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大王製紙グループのビジネスモデル
大王製紙グループは、紙・板紙及びH&PC商品を生産・販売する総合製紙メーカーとして、幅広い分野で社会
のニーズの変化に柔軟に対応し、文化・産業の発展や生活の質の向上等に資する研究開発・商品化に取り組ん
でいます。

インプット

課題解決力

人財力

コスト競争力

ブランド力

競争力の優位性2
独自の経営戦略

競争力の優位性1
プロダクトバリューチェーン

植林

フレキシブルな
生産体制

古紙収集

原料調達

競争力の優位性3
環境配慮型企業

お客さま起点の
課題特定

お客さま課題の
ヒアリング

「競争力の優位性」によって生み出される「コア・コンピタンス」
を活かし、新聞用紙、印刷・出版用紙、段ボール原紙・包装用
紙などの文化・産業を支える素材から、赤ちゃんからお年寄りま
で生活のあらゆるシーンを支えるティシューペーパー、トイレット
ペーパー、ベビー用紙おむつ等のパーソナルケア商品に至る幅広
い分野で事業を展開しています。

マーケティング・
販売

⃝  企業の持続的成長を担う多様
な人財

⃝ 原料調達・生産・販売における
機能的な組織

⃝ ダイバーシティ経営

⃝ 持 続 可 能な社 会の実 現に 
向けた事業展開

⃝  あらゆるステークホルダー
との共生

⃝  グ ループ 間で 高 い 技 術・ 
ノウハウを共有

⃝ 原 料 調 達・生 産・販 売に 
おける高い生産性

⃝ 出願特許件数および有効特許
件数に裏打ちされた知的財産

⃝ 紙・板紙事業とH&PC事業を 
有する総合製紙メーカー

⃝  エリエールブランド資産と
育成力

ブランド力

コスト競争力

人財力

課題解決力

☞ 詳細はP15へ

☞ 詳細はP17へ

☞ 詳細はP19へ
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タイ、中国、インドネシアにベビー用紙おむつの生産・
販売会社を設立しま
した。

シャワートイレやコットンフィールの衛生用紙やファイ
ンペーパーをラインナップに取り込み、付加価値の
高い商品を全国展開しています。

米国Ｐ＆Ｇ社より大人用紙おむつ「アテント」
事業を譲受事業基盤の確立

　1943年に四国紙業㈱以下14の工場が合同合
併し、和紙の生産販売を目的に現在の大王製紙が
誕生しました。

2011年
 タイ（ラヨーン県）

2012年 中国（南通市）

2014年 インドネシア（チカラン地区）

セルロースナノファイバー（CNF）の用途開発

川之江工場で衛生用紙新マシンが稼働

三浦印刷㈱を子会社化

新聞用紙・板紙メーカーとして発展
1943年〜

総合製紙メーカーとしての飛躍
　1979年「エリエール」で家庭紙市場へ参入、主力商品である新聞用紙、板紙に加えて印刷・出版用紙、情報用紙等
のあらゆる品種の安定供給と生産性向上に向けて新増設を行い、総合製紙メーカーとしての基盤が完成しました。

1979年〜

名古屋パルプ（現 可児工場）を買収
1983年

三島新工場建設
大型の新聞用紙抄紙機（N３）、
板紙抄紙機（N１、N２）稼働

1973年

2011年〜

2007年

2019年

2018年

2017年

地産地消によるグローバル展開・
複合事業化の推進

三島工場に塗工紙一貫生産設備
（N10抄紙機）稼働

2007年

N10抄紙機 オンマシンコーター 

2017年

いわき大王製紙、段ボール原紙マシン増設
（可児工場の洋紙マシンを移設・改造）

2014年

いわき3号抄紙機

日清紡ホールディングス㈱の紙製品事業を
譲受

☞ 詳細はP27へ

フォレスタル・アンチレLTDA.を設立
1989年

☞ 詳細はP20へ

いわき大王製紙株式会社を設立
1996年

☞ 詳細はP19へ

☞ 詳細はP25へ

三島新工場N2抄紙機

＜競争力の源泉＞
国内紙・板紙生産量の約8％を担う 
三島工場
　当社グループの基幹工場である三島工場は、パル
プから紙・板紙を一貫生産しており、その生産量は年
間約210万トン、国内紙・板紙生産量の約8%のシェ
アを有しています。あらゆるパルプを種々のタイプの
抄紙機と組み合わせることで、市場のニーズに合わせ
て、フレキシブルな生産・販売体制を構築しています。

競争力の優位性 1 プロダクトバリューチェーン

総合製紙メーカーとして
消費者の多様なニーズに柔軟に対応できる
フレキシブルな生産体制を構築

歴史から見る
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Ｍ＆Ａ等による
高付加価値商品へのシフト

木材資源の新たな価値創造

2016年 ＣＮＦ（セルロースナノファイバー）パイ
ロットプラント稼働

2017年 ＣＮＦの水分散液、成形体、乾燥体、
開発・品揃え

2019年 CNF配合の高性能卓球ラケット開発・
電気自動車のボディパネルへ実装

2017年 日清紡ホールディングスの紙製品事業
を譲受
三浦印刷㈱を子会社化

☞ 詳細はP39へ

☞ 詳細はP27へ

紙･板紙事業 H＆PC事業
紙・板紙事業では、世界最大級の臨海工場である三島工場（愛媛県）の多様なパルプと紙・板紙を生産できる
強みを活かし、需要動向の変化に柔軟に対応して生産・販売品種のシフトを行っています。三島工場を中心とした
グループ各社との一体運営により、生産性向上やエネルギー費削減などの技術・情報を共有し、付加価値の高い
商品の提供や環境負荷低減等に取組んでいます。

新聞用紙、板紙の製紙技術を活かして衛生用紙に参入し、BtoCマーケティング
のノウハウを活かして紙おむつ、フェミニン、ウェットワイプ等の関連商品の市場
に参入し、衛生用紙と吸収体事業を有するメーカーとして、独自の営業戦略を
展開しています。

競争力の優位性 2 独自の経営戦略　
歴史から見る

2007年 三島工場に塗工紙一貫生産マシンＮ10
稼働

2014年 可児工場の洋紙マシンＮ３をいわき大王
製紙に移設、板紙マシンに改造

2019年 三島工場洋紙マシンＮ７を板紙マシンに
改造

いわき3号抄紙機

2017年 国内主要工場の隣接地に大型物流倉庫
を建設
木材チップ専用船３隻をエコシップに
切替

2019年 プラスチック代替素材の高密度厚紙
「エリプラペーパー｣ 発売

2020年 三島工場にＦＩＴ（バイオマス）ボイラー
稼働予定

紙ナイフ 紙トレー

高密度厚紙「エリプラペーパー」の加工例

三浦印刷㈱ CNFを高配合した成形体の開発

三島工場の生産極大化と
メディア用途の紙から
梱包・包装用途の紙へのシフト

家庭紙分野での
圧倒的シェア獲得

Ｍ＆Ａ等によるブランド戦略と
高付加価値商品へのシフト

脱炭素・脱プラの取組み 生産設備の増強による
安定供給体制の確保

本格的に海外進出
ベビー用紙おむつと紙製品等の複合事業化

2011年 ｢エリエール贅沢保湿｣ 発売

2013年 ｢消臭＋トイレットティシュー｣ 発売

2018年 紙カテゴリー（ティシュー、トイレット、
キッチン）でシェアNo. 1獲得
新規市場開拓：トイレットペーパー
｢ｉ：ｎａ ２倍巻き｣ 発売

2016年 可児工場にて家庭紙Ｎ８抄紙機稼働

2018年 川之江工場にて家庭紙ＫＮ１抄紙機稼働

2021年 川之江工場にてＫＮ２抄紙機稼働予定

川之江工場家庭紙ＫＮ１抄紙機

エリエール贅沢保湿 ｉ：ｎａ ２倍巻き

2007年 大人用紙おむつブランド ｢アテント｣ を
事業譲受

2017年 日清紡ホールディングスの紙製品事業を
譲受

夜1枚安心パッド 下着爽快＋ コットン100%

2011年 タイ（ラヨーン県）にエリエールインターナ
ショナルタイランドCO., LTD.（EIT）設立

2012年 中国（南通市）に大王（南通）生活用品
有限公司（エリエールインターナショナル
チャイナ（ナントン） 設立

2014年 インドネシア（チカラン）にPT.エリエールイ
ンターナショナルマニュファクチャリングイン
ドネシア（EIMI）設立

2017年 トルコに出張所開設
中国のプレミアム志向への対応ベビー用紙
おむつ｢天使の産着」「光の羽の産着」発売

2018年 ロシアに出張所開設

天使の産着                     光の羽の産着
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DAIO地球環境憲章を改定
2018年1998年 2018年

2020年

2020年

2017年
いわき大王製紙「優秀先端事業所賞」受賞
業界で初めて古紙100%の新聞用紙の生産・販売開始
バイオマス発電率70%から100％へ転換（計画）

大型物流センターへの集約による
物流の効率化

FIT制度*を活用した売電事業を開始予定（*FIT制度：再生可能エネルギーの固定価格買取制度）

三島工場での製紙排水を利用したバイオマス燃料製造設備設置予定

エコシップへ切り替え

リサイクルネットワーク

エリエールロジスティックスセンター富士南陵プリンセス ハル（2017年7月就航）

いわき大王製紙について

古紙の高度利用・バイオマスボイラーによる自家発電工場
　いわき大王製紙は、首都圏で発生する古紙を最大限に活用するという新しいコンセプトの製紙工場として
1997年より稼働しました。1998年に業界で初めて古紙100%の新聞用紙の生産･販売を開始し、日本経済
新聞社「優秀先端事業所賞」を受賞しています。
　現在では新聞用紙の古紙100%生産だけでなく、段ボール原紙についても古紙100%の品種を生産してお
り、月間約5万トンの古紙を利用しています。更に紙管などの「難処理古紙」の利用を推進しています。製
紙原料だけでなく、工場で消費するエネルギーについても現状の約70%から100%バイオマス発電に転換す
る計画です。

　三島工場では、パルプ製造工程で
得られる黒液を使ったバイオマス発電
を行ってきました。今回の事業は、メ
タン成分を含んだクラフトパルプ排水
からメタンガスを取り出し、重油の代
替燃料として有効利用します。これに
より、①CO2排出量削減、排水負荷
低減などの環境負荷低減効果、及び
②操業コスト低減などが期待されてい
ます。本事業は再生可能エネルギー活
用の先導事例として、経済産業省の

「平成30年度再生可能エネルギー熱事
業者支援事業」に採択されています。

RECYCLE. 1
古紙のリサイクル

RECYCLE. 3
燃料のリサイクル

RECYCLE. 2
廃棄物のリサイクル

古紙利用の推進は、資源保護、
ゴミの減量化といった社会課題
を解決していくために製紙業界
に要求されている重要なテーマ
となっています。

工場の電力
をまかなう
自家発電設
備では、製
紙業界で先
駆けてバイ
オマスボイ

ラーを導入、効果的なサー
マル（熱）リサイクルを目指
し、あらゆる廃棄物の再利
用に取組んでいます。

製紙工程から排出される
ビニール等の廃棄物や
微細繊維を、自社内で
処理・リサイクルしてお
り、主に発電用燃料とし
て利用しています。

電力や蒸気
の供給

発電の
燃料として

製紙工程で発生する
廃棄物

製紙排水を利用したバイオマス燃料製造設備について北海道 4.6%北海道 4.6%

静岡 2.9%

北陸 2.2%近畿 16.7%

中国 4.8%

四国 2.7%
九州 7.0%

静岡 2.9%
中部 9.5%中部 9.5%

北陸 2.2%近畿 16.7%

中国 4.8%

四国 2.7%
九州 7.0%

いわき大王製紙
株式会社

関東 43.6%
東北 6.0%

大王製紙グループ　地区別古紙購入比率

＜競争力の源泉＞
持続可能な森林経営
　1989年に、南米チリ国に植林会社「フォレスタル・
アンチレLTDA.」を設立。東京23区の面積に相当す
る59,000haを所有しています。所有面積の約半分
に相当する28,000haは天然林として自然の状態
で残し、生物多様性の維持に取組んでいます。

競争力の優位性 3 環境配慮型企業

持続可能な循環型社会の形成に向けて
さらなる環境配慮型企業へ進化

歴史から見る

KP連続蒸解釜

黒液濃縮装置

導入後

臭気排水

重油

処理水

既存排水設備

バイオマス燃料製造システム
（嫌気性処理設備）

→放流

石灰焼成キルン

バイオガス
年間5,000kl

（重油換算）
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