生まれ変わりました。

物流として、また屋内外の装飾や機能材料としても多くの人々にも愛され利用されています。

防水性や緩衝性に優れ、現場でのカットも容易な素材の特性を活かし、引越・建築用

保護養生シートとして多く採用されています。軽量で持ち運びがラクで作業性も良く、

綺麗な養生が可能になりました。

また、使用後は焼却処理をしても有毒ガスが発生しない環境にも配慮されたシートです。

展示会 Exhibition

Materials  

Protection Sheets  

製品説明会 Internal Exhibition

人と地球に優しいモノづくり・・・・・

製品パンフレット

取材インタビュー風景各種展示会風景

プラスチックダンボールの再生利用

耐水・耐候性・断熱性等の素材の特徴を活かし、時代を支える.....

耐衝撃性と緩衝性を活かし.大切な物を保護....

Production system to human and earth friendly

Contribution to activate features of materials for waterproof, anti-UV and insulate.....

Protect important materials with activating anti-impulse and buffer

展示室 Ｄisplay Room
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信頼のある技術から製品は出来上がります

            ■ 長年の経験と技術でニーズをカタチにします。

  第一大宮は、ユーザーの要望により長年の経験と最先端の技術を駆使し弊社技術スタッフがお客様の納得のいく商品を提供致します。

  さらに弊社では、木型も社内作成し早急なお客様対応を心がけております。 日本の高い技術と海外の優れた技術を融合させて、さらに進んだ製品開発の基本を創出し,先進国の一員

としての責任を果たしたいと思います。

  第一大宮は専門的な知識と高い問題の解決力を持って、国内外の多くのお客様に必要とされる製品をお作り致します。

        Daiichi Ohimya provides expertise and high quality solutions to a number of companies in the world.

  国内には自動車・弱電・精密部品・医薬・化粧品さらに食品や農業水産等様々なユーザー様があります。

 　　　　   ■ 加工品・加工機械

　第一大宮は今までにない新しい加工技術を見つけ出し、さらに新しい加工機械を独自で設計して、

             ■ グローバル交流で高い技術と優れた素材を提案します。

  第一大宮は世界中から優れた素材や技術を発掘し、国内外の色々なシーンに提案していきます。

　　　　　　■ 国内のあらゆる業種のユーザー様に提案します。

  第一大宮は国内の優良な代理店様を通して、国内の隅々まで数多くのユーザー様に自社製品を供給させて頂いております。

　よりよい製品の創造と、安定した製品作りで皆様に貢献させて頂きます。

フローチャート　flow chart

  今後とも大切な販売店様を通してユーザー様に喜んで頂ける製品をお届け致します。

            確立された販売ネットワーク

・大阪営業部・東京営業所管轄

国内外から情報を得て、これからの物流のシステムに

東京営業所

人々が快適に過ごし、働ける環境づくりを目指し、最新の技術と環境に優しい素材を応用して、

特許 Recognition

■ 製品仕上り過程

Custom-made

我々は長年の経験と高い技術でお応えします
Many year's experience and high technique

Design Quote Sample Spec Production Quality Delivery

Making products just fitting customer's needs
お客様のニーズにジャストフィットする製品づくり

加工技術 Technical Processing

Original Products

優れた素材と製品を多くのお客様にお届けいたします

Plannig Reserch Select Designing Sample test run Delivery
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座屈強度テスト木型刃曲げ機CADサンプルカット機 ダンボール事業部 事務所 東京営業所 事務所摂津工場

本社 ・ 大阪営業部

打ち抜き ・ 熱加工 ・ 印刷

シート包装機 自動C式組立機 コーナー溶着機 A式熱溶着機 新型2号機

パネル専用特殊溶着機

A式熱溶着機 1号機

Provide excellent materials and products to our customers

Established sales network

Get information from domestics and overseas into logistic systems

Products made up with long experience and high technique

Products and machinery

Production Process

UV and insulate.....

Produced with reliable technique

Propose users in all fields

Propose high technique and excellent materials

Suppliers


