
オフィスビルから公共施設、商業施設、文教施設、宿泊施設などに向けて床材

や壁材、天井材、ドアや畳まで幅広く製品を展開しています。

重点市場への取り組み

公共・商業建築分野

価値創造の実践

2016 2017
（年度）

売上計画 

前期比17.8％UP
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　当社独自の不燃基材「ダイライト」を活用した壁材を、宿泊施設
やオフィス、店舗、幼稚園・保育施設など、様々な公共施設・商業施
設の空間に提案しています。ほかにも表面材に国産木材・地域木
材を活用した公共施設向けの製品や、会議室の“音環境”を改善す
るオフィス向け製品なども開発・提案しています。

壁材事業の強化

　バリアフリー・抗ウイルスなど、ユニバーサルデザインに基づいた

ドア商品「DAIKENおもいやりシリーズ」を拡充。指はさみ防止
機構や角部のR面加工などで安全面にも配慮した幼稚園・保育
施設向け「おもいやりキッズドア」をはじめ、高齢者施設や商業施設
向けにも多彩な製品ラインアップを展開しています。

多様な施設向けにドアのラインアップを拡充

　木質素材の空隙にプラスチックを注入して硬化させる独自の
WPC技術により、天然木の美しさや風合いを保ちながら優れた耐
傷性・耐水性を実現した土足用床材を開発。普及タイプの「コミュニ
ケーションタフ」、防音性能を付与した「コミュニケーションタフ
防音」などが公共施設のほか宿泊施設、店舗、幼稚園などから多数の
引き合いを得ています。

耐久性に優れた床材を展開

不燃壁材 グラビオ

おもいやりキッズドア

コミュニケーションタフ

（百万円）
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　建築躯体に固定する大掛かりな工事を行うことなく設置できる
国産木材・地域木材を活用した木質化空間「ウッドキューブ」を
2017年2月から首都圏、中京圏、近畿圏、北陸エリアの一部を含
む地域限定で発売。利用促進が求められる国産木材・地域木材の
活用方法の一つとして積極的に提案を進めています。

国産木材・地域木材を活用した空間提案

　機械すき和紙を原料に独自開発した「健やかおもて」は、ダニ・カ
ビが発生しにくいほか撥水性にも優れ、ひっかき傷にも強い畳お
もて。インバウンドに対応した和のくつろぎ空間を演出できる商品
としてホテル・旅館などで好評を得ています。防炎性能を付加した
タイプや、木質フローリングの一角に設置できる置き敷きタイプも
提案しています。

傷がつきにくく汚れにくい「畳おもて」の拡販

ここち和座  置き敷きタイプ  清流（防炎）

ウッドキューブ

Topics 国産木材の活用を技術で支援

軟らかい国産木材をDAIKEN独自のWPC加工で
耐久性をアップし、土足用の施設でもキズや汚れを気に
せず床材として使用できるようにしました。

不燃・軽量・加工性に優れた「ダイライト」は、表面材に
国産木材を活用した不燃壁材として幅広い施設で使われ
ています。

■ 独自の加工技術で国産木材の耐久性をアップ ■ シラスから生まれた不燃基材「ダイライト」
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一般床材

プラスチック空洞

＜WPC床材と一般床材の比較＞ ＜ダイライトの特徴＞

表面には簡単にキズが
ついてしまいます。

表面が硬く、キズなどが
つきにくくなっています。

WPC床材

プラスチック空洞

不燃性
国土交通大臣認定を取得した
不燃性。内装制限のかかる木質
空間でも、安心してお使いいた
だけます。

ダイライトは一般的なメラミン
化粧板の2/3の軽さ。高い場所
で作業する場合も、施工者の
負担を軽くします。

手のこやカッターナイフでも
簡単に切断できる、軽量で柔軟
性に優れた基材。施工の省力化
が可能です。

軽量性 加工性



重点市場への取り組み
価値創造の実践

2016 2017
（年度）

前期比4.7％UP
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　2016年8月、インドネシアに設立した内装ドアの生産拠点
が、本格稼働を開始しました。ASEAN地域の中でも特に重
要国と位置づけるインドネシアでは、2012年に首都ジャカル
タに拠点を設け、マーケティング活動を開始。2014年1月に
は内装建材の施工販売会社を合弁で設立し、高品質な施工
管理で差別化を図りつつ営業基盤を確立してきました。

　今回の新工場稼働により、今後はインドネシア市場で
事業展開する日系のディベロッパー、ハウスメーカーは
もとより、現地ディベロッパーなどへの提案も積極的に進め、
製品供給から施工までの一貫ビジネスで現地での事業拡大
を図っていきます。

インドネシア新工場の稼働でドア事業を拡大

　中国、マレーシア、インドネシア、ニュージーランドに生産工場を擁し、中国、シンガポール、マレーシア、
インドネシアと発展著しいアジアを中心に営業拠点を設けています。
　各拠点で徹底した品質管理体制のもと、日本はもとより中国、東南アジア、欧米などの国々に
木材を利用した製品等の安定供給を実現しています。

Topics DAIKENグループのグローバルネットワーク

アジアを中心として現地ニーズにあった素材と建材の開発を進めるともに、

現地での生産、販売、施工体制を構築していきます。

海外市場

大建工業（寧波）有限公司 DAIKEN MIRI SDN.BHD DAIKEN SARAWAK SDN.BHD

売上計画 

（百万円）
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　MDFは、木質繊維板の一種で、木材チップを繊維状にし
たものに接着剤を加え、板状に加工した製品です。原材料に
は広葉樹の南洋材や針葉樹のラジアータパインを使用し、
樹種や接着剤の違いによって、それぞれの特徴を持った
MDFを生産しています。

　当社のＭＤＦは、海外製の木質ボード（合板、パーティク
ルボード、ＯＳＢ）と比べ、品質の安定性や、耐水性や軽量
といった優位性を持っており、これを活かした提案活動を
東南アジアだけでなく北米などでも展開し、販売拡大を
図っていきます。

MDFPT.DAIKEN DHARMA 
INDONESIAの生産ライン

PT.DAIKEN DHARMA
INDONESIAの工場外観

MDFの売上拡大

▲

●▲

大建工業(寧波)有限公司(中国)

DAIKEN MIRI SDN.BHD.(マレーシア)

DAIKEN SARAWAK SDN.BHD.(マレーシア)

PT.DAIKEN DHARMA INDONESIA(インドネシア)

DAIKEN NEWZEALAND LIMITED
(ニュージーランド)

生産拠点 海外営業拠点

内装ドア・木質床材など

ＭＤＦ

ＭＤＦ

ＭＤＦ

内装ドア

（上段：会社名）
（下段：生産品目）

上海

ミリ

シンガポール

インドネシア 

DAIKEN NEW ZEALAND LIMITED

●

●

●
●

▲

▲

▲
▲
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重点市場への取り組み
価値創造の実践

2016 2017

売上計画 

前期比8.3％UP

28,809
31,200

　当社とTOTO(株)、YKK AP(株)の３社（TDY）は2017年
7月3社共同運営によるショールームとしては全国8カ所目、
北海道では初となる「TDY札幌コラボレーションショールーム」を、
札幌市内の大型商業複合施設「サッポロファクトリー」の隣接
エリアに開設します。
　札幌地区では、2009年8月からTOTO(株)と2社共同に
よるショールームを展開してきましたが、新たにYKK AP(株)
が加わり3社一体のショールームとして規模を拡大します。
　今後も空間展示とコンサルティングのショールーム機能を
強化し、より快適で楽しい暮らしをお客様に提案していきます。

TDY連携による将来に備えた住まい方提案を継続していくとともに、

増加するマンションリフォーム市場に向けてマンションリノベーションに

特化した商品開発を進めていきます。

住宅リフォーム市場

「ＴＤＹ札幌コラボレーションショールーム」外観イメージ

TDYコラボレーションショールーム

TDY札幌

TDY東京

TDY名古屋

TDY金沢

TDY高松

TDY広島

TDY福岡

TDY大阪
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（百万円）

（年度）

TDYコラボレーションショールームの展開でお客様との接点を強化
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　2016年10月、関東一円でマンションリノベーション事業を
展開する（株）パックシステムを子会社化し、新たにマンション
リノベーション事業に参入しました。同分野ではこれまで
グループ会社のダイケンホーム&サービス（株）による戸建
住宅やマンションの比較的小規模なリフォーム工事が中心
でしたが、比較的大規模な改修工事を行うパックシステムが
グループの一員に加わること
により、住宅リフォーム市場
でのエンジニアリング事業の
拡大を図るとともに、建材
事業でもリフォーム用の製品
開発や工法開発への展開を
進めていきます。

マンションリノベーション事業の本格展開

　大建工業は、業界初となる吸着施工の住宅向けリフォーム
用床材「吸着フローリング」を開発し、2016年6月から発売
しています。従来のフローリングとは異なり、釘や接着剤を
使わずに既存の床の上に置いて吸着させるだけで簡単に施工
できるのが特長で、工期短縮やトータルコストのダウンにつな

がるほか、エンドユーザーが自ら施工することも可能です。
　また、既存の木質フローリングやクッションフロア上に吸着
させるので、原状回復も容易で、持ち家や集合住宅のリフォー
ムだけでなく、賃貸物件でも使用できるのも特長で、幅広い
リフォームニーズに合致した製品です。

Topics 業界初となる吸着施工の床材を開発

（株）パックシステムWebサイト

「吸着フローリング」施工イメージ

大建工業株式会社

エンジニアリング事業

事業領域の拡大

建材事業
リフォーム用の製品開発・

工法開発に展開

提携先の不動産仲介業者等

買取 販売

中古
マンション

出資66.7％（連結子会社） 施工・工事におけるノウハウの提供

リノベー
ション
マンションマンション

所有者様
（1戸単位）

マンション
購入者様
（1戸単位）

マンションリノベーション工事
株式会社パックシステム

裏面の透明フィルムを剥がして、
上から押さえるだけで吸着面が下地に
簡単に固定されます。

製品寸法は
150ｍｍ×900mmとコン
パクトで、1枚単位での
施工も可能です。
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