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「提案力」、「技術力」、「ネットワーク」でお客様のベストパートナーへ
長年培ってきたノウハウと社員一人ひとりの情熱、幅広いネットワークで高付加価値のある製品をご提供いたします。

包装資材・農業資材
Packaging materials・Agricultural materials

耐熱プラスチック
Packaging materials

真空成形品
Vacuum forming products

梱包機械・ライン設備
Packaging system・Line equipment

その他資材
Other materials

トイレ・内装関連
Toilet interior design

店舗関連
Commercial interior design 

クリーニング関連
Cleaning service

事業紹介 BUSINESS

ライフ・マテリアル事業部

ユニット事業部



製品紹介 PRODUCTS

製品紹介

 【トイレ・内装関連】

 【店舗関連】

 【クリーニング関連】

豊富なバリエーションを準備したトイレブースをはじめ、洗面カウ
ンター、ライニング（配管）ユニット、ウォールシステム、照明ボック
ス、他各種アクセサリーを揃え、トイレ空間に要求される多様な
課題にトータルであるいは個別にお応えするシステムです。

トイレ内装システム『TIS』 01

『エラストピア®』はあらゆる病状に対応し、安全・安心に配慮
した特殊空間の設計・施工システムです。
病状対応型可変ドアシステム、保護壁、保護床、プライバ
シー保護型監視システム、電動壁収納型ベッド等を揃え、患
者さんのプライバシー・アメニティーの向上に加え、セキュリ
ティーの高い空間づくりを実現しました。

病状対応型フレキシブル保護室『エラストピア®』 02

いろいろな空間を機能的に間仕切るパーティション、スライ
ディングドア、コンピューターサーバー室の空調効率向上に配
慮したコールドアイル用ドアシステム、エポキシ樹脂・ウレタン
樹脂を中心とした塗床材などの各種内装材の開発・製品
化をおこなっています。

内装システム 03

カードで扉を自動オープン。すぐれた使いやすさと高い安全
性が特徴です。化粧室での洗面化粧用品、小物などの保
管や給湯室のカップ、お茶などの保管、またミニロッカーとし
ての使用と、空間に新たな便利をつくります。  
   

プライベートボックス 04

店舗づくりの専門家集団として、店舗建築を含めた店舗づ
くりのすべてをお手伝いしています。これまでスーパーマー
ケット、各種専門店、生鮮食品の加工・配送センターなど多く
の実績を持っています。

店舗システム 05

店舗設備に必要な冷凍・冷蔵、空調、給排水、熱絶縁、管、
電気などの技術力を生かし、店舗に合った最適な設備づく
りや工法の開発に加え、クリーンルームや生鮮食品デリバ
リーセンターなど、低温・洗浄・省エネ、特殊設備の設計・施
工をおこなっています。

設備システム 06

一般建築に加え、各種工場建築、及び改修工事を手がけ、
また、工場内製造ラインの新設・保守などもおこなっています。

建装システム 07

スーパーマーケットなどに常備されている買物カゴや、食品
運搬用に使用されているコンテナ類に加え、工業用コンテ
ナ類をクリーニング・管理するシステムです。高い洗浄力をも
つ工場を保有、レンタル・クリーニングと合わせ、店舗活動を
支援するサービスをおこなっています。

クリーニングシステム 08

 【包装資材・農業資材】

 【耐熱プラスチック】

 【真空成形品】

規格品を多く揃え、野菜や果物を簡単に素早く結束でき、
店頭で引き立ちます。特注品の対応も可能です。

ポリマフレッシュテープ 01

イチゴをはじめ、ブドウ、サクランボ、いちじく、びわなどの透明上
掛けフィルム。ロール品と枚葉品をご用意しております。

シンエツベリーフィルム 02

スイカ、メロン等の地這栽培果実の土との接地面腐敗防止
や、色むら防止に役立つ成育用台座です。作物に合わせ
て各種ご用意しております。

シンエツマット 03

農ビ・農ポリ、農POを強力粘着。ハウス・トンネル・サイレージ補
修用テープです。

ニュークロスカットテープ 04

電子レンジはもちろん、オーブンでの使用も可能にした、
220℃の耐熱性のある食品容器です。

C-PET耐熱容器 05

PET樹脂を結晶化させ、220℃の耐熱性を持たせることが
出来る、パルプモールドの内張り等で使用する耐熱フィルム
です。

C-PETフィルム

光学部品、プリント基板、半導体やシリコンウエーハなどの部
品搬送用トレイを、用途に合わせて材料選定から企画、設
計、量産までご提供いたします。

工業用トレイ 06

たまご用パックをはじめ、食品用トレイの設計、量産までお任
せください。最適な材料でご提供いたします。

食品用トレイ 07

 【梱包機械・ライン設備】

物流の現場で欠かせない自動梱包機も、各種サイズを取り揃
えております。また、ご希望に沿ったカスタムもご相談ください。

梱包機 08

梱包、物流現場での作業効率を高め、省力化を実現する
ためのシステムをご提案いたします。

梱包ライン

青果物等のパック用上掛けフィルム「シンエツベリーフィルム®」
専用の自動包装機です。

シンエツファインパッカー

 【その他資材】

生分解性プラスチックを利用した折りたたみ式シート。キャリー
バックをご使用いただく事で抜群の作業性を発揮します。

くん蒸与作シート 10

09

シリコーン製品などをはじめ、電気・電子、自動車、建築、化
粧品、ヘルスケア、化学など、さまざまな産業分野のニーズに
対応いたします。

工業用資材
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提案

開発

問題解決

相談 お困りの事象についてお気軽に

ご相談ください。

お客様と共に考え、お客様の立場で

最適な製品を提案いたします。

長年培った技術力で、創造性の高い

製品を提供いたします。

信越グループのネットワークを駆使し

お客様の疑問・難問を迅速かつ的確に

解決いたします。

Counseling

Approach

Development

Problem solving

介
紹
例
事

信越ファインテックの強み

信越ファインテックの強み　ADVANTAGE

・一元管理
イチゴ用資材には地域や慣習によって様々な形態が存在しています。
上掛けフィルム（シンエツベリーフィルム®）にも複数の材質にロール品、枚葉品、ミシン目入り、生産者名印刷、シリアルナン
バーなど。包装作業も手貼りや機械貼りがあり、パックも小量目化が進み様々なサイズが乱立しています。各商品をそれぞ
れのメーカーへ発注するため、処理の混乱や使用時の不具合などが問題視されてきました。
そこで弊社ではお客様のご要望をひとつひとつ形にしていきました。現在ではフィルム、包装機、自動包装機、パックと殆

どの資材を取り扱っており、小ロット対応可能な弊社オリジナル柄印刷品も取り揃えております。もちろん何年も実地での試験を重ね、毎年改良を重ね
ています。イチゴの資材はまず弊社にお問い合わせください。信頼の信越ファインテックブランドです。

一般のトイレブース

ご相談

一般のトイレブースはドアを開閉する際、誤って指を挟んでしまう可能性があり危険なためドアパネルに曲げ加工
可能な素材を用い、ドア両端部に隙間を設けることにより、指詰め防止を実現いたしました。また、曲げ角度を深
めることによってブラインドを確保し、パネル隙間からブース内が見える心配もありません。「ゆびテクト」は指詰め防
止という安全、プライバシー保護という安心をお使いいただく方々にご提供しています。

解決

トイレブースのドア開閉の際、誤って指を挟んでしまう可能性があり危
険なので危険を排除して欲しい。

ドアの吊元部、戸先部とも隙間を空けることで指を挟まない
ようにしました。

一般のサーバールーム

ご相談

内部を隅 ま々で見通せる透明ポリカーボネイト製の窓を備え、コールドアイル内の風圧に対し、正しい位置に扉を静止するための耐
風圧調整機能付き両開きウェスタンドアです。帯電防止機能と不燃性能を備えています。非常時、ウェスタンドア前から窒素ガスを吹
き出すことにより、その圧力で自動的にウェスタンドアが開き、コールドアイル内に窒素ガスが流れます。

プライベートボックスは、カードで扉を自動オープン。すぐれた使いやすさと高い安全性が特徴です。化粧室での洗面化
粧用品、小物などの保管や給湯室のカップ、お茶などの保管、またミニロッカーとしての使用と、空間に新たな便利をつ
くります。

内開きブース内での非常時には、救出空間確保のために
もドアの外開きは必須です。「ライフテクト」では、外側からド
アを開錠すると、内開きドアの外開きが即時に可能となりま
す。この機能は、表示器付きラッチ、戸当り兼用スライドボル
ト、ドアパネル戸先のスィングエッジの連動によって実現され
ています。また従来の非常開ブースに必要とされた笠木の
有無を問いませんので、トイレ設計の自由度や意匠性を損
なうことがありません。

解決

現在のコールドアイル入り口は帯電防止シートの垂れ幕になってお
り、出入り時に不便。非常時用の窒素ガス噴き出し口をコールドアイ
ル外に設置したい。

出入口にウェスタンドアを設置。窒素ガス噴き出し口はウェス
タンドア前方であれば非常時対応が可能となりました。

ご相談 解決

近年、レストルーム内に於いてのパーソナルボックスの需要は高まっ
ていますが、従来のボックスではダイヤル錠を用いていたため、使用
毎にダイヤルを回す不便さを感じていました。また、暗証番号を忘れ
開錠に苦労することもありました。

「プライベートボックス」では、新たに小型の電気錠を開発し、カード式
電気錠での使用を可能としました。カードで所定のセンサーに触れる
と扉が自動オープンする仕様です。面倒なダイヤル合わせは不要、
カードで扉を瞬時にオープン、パーソナルボックスの進化系です。

従来の容器

ご相談

高度な技術を要求されるC-PETの成形にトライし、独自の技術開発により低価格で耐熱性の優れた容器の製品化が
実現しました。開発提案後も独自に研究を重ね、低温保存時の衝撃による割れの問題解決や、小ロット対応の成形方法
の開発により、お客様のニーズにマッチした製品となっています。

解決

お客様よりオーブンレンジで食材を温めても変形・溶解しないプラス
チック容器の要望がありました。

汎用プラスチックの中でも優れた耐熱性のある、C-PET を使用
したシート成形容器の提案をおこないました。

従来のフィルム

ご相談

・シリアルナンバー印字
従来のベリーフィルムのロール品のトレーサビリティ（生産者情報）は、グラビア印刷により生産者様の個人名を印刷してい
ましたが、お客様より複数の品種をより小ロットで対応する方法は無いかとの要望を受けました。そこで印字方法をシリア
ルナンバー（連続番号）化する事で対応、出荷日等の日付管理も可能となりました。また粘着剤は非アクリル系の為、越年
しても経年変化も無く安心して使用が可能です。

解決

生産者名印刷のロットは、1品種、1生産者あたり12巻必要。同時に
複数の品種を生産する場合、1生産者でのロット負担大。

シリアルナンバー印字により、1品種あたり44巻より製造。
各生産者様へは、1巻よりバラ販売も可能となります。

弊 社 で 全 て 対 応 が 可 能 で す！

ロール品 枚葉品 パック 自動包装機

どの資材を取り扱っており、小ロット対応可能な弊社オリジナル柄印刷品も取り揃えております。もちろん何年も実地での試験を重ね、毎年改良を重ね
ています。イチゴの資材はまず弊社にお問い合わせください。信頼の信越ファインテックブランドです。
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平常時と非常時のスライドボルトの動き
（平常使用時の表示器付きラッチとスライドボルトは、写真①と②の状態）
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企業行動規範　CORPORATE ACTIVITY 品質管理・環境方針　QUALITY / ENVIRONMENT

品質管理
Quality 

理念

環境方針

●地球環境への負荷を低減するために、
・環境負荷の少ない製品設計・開発を推進します。
・販売・委託製造・サービスの全ての過程で環境保全・汚染の予防に配慮します。
・省エネルギー対策を促進します。

●環境マネジメントシステムを構築し、環境管理体制の維持・充実に務め、定期的な内部監査を通じて、
その継続的な改善を図ります。

●環境に関する法規制、及び当社が同意するその他の要求事項を遵守します。

●環境目的、環境目標を制定し、定期的見直しをすることにより、その改善に努めます。

●当社で働く人又は当社のために働く全ての人に環境方針を周知徹底し、地球環境問題への意識の向
上を目指すとともに、文書化し一般の人が入手可能にします。

当社の提供する製品の品質はお客様からのお引合い・設計のご相談から始まります。お客様のよ
り良いパートナーとして、ご要望にそった製品の提案をおこない、満足の頂ける製品の実現を目
指します。

環境方針
Environment

企業行動規範
Corporate Activity

信越ファインテック株式会社は、その事業活動を通じて、地球規模の環境保全が最重要課題であると認識
し、環境調和型社会の実現とその継続に積極的に取り組みます。

グリーン運動

信越ポリマーグループ全体の統一運動として「グリーン運動」が、2000年度より開始されました。グリーン運
動は環境面からの企業体質の強化・改善を目的とし、省エネルギー、廃棄物管理・リサイクル、化学物質
管理等の活動をおこなっています。

1  私たちは、信越ポリマー株式会社及びそのグループ会社の社員としての誇りと自覚を持ち、

遵法精神に徹し、法令や社内規程・規則等を遵守して、公正かつ透明性の高い企業活動

を行い、社会から信頼される会社となるよう努めます。

2  私たちは、必要な企業情報を幅広く適時、適切に開示し、「開かれた企業」として、株主、投

資家、顧客、地域社会等のステークホルダーはもとより、社会とのコミュニケーションを促進し

ます。

3  私たちは、各国・地域の歴史、文化、慣習等を尊重し、相互信頼を基盤とした事業展開を

心がけ、地域との共存をはかります。

4  私たちは、地球環境保全を最重要課題の一つとして認識し、その求められている社会的責

務を果たすことにより、持続可能な発展を目指した循環型経済社会の構築に積極的に参

画します。

5  私たちは、事業活動を通じて、環境に配慮した優れた性能の製品の開発・製造に努め、豊

かな社会と環境保全に寄与します。また、グリーン調達を実施し、化学物質などを適切に管

理し、製品に含有する物質に関する規制を遵守します。

6  私たちは、顧客、消費者のみなさまの要望に応え、十分満足いただける魅力ある安全で良

質な製品・サービスの提供に努めます。また、お客様のプライバシーにかかわる個人情報は

大切に取り扱い、情報の流出や不正な利用のないよう厳正な管理を行います。

7  私たちは、自由な競争原理を尊重し、常に、公正な取引を心がけます。また、顧客、消費者

のみなさまと透明性の高い公正で健全な関係を築き上げます。

8  私たちは、従業員の人権、人格、多様性を尊重し、公平な処遇を実現するとともに、それぞ

れの能力・活力が発揮できるような職場環境をつくります。労働関係法令を遵守し、児童労

働、強制労働等の非人道的な労働行為は行いません。

9  私たちは、政治・行政とは、健全かつ正常な関係を維持します。

10  私たちは、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体などに対しては、毅然とし

た態度で対処します。

11  私たちは、「良き企業市民」として積極的に社会貢献活動を行います。

●信越グループ関係製品
信越グループ関係製品は当社と信越ポリマー株式会社の各事業部と密接な連携をとり、品質の保証を
おこなっております。

●信越ファインテック製品
設計・材料の選択から製造について当社がプロデュースし、提供する製品は当社が責任をもって品質を
保証いたします。

●他社製品
信頼のある会社からご提供している製品についても、品質を保証いたします。



会社概要　CORPORATE PROFILE

お問合せ 製品についてのご質問などは
下記URLに必要事項を入力のうえお問い合わせください。
URL:https://www.shinfine.co.jp/contact/input

信越ファインテックは、信越ポリマーグループの一員として1972 年
に設立されました。
電子部品、医療機器部品、工業用、食品用包装資材、農業用資材・
設備など幅広い領域でお客様のご要望に応じた独自製品の開発・調
達に取り組み、お客様のニーズにお応えしています。
またエンジニアリング分野では、商業施設のリーシングから設計施工・
メンテナンスまでワンストップサービスでお客様に提供するとともに、
データセンター・保護室等の特殊空間の設計施工を通じて付加価値
のある空間を提供しております。
信越ファインテックは、信越ポリマーグループのネットワークを駆使し、
お客様と共に考え長年培ってきたノウハウと幅広いネットワークで高
付加価値のある製品を提供してまいります。

■ M
essage

会社概要

概要
設　　  立／昭和47年11月13日

資 本 金／3億円 

株　　  主／信越ポリマー株式会社（100％）

決　　  算／年1回　3月 

従業員数／102 名 

事業内容／電子工業用及び電機工業用部品並びに材料の販売
 保健用・衛生用及び医療用製品並びにこれに関連する部品　　

及び材料の販売
 建築資材、住宅資材及び店舗用設備・備品の製造及び販売
 配管資材及び農業資材の製造及び販売
 包装用資材及び機械の販売
 建築内装工事、建築外装工事、冷凍冷蔵施設工事
 管工事、電気設備工事の設計、施工及び請負　
 建築工事、土木工事の設計、施工及び請負
 店舗用備品の洗浄及び賃貸
 不動産の売買、賃貸、管理及び仲介
 前各号に付帯する事業及びこれに関連する一切の業務

許可・登録／国土交通大臣許可（特-3）第24430号
 建設業の種類／建築工事業
 国土交通大臣許可（特-4）第24430号
 建設業の種類／管工事業
 国土交通大臣許可（般-3）第24430号
 建設業の種類／とび・土工工事業、防水工事業、
 　　　　　　　内装仕上工事業、熱絶縁工事業、解体工事業　
 一級建築士事務所　東京都知事登録　第63075号
 宅地建物取引業　東京都知事 (1) 第 107760 号

■ O
utline

沿革
 11月 東京都大田区に旭信産業として設立
  資本金　2百万円

  5月 商号をポリマー東京販売株式会社に変更
  本社を東京都中央区日本橋本石町3-4に移転
  資本金を1千万円に増資
 12月 仙台営業所を開設

 5月 新潟営業所を開設

 12月 本社を東京都千代田区内神田2-15-14に移転

 4月 ポリマー東京販売株式会社（存続会社）とユニ
オン化成品株式会社を合併

  新商号　ポリマー東日本株式会社
  資本金を2千万円に増資

 10月 資本金を5千万円に増資

 9月 本社を東京都台東区東上野5-1-5に移転

 3月 東北営業所を宮城県仙台市若林区6丁の目
西町-1に移転

 4月 長野営業所を開設

 5月 本社を東京都中央区日本橋本町4-3-5 
信越ビルに移転

 6月 東北営業所を宮城県仙台市青葉区本町2-10-
33 第2日本オフィスビルに移転

 10月 ポリマー東日本株式会社（存続会社）とシンエツ
札幌株式会社を合併

  資本金を6千万円に増資

 3月  長野営業所を長野県長野市鶴賀緑町1393-3
富士火災長野ビルに移転

 4月  ポリマー東日本株式会社（存続会社）とポリマー
化成品株式会社を合併

  新商号　信越ファインテック株式会社
  資本金を9千万円に増資

 5月  資本金を3億1千万円に増資

 9月  名古屋支店を愛知県名古屋市中村区名駅三丁目
16番22号 名古屋ダイヤビルディング1号館に移転

 5月  秋田営業所を秋田県にかほ市平沢字行ヒ森
29-3に開設

 4月  香港駐在員事務所開設

 9月  東北営業所を宮城県仙台市青葉区中央二丁目
10-12 仙台マルセンビルに移転

 3月  本社を東京都千代田区神田須田町一丁目9番
神田須田町プレイスに移転

 4月  信越ファインテック株式会社（存続会社）と信越
ユニット株式会社を合併

  資本金を3億円に減資

 3月  本社を東京都台東区台東1-1-14 
ANTEX24 に移転

 7月  本社を東京都台東区東上野 4-24-11 
NBF 上野ビルに移転

 4月  関東営業所を栃木県宇都宮市双葉 1-1-1 
双葉オフィスに開設

1972
1982

1985
1987
1989

1990
1991
1992

1994

1996

2002
2004

2005
2006
2007
2008

2011
2012

2013
2015
2023
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会社概要 （2023年4月15日現在）

役員一覧  Directors

代表取締役社長
石原寛
取締役
上畑稔 小濱芳郎 浅沼真吾
監査役
奥田理明

本社 
〒110-0015 東京都台東区東上野4-24-11　NBF上野ビル

管理部
　総務グループ
　経理グループ
　TEL 03-6777-1060　FAX 03-6777-1066

ライフ・マテリアル事業部
　東京営業グループ
　TEL 03-6777-1063　FAX 03-6777-1065
　事業開発グループ
　TEL 03-6777-1064　FAX 03-6777-1065
　業務購買グループ
　TEL 03-6777-1061　FAX 03-6777-1065
　品質管理グループ
　TEL 03-6777-1062　FAX 03-6777-1065

ユニット事業部
　商業施設営業部
　TEL 03-6777-1071　FAX 03-6777-1074
　ユニット営業部
　TEL 03-6777-1072　FAX 03-6777-1075
　技術部
　TEL 03-6777-1073　FAX 03-6777-1074
　業務購買部
　TEL 03-6777-1070　FAX 03-6777-1075
　クリーニング部
　〒338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島8-16-10
　TEL 048-862-1368　FAX 048-862-1384

営業所・事務所
ライフ・マテリアル事業部
　大阪営業所
　〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-2-1　淀川5番館
　TEL 06-7669-0601　FAX 06-7669-0602
　名古屋営業所
　〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-26-13　ちとせビル
　TEL 052-586-4121　FAX 052-563-2511
　東北営業所
　〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-10-12　仙台マルセンビル
　TEL 022-213-2131　FAX 022-213-2136
　新潟営業所
　〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通1-2-23　北陸ビル
　TEL 025-245-0070 　FAX 025-245-0076 
　秋田営業所
　〒018-0402 秋田県にかほ市平沢字行ヒ森29-3
　TEL 0184-62-8077　FAX 0184-37-3251
　福岡営業所
　〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町12-20　ふくぎん博多ビル
　TEL 092-281-8851　FAX 092-281-5066
　関東営業所
　〒321-0614 栃木県宇都宮市双葉1-1-1　双葉オフィスA-1
　TEL 028-612-8740　FAX 028-612-8741
　長崎事務所
　〒859-0131 長崎県諫早市高来町神津倉176
　TEL 0957-27-7970 　FAX 0957-27-7971 

ユニット事業部
　仙台事務所
　〒981-0924 宮城県仙台市青葉区双葉ヶ丘1-22-5
　ガーデンシティビル
　TEL 022-718-8867　FAX 022-718-8865
　新潟事務所
　〒950-0853 新潟県新潟市東区東明3-12-2
　TEL 025-287-0472　FAX 025-287-5755
　大阪事務所
　〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町1-7-2　堺筋トラストビル
　TEL 06-6224-0682　FAX 06-6224-0681
　広島事務所
　〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1-4-18　TA二葉ビル
　TEL 082-567-5495　FAX 082-567-5496
　福岡事務所
　〒811-2413 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲519
　TEL 092-400-6086　FAX 092-400-6087

事業所紹介  Network

組織図  Organization Chart
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経理グループ

品質管理グループ

事業開発グループ

東京営業グループ
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名古屋営業所

東北営業所
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秋田営業所
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分類 商品名 構成素材 特長・主な用途 お問い合わせ先

トイレ内装システム

ＴＩＳ

トイレブース

メラミン化粧板
不燃メラミン化粧板
不燃塩ビシート
ポリエステル化粧合板、他

多彩な組み合わせを選べる各種パネル・ 
エッジを用意。あらゆる用途・建物に対応。

ユニット営業部
TEL	03-6777-1072
FAX	03-6777-1075

仙台事務所
TEL	022-718-8867
FAX	022-718-8865

新潟事務所
TEL	025-287-0472
FAX	025-287-5755

大阪事務所
TEL	06-6224-0682
FAX	06-6224-0681

広島事務所
TEL	082-567-5495
FAX	082-567-5496

福岡事務所
TEL	092-400-6086
FAX	092-400-6087

洗面カウンター 人工大理石
メラミンポストフォーム

カウンター形状、下部キャビネットは自由設計
も可能。

ライニングユニット

スチール軸組
木製軸組
人工大理石
メラミンポストフォーム

甲板は洗面カウンターと同材で用意。腰パ 
ネルもブース材との組み合わせが出来ます。
配管組込も可能。

ウォールシステム
不燃メラミン化粧板
化粧ケイカル板
不燃塩ビシート

数多くの化粧板を用意。トイレブース、洗面 
カウンターとのコーディネートが可能。

照明ボックス 木製パネル
金属パネル 天井組込型、ミラーバック型を用意。

バランス棚 アクリル変性高衝撃塩ビ板 手荷物と棚の重量バランスを応用した収納
型の棚。

内装システム

パーティション アクリル焼付鋼板 50型・60型を用意。パネル内への配線・配 
管も可能。

スライディングドア アクリル焼付鋼板
シナベニヤ

50型から高遮音タイプまで幅広く様々な用
途に対応。

コールドアイル用ドアシステム アルミ複合化粧板 コールドアイル内の空調効率・機能性の向
上。

塗床材
エポキシ樹脂
ポリウレタン樹脂
ビニルエステル樹脂

10種類以上の工法があり、あらゆる用途に
対応。

パーソナルボックス プライベートボックス カードで扉を自動オープン。すぐれた使いや
すさと高い安全性が特徴です。 

病状対応型
フレキシブル保護室

エラストピア® ポリ塩化ビニル樹脂、他
一つの保護室を5つの空間に可変させ、病
状に応じた環境設定を行い、患者さんのプ 
ライバシーを守り、早期の回復に役立ちます。

ユニット営業部
TEL	03-6777-1072
FAX	03-6777-1075

店舗システム
店舗企画・デザイン、設計・施工、管理アフターケア
店舗備品・什器・ディスプレイ・展示施設の販売
立地調査・商圏調査、不動産・テナント・リースの斡旋

店舗の出店企画、デザイン、設計施工からア
フターケアまで一貫して対応。

商業施設営業部
TEL	03-6777-1071
FAX	03-6777-1074

設備システム
冷凍・冷蔵、空調、給排水、冷暖房設備の設計・施工
省エネルギー設備の設計・施工
クリーンルーム、生鮮品デリバリーセンター等の特殊設備の設計・施工

店舗づくりに必要な様々な設備の設計施工
に対応。

クリーニングシステム

買物カゴレンタルクリーニング
精算カゴクリーニング
食品デリバリーセンターの配送用コンテナクリーニング
工業品デリバリーセンターの配送用コンテナクリーニング
買物カゴ、ショッピングカート等の販売

スーパーマーケットの買物カゴ、各種コンテナ
のクリーニング・配送システム。

クリーニング部
TEL	048-862-1368
FAX	048-862-1384

大分類 分類 商品名 構成素材 特長・主な用途 お問い合わせ先

農
業
資
材
・
包
装
資
材

包装資材
ポリマフレッシュテープ OPP 青果物や花などの結束や、ウインナーバンドル等の用途に合

わせた結東用テープです。
東京営業グループ
関東営業所
大阪営業所
名古屋営業所
東北営業所
新潟営業所
福岡営業所
長崎事務所

シンエツベリーフィルムR OPP､OPS､他 イチゴをはじめ、ブドウ、サクランボ、いちじく、びわなどの透明
上掛けフィルム。ロール品と枚葉品をご用意しております。

農業資材

シンエツマット PET
スイカ、メロン等の地這栽培果実の土との接地面腐敗防止や、
色むら防止に役立つ成育用台座です。
作物に合わせて各種ご用意しております。

ニュークロスカットテープ PE 農ビ・農ポリ、農POを強力粘着。
ハウス・トンネル・サイレージ補修用テープ。

フルーツパック PE、他 イチゴ、ぶどう、サクランボ、トマト他、様 な々フルーツ用パックを
ご提供いたします。

シ
ー
ト・フ
ィ
ル
ム

耐熱
プラスチック

C-PETシート C-PET
（結晶化ポリエチレンテレフタレート）

PET樹脂を結晶化させ、220℃の耐熱性を持たせることが出来
る真空成型用シートです。

東京営業グループ
C-PETフィルム C-PET

（結晶化ポリエチレンテレフタレート）
PET樹脂を結晶化させ、220℃の耐熱性を持たせることが出来
る、パルプモールドの内張り等で使用する耐熱フィルムです。

汎用
プラスチック PVCシート PVC 加工性や成型性に優れ、耐薬品性や自己消火性のあるPVC

シートを各色取り揃えております。

真
空
成
形
品

食品容器
C-PET耐熱容器 C-PET

（結晶化ポリエチレンテレフタレート）
電子レンジはもちろん、オーブンでの使用も可能にした、220℃の
耐熱性のある食品容器です。

タマゴパック PET 特殊卵、付加価値卵用に特化した容器をご提供いたします。 大阪営業所

工業用トレイ

C-PET耐熱部品トレイ C-PET
（結晶化ポリエチレンテレフタレート）

220℃の耐熱性により、高温のまま部品を搬送できる耐熱性トレイ
をご提案いたします。 東京営業グループ

光学部品トレイ PET、PS 高精度でクリーンな環境で成形した、スマートフォンやデジカ
メ用の小型レンズの搬送に最適なトレイをご提案いたします。 東京営業グループ

大阪営業所
名古屋営業所
東北営業所
新潟営業所
福岡営業所

プリント基板用トレイ PS、PP 導電性素材の採用により、回路の静電破壊を発生させな
いトレイです。

半導体関連トレイ PS、PP 小型の実装部品搬送用トレイを小ロットで受注生産対応い
たします。

シリコンウエーハ関連 PP シリコンウエーハの一枚入トレイを各サイズご提供。
シッピングボックス緩衝剤もご相談ください。

ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス

物流関連
システム

包装システム 複数にまたがる包装の工程を自動化し、すべての工程を効率的
で機能的なシステムとして構築します。

東京営業グループ
関東営業所
大阪営業所
名古屋営業所
東北営業所
新潟営業所
福岡営業所
長崎事務所

梱包ライン 梱包、物流現場での作業効率を高め、省力化を実現するための
システムをご提案いたします。

梱包機 物流の現場で欠かせない自動梱包機も、各種サイズを取り揃え
ております。また、ご希望に沿ったカスタムもご相談ください。

物流周辺機器 金属探知機、プリンター、重量センサーなど、物流ラインに関する
省力化システムをご提供いたします。

生産省力システム お客様のご要望を実現するために、自動省力システムや周辺機
器の設計、製造、アフターフォローまでを一括して提案いたします。

農業資材用
機械

シンエツファインパッカー 青果物等のパック用上掛けフィルム「シンエツベリーフィルム®」専用
の自動包装機です。スピーディに自動包装し、大幅な効率アップ！

SAラッパー 青果物等のパック用上掛けフィルム「シンエツベリーフィルム®」専
用の半自動包装機です。自動カットにより作業効率がアップします。

ユーケーラッパー 青果物等のパック用上掛けフィルム「シンエツベリーフィ
ルム®」専用の手動包装機です。

選果システム 野菜や果実を重量、大きさ、糖度などで効率よく自動選別
するトータルシステムをご提案いたします。

そ
の
他
資
材

森林環境

くん蒸与作シート
（生分解性プラスチックシート） 生分解性樹脂

生分解性プラスチックを利用した折りたたみ式シート。
キャリーバックをご使用いただく事で抜群の作業性を発揮
します。

東京営業グループ
大阪営業所
名古屋営業所
東北営業所
新潟営業所
秋田営業所
福岡営業所

くん蒸用PEシート PE ポリエチレン素材を使用した安価な折りたたみ式シート。

キャリーバック
（くん蒸与作シート用専用）

ナイロン、発泡PE、
アルミ、他

くん蒸与作シートを搬送するための専用キャリーバック。
両手が自由に使用でき、快適な作業をお手伝いいたします。

工業用資材

信越化学工業製品 各種 電気・電子、自動車、建築、化粧品、ヘルスケア、化学など、さまざ
まな産業分野のニーズに対応いたします。

各種ゴム成形品 各種
シリコーンをはじめ、その他合成ゴム等ご用途に応じて素材
選定。製品設計・金型設計を含め成型から印刷まで一貫し
た対応が可能です。

マガジンスティック PS、PVC、PET
電子部品や樹脂成形品・金属加工品・プレス商品などを実
装・保護・梱包するための搬送用押出成型品。形状設計か
ら素材選定、製品の提供まで一貫したご提案が可能です。

製品紹介・お問い合わせ先
ライフ・マテリアル事業部 ユニット事業部
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事業開発グループ：TEL.03-6777-1064／FAX.03-6777-1065	 東京営業グループ：TEL.03-6777-1063／FAX.03-6777-1065	 関東営業所：TEL.028-612-8740／FAX.028-612-8741
大阪営業所　　：TEL.06-7669-0601／FAX.06-7669-0602	 名古屋営業所　：TEL.052-586-4121／FAX.052-563-2511	 東北営業所：TEL.022-213-2131／FAX.022-213-2136
新潟営業所　　：TEL.025-245-0070／FAX.025-245-0076	 秋田営業所　　：TEL.0184-62-8077／FAX.0184-37-3251	 福岡営業所：TEL.092-281-8851／FAX.092-281-5066
長崎事務所　　：TEL.0957-27-7970／FAX.0957-27-7971
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