
信 頼 と 未 来 を 包 み ま す



ますますご繁栄の段大慶に存じます。

岡田パッケージ株式会社は三重県中央部・産業の中心地松阪市に所在する立地条件

の良さを生かし、広範囲に事業を展開しています。社名が示すように段ボールケース・

ポリエチレン袋の製造及び販売、包装資材・包装機器の販売及びメンテナンス、

また物流・包装設計のコンサルタントを社業にしています。お客様の視点に立ち、

またお客様の要望や市場動向を正確かつ適切に把握し、お客様に満足いただける

質の高い製品・サービスを提供できる仕組みづくりを日々目指しています。

新しい時代の流れ、変革に対応しつつ、当社は包装、

物流の専門企業として皆様のお役に立ちたいと存じます。

何卒一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げ、

ご挨拶といたします。

ごあいさつ

代表取締役社長

岡田 光生

トータルパッケージの提供によって
お客様の信用を高め
利益の創造に貢献する



経営理念・社是・社訓

経営理念

素敵な会社をつくりましょう！～いつまでも・どこまでも～

社是

トータルパッケージの提供によって、顧客の信用を高め
利益の創造に貢献する結果、得意先と共に繁栄し、
信頼関係のきずなを確立する。

社訓

一、平安なる日々
一、堅い心の結びつき
一、反省研究そうして前進
一、誇りうる製品
一、美しい職場



事業内容

段ボールケースの製造販売

ポリ袋の製造販売包装資材・包装機器の販売

包装機器のメンテナンス物流・包装設計

お客様の要望にお応えする、トータルパッケージの提供へ



段ボールケース製造工程

段ボール

シート
印刷カットグルアー結束

シートに印
版を通じ、
インキを転
移する

罫線と溝切
りを行う

接着剤を塗
布し、強制
接着する

最新鋭の生産ラインから誕生する製品



工場設備
段ボール部門

ポリ袋部門

●フレキソフォルダーグルアー（２機）
ＥＱＯＳ：３色印刷
スピード２５０枚／分 最大寸法１７５０ｍｍ×６５０ｍｍ
ＥＱＯＳ：３色印刷＋ロータリーダイカッターつき
スピード２００枚／分 最大寸法３０００ｍｍ×１２５０ｍｍ（標準）

３０００ｍｍ×１６００ｍｍ（スキップ）
●サンプルカッター（２機）
●断裁機
●ステッチャー（セミオート、足踏み式）
●セミオートグルアー
●マルチスロッター

●製袋機（２機）



包装

梱包
保管 物流

取扱い品目
トータルパッケージのご提供でお客様をトータルにサポート

•段ボールケース
•個装・内装ケース
•ポリ袋
•ラミネートフィルム

•テープ・紐・バンド
•紐掛機・梱包機

•プラスチックコンテナー
•ラック

•包装ラインの設計
•プラスチックパレット
•コンベア



概要

社名 岡田パッケージ株式会社

所在地 三重県松阪市八太町５５０－４ 役員 代表取締役社長 岡田 光生

電話 ０５９８－２９－２６１１（代表） 取締役会長 岡田 清

ＦＡＸ ０５９８－２９－２６１４ 常務取締役 岡田 敏明

ＵＲＬ http://www.okadapackage.co.jp 取締役 村田 清

Ｅ－ＭＡＩＬ okada-p@okadapackage.co.jp 取締役 岡田 宜久

創業 １８８９（明治２２）年個人創業 監査役 真柄 尚忠

設立年月日 １９５８（昭和３３）年７月２日 監査役 中谷 忠生

資本金 ４４００万円

従業員数 ４４名

関連会社 有限会社 三重パッケージ 取引銀行 第三銀行：本店営業部

所在地 三重県松阪市大黒田町５０１－１ 百五銀行：松阪中央支店

電話 ０５９８－２６－３４８３ 三重銀行：松阪支店

ＦＡＸ ０５９８－２６－７０９６ 三菱ＵＦＪ銀行：松阪支店

会社概要



会社概要

段ボール
73%

ポリエチ

軟包装
11%

包装資材
12%

包装機械
4%

農産物
35,425千円

2%

水産物
208,441千円

14%

食品
342,889千円

23%
工業

619,924千円
41%

一般
314,358千円

20%

売上高
２０１７年１２月期
１,５２１,０３７千円

品目別売上高構成比２０１７年１２月期 業界別売上高及び構成比２０１７年１２月期



1889（明治22）年 松阪市に於いて岡田久次郎雑貨・小間物店開業

1923（大正12）年 薪炭卸業に転業

1939（昭和14）年 経済統制により木材販売・木箱製造に転業

1946（昭和21）年 井村屋菓子店様（現在の井村屋株式会社）取引はじまる

1950（昭和25）年 ㈲岡田製箱所（現在の三重パッケージ）設立

代表者 岡田得三 主たる事業 木箱製造

三重県水産会様（現在の三重県漁業協同組合連合会）

取引はじまる

1958（昭和33）年 ㈱岡田商店設立

代表者 岡田晃三 主たる事業 ポリエチレン袋、プラスチック建材の販売

1962（昭和37）年 松阪市大黒田町に新工場竣工 翌年より段ボールケース製造開始

岡田製箱所の事業は岡田商店へ移譲

1968（昭和43）年 岡田パッケージ株式会社に社名変更

1977（昭和52）年 松阪市八太町に新工場竣工

1980（昭和55）年 名古屋中小企業投資育成㈱引受けの社債２０００万円を資本金へ転換

1984（昭和59）年 松阪市大黒田町に岡田製箱所を再開 有限会社三重パッケージに社名変更

主たる事業 紙器段ボールトムソン加工、糊貼り加工、梱包作業

沿革
１８８９年～



1987（昭和62）年 本社隣接地３３０６㎡を購入。敷地総面積１８，８６４㎡

1989（平成元）年 段ボール工場

ミニ１６５フレキソプリンター全自動ラインを導入

製函ラインを３系列に増設

1991（平成3）年 代表取締役社長に岡田 清就任

1993（平成5）年 資材製品倉庫竣工

1994（平成6）年 段ボール工場

第一ラインフレキソプリンター全自動ラインに更新

ロボットパレタイザー・パレット自動供給機を導入

1995（平成7）年 段ボール工場 第三ライン

ロボットパレタイザー・パレット自動供給器を導入

1997（平成9）年 段ボール印刷インク排水処理装置を更新

1999（平成11）年 コンピュータソフト・システム更新

工場生産実績データシステムを導入

2001（平成13）年 段ボール・資材製品倉庫増築

ＩＳＯ９００１認証取得

１９８５年～

沿革



2002（平成14）年 代表取締役社長に岡田 光生就任

2004（平成16）年 ＣＡＤ／サンプルカッター機導入

セミオートグルアー＃８－１３５０ＤＸ導入

2006（平成18）年 環境ＩＳＯ１４００１認証取得

段ボール工場 第三ラインをＥＱＯＳ ＦＦＧ三色刷に更新

2007（平成19）年 岡田パッケージ第５０期の節目の年

ＯＰ新価値創造活動スタート

2011（平成23）年 製函実績収集システム更新

（ファクター社製）

ＣＡＤ／サンプルカッター機増設

製袋機更新

2013（平成25）年 基幹システム更新（ダンシス社製）

工場屋根改修・太陽光発電パネル設置

2014（平成26）年 段ボール工業

第一ラインをＥＱＯＳ ＦＦＧ三色刷＋ダイカッタに更新

ロボットパレタイザー更新

段ボール印刷インク排水処理装置更新

２００２年～

沿革



ＯＰ新価値創造活動☆Let’s Try!☆
さらなるお客様満足のために

５Ｓ・３定、見える化

５Ｓ・３定、見える化を基本とした改善活動を実施し、生産効率・業務効率向上
に日々努力しています。

岡田パッケージ（ＯＰ）として、新しい価値を創造する活動をしていこう。挑戦して
いこう（Let’s Try）!という社員の想いを込めた活動です。

整理・整頓・清掃・清潔・躾
定置・定品・定量



ＯＰ新価値創造活動☆Let’s Try!☆
環境整備

成果発表会

毎日１５分間
決まった場所を

徹底に磨きあげてい
ます

7月と12月の２回
各チームが
それぞれの成果を
発表します
勉強会も実施



関連会社 有限会社三重パッケージ

段ボール抜き加工

検査・梱包

複雑な形状のケース及び
仕切りなどの内装材を
トムソン加工しています

検査梱包作業を請け負い
最適なライン設計で
お客様の物流を効率的にサポート



岡田パッケージ株式会社
〒５１９－２１４４
三重県松阪市八太町５５０－４
ＴＥＬ：０５９８－２９－２６１１
有限会社三重パッケージ
〒５１５－００６３
三重県松阪市大黒田町５０１－１
ＴＥＬ：０５９８－２６－３４８３

アクセス


