
Making  Products  Friendly  to  The  Earth and Mankind・・・・・・



工場風景



事業所内



Our Products Range

Boxes sized to suit

Protective Sheeting Materials

ダイテックボックス

ドゥ・セラーボックス

養生くん

暖段

ダイテックコンテナー

ツインハードＰＣ
リハード

クリーンアイシー

製 品 紹 介

ISO9001認証取得



従来の折りたたみ箱のイメージをくつがえす
大幅な強度UPタイプの箱が誕生！

Changed Image Having Traditional Flexible Containers
New Launch Box with Massive Strength！



組み立て・折畳みがﾜﾝﾀｯﾁでとても作業が簡単です。

サイドロックをつけると益々、段積み強度が上がる。

Easy  Assembly and  folding !

底がフラットな為にコンベアーに載せ
る事ができる

プラスチックコンテナーと同じ方式



こんなに大きな箱でもOK！

仕切り板もいっしょに折り畳んで収納！

ダイテックボックスFC 仕切り収納

Can Fold a Box Together 
with Separator！

It’s OK to lift such a big box！



誰でもどこでも簡単に組み立て可能！
組み立て式ボックス誕生！

Anybody can assemble easily anywhere！
New Box with assemble type！



自動車部品等長いものの収納・運搬に便利！

挫屈強度
４トン以上

可能

3～10ｍｍ

シート可能

大きな長いコンテナーに最適



ダイテックボックスKD組み立て
展開した状態で輸送し、使用現地にて組み立て！



底部に直接
70ｋｇｘ3名 210ｋｇ

250ｋｇでも大丈夫でした

KDは抜群の強度



特殊加工を施した罫線によりプラス
チック特有の反発を抑えています。

ジョイント部を熱溶着してい
るため丈夫で長持ちします。

端面が滑らかで作業中に手や腕を
傷つける心配がありません。

中は出来るだけ フラットな仕様に
なってます。

社名・ロゴ等の印刷ができ、
また防虫・防水性に優れています。

新しい発想の低発泡ポリプロピレン製のボックス

The end face being smooth, There is no worry 

which damages the hand and the arm  while job
Can use long time with sustain 

because make heat adhesive at joint 

area 

Specification of inside box is as flat as possible. 

Can print company name and logo and  being 

good for  proof  insect and water also.

Compress rebound of plastic nature 

by making line  with special process



ＣＸ－Ⅱ（組み立てワンタッチ）

底ワンタッチ形状で 箱を広げると自動的に底が組み上ります
Bottom One Touch Shape

the bottom makes up assembly automatically. 

底のテープが不要で、組み立てが簡単になり作業効率UP No need tapes on the 
bottom. Work Efficiency Up with easy assembly Widening box , 

採用例：自動車部品・家電部品・食品容器・医薬品容器・印刷用紙 User 
Samples: Automobile Parts, Appliance Parts, Food Containers, Medical Products Containers, Printed 
Materials

（One  Touch Assembly）



差し込み式

長側フラップの重なり部分の切込みに差し込み固定します。

ケースを組み立てる際に通常はテープを使用し
フタを固定するが、ドゥ・セラーボックステープレ
ス仕様はテープを使わずにフタの固定ができる
タイプです。

時間・コスト・手間の削減、ゴミの排出の抑制が
可能です。また、底ワンタッチタイプ（ＣＸ－Ⅱ）
と組み合わせると一切テープを使わずに作業が
出来るため大幅な作業効率がUPが可能

Ｔ Ｌ タイプ （テープレス）

1. 上部にテープやマジックテープが不要の為、作
業性が簡単

2. ケースの糊のこりや、マジックテープからのカス
等が混入する心配がありません

3. 差し込み部分の追加による段積み時の段差は、
底部のシートを薄くする事で段積みがスムーズ
になります



大型折りたたみコンテナーの決定版！！



の特長 Ⅱ

スリーブ上下の目をふさぎ、
ゴミ・ホコリ等が入りづらい構造です。

パレット丸穴が超軽量化を実現しました！
用途により、底部にシートを置くことで
穴をふさぐこともできます。

スリーブは
パレット内に収納

平行プラダン仕様
スリーブ色：ブルー



パレット 蓋だけでも 積み重ね可能



高さのみ自由設計サイズ自由設計

底部分

ＰＰ厚パネル



保管時も簡単・・・

中に物を入れると・・・ラクラク
採用事例

仕切材の設計可能



製品の主な用途

MACRO  FV  ,  Sシリーズ （ 固定式 ）

農産物・水産物・加工食品・食品流通・保管

MACRO SH ,  ISシリーズ（折り畳み式）
工業用・加工食品・一般流通・保管

アルパル （ “Alpal” フレコンバック段積み）

農産物・工業用・保管

MACRO



農産物

MACRO FV （Fully完全に・Vent 通気孔）

リンゴの収穫 みかんの収穫
チェリーの収穫



品 名 外寸法 容量(L) 重量(ｋｇ)

FV-400 1210x1195x420Ｈ 372 26.5

FV-450 1197x1197x545Ｈ 455 35.6

FV-350 1143x1220x420Ｈ 350 25.4

FV-800 1210x1210x725Ｈ 810 39.7

FV-900 1250x1250x780Ｈ 908 42.4

FV-850 1160x1240x775Ｈ 850 40.8

FV-1500 1220x1220x1330Ｈ 1540 81.7

FV-700 1197x1197x715Ｈ 660 40.6

MACRO FVのグレード一覧表

★印は以外は20.40ＦＴコンテナー受注製品 ○印は専用の蓋があります



農産物 加工食品

MACRO Ｓ （Ｓolid ）



MACRO Ｓ グレード一覧

★印は以外は20.40ＦＴコンテナー受注製品 ○印は専用の蓋があります

品 名 外寸法 容量(L) 重量(ｋｇ)

S-700 1197x1197x715Ｈ 669 42.0

S-900 1250x1250x780Ｈ 904 44.0

S-450 1197x1197x545Ｈ 456 36.8

S-950 990x1187x1080Ｈ 915 56.0

S-1500 1220x1220x1330H 1546 84.0

S-850 1160x1240x775Ｈ 852 42.0



ＳＨ-750 ＩＳ-700 ＩＳ-800 

MACRO  折畳み シリーズ



物流費の低減
•折り畳んだ状態で積み重ねが出来る

高い機動性と使いやすさ
ロック部を外して折り畳み・組立がらくらく

ＳＨ-750の折畳みと蓋



品 名 IS-700
外寸法 1140×1190 ×760Ｈ

内寸法 1061×1112 ×592Ｈ
折畳高さ 330Ｈ 重 量 45Ｋｇ
容 量 0.66㎥ 開口部寸法795×350Ｈ

品 名 IS-800
外寸法 1140×1190 ×850Ｈ
内寸法 1061×1112 ×675Ｈ
折畳高さ 330Ｈ 重 量 48Ｋｇ
容 量 0.76㎥ 開口部寸法795×350Ｈ

ＩＳ-700 ,IS-800

MACRO  ＩＳ (Ｉndustry Shipping)シリーズ

の仕様 （工業関係輸出向け）



MACRO ＩＳの折畳み・組立

ドロップドア
折畳みドア



仕切材と合せて利用できる

MACRO  ＩＳの現場使用例



Materials

中空構造板の断面を封止
して埃や水の浸入を防ぐ

ツインコーン

ユニパネル

スミパネル

TECCELL

ES－Ⅱ

断面接着加工

断面シール加工



Materials

物流の現場で活躍する



軽量で高強度の特性を活かし、物流用パレットの底敷き・合紙・天板 として実績が
あり、今後あらゆるシーンにて活躍が期待される、環境に優しいポリプロピレン中空
構造パネル

の特徴

３ 中空の断面封止して液体・埃・虫等の侵入を防ぐ

２ パネルの洗浄が簡単で いつも清潔に保てます

１ 軽量で持ち運びがらくらく 作業性がUP する

厚物ポリプロピレン中空構造板

４ ベニヤのようなささくれがなく木屑・ゴミ等が落ちない

５ 水分を吸収しないので腐食せず衛生的に長期使用できる

２方断面封止加工

４方断面封止加工

ES－Ⅰ

ES－Ⅱ

角部にRを付けてバンド
がキレにくくする



大人気！大好評！

Materials



室内・マンション玄関養生中



写真は武道館

建築現場

引越し用
養生現場



簡単に洗浄ができ、繰り返しご利用できる。

新築の住宅や引越し時の階段の養生に
最適です。

裏面が発泡構造となり、階段をキズから守ります。

軽くて作業性が簡単、短時間での養生が可能。



１ カッターにて簡単にカットでき、養生時間が短縮できる。

建築現場・引越し現場・その他荷物の搬送時の養生、
製品輸送の緩衝材として あらゆるシーンにて活躍します。

２ ポリプロピレンの中空体なので、軽くて作業性が良い。

３ 半透明なので綺麗に養生ができる。

４ ササクレがないので安全に養生でき、 清潔で塵が出ない。



透明感と美しさはナンバーワン！

Materials

ツインハードPC 規格サイズ

品 番 色
厚さ

サイズ （mm）
重量

ＰＣ４-C クリア
４ｍｍ

900g／㎡

910 × 1820

ＰＣ４-C クリア 1120 × 1820

ＰＣ４-C クリア 1205 × 2420

ＰＣ６-C クリア

６ｍｍ
1300g／㎡

910 × 1820

ＰＣ６-C クリア 910 × 2600

ＰＣ６-C クリア 1205× 1820

ＰＣ６-C クリア 1205 × 2420





ポリプロピレンの中空構造板 クリーンな合紙です★

品名 厚み（ｍ
ｍ）

サイズ（ｍｍ） 重量（ｋｇ）

TR-1111 3.5 1100×1100 1.21

TR-1210 3.5 1200×1000 1.20

TR-1113 3.5 1100×1300 1.43

TR-1114 3.5 1100×1400 1.54

代表的な樹脂パレットサイズをご用意

クリーンアイシー規格サイズ

Materials



バルク包装


