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神田産業株式会社
〜斬新なアイデアと確かな技術力で
段ボール製品の価値を創造する企業〜
企業概要

代表者：代表取締役

神田

雅彦（かんだ

まさひこ）

所在地：須賀川市館取町22番

事業概要：段ボール製品開発・製造販売

創

ＴＥＬ：0248−75−4165

設：1897年２月

資本金：2,160万円

ＦＡＸ：0248−76−1793

従業員：56名

ＵＲＬ：http://www.kanda-package.com
神田

段ボールは、シルクハットの内側に使用するた

雅彦 社長

ます。

めに、通気とクッションを兼ね備えた素材として

神田産業株式会社は、お客様の満足度向上を目

1856年に英国で開発されました。その後、米国

指し、安定した品質の段ボールケースをお届けす

でガラス類などの輸送時の緩衝材として使われ、

るため、日常業務の改善を行い、なおかつ、段

徐々に普及が進みました。

ボールを活用した新しい製品を生み出し、段ボー

日本では、1909年にはじめて段ボールが製造さ

ルのイメージを一新するアイデア溢れる企業です。

れて以来普及が進みました。段ボールの生産量は

今回は、須賀川市の当社工場を訪問し、神田社

面積で表示されますが、2016年の全国における年

長に会社の歩み、経営理念、今後の抱負などにつ

間生産数量は約13,972㎢（全国段ボール工業組合

いてお聞きしました。

連合会調べ）と、なんと福島県の面積約13,783㎢
を超えています。段ボールは、物流における梱包

■ 木材商から段ボール製造業へ

資材としてだけではなく、その特性を活かした工

―― 開業からの沿革についてお聞かせください

業製品に利用されるなど、重要な役割を担ってい

本社・工場
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当社は、1897年に当時の須賀川町に木材商とし

横山第３工場

企業訪問

物流に欠かせない段ボールケース

段ボール加工の最新機械

て開業し、木材や丸太を仕入れて販売していまし

し、お客様に満足して頂けるように心掛けていま

たが、1910年に専売局（現在 JT）須賀川分工場

す。高品質印刷も手がけています。従来、段ボー

が町内でたばこの製造を始めると同時に、たばこ

ルの高品質印刷は、あらかじめデザインを印刷し

を運搬する際に使用する木箱の製造を始めました。

た厚紙を段ボールの片面に貼り合わせるという方

1960年頃になると、運搬ケースの素材がそれまで

法でしたが、当社はフレキソ印刷（版の素材にゴ

の木から軽さ・衝撃吸収性に優れ、しかも何度も

ムや合成樹脂を使用した凸版印刷方式の一種）の

折りたたんでは組み立てできるなど利便性の高い

精度向上や印刷機の開発により、段ボールシート

段ボールに移行してきたことを受けて、当社でも

への直接印刷であっても高品質な印刷が可能とな

段ボールケースの取り扱いを始めました。

りました。

一番の転機は、1985年に行ったコンピュータ導

当社は、平均すると１日に300種類程度の段

入などの設備投資です。段ボールケース加工は、

ボールケースを４ｔトラック約10台分生産してお

ロットは小さいけれども種類が多く、また細かい

り、工場から県内外のお客様へ出荷し納品してい

作業で作業工程が多いことから、事業拡大のため

ます。

にはコンピュータを用いた NC（数値制御による
機械の位置決め方法）が必要であると考え、必要
な機械関連設備の導入に踏み切りました。そのこ

―― 段ボールケースの受注から納品までの流れ
についてお教えください

ろの日本はバブル景気に入る時期でしたが、幸運

お客様から注文を頂いた場合、お客様が生産す

にもコンピュータ化を進めていたことで、段ボー

る製品・商品をどのような形に収めるのか、また、

ルケースの需要増加に対応することができました。

どのようなイメージに仕上げるのか打合せさせて

当社にとって極めてタイムリーな先行投資であっ

いただきます。その後に、CAD により設計した

たと考えています。

データに基づき、カッティングプロッターという
機械を使い段ボールケースのサンプルを作製しま

■ お客様に満足して頂ける段ボールケースを
製造する

す。サンプルは、各種試験設備にてテストし、な

―― 段ボールケース製造の事業内容について

そして、お客様にでき上がった最終サンプル又は

お聞きします

おかつ、デザインもご提案させていただきます。
最終データを提出し、ご確認いただいた後に商品

当社の事業は、段ボールケースの製造が主力と

としての段ボールケースを加工し、JIS（日本工

なっています。段ボールケースは、商品の保護能

業規格）に定められた検査項目と検査基準を基に

力が最も重要で、それに加えて機能的なパッケー

した検査を行った後にお客様にお届けします。

ジの「かたち」が求められます。そのため、コン
パクトに折りたためるなど、お客様のご要望に応
じた箱を企画し、デザイン設計からサンプル作

―― 段ボールケースの加工工程についてお教え
ください

製、その強度等を調べる各種試験を行うなど、お

お客様からの段ボールケースの注文に基づき、

客様の立場に立ったシステム・業務フローを構築

寸法や材質を指定して段ボールシートを発注しま
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＜塗装室＞

＜工具置き＞

工場内でも段ボールが活用されています

す。納入された段ボールシートは、順次段ボール

ペーパーハニカム段ボール

保っています。

ケースに加工し、そのまま配送手配をします。つ
まり、当社では基本的に在庫を持ちません。もし

■ ハニカム構造体を段ボールに活用

注文を本日頂ければ３日から４日後には納品が可

―― ハニリアル事業についてお聞きします

能です。

ハニリアル事業は当社の新規事業です。「ハニ

段ボールケースを製造する工程では、印刷、打

リアル」という言葉は、 ハニ

カム（ハニカム

抜、接合などを行います。まずは段ボールシート

構造体）とマテ

にパッケージデザインの印刷を行います。デザイ

た当社の造語です。このハニリアルボードはアイ

ン印刷の後、段ボールをきれいに折り曲げるため

デア次第でさまざまな製品に使用できるなど、可

の罫線および切込み溝を入れ、のりしろに接着剤

能性は無限にあると考えています。

リアル （材料）を組み合わせ

を塗った後、シートを折り曲げて圧着・接合させ

当社はこれまで軽量で強度のあるハニカム構

ます。そして最後に、出来上がった段ボールケー

造体の段ボールに注目し研究を続けてきました。

スの枚数を揃え束にします。最新の機械は、この

「ハニカム」とは蜂の巣の意味です。ハニカム構

３つの作業を自動で行うことが可能で効率よく加

造体は正六角形または正六角柱を隙間なく並べた

工できます。

構造体で、航空機の機体に使用されるなど、軽く

工場内で注意しているのは湿度です。そもそも
段ボールは「紙」ですので、湿度が高いと段ボー
ルの水分量が増えて強度が下がってしまいますし、

て強度があり、また音や衝撃の吸収力、断熱効果
などがあります。
このハニカム構造体を段ボール素材で作成した

そうかといって、湿度が低く乾燥してしまうと折

ものが「ペーパーハニカム段ボール」です。構造

り目などの部分にひびが入る原因になってしまい

上、上下方向の圧力に特に強く、厚さ30㎜のペー

ます。そのため工場内は空調による湿度管理に加

パーハニカム段ボールは30,000kgf/㎡（30,000㎏

え、湿度が低い場合には水道水を濾過した純水を

＝30ｔ、アフリカゾウのオス約５頭分相当）の耐

天井から霧状に噴射するなどして最適な湿度を

荷重強度を持っており、その上、軽量で再利用が

＜ピアノ＞

＜椅子＞

※演奏はできません

※実際に座れます
ハニリアルボード製品
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簡易防音室「だんぼっち」

企業訪問
できるなど環境に優しい材料（マテリアル）です。

京オリンピックが開催されることから、開催準備

当社は、このペーパーハニカム段ボールを使用し

期間および開催期間中に国際会議や海外記者を含

て出来た製品を「ハニリアルボード製」と名づけ、

めた記者会見等などが多く催されると予想してい

当社独自の生産技術により様々な製品を開発して

ます。同時通訳が増加する機会をとらえ、軽量で

きました。また、2012年には須賀川市工業製品に

容易に移動でき、かつ遮音性もあるハニリアル

認定されています。

ボード製の同時通訳ブースを世界に向けて PR し
たいと考えています。

――「だんぼっち」について教えてください
このハニリアルボードを材料にした初めての商
品が「だんぼっち」です。家庭でも音を気にせず

―― パネル組立型救急救命室（ER）とは
どのようなものですか？

カラオケができる防音室の商品開発を模索してい

福島県は東日本大震災の復旧計画において「医

た「バンダイナムコエンターテインメント」の子

療関連産業の集積」を推進しています。2014年に

会社「VIBE」との共同開発により完成しました。

救急・災害分野における医療機器の研究・開発に

「だんぼっち」は家庭用簡易防音室として、特に

取り組む企業の公募が行われ、その医療機器の

「声の防音」を考えて開発しました。組立方法・

項目のひとつとして「移動型 ER（救急救命室）」

防音性能・耐久性など試行錯誤の上、2014年４月

がありました。東日本大震災では、生存率が著し

にハニリアルボードを全面に使用した「だんぼっ

く低下する「72時間の壁」以内の治療が難しかっ

ち」の販売を開始しました。

たといわれています。運搬と設置を容易にした移

標準型「だんぼっち」の大きさは、幅80㎝、奥

動型 ER を開発することによって、救急・災害現

行き110㎝、高さ164㎝で、組み立てた時の総重量

場での初期治療が可能になり、より多くの生命を

は25.54㎏です。加えて、標準サイズに比べ縦長

救うことができるのではないかと考え、ハニリア

の「だんぼっちトール」や幅広型「だんぼっちワ

ルボードおよびパネル組立の技術を活用した「移

イド」も販売しており、カラオケ動画撮影、漫画

動型 ER」の開発に応募しました。結果は「採用」

家の作業室、書斎や受験勉強など購入者のニーズ

となり、県の支援を受けながら福島県立医科大学

によりいろいろな方法で使用されています。

などの研究機関と連携しつつ開発を進め、完成す

「だんぼっち」は、ハニリアルボードを使用し
ていることから他の素材と比べ軽量で、標準型は

ることができました。
当社はこの移動型 ER の製品名を「パネル組立

大人１人でも30分程度あれば組立可能です。また、

型 ER」としています。このパネル組立型 ER は

使用しない時には畳んでおけるのでスペースが有

幅３ｍ、奥行き２ｍ、高さ2.2ｍの大きさで、ハ

効活用できます。その上、木材などを使用する一

ニリアルボード製のパネルを使用しており、専門

般的な防音室と比べ価格を低く抑えておりコスト

の知識が無くても、大人３人で工具を使わずに１

パフォーマンスが高い商品です。

時間程度で組み立てることができます。内側には

今後はこの「だんぼっち」の技術を活用して、

照明や空調も設置でき、また、天井や壁の表面は

同時通訳ブースの開

ラミネート加工を施しており消毒することで繰り

発を考えています。

返し使用も可能です。そして、パネルとパネルの

国際会議など同時通

接合部分は、強度を高めるため、側面に使用した

訳が必要な場合、参

金具の凹凸をスライドさせ組み合わせています。

加者に声が聞こえな

パネル組立型 ER は、野外コンサートやスポーツ

いよう少し離れた場

観戦など多くの人が集まる会場でのケガなどの治

所に小さな部屋を設

療にも利用できると考えています。
また、パネル組立型 ER は、2016年７月に福島

け、その中で各国言
語の同時通訳を行い
ます。2020年には東

当社マスコットキャラクター
「ダンボ・ウルちゃん」

県立医科大学附属病院に納入し、感染症の中でも
危険度の極めて高い患者の隔離診療室として使用

福島の進路 2017. 8
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そのため当社では全員が共有できる「見える目
標」を作り、目標に対する進捗管理を日々行って
います。具体的には、部門ごとに売上および人件
費、材料費、備品費、光熱費などの経費を毎日計
上し毎日決算を行っています。加えて、当社は、
私の出張旅費なども含め、経費などの資料をすべ
てオープンにしており、社員はいつでも見ること
ができます。これにより、自分たちがどのくらい
の利益を生み出しているか把握できます。最初は
ハニリアルボード製パネル組立型 ER

簿記の知識がなかった従業員も、今では費用など
の仕訳ができますし、使用しているインクなどの

されています。治療終了後に簡単に処分ができる

材料費や、製造工程それぞれの減価償却費の金額

など、２次感染防止の有効な手段になると考えて

を把握しています。利益目標を目指すために、売

います。

上の増加、材料費の削減、就業時間の短縮など社
員一人一人がアイデアを出し率先して行動に移す

―― パネル組立型 ER は災害の現場ですでに
使用されているのですか？
2016年４月に発生した熊本地震では、熊本県宇

ことで社員それぞれが「やりがい」「達成感」を
感じることができるとともに、その行動が当社の
業績につながると考えています。

城市の避難所において、パネル組立型 ER が被災

また、経営発表会を毎月開催し、各グループご

者の治療室や更衣室、授乳室として使用されまし

とに前月の決算状況と当月の目標計画を発表する

た。

場としています。この発表会を続けていくことに

災害時に段ボール製品を役立てていただくため、

よって、従業員それぞれが勉強し、組織の中で切

当社は、災害時における物資調達に関する協定を

磋琢磨することで、会社全体の「知識」と「知

福島県、郡山市、須賀川市、天栄村と締結してい

恵」を凝縮することができると考えています。

ます。災害時に提供できる当社製品は、パネル組
立型 ER 以外にもトイレ用個室、簡易ベッド、ゴ

■ 環境に優しい段ボールの利用拡大を図る

ミ分別箱など約15品目あり、避難所で最低限必要

―― 今後の事業展開についてお聞きします

なものが揃っています。当社製品を支援物資とし

段ボールの需要は今でも伸びています。特に、

て活用していただけることは、大変ありがたく大

通信販売用および大手飲料用が目立って伸びてい

きな喜びです。今後とも地域社会に貢献できる活

ます。段ボールケースの生産量は、景気の影響は

動を進めていきたいと考えています。

受けるものの、大きな落ち込みがなく比較的安定
していることから、今後も当社の主力事業と考え

■ 会社全体の「知識」と「知恵」を凝縮する
―― 経営理念とその理念を現実にする取り組み
についてお聞かせください

ています。
一方、ハニリアル事業は、段ボールの受注、製
造、販売を一貫して手掛けてきた技術の蓄積によ

当社の経営理念は「顧客に信頼される商品の提

り、品質・納期・価格など全てにおいて他社優位

案・提供をし、知識・知恵を活かし、社業の発展

性を持ったオンリーワン技術です。この技術によ

と全従業員の物心の幸福を追求すると共に、社会

り段ボールの新しい可能性を追求し、開発した商

に貢献する」です。社会に貢献するということは、

品を市場で販売することで、新たな需要創出につ

まず全従業員が幸せを感じないといけません。そ

なげていきたいと考えています。また、当社は、

して、その幸せは、仕事に打ち込んだ結果として

地域の自然環境との調和と共生を基本理念として、

の収入と、日々の仕事での「やりがい」や「達成

事業活動のあらゆる面で、環境保全に配慮した活

感」のなかから得られると考えています。

動をしています。段ボールはほぼ100％リサイク
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たものづくりにより、お客様に満足して頂ける製
品を提供し、お客様の信用を得ていくことで、今
後も社業の継続と発展に努めていきたいと考えて
います。

【インタビューを終えて】
当社の事務所および工場では、ハニリアル
段ボールの未来を語る神田社長

ボード製の机や棚などが使用されていましたが、
上品で重厚感があり、一見しただけでは段ボー
ル製とは信じられませんでした。当社の製品が、

ル可能な包装材ですが、実際、日本の段ボール回

海外からも大きな反響があるのも当然と思いま

収率は95％以上あります。それゆえ、段ボールを

す。

使用していない製品をハニリアルボード製品に置
き換えることで環境にも優しくなるものと考えて
います。

■ 段ボールの価値を高めるとともに、心を
こめたものづくりを継続する
―― 海外展開および貴社の抱負について
お聞かせください
海外への進出にも取り組んでいます。2016年11
月に行われたデュッセルドルフ（ドイツ）での
「MEDICA/COMPAMED2016」（世界最大規模の
医療機器展・商談会）に「チームふくしま」の一
員としてパネル組立型 ER を出展しました。現地
での反応はとても良く、製品の問い合わせも多く
きています。今年はタイとドイツの展示会にハニ
リアルボード製品を出展し PR 活動をする予定で

実は神田社長は趣味でオートバイレースを楽
しんでおられるとのこと。そのつながりで、あ
るレーシングチームを支援されており、ハニ
リアルボード製の PIT パネル（チーム名など
のロゴマークが印刷された高さ２ｍ×幅1.2ｍ
のパネル）を提供されています。「とても軽く、
設置と撤収が楽になった」とチームスタッフの
評判はとても良いとのことです。
今回神田社長にインタビューさせていただき、
段ボールの可能性を日々追求する弛まざる努力
と、経営に妥協なく取り組み、かつ社業の発展
と社員の幸せを第一に考える熱い思いを感じ、
当社の今後の更なる発展を確信できる取材とな
りました。
（担当：安藤雅和）

す。世界市場を意識した情報発信を継続していく
ことで、ハニリアル事業に対する新たなオファー
が生まれることを期待しています。
社員は、自社で製造した段ボールケースがどの
ように使用されているかを見る機会が意外とあり
ません。しかし、ハニリアルボードを使用した商
品が、今後一般家庭や企業に広く普及することで、
段ボールの価値が向上すると共に、それを受けて
社員は一層業務に打ち込むことができるものと期
待しています。
私の座右の銘は「継続は力なり」です。続ける
ことは大変ですがとても大事なことだと思ってい
ます。当社は、何事も継続は力と考え、心を込め

オートバイレースでの神田社長の勇姿
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