


ヤマコーはオーダーメイド・プラダンケースでお客様の
梱包・物流に対する想いをカタチにかえる会社です。

・高い提案・企画力と豊富なノウハウ
弊社には長年に渡る製函ノウハウと年間１万件以上の取引実績があります。経験豊
富な営業及び設計陣がお客様の想いを具体的な形にするお手伝いを致します。

・自社工場ならではのスピードと品質
    1 ケースから数万ケースまで対応可能な生産体制
弊社は 3 ブロック (A,B,C) から構成される 4500 ㎡ (1361 坪 ) の工場を所有
しております。Aブロックでは小～中ロット向けに、6台の CAD/CAM によるカ
ット加工、少人数チームによるセル生産方式を、Bブロックでは大ロット向けに3
台のプレス機による抜き加工、ライン生産方式を採用しています。ヤマコーにはお
客様の多様なニーズに最短・高品質で応える体制が整っています。

・製造直販ならではのサポート体制とリサイクルシステム
製造直販ですので、リピート購入、ケース修繕など、ご購入後のサポートも万全です。
また、弊社ではオール樹脂設計、プラダンの回収、樹脂パレットへのリサイクルなど
お客様のゼロエミッション達成を支援するシステムを整えております。

◆  地球にも人にも優しいプラダン
プラダンとは、ポリプロピレンを原料として作られた段ボールの事です。樹脂
製で高い耐久性を持つため、使い捨てではなく、繰り返し使用する事ができま
す。また中空構造により、プラスチックコンテナや木箱よりも軽量で扱いやす
いという特長を持ちます。プラダンならば、地球にも人にもやさしいケースを
作る事が可能です。

　1974 年に紙段ボールの加工業からスタートしたヤマコーは常に他社とは一味
違う製品とサービスを提供しようと、小さな努力を積重ねてまいりました。今日で
はプラダンの専門メーカーとして、広大な加工工場を取得し、多彩な製作実績と、
どんな要望にも応えられる専用機械設備を整えることが出来ました。
　また業界に先駆けて 10 年前から本格的にネットでの全国販売に力を入れており、
製造直販で豊富で有益な顧客情報も蓄積しています。
　私たちは、これらの強みを更に磨き上げ、お客様から「プラダンなら君のところ
が１番！」と安心してご指名頂けるように、誠心誠意、情熱を注ぎ、チャレンジして
まいります。
　同時に私たちは“迅速、親切、確実”を全社員の行動規範として日々実践し、
お客様との絆づくりにまい進してまいります。
　今後とも、皆様から引き続きご支援ご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し
上げます。

“ヤマコーが１番！
　　　　と言われる会社に”

社長あいさつ

箱の「チカラ」
私たちが扱うパッケージの役割は、
単純にモノを包装して運ぶだけではありません。
大切なモノをしっかりと守る「チカラ」、
真心込めて造ったモノの価値を高める「チカラ」があります。
ヤマコーにはそんな箱の「チカラ」を最大限に引き出し、
お客様の想いを実現する仕組みがあります。

ヤマコーはプラダンを中心とする

樹脂製品の加工を通じて、

社会に役立つことを使命とし、

会社の繁栄と、

社員の生活の安定を実現し、

人間としての成長を目的とする

プラダンの素晴らしさを社会に広め、

プラダンで日本を代表する

ナンバーワン企業を目指す

経営ビジョン経営理念
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代表取締役社長

事業紹介
          Business introduction
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A 式（みかん箱）タイプ C式（お弁当箱型）タイプ コンテナタイプ 大型・重量物用折り畳みコンテナ（オリウス®）

特殊（薄型 /大型 / 長尺 / 変形 / 厚物等）

バリエーション

オーダーメイドケース

大判薄型ケース（フィルム用） オリウス（大型医療器具用） 長尺ケース（長尺蛍光灯用）

大判薄型コンテナは弊社が
特に得意とする形状です。そ
の他、３ｍを超える大型、長尺
ケースはもちろん、特殊型
ケースの製作が可能です。

緩衝材 仕切り

内装設計

弊社では内容物に合わせた緩
衝材、仕切りの設計を行って
います。緩衝材専用カッティ
ングプロッタ、ミーリング加
工機などにより精度の高い
加工が可能です。

●シンプルで紙段ボールでもおなじみの形式です。
　折り畳みが可能なため、コンパクトに収納できます。

●身（箱本体）と蓋がセットになったお弁当箱のような形式です。
　底抜けの心配がなく、重量物にも対応できます。

●パレットと箱が一体化した大型重量物用の折り畳みコンテナです。
　軽量でありながら耐荷重は２t強あります。

●C式の箱にコーナーとフレームを付け、強度を上げた形式です。
　重量物を入れる、段積みする場合等に最適です。

緩衝材

オーソドックスなA式タイプからオーダーメイドならではの特殊な形状までお客様のご要望にぴったり合ったプラダンケースを 設計・製作致します。

プラダンケースは軽量かつ丈夫なため、繰り返し使う事ができ、コスト削減、環境負荷低減が期待できます。また多様なオプ ションを取り付ける事により紙段ボールや既製品にはない利便性を追求する事が可能です。

標準底

底をテープやマジックテープ
で封緘するシンプルな形状で
す。コンパクトに折りたたむ
事が可能です。

組底

底面のフラップを織り込むだけ
で底を組み上げられる形状で
す。テープ貼りの必要がなく、
封緘作業を効率化できます。

ワンタッチ底

折り畳まれた箱を広げると同
時に底が組み上がる、作業性
に富んだ形状です。折り畳み
時の面積もコンパクトです。
　

オーバーフラップ

底面及び天面が２～3重にな
る形状です。非常に強度が高
く、重量物を入れる事も可能
です。

被せ蓋タイプ

C式の標準形、身と蓋が別々
になっている形状です。A式
には向かない薄い箱の製造が
可能です。　

蓋なしタイプ

蓋のない、箱本体のみの形状
です。主に部品の仕分け箱
や、機械カバーに利用されて
います。

組み立て（N式）タイプ

組み立てて使用するタイプで
す。薄いシート状に展開、鋲を
使わずに組み立てる事が可能
です。大ロット向きです。

続き蓋タイプ

身と蓋が一体化したタイプで
す。蓋の紛失の心配がありませ
ん。A式に比べ間口が広く、作
業性の良いケースです。

リブ付コンテナ

段積みのためのリブ付コー
ナーを取り付けた、標準的な
プラダンコンテナです。A式
やC式に比べ格段の強度があ
ります。

羽蓋コンテナ

リブ付きコンテナに羽蓋が付
いた形状です。マジックテープ
でケース本体に固定します。蓋
が付いた状態での段積みも可
能です。

被せ蓋タイプ

C式の身にフレームとリブ無し
コーナーを取り付けた形状で
す。蓋が完全に覆い被さるので
ホコリが入りこみません。

折り畳みコンテナ

開閉式のコーナーによってＡ
式と同様に折り畳む形状です。
その他、側面を内側に折り込
み、上下に薄く畳む形状があり
ます。

Ｍタイプ（熱接着型）

側面パネルを熱接着によって、
筒状に連結したタイプです。フ
レームレスで軽量、コンパクト
に折り畳んで収納できます。

Ａタイプ（四面一体型）

側面パネルをヒンジフレーム
で筒状に連結したタイプです。
フレームで連結する事により、
Mタイプよりも強度が上がり
ます。

Ｂタイプ（一面開放型）

側面パネルのうち一面を取り
外せるタイプです。側面からの
出し入れが可能なため、内容物
の設置、取り出しが容易です。

コリウス（軽量型）

側面に5mmのプラダンを使
用した、軽量型タイプです。
オリウスAタイプと同用、側
面パネルを筒状に連結してい
ます。

取扱い商品例
          Products
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サーミスタ部品通箱

ディスプレイ用ケース

医療用アナライザーケース 研究資材ケース

デジタルゲージ通箱

建築資材搬入ケース

プリンタ通箱

資料保管ケース

医療用ブレードケース

易損品(楽器)運搬ケース 液晶テレビ搬送用ケース

企業広告用ディスプレイケース

キャンペーン台

貸金庫スペース見本

電子基板通箱

骨接合材用ケース

スクリーン用ケース

アルミフレーム運搬用ケース

農産物搬送用大型通箱

ゴルフクラブ搬送用ケース

店頭ディスプレイ台

ゴルフクラブ用通箱

イベント用ゴミ箱

店頭用ディスプレイケース

臨時販売台

商品事例（オーダーメイドケース）
弊社には長年にわたる製函ノウハウ、年間1万社以上の取引実績がございます。ヤマコーのプラダンケースは、製造業・運輸業など　　   様々な分野のお客様に、様々な用途でお使い頂いております。

樹脂成型品ケース

ゴム製品用通箱 緩衝材用ケース

食品用仕切り付き通箱

化粧品原料通箱

商品事例
          Case
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シート加工 取扱シート例

［抜き加工］ ［カット・罫線入れ加工］

［ミーリング加工］ ［熱曲げ加工］

［シート接続溶着加工］ ［端面封止加工］

［印刷加工（シルク印刷）］ ［印刷加工（UVインクジェット印刷）］

シート加工
ヤマコーでは製函で培ったノウハウを活かし、プラダンシートやオレフィン系加工シートのカット加工（カット、抜き、 切削）、熱加工（曲げ、接着）、印刷加工を行っております。

３台の大型のトムソン・プレス機でシートを自由
な形状に型抜きします。型抜きには木型（ベニヤ合
板に刃を埋め込んだもの）を使用します。量産品、リ
ピート品に向いた加工法です。

5台のカッティングプロッタ（CAD/CAM）でシー
トを自由な形状にカットします。曲線や複雑なライ
ンも正確に切り出すことが可能です。小～中ロット
品に向いた加工法です。

ミーリング専用カッティングプロッタで、硬質・
厚物シートを自由な形状に切削します。垂直方向
の掘りの深さを調節できるため、掘り込み溝をつ
ける事も可能です。

V字型熱加工機でシートを直線的に溶融、垂直曲
げさせることにより L 字型、コの字型に折り曲
げ固定します。

シートの端面同士を熱で溶着させます。既定サイズ
以上のシートや内外に（継ぎ代部分の）段差がない
カバー（スリーブ）を製作できます。

プラダンシート等の中空構造部分を熱で溶融し、封をし
ます。中空部分に埃などが混入するのを防ぐために行い
ます。複数枚のシートを重ねて封止する事も可能です。

特殊な技法で非吸収性のプラダンに直接印刷を施
します。インク層が厚いため、鮮明に印刷できます。
大ロットの印刷に向いた方法です。

紫外線を照射し、インクを瞬時に硬化・定着させる事
によってプラダンシートに印刷を施します。小ロット
やフルカラーの印刷に向いた方法です。

最もオーソドックなタイプ

〈標準プラダン〉

ベニヤ板代わりにも使用可能

〈厚物プラダン〉

ホコリを吸着しないタイプ

〈カーボン入り導電プラダン〉

緩衝性が高いPEシート付きシート

〈クッション付きプラダン〉

帯電防止機能が長続き

〈持続性帯電防止プラダン〉

1000kgに耐える強力養生シート

〈床丈夫（ゆかじょうぶ）〉

高い透明度と耐衝撃性

〈ポリカーボネート〉

熱、ホコリに強い樹脂シート熱、ホコリに強い樹脂シート

〈スミセラー〉〈スミセラー〉

軽量・剛性に優れた中空構造板

〈ツインコーン〉

縦にも横にも強い超剛性中空構造板

〈プラパール〉

優れた耐衝撃性、永久帯電防止機能付き

〈Pボード〉

超硬質シート、ベニヤ・合板の代わりも可能

〈パロニア〉

取扱い商品
          Products
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カット・打ち抜き加工機 緩衝材加工機

その他加工機

熱加工機

打ち上げ加工機 □主要設備

トムソン・プレス１号機（全自動） トムソン・プレス2号機（大型） トムソン・プレス3号機（高圧） 
緩衝材用バーチカルカッター

超音波溶着機
樹脂鋲打ち機

（プラリベッター）
金属・樹脂鋲打ち機

（リベッター）

ボード用UVインクジェット印刷機 四軸超音波コーナー溶着機

フレームカッター四軸コーナー穴あけ機

Ｖ字型熱加工機

A式熱溶着機シート接続溶着機 厚物用端面封止機

緩衝材用スライサー

底面金属鋲打ち機

フォーム材専用カッティングプロッタ（CAD/CAM）

カッティングプロッタ（CAD/CAM） ミーリング機能付きカッティングプロッタ（CAD/CAM） パネルソー

トムソン・プレス１号機（全自動） 1400x1020 1 フォーム材専用カッティングプロッタ（CAD/CAM） 1200X1200 1

トムソン・プレス2号機（大型） 2000x1500 1 緩衝材用バーチカルカッター　　　  1

トムソン・プレス3号機（高圧） 1470x1285 1 緩衝材用スライサー 1

カッティングプロッタ（CAD/CAM） 3000x2000 5 緩衝材用熱接着テーブル 1

ミーリング機能付きカッティングプロッタ（CAD/CAM） 2200x1680 1 ボード用UVインクジェット印刷機 2600x1600 1

パネルソー 3050x3050 2 Ｖ字型熱加工機 熱刃長2600 4

シート接続溶着機 1 四軸超音波コーナー溶着機 1

厚物用端面封止機 最大加工厚４０mm 1 四軸コーナー穴あけ機 2

A式熱溶着機 1 フレームカッター 1

超音波溶着機 6 ベルトカッター 2

樹脂鋲打ち機 13 底面金属鋲打ち機 1

金属・樹脂鋲打ち機 5

カット加工機

その他関連加工機30台

緩衝材加工機

その他加工機熱加工機

打ち上げ加工機

プラダン専用加工機
ヤマコーでは、お客様のご要望に最大限お応えできるよう、汎用機械はもちろん、プラダンの特性に合わせた専用加工機を多数 取り揃えております。

機械設備
          Machinery & Equipment
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工場概要　　　　　　　敷地面積：27170㎡（8219坪）  ／  工場面積：のべ4425㎡（1506坪） Aブロック　　　　　　　　　　　　　　小－中ロットライン・特殊ケース(大型・長尺等)加工・在庫スペース

事務所１F　　　　　　社長室・総務・企画・営業・設計・管理の各部門執務エリア Bブロック　　　　　　　　　　　　　　数万ケースの受注も可能な大ロットライン

事務所2F　　　　　　　食堂兼大会議室・２つの会議室などミーティングスペース Cブロック　　　　　　　　　　　　　　梱包出荷スペース及びストックヤードスペース

工場

Cブロック
工場

Bブロック
工場

Aブロック
1F
事務所

2F事務所

（1500㎡） （1500㎡） （1500㎡）
240㎡

240㎡

施設・工場紹介
          Factory



京都市伏見区にてヤマコー商会を個人で創業

株式会社ヤマコー設立（資本金 500 万円） 

京都市伏見区島津町に本社用地（178 ㎡）を取得

宇治市槇島町に段ボール加工工場を開設

伏見区向島に工場移転

株式会社ベストパック設立（資本金 1000 万円） 

宇治市槇島町に本社工場を拡大移転、資本金 2000 万円に増額 

ISO14001 認証取得 

京都府綴喜郡宇治田原町工業団地内にプラダン専用工場を開設

株式会社ベストパックと合併、資本金 5000 万円に増額

ミーリング機能付きカッティングプロッタ（CAD/CAM）導入

大型インクジェットプリンター導入

新基幹システム導入
フォーム材専用カッティングプロッタ（CAD/CAM）導入
シート接続溶着機、厚物用熱端面封止機導入
東京営業所開設

■沿　　革
昭和49年（1974年）

昭和51年（1976年）

昭和52年（1977年）

昭和53年（1978年）

昭和54年（1979年）

平成元年（1988年）

平成13年（2001年）

平成14年（2002年）

平成19年（2007年）

平成20年（2008年）

平成21年（2009年）

平成22年（2010年）

平成23年（2011年）

株式会社ヤマコー

〒610-0202　京都府綴喜郡宇治田原町緑苑坂 54-2

TEL：0774-88-6800　FAX：0774-88-6900

http://www.yamakoh.com/

info@yamakoh.com

代表取締役 山崎恵弘

昭和 49 年 9 月 1 日

昭和 51 年 1 月 24 日

5000 万円

年１回（3月）

10 億円

50 人

京都銀行　商工中金　京都中央信用金庫　

京都信用金庫　滋賀銀行　三菱東京UFJ 銀行

旭化成、アサヒ飲料、INAX、オリンパス、関西テレビ放送、関西電力、九州電力、京都パープルサンガ、

京都銀行、シャープ、シンセス、全日本空輸、ダイドー、中外製薬、中京テレビ放送、テルモ、

ドコモ・システムズ、凸版印刷、トヨタ自動車、中村藤吉本店、日清食品、ニトリ、日本たばこ産業、

パナソニック、ブリヂストン、堀場製作所、ホンダエンジニアリング、みずほ証券、三井化学、三井造船、

三菱電機、村田製作所、ヤマト運輸、リコー、YKK　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか 10,000 社

社 　 名

所 在 地

ホームページ

メ ー ル

代 表 者

創 　 業

会 社 設 立

資 本 金

決 　 算

年 　 商

従 業 員

取 引 銀 行

主要取引先

平等院 田原川の桜並木 宇治田原の茶園
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■会社概要

■アクセス

■運営ホームページ
プラダン .com

（オーダーメイドケース専用サイト）
ヤマコー .com
（コーポレートサイト）

プラダンシート.com
（シート専用サイト）

通い箱 .com
（規格品専用サイト）

オリウス
（重量物用コンテナ専用サイト）

ポリカ
（ポリカーボネート専用サイト）

プラダン .com http://www.pladan.com/index.htm

ヤマコー .com http://www.yamakoh.com/

プラダンシート.com http://www.pladan-sheet.com/

通い箱 .com http://www.kayoibako.com/

オリウス http://www.aaabox.com/

プラダンカタログ http://www.pladan.jp/

ポリカ .com http://www.polyca.com/

プラダン選挙看板 .com http://www.senkyo-kanban.com/

ヤマコー携帯サイト http://www.pladan.org/

ヤマコー英語サイト http://www.yamakoh.com/en

プラダンのヤマコー採用サイト http://www.yamakoh-recruit.jp/

宇治西IC
宇治東IC

笠取IC 南郷IC

小倉駅

新田駅

城陽駅

長池駅

山城
青谷駅

至 宇治田原
　工業団地

JR
奈
良
線

N

木
津
川

24

24

宇
治
川

307

宇治駅

宇治市役所

山城総合
運動公園

くつわ池
自然公園

バス停
ゆうゆうの里

京滋バ
イパス

コメリ

ローソン

郵便局・JA

ローソン

天ケ瀬
森林公園

（太陽ケ丘）

京阪
宇治駅

京
阪
宇
治
線

近
鉄
奈
良
線

セレモニー
ホール

ドラッグ
ユタカ

　   ● 国道24号線　山城大橋東詰から東へ約20分

◆バスをご利用の方
　● 近鉄新田辺駅から62系統「緑苑坂」下車 途歩5分

◆車をご利用の方
交
通
ア
ク
セ
ス山城

大橋
◆高速道路でお越しの方
　● 宇治西IC→国道24号線→山城大橋東詰から
　 国道307号線を東へ20分

本社工場周辺地図

緑苑坂
ニュータウン

至信楽

ローソン

至 宇治田原工業団地

307

株式会社ヤマコー
本社工場

宇
治
田
原
町
立

学
校
給
食
共
同
調
理
場 緑

苑
坂
バ
ス
停

緑苑坂への入口交差点
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