
事務所風景

営業車

当時制定された社章

昭和39年 岡山営業所
昭和40年代 本社社屋

平成5年 関東支店竣工式

平成7年 福岡支店新築
昭和43年 北九州営業所

昭和37年 神戸営業所

昭和37年 姫路市下寺町の社屋

昭和31年 故大前氏と村角冨男

当時の支店内スナップ

本社ビル新築

創立25周年記念式典

プラスチックの市場を創る
創業者村角冨男は、大手化成品メーカーとの運命的な出会いからプラスチック製品の販売

に夢と情熱をかけることになります。しかし、当時はプラスチックという素材がまだ広く

知られていなかったことから、市場を創る役割を担うことになりました。奮闘する中で、

「嘘やごまかしを絶対にせず、誠実に生きる」ことが人としても仕事をする上でも根幹と考

え、社是「誠」を制定すると同時に社名をヒメプラに改名しました。

【関連事項】

・1955年（昭和30）　有限会社姫路プラスチック商会設立

・1962年（昭和37）　株式会社ヒメプラに社名変更

営業所を次々開設
ブリキバケツ85円、ポリバケツ700円という価格差にも関わらず、次第にプラスチック製

品が認知されていきました。大手量販店との取引をきっかけに、会社は大きく飛躍。毎年の

ごとく次々と各地に営業所を開設していき、好機を確実にとらえていきました。

【関連事項】

・1962年（昭和37）　神戸営業所開設

・1964年（昭和39）　岡山営業所開設

・1968年（昭和43）　北九州営業所開設

・1969年（昭和44）　本社・姫路営業所新社屋完成

・1971年（昭和46）　福岡営業所開設

・1972年（昭和47）　広島出張所、東大阪営業所開設

・1975年（昭和50）　大阪事務所開設

創業編
■創業・法人化・営業所拡大時期（昭和29～40年）

■営業拠点拡充・内部体制革新時期（昭和41～50年）

■経済環境激変時期（昭和51～60年）

■新時代展望時期（昭和61～平成7年）

リビング用品のヒメプラへ
第一次に続く、1979年（昭和54）の第二次オイルショックで低成長時代を迎え、

プラスチック業界は変革を迫られることになります。当社も木・金属・繊維・ガラ

スなどの製品の取扱いを開始。「プラスチックのヒメプラ」から「リビング用品の

ヒメプラ」へと転換を図ります。また多様化する消費者ニーズに対応するため、

自社での商品開発にも着手しました。

【関連事項】

・1977年（昭和52）　阪神支店開設

・1982年（昭和57）　本社営業企画部新設

・1984年（昭和59）　東京営業所開設

　　　　　　　　　　本社ビル新築

・1985年（昭和60）　岡山支店開設

平成不況を乗り切るために
日本中が謳歌したバブル景気は、平成に入って間もなく終焉を迎え、経済状況は

大きく変化します。この平成不況を乗り切るために、人事の大幅な若返りを実施

するとともに本部機能を強化し、関東支店・福岡支店の新築移転など将来を見据

えた投資も行っていきました。

【関連事項】

・1988年（昭和63）　ヒメプラ産業資材株式会社設立

・1993年（平成 5 ）　関東支店新築移転

・1995年（平成 7 ）　福岡支店新築移転

発展編

昭和52年 阪神支店開設

ヒメプラの歴史 歴　史1955年（昭和30）～1995年（平成7）
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発展編

昭和52年 阪神支店開設

ヒメプラの歴史 歴　史1955年（昭和30）～1995年（平成7）
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本社2階ショールーム

テレビ会議風景

物流本部の新設
経済状況や消費者動向の変化にすばやく対応していくため物流部門の強化を図るべく、物流本部を新設。また同年

に上層部の意思をすばやく社内に意思疎通を実現するため、経営企画室も新設するなど、ヒメプラ社内機能の変革

も積極的に進められました。

大手ホームセンターや量販店の破綻が相次ぎ、流通業界が大きく揺れる中、ドラッグストアや

カテゴリーキラーなどにも販路を求め、販売先のバランス化にも努めました。

【関連事項】

・1998年（平成10）　物流本部新設

　　　　　　　　　　経営企画室新設

社内IT化を推進
当時の社長（現会長・村角伸一）主導のもとITを「Only One戦略」

と位置づけ、営業・物流・管理各部門で積極的なIT活用を推進。

HP-NET（イントラネット）を通じた迅速な社内情報の共有化や実

績データを活用した的確な売り場提案などを実行していきました。

【関連事項】

・1997年（平成 9 ）　HP-NET（イントラネット）を構築、一人1台の

 　　　　　　　　　パソコン導入

・1999年（平成11）　社内稟議システムの導入

・2002年（平成14）　関西IT活用企業百撰で優秀賞を受賞

新世紀編
■流通業界再編成時期（平成8年～17年） ■グローバルネットワークの拡大と機能強化時期（平成18～27年）

さらなるIT化を推進
TV会議システムやクラウド型グループウエア、新倉庫管理システムを導入するなど、

IT活用によるさらなる高効率化、コスト削減を進めました。

【関連事項】

・2008年（平成20）　TV会議システムの導入

・2010年（平成22）　経済産業省主催「中小企業IT経営力大賞

　　　　　　　　　　2010」の「IT経営実践企業」に認定される

・2011年（平成23）　クラウド型グループウエアを導入

・2014年（平成26）　WMS（新倉庫管理システム）を導入

自社商品の開発体制を強化
開発本部を新設し、以前から取引のあった海外協力工場とのネットワークをさらに拡大し、自社ブランド「MISM」

の開発体制を強化。目指す製造卸業の足掛かりとしました。また、時代の要請に応え、家庭用品事業部と産業資材

事業部の2事業部体制とし体制強化を図るとともにNET販売部を新設しました。

【関連事項】

・2007年（平成19）　開発本部新設

・2009年（平成21）　本社ビル2階のMISMショールームを新設

・2011年（平成23）　ヒメプラ産業資材㈱と合併し、

　　　　　　　　　　姫路産業資材営業部新設

　　　　　　　　　　NET販売部新設

・2012年（平成24）　営業本部に家庭用品事業部と産業資材事業部新設

　　　　　　　　　　品質管理室新設

1966年 秋の見本市

1999年 会社案内 2004年 会社案内 2014年 会社案内 2015年 会社案内

1967年 秋の見本市 1985年 会社案内 1993年 会社案内

歴　史ヒメプラの歴史 1996年（平成8）～2015年（平成27）
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テーマ別

大鉄産業㈱商事部とし、プラスチック製品販売
開始。

㈲姫路プラスチック商会設立。

社名変更をし、株式会社ヒメプラとする。
神戸営業所開設。

岡山営業所開設。

北九州営業所開設。

本社・姫路営業所新社屋完成。
姫路商工会議所にて、創立15周年記念式典を
挙行。

福岡営業所開設。

東大阪営業所開設。広島営業所開設。

岡山営業所を岡山第1営業所、
岡山第2営業所に分割。

姫路営業所から産業資材営業所、
家具営業所を分割、姫路第2営業所開設。

東大阪、神戸、姫路第2営業所、
大阪事務所を統合、阪神支店開設。

創立25周年記念式典を“さんふらわ7号”船上
で挙行。

本社営業企画部新設。

産業資材ビルを新築。阪神支店第2倉庫を新築。

東京営業所開設、本社ビル新築、CI導入。

東京営業企画部開設。
岡山第1営業所、岡山第2営業所、広島営業所を
統合し、岡山支店を開設。
ヒメプラファニチャー株式会社設立。

ヒメプラ産業資材株式会社設立。

福岡営業所、北九州営業所を統轄統合し、
福岡支店を開設。

東京営業所を東京支店に昇格。

東京支店移転、関東支店新築開設。

福岡支店移転、新支店開設。
姫路日用品営業所を姫路支店に昇格。

関東支店、東京営業企画部を統合、関東事業部
開設。

ヒメプラファニチャー株式会社を合併。
ファニシング営業所開設。
関東事業部を関東支店に名称変更。

物流本部新設、経営企画室新設。
関東支店杉戸DC開設。

ファニシング営業所を姫路支店に統合し、青山
DC開設。

創立４５周年を迎える。

ヒメプラ産業資材㈱がISO14001を認証取得。

関西IT活用企業百撰で優秀賞を受賞。

関西支店杉戸DCを移転し、岩槻DC開設。

姫路支店の家庭用品部門は阪神支店へ。
インテリア用品部門は岡山支店へ移管・統合。

関東支店岩槻DCを移転し、川崎DC開設。
創立50周年記念レセプションを神戸ポートピア
ホテルで挙行。

営業本部開発部を独立させ、開発本部を新設。
関東支店川崎DC移転、岩槻DC開設。

経済産業省主催「中小企業IT経営力大賞2010」
において「IT経営実践企業」に認定される。

ヒメプラ産業資材株式会社と合併、姫路産業資
材営業部を開設。
関東支店と阪神支店においても、産業資材事業
を開始。
品質管理委員会を設置。

営業本部に家庭用品事業部と産業資材事業部
を新設。
品質管理室を新設。

創立60周年記念レセプションをホテル日航姫路
で挙行。

昭和34年 第一回見本市

昭和55年
見本市

昭和59年 見本市

昭和62年 見本市

平成4年 見本市

昭和50年 20周年記念
見本市

昭和45年
見本市

60年の歩み 見本市の歩み
創業・法人化・営業所拡大時期（昭和29年～昭和40年）

1959年/昭和34年
1960年/昭和35年
1961年/昭和36年
1962年/昭和37年
1963年/昭和38年
1964年/昭和39年
1965年/昭和40年
1966年/昭和41年
1967年/昭和42年
1968年/昭和43年
1969年/昭和44年
1970年/昭和45年
1971年/昭和46年
1972年/昭和47年
1973年/昭和48年
1974年/昭和49年
1975年/昭和50年
1976年/昭和51年
1977年/昭和52年
1978年/昭和53年
1979年/昭和54年
1980年/昭和55年
1981年/昭和56年
1982年/昭和57年
1983年/昭和58年
1984年/昭和59年
1985年/昭和60年
1986年/昭和61年
1987年/昭和62年
1988年/昭和63年
1989年/平成1年

1990年/平成2年
1991年/平成3年
1992年/平成4年

1993年/平成5年

1994年/平成6年
1995年/平成7年
1996年/平成8年
1997年/平成9年

1998年/平成10年

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回
第18回
第19回
第20回
第21回
第22回
第23回
第24回
第25回
第26回
第27回
第28回
第29回
第30回
第31回

第32回
第33回
第34回

第35回

第36回
第37回
第38回
第39回

第40回

新しい日本の生活を見直そう。

暮らし鮮やかハード＆ハート。

暮らし発見！ Life・Live・Love。
発信、感性情報。
「はるステキ！暮らしは今フィットネス！」
この春どきどき、女どき。
あなた、広告、イメージする。
今、熟れてます。
「豊かさから、ゆとりへ」
追求します、ライフトレンド21C。
物と心の豊かさを求めて。
～暮らしと自然とエコロジー～

「暮らしに愉快さ、もっとやさしさ。
（みんなの美遊てぃふるSunday）」
ABCから、未来がみえる。
モノからココロへ、生活満足度に挑戦。
「あなたが選ぶ、生活上手」
でかけよう！YOU☆遊☆優
未来へリセット！

『セルフセレクション…
　「自分カラーの暮らし発見」』

1999年/平成11年

2000年/平成12年

2001年/平成13年

2002年/平成14年

2003年/平成15年

2004年/平成16年

2005年/平成17年

2006年/平成18年

2007年/平成19年

2008年/平成20年

2009年/平成21年

2010年/平成22年

2011年/平成23年

2012年/平成24年

2013年/平成25年

             

2014年/平成26年

2015年/平成27年

第41回

第42回

第43回

第44回

第45回

第46回

第47回

第48回

第49回

第50回

第51回
第52回

第53回
第54回

第55回
第56回

第57回
第58回

第59回
第60回

第61回
第62回

第63回

「やっぱりこれネ！！
　暮らしとモノのいいカンケイ」

「2000年、暮らしのレシピ
　〈新・せん・力〉」

【新世紀の情報発信】発見！
　暮らしのカテゴリーランド。

「楽しい生活お手伝い
　感性ふくらむたしざんモード」

Ones one
　ひとりひとりを笑顔に
　ひとつひとつを大切に

チョっとプラス。
　暮らしが変わる、うれしい予感。

Newsな暮らしにスイッチON。

Value on 暮らし広がるエッセンス。
　こだわり・わけあり・あなただけ。

こだわりのライフスタイル
　価値あるツールでお手伝い。

生活（くらし）の質を高める
　モノとの出会い。

豊かな暮らしの新基準
　快適・便利・エコロジー。

楽しい暮らしをクリエイト
　一歩先行くお手伝い。

eitem de
心地よい暮らしをコーディネイト。

安心＋快適＋エコライフ
がんばる暮らしに元気なエール！
効率＋快適＋安全
物流・包装の「カイゼン」を元気にサポート！

チョっとプラス！
これからの暮らしをアップデート
効率＋快適＋環境
物流・包装の「カイゼン」を元気にサポート！

元気な笑顔で暮らし快適。
ここで見つかる、
包装・物流の新しいカタチ。

百貨良覧 選ぶ歓び、広がる暮らし。
見つけよう！解決のヒントが
ココにあります。

1954年/昭和29年

1955年/昭和30年

1962年/昭和37年

1964年/昭和39年

1968年/昭和43年

1969年/昭和44年

1971年/昭和46年

1972年/昭和47年

1973年/昭和48年

1974年/昭和49年

1977年/昭和52年

1980年/昭和55年

1982年/昭和57年

1983年/昭和58年

1984年/昭和59年

1985年/昭和60年

1988年/昭和63年

1990年/平成2年

1991年/平成3年

1993年/平成5年

1995年/平成7年

1996年/平成8年

1997年/平成9年

1998年/平成10年

1999年/平成11年

2000年/平成12年

2001年/平成13年

2002年/平成14年

2003年/平成15年

2004年/平成16年

2005年/平成17年

2007年/平成19年

2010年/平成22年

2011年/平成23年

     

   

2012年/平成24年

2015年/平成27年

営業拠点拡充・内部体制革新時期（昭和41年～昭和50年）

経済環境激変時期（昭和51年～昭和60年）

新時代展望時期（昭和61年～平成7年）

流通業界再編成時期（平成8年～平成17年）

グローバルネットワークの拡大と機能強化時期
（商品開発・品質管理など）（平成18年～平成27年）

歴　史ヒメプラの歴史

11 創立60周年記念誌 歴史 12創立60周年記念誌歴史

ヒメプラ_創立60周年記念誌_P17-18_60年の歩み



テーマ別

大鉄産業㈱商事部とし、プラスチック製品販売
開始。

㈲姫路プラスチック商会設立。

社名変更をし、株式会社ヒメプラとする。
神戸営業所開設。

岡山営業所開設。

北九州営業所開設。

本社・姫路営業所新社屋完成。
姫路商工会議所にて、創立15周年記念式典を
挙行。

福岡営業所開設。

東大阪営業所開設。広島営業所開設。

岡山営業所を岡山第1営業所、
岡山第2営業所に分割。

姫路営業所から産業資材営業所、
家具営業所を分割、姫路第2営業所開設。

東大阪、神戸、姫路第2営業所、
大阪事務所を統合、阪神支店開設。

創立25周年記念式典を“さんふらわ7号”船上
で挙行。

本社営業企画部新設。

産業資材ビルを新築。阪神支店第2倉庫を新築。

東京営業所開設、本社ビル新築、CI導入。

東京営業企画部開設。
岡山第1営業所、岡山第2営業所、広島営業所を
統合し、岡山支店を開設。
ヒメプラファニチャー株式会社設立。

ヒメプラ産業資材株式会社設立。

福岡営業所、北九州営業所を統轄統合し、
福岡支店を開設。

東京営業所を東京支店に昇格。

東京支店移転、関東支店新築開設。

福岡支店移転、新支店開設。
姫路日用品営業所を姫路支店に昇格。

関東支店、東京営業企画部を統合、関東事業部
開設。

ヒメプラファニチャー株式会社を合併。
ファニシング営業所開設。
関東事業部を関東支店に名称変更。

物流本部新設、経営企画室新設。
関東支店杉戸DC開設。

ファニシング営業所を姫路支店に統合し、青山
DC開設。

創立４５周年を迎える。

ヒメプラ産業資材㈱がISO14001を認証取得。

関西IT活用企業百撰で優秀賞を受賞。

関西支店杉戸DCを移転し、岩槻DC開設。

姫路支店の家庭用品部門は阪神支店へ。
インテリア用品部門は岡山支店へ移管・統合。

関東支店岩槻DCを移転し、川崎DC開設。
創立50周年記念レセプションを神戸ポートピア
ホテルで挙行。

営業本部開発部を独立させ、開発本部を新設。
関東支店川崎DC移転、岩槻DC開設。

経済産業省主催「中小企業IT経営力大賞2010」
において「IT経営実践企業」に認定される。

ヒメプラ産業資材株式会社と合併、姫路産業資
材営業部を開設。
関東支店と阪神支店においても、産業資材事業
を開始。
品質管理委員会を設置。

営業本部に家庭用品事業部と産業資材事業部
を新設。
品質管理室を新設。

創立60周年記念レセプションをホテル日航姫路
で挙行。

昭和34年 第一回見本市

昭和55年
見本市

昭和59年 見本市

昭和62年 見本市

平成4年 見本市

昭和50年 20周年記念
見本市

昭和45年
見本市

60年の歩み 見本市の歩み
創業・法人化・営業所拡大時期（昭和29年～昭和40年）

1959年/昭和34年
1960年/昭和35年
1961年/昭和36年
1962年/昭和37年
1963年/昭和38年
1964年/昭和39年
1965年/昭和40年
1966年/昭和41年
1967年/昭和42年
1968年/昭和43年
1969年/昭和44年
1970年/昭和45年
1971年/昭和46年
1972年/昭和47年
1973年/昭和48年
1974年/昭和49年
1975年/昭和50年
1976年/昭和51年
1977年/昭和52年
1978年/昭和53年
1979年/昭和54年
1980年/昭和55年
1981年/昭和56年
1982年/昭和57年
1983年/昭和58年
1984年/昭和59年
1985年/昭和60年
1986年/昭和61年
1987年/昭和62年
1988年/昭和63年
1989年/平成1年

1990年/平成2年
1991年/平成3年
1992年/平成4年

1993年/平成5年

1994年/平成6年
1995年/平成7年
1996年/平成8年
1997年/平成9年

1998年/平成10年

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回
第18回
第19回
第20回
第21回
第22回
第23回
第24回
第25回
第26回
第27回
第28回
第29回
第30回
第31回

第32回
第33回
第34回

第35回

第36回
第37回
第38回
第39回

第40回

新しい日本の生活を見直そう。

暮らし鮮やかハード＆ハート。

暮らし発見！ Life・Live・Love。
発信、感性情報。
「はるステキ！暮らしは今フィットネス！」
この春どきどき、女どき。
あなた、広告、イメージする。
今、熟れてます。
「豊かさから、ゆとりへ」
追求します、ライフトレンド21C。
物と心の豊かさを求めて。
～暮らしと自然とエコロジー～

「暮らしに愉快さ、もっとやさしさ。
（みんなの美遊てぃふるSunday）」
ABCから、未来がみえる。
モノからココロへ、生活満足度に挑戦。
「あなたが選ぶ、生活上手」
でかけよう！YOU☆遊☆優
未来へリセット！

『セルフセレクション…
　「自分カラーの暮らし発見」』

1999年/平成11年

2000年/平成12年

2001年/平成13年

2002年/平成14年

2003年/平成15年

2004年/平成16年

2005年/平成17年

2006年/平成18年

2007年/平成19年

2008年/平成20年

2009年/平成21年

2010年/平成22年

2011年/平成23年

2012年/平成24年

2013年/平成25年

             

2014年/平成26年

2015年/平成27年

第41回

第42回

第43回

第44回

第45回

第46回

第47回

第48回

第49回

第50回

第51回
第52回

第53回
第54回

第55回
第56回

第57回
第58回

第59回
第60回

第61回
第62回

第63回

「やっぱりこれネ！！
　暮らしとモノのいいカンケイ」

「2000年、暮らしのレシピ
　〈新・せん・力〉」

【新世紀の情報発信】発見！
　暮らしのカテゴリーランド。

「楽しい生活お手伝い
　感性ふくらむたしざんモード」

Ones one
　ひとりひとりを笑顔に
　ひとつひとつを大切に

チョっとプラス。
　暮らしが変わる、うれしい予感。

Newsな暮らしにスイッチON。

Value on 暮らし広がるエッセンス。
　こだわり・わけあり・あなただけ。

こだわりのライフスタイル
　価値あるツールでお手伝い。

生活（くらし）の質を高める
　モノとの出会い。

豊かな暮らしの新基準
　快適・便利・エコロジー。

楽しい暮らしをクリエイト
　一歩先行くお手伝い。

eitem de
心地よい暮らしをコーディネイト。

安心＋快適＋エコライフ
がんばる暮らしに元気なエール！
効率＋快適＋安全
物流・包装の「カイゼン」を元気にサポート！

チョっとプラス！
これからの暮らしをアップデート
効率＋快適＋環境
物流・包装の「カイゼン」を元気にサポート！

元気な笑顔で暮らし快適。
ここで見つかる、
包装・物流の新しいカタチ。

百貨良覧 選ぶ歓び、広がる暮らし。
見つけよう！解決のヒントが
ココにあります。

1954年/昭和29年

1955年/昭和30年

1962年/昭和37年

1964年/昭和39年

1968年/昭和43年

1969年/昭和44年

1971年/昭和46年

1972年/昭和47年

1973年/昭和48年

1974年/昭和49年

1977年/昭和52年

1980年/昭和55年

1982年/昭和57年

1983年/昭和58年

1984年/昭和59年

1985年/昭和60年

1988年/昭和63年

1990年/平成2年

1991年/平成3年

1993年/平成5年

1995年/平成7年

1996年/平成8年

1997年/平成9年

1998年/平成10年

1999年/平成11年

2000年/平成12年

2001年/平成13年

2002年/平成14年

2003年/平成15年

2004年/平成16年

2005年/平成17年

2007年/平成19年

2010年/平成22年

2011年/平成23年

     

   

2012年/平成24年

2015年/平成27年

営業拠点拡充・内部体制革新時期（昭和41年～昭和50年）

経済環境激変時期（昭和51年～昭和60年）

新時代展望時期（昭和61年～平成7年）

流通業界再編成時期（平成8年～平成17年）

グローバルネットワークの拡大と機能強化時期
（商品開発・品質管理など）（平成18年～平成27年）

歴　史ヒメプラの歴史

11 創立60周年記念誌 歴史 12創立60周年記念誌歴史
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