


小さくても
オールマイティ
カンパニー!!
日本フイリン！

ひとつの発想から“創造・開発”へ…。
人に優しい製品作りは無限に広がっていきます。

弊社はエアゾール業界最大手、株式会社ダイゾーの子会社として1971年に設立されました。

弊社の扱い品目は、化粧品、医薬部外品、日用品、パーティーグッズ、各種業務用商品等幅
広く、パッケージ形態もエアゾール、液製品、錠剤、ポンプ、アトマイザー、ウェットティッ
シュ、チューブ製品、トリガー等も扱っています。

その他の業務として、上記各種商品下請加工や包装加工等々多岐にわたっており、高度な充填
技術とユニークな製品づくりに対して、会社設立以来、多数のお客様より信頼と満足を頂戴す
ることが出来ました。

日本フイリン株式会社は、今後もオリジナリティーに富んだ製品を世に送り出して参ります。



商　　　号	 日本フイリン	株式会社
本　　　社	 〒103-0002　東京都中央区日本橋馬喰町2丁目7番13号　第8東洋ビル4階	
	 	 TEL　03-5643-6381（代）	 	FAX　03-5643-6382
埼 玉 工 場	 〒349-0134　埼玉県蓮田市大字駒崎4217番地5	
	 	 TEL　048-766-0021	 FAX　048-766-0009
創　　　業	 1971年3月
資 本 金	 5,000万円
取 引 銀 行	 三井住友銀行・浅草橋支店、朝日信用金庫・豊島町支店
役　　　員	 代表取締役社長　松本　光市	
	 取 締 役　金子　昭二	
	 取 締 役　山岸　　暁	
	 監 査 役　南　　尚子
株　　　主	 株式会社ダイゾー　100%

会社概要

事業目的 	 1.	 家庭用品、雑貨、化粧品の製造・販売及び輸出入
	 2.		 食品機械用潤滑剤及び除去剤等の製造並びに販売
	 3.		 医薬品、医薬部外品、医療用機器、農薬、肥料の製造販売及び輸出入
	 4.		 清涼飲料水及び瓶、缶詰類の製造並びに販売
	 5.		 	加工食品、麦芽加工食品、食品添加物、食用油脂の製造・加工・販売及び輸出入
	 6.		 倉庫業
	 7.		 前号に付帯する一切の業務

化粧品製造業	 許可番号　11CZ200146　
化粧品製造販売業	 許可番号　13C0X00495　
医薬部外品製造業	 許可番号　11DZ200112　
医薬部外品製造販売業	 許可番号　13D0X10268　

グループ企業 国　　　内	 株式会社	ダイゾー（エアゾール充填業界最大手）
	 株式会社	大島造船所	 東洋オリーブ	株式会社
	 株式会社	ムーンエレファントジャパン	 エヌ・ケー・エス	株式会社
	 株式会社	ディアイスクエア	
	

海　　　外	 上海大造气雾剂有限公司	 張家港大造气雾剂有限公司
	 THAI	DAIZO	AEROSOL	CO.,LTD	 THAI	DAIZO	NICHIMOLY	CO.,LTD	

1971年	 3月	 	京都市伏見区淀美豆町704に株式会社クイップ（資本金100万円）を設立。（食品
機械用潤滑剤製造販売）

1981年	 1月	 	大阪市港区福崎3-1-201に日本フイリン株式会社（資本金1,000万円）を設立。
（健康食品製造販売）

1997年	 8月	 	株式会社クイップと日本フイリン株式会社合併。
1997年	 8月	 	新社名を日本フイリン株式会社に変更。（資本金5,000万円）
2003年	 8月	 東京都中央区東日本橋に本社移転。
2005年	 6月	 	白岡物流センター開設。（春日部物流センターに移転）
2006年	12月	 化粧品製造販売業の許可取得。
2009年	 1月	 埼玉工場開設。
2010年	 6月	 化粧品製造業の許可取得。
2012年	 7月	 医薬部外品製造販売業の許可取得。
2012年	 8月	 医薬部外品製造業の許可取得。
2015年	 1月	 現在地に本社移転。

沿革



液製品・エアゾールの
充填・包装はお任せください

作業所：秤量室、調合室、充填室、包装室
　　　　（クリーンルーム設備）
クリーンルーム清浄度　ISO14644－1
秤量室、調合室、充填室：クラス6（C－1000）
包装室：クラス8（C－100000）
貯蔵設備：原料置場、資材置場、製品置場

純水器クリーンルーム配電盤 1,000Lタンク 2,000Lタンク

ロット刻印機

エアシャワー室

ウエイトチェッカー キャッパー 充填機打栓機

25L乳化釜100L乳化釜ウエイトチェッカー

化 粧 品 充 填 棟

一 般 品 充 填 棟

その活動はエアゾール製品のみならず、ポンプ、アトマイザー等の液充填製品（ノンガス製品）など、
多岐にわたっており、高度な充填の技術とユニークな製品づくりに対して、会社設立以来、
多数のお客様より信頼と満足を頂戴することができました。

埼玉工場のご紹介

“ 充填 ”のことなら高度の技術を持つ弊社に

キャッパー（三点式）

所 在 地： 〒349-0134　埼玉県蓮田市大字駒崎4217-5

土地面積：3,004.92m2 

建築面積：1,584.71m2 （化粧品充填棟、一般品充填棟、倉庫、開発室、
　　　　　品質管理室、事務所）

製造品目：〔化粧品〕ヘアケア製品・スキンケア製品・ボディケア製品　等
　　　　　〔一般品〕クリーナー全般・消臭剤・芳香剤・除菌剤　等

埼玉工場　概要

ラベラー機
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埼玉工場のご紹介 Work Flow ～お打ち合わせから商品化まで～

弊社は充填から包装まで責
任を持って一貫製造してお
ります。包装に関するノウハ
ウも豊富に持っており、各種
フイルム包装、袋詰め包装、
ブリスターパック、シール・
ラベル包装等の他、各種容
器、ポンプ、キャップ等につ
いてもお客様の多様なニー
ズにお応えできるような態
勢を整えております。

お客様の多様なニーズに応え、常に新たな製品や機能性の
開発研究に取り組み、安全性を追求した製品を提案してお
ります。

包 装 室

研 究 ・ 開 発
常に優れた品質をお客様に提供するために、各製造工程で
厳しい品質検査を行い、それぞれの規格に適合した製品の
みを出荷しております。

品 質 管 理

クリーンベンチ

充填だけではありません、
“包装”だって得意です。

シュリンクトンネル（トルネード） シュリンクトンネル

商品開発に関する全ての悩みを解決いたします。

物流管理
倉庫・在庫管
理など幅広く
対応

迅速に低価格で商品化をサポートします。

マーケティング
市場調査・他
社競合商品の
調査・販売チャ
ネルのご提案

商品企画
コンセプト立
案から、デザ
イン制作のお
手伝い

研究開発
新原料のご提
案・処方開発

製造
安全で高品質
な商品を納期
厳守で製造

オリジナル処方の開発からお手伝いいたします。

ODM

リピート注文のご対応や、リニューアル案
および、新製品をご提案いたします。

▼

▼

▼

▼

▼

▼

商品のイメージ感、内容量、数量、品質、価格の検討を
行い、ご要望に沿う商品コンセプトをご提案します。

長年の実績と経験によるノウハウ・アイデアで、
商品を企画いたします。

処方に関しては満足いただけるまで改良いたします。
同時に容器・パッケージ等の仕様選定を行います。

処方容器での経時変化による安定性試験
および薬事法等に沿った申請を行います。

厳しい品質管理の下、製造・納品をいたします。

商品とご満足をお届け

荷重測定器

研究開発室

品質管理室

恒温恒湿槽

打ち合わせ

処方・デザイン・
仕様提案

試作・仕様選定

試験・申請

製造・納品

商品化

フォローアップ

O EM
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エアゾール事業部

（株）ダイゾー　商品のご案内 （株）ダイゾー　事業のご案内

躍進する（株）ダイゾー
常に新しいフィールドを開拓し続け、社会の多様なニーズに応えています。

当事業は環境・廃棄問題に真正面から取組み、ISO14001を取得し、更に海外2ヶ所の生産基地を持ち、製品を研究開発
してまいります。化粧品・殺虫剤・家庭用品から食品・医療品にいたるまで、生産から廃棄まで全ておまかせいただけます。

「今までになかったものをエアゾールに」
快適な暮らしと地球環境を考え、常にエアゾール新次元を目指しています。

● Double Conttainer Aerosol

上海工場／設立1994年12月京都工場／京都市伏見区淀美豆町704

タイ工場／設立2000年8月東京工場／茨城県猿島郡五霞町川妻1186

（株）ダイゾーは快適な暮らしと地球環境を考え、
常にエアゾールの新次元を目指しています。

エアゾール製品には噴射剤として高圧ガスを使用
するため、高度な充填技術と品質管理能力が要求
されることから、エアゾール製品の95％は当社の
ようなローダーと呼ばれる充填専業のメーカーが
業界を構成しています。

国内でのエアゾール製品の年間総生産量は約5億1
千万本です。エアゾール製品はとくに環境への負
荷に関与してくるため、当事業は環境・廃棄問題
に真正面から取組み「Green & Global」の基本
理念のもと製品を研究開発し、世界一のエアゾー
ル製品の生産体制を目指しています。

商　号 株式会社 ダイゾー
本　社 〒552-0013 大阪市港区福崎3-1-201
設　立 1936年4月25日
資本金 3億1千万円
代表者 最高代表取締役　南　　有子
 代表取締役会長　南　　宣之
 代表取締役社長　相川　武利
エアゾール充填業界最大手　

【取扱品目】
化粧品、家庭用品、食品、医療品、殺虫剤、農薬・
園芸用品、動物薬、工業用品・自動車用品

エアゾール事業部 高度な技術と豊かな経験をもとに、化粧品、殺虫剤、家庭用品、食品から医薬品にい
たるまで幅広いエアゾール製品を製造しています。

ニチモリ事業部 二硫化モリブデンの特性を生かした「潤滑剤」をはじめ、油を使わない「特殊潤滑剤」
などを生産。

陸 機 事 業 部 駐車場のスペースを有効かつ、円滑に活用する為の各種ラックをはじめ、輸送コンベ
ア等の開発・製造・保守を行ない、社会の多様なニーズに応えています。

造船鉄構事業部 タグボートの新造船、小型船の修繕、陸上及び海上鉄構構造物製造、気密性の高い膜材
加工製品の製造事業を展開しております。

（株）ダイゾー
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造船鉄構事業部 タグボートの新造船、小型船の修繕、陸上及び海上鉄構構造物製造、気密性の高い膜材
加工製品の製造事業を展開しております。

（株）ダイゾー



陸機事業部

造船鉄構事業部

ニチモリ事業部

（株）ダイゾー　事業のご案内 グループ会社のご案内

事業開発／ダイゾーグループ
新たなフィールドに挑む勇気と豊かな生活をお届けする関連企業。

当事業部は日常生活のいたる
所でメカニズムの動きと安全
を支える「潤滑剤」を生産し
ています。油を使わない特殊
潤滑剤は電子機器・自動車・
大型機械など多岐にわたって
使用され、メカニズムの円滑
な動きをサポート。また、モ
リブデン化合物の分野での発
展を目指しております。

ダイゾーグループと関連企業の事業領域は、お客様と共に新しい価値観を創造し、経営メリットの追求と幅広く社
会に貢献しています。
更に、ホテル経営やオリーブ園経営、トマト等の農園や焼酎の製造販売、農業から食品開発、大型レストラン経営
まで、現状に満足せず、前進しつづける姿勢です。社員一人ひとりの可能性、それが私たちグループ全体の限りな
い可能性なのです。

ダイゾー創立以来続けてきた
造船・船舶修繕業、その事業
を脈々と受け継いできた造船
鉄構事業部。
受け継がれた技術と新しい技
術を駆使し、お客様の信頼を得
ながらタグボートの新造船、小
型船の修繕、陸上及び海上鉄構
構造物製造、気密性の高い膜材
加工製品の製造事業を展開。
お客様のニーズに合わせ、最
高の製品をお届けする事業部
です。

当事業部は近年、社会問題と
される自転車・バイクの不法
放置に対応すべく、駐輪場の
スペースを有効かつ、円滑に
活用するための各種ラックを
はじめ、輸送コンベア等の開
発・製造・据付・保守を行ない、
社会の多様なニーズに応えて
います。

株式会社 大島造船所
本社：長崎県西海市大島町1605－1
事業内容：船舶建造・修理、橋梁、鋼構造物の製造
設立1973年2月　資本金56億円
http://www.osy.co.jp/

東洋オリーブ 株式会社
本社：香川県小豆郡小豆島町984－5
事業内容：オリーブ油の製造販売、
　　　　　オリーブ園
設立1955年6月　資本金3千万円
http://www.toyo-olive.com/
農園： 〒761－4100　香川県小豆郡土庄町豊島

当社は日本の地中海「小豆島」の美しい自然の中に、
わが国唯一独自の遠心分離法によるオリーブ採油加工工
場を有し、「日本のオリーブづくりの歴史と実績」を担っ
ています。
☆日本で唯一の採油・精製工場を見学できます☆

株式会社 ムーンエレファントジャパン
銀座クルーズ事業部
東京都豊島区東池袋3－1
サンシャイン60　58階
事業内容：レストラン経営
設立1995年7月
資本金8千万円
http://www.ginza-cruise.co.jp/

●サンシャインクルーズ・クルーズ
●リストランテ ベニーレベニーレ
●青山 星のなる木
●天空の庭 星のなる木
●横浜 星のなる木
●新宿 星のなる木

サンシャインクルーズ・クルーズ

青山 星のなる木

上海大造气雾剂有限公司
事業内容：エアゾール製品の製造・販売

張家港大造气雾剂有限公司
事業内容：エアゾール製品の製造・販売

THAI DAIZO AEROSOL CO.,LTD
事業内容：エアゾール製品の製造・販売

THAI DAIZO NICHIMOLY CO., Ltd.
事業内容：接着剤、潤滑剤の製造販売

 海外関連企業
株式会社 ムーンエレファントジャパン
事業内容：不動産の賃貸借及び管理

株式会社 ディアイスクエア
事業内容：システムコンサルティング、システム
　　　　　ソリューションサービス、システム開発、
　　　　　システム構築、システム運用／教育

エヌ・ケー・エス 株式会社
事業内容：危険物の保管・荷役・産業廃棄物の処理・
　　　　　貨物運搬・詰合せ及び包装事業

 その他関連企業

新造から修繕までの総合小型船舶メーカーを目指すと共に
鉄構製品製造及び膜材を利用した事業を展開。

快適駐輪システムを構築。
都市を快適に、社会のニーズに的確に応えます。

メカを生かし、パワーを引き出す。
先進のテクノロジーで、メカニズムの円滑な動きと安全を支えます。

木津川工場（修繕工場）

スライド式ラック 搬送コンベア電磁ロック式ラック

モリブデン鉱石

組立用二硫化
モリブデンスプレー

スプレー製品の残留ガスを安全・簡単
に抜き取るガス抜きキャップ・器具

RALLY RAID MONGOL 
HASEMI SPORT

船舶改造（土運船をコンテナ船へ）
膜材製品

（バイオガスホルダー）

海上構造物
（津波計測ブイ）

大島酒造 株式会社

大島造船所は、1973年2月、ダイゾー
（旧大阪造船所）住友商事・住友重機
械工業の三社の出資により設立された
会社です。創業以来、大型船舶の建
造を中心として橋梁・各種鋼構造物の
製造、施設農業の分野へと事業の展
開を図ってきました。
船舶については、世界中のお客様に、

ご満足頂ける製品を届けるために永年
にわたって培ってきた技術を更に磨い
ているところです。
また、リゾートホテル・焼酎工場・トマト
農園など、地域振興事業を展開し、地
域と共に発展する企業をモットーとする
とともに、特色ある世界的造船所を目
指し、たゆまない挑戦を続けています。

新造船（タグボート）
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