


当社は 1951年の創業以来、プラスチックを素材とした日用品の製品企画、
製造そして販売に半世紀を越える実績を重ねて参りました。

"Originality"  "Sensitivity"  "Kindness"を社名の由来として、これを合言葉に

「洗練された感性と感覚に支えられた商品企画」「充実した設備と磨かれた技術力」

「ISO9001・ISO14001の取得による品質管理と環境面への配慮」に基づいて多品種 小ロット 短納期 高品質を

目指して、製品企画から製造に至るまで一貫した自社の生産事業体制の下で執り行っております。

当社は岡山県美作市に工場を立地し、国内生産（Made in japan）に力を入れ

安全で安心できる製品を造ることに心掛けて参りました。

社会にプラスチック日用品を供給することによって 皆様方の豊かな暮らしを演出し、また、 当社ではこの様にして製造された

「夢と潤いのある製品」を 様々な流通を介して消費者の皆様方のお手許に誠意と誠実さを以って、

お届け出来ることをこの上ない喜びと感じている次第でございます。

代表取締役社長

川 崎   昌夫
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進化しつづけるプラスチックの
新しい可能性を追求し、

独創性のある商品開発を展開していきます。

時代のニーズをとらえ 使う人の気持ちに
なった好感度のある商品作り、
企業活動を続けていきます。

親しみのある企業を目指すとともに、
商品やサービスを通じて暮らしに優しさ、

思いやりを提案します。

本社・岡山工場・商品センター 2003年10月に認証取得いたしました。全社をあげて、品質マネジメントシステムの維持運用を行い、
安全で魅力ある商品を安定して供給することを目指します。

岡山工場2007年8月に認証取得いたしました。岡山工場では、環境マネジメントシステムの維持運用を行い、環境に配慮した商品の供給を目指します。

ISO9001：2015認証取得

ISO14001：2015認証取得
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キャラクターランチ レディースランチ メンズランチ

商品開発から販売まで、一貫した体制でお届けします。

豊かな商品知識を持ったスタッフが、形状、表面、デザイン、パッケージから販促ツールに至るまで、
お客様に喜ばれる商品づくりを目指しています。

高性能機器の導入、技術向上に積極的に取り組んでいます。徹底した品質管理のもと、高効率・高品質の商品づくりを実現し、
真にお客様に満足していただける商品を提供します。

物の流れだけではなく、商品管理までを含めた総合的な業務を行っています。岡山工場、商品センターと本社や営業最前線を
リアルタイムにオンラインで結び、出荷作業のスピード化と商品管理の徹底を実現しています。

単なる営業だけではなく、商品説明や提案などのノウハウを含めてお届けすることが大切だと考えています。
販売活動におけるコミュニケーションも重視。お客様の気持ちをフィードバックしてよりよい商品づくりに反映させています。

きかんしゃトーマス・ハローキティ・スヌーピー・
ドラえもん・ウルトラマン・リラックマなど、
様々なキャラクターの商品を商品化しており
ます。

赤ちゃんが毎日使うものだから安心で使い
やすいものを選びたい。

バスルームをかわいく彩る、きかんしゃトーマス・
ハローキティ・アンパンマンのバスグッズ。
大好きなキャラクターに囲まれたら、毎日の
バスタイムがもっと楽しくなりそう！

かわいいキャラクターの形をした
おにぎりやふりかけで、ごはんの時間を
手軽に楽しく演出できます。

特殊加工を施しお手入れしやすく、使いやすい
機能や形状のものをご用意しております。

保温・保冷対応のステンレス製のタンブラー
スープ容器・保温弁当箱・水筒、保冷力のある
ランチバッグなどがあります。

常温・冷凍・冷蔵などの条件に対応し、料理の
ビフォーからアフターまで欠かせない保存容器。
油汚れが落ちやすい特殊加工（防汚剤　クリンベル
添加）が施された商品や食器洗い乾燥機に対応
した商品やキャラクター商品を製造しております。

懐かしさを感じさせる和柄や手描きタッチの
かわいいデザインなど、様々な色・形・デザイン
の商品を扱っています。

大きめのものから小さめのものまで取り揃えて
おりますので、デザインはもちろんのこと、
ご自身にあった容量からもお選びいただけます。

企 画

営 業

製 造

物 流

ベビー用品・子供食器

バス用品 冷水筒 ステンレス商品・バッグ

保存容器お弁当デコレーション・調理グッズ



お客さまのアイデアを形に仕上げ、大きく育てるお手伝いをします。

当社の製品以外にも、お客さまの自由な発想によるオリジナル製品の企画・製品化を

専門スタッフがお客さまの立場になって、親切・丁寧にサポートします。

貴社のアイデアを
プラスチック製品にしてみませんか？

オーエスケー製品はもちろんの事、プラスチック製品について

ご要望にお応えできるように常に専門スタッフが待機しております。

プラスチック製品についての企画／計画がお有りの方はお気軽にご相談下さい。
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OEMのご紹介



商  号　　　　株式会社オーエスケー 

本社所在地　〒546-0003  大阪市東住吉区今川8丁目9-29 

創  業　　　　1951年（昭和26年）5月 

設  立　　　　1954年（昭和29年）6月19日 

資 本 金　　　4,500万円 

従 業 員　　　103 名（2020 年5月現在） 

事 業 所　　　東京営業所： 〒111-0056  東京都台東区小島2丁目13-3
　　　　　　　　　　　　　                        ティーエスケービル8階
　　　　　　  岡 山 工 場： 〒707-0113  岡山県美作市真加部1144-34
　　　　　　  商品センター： 〒587-0012  大阪府堺市美原区多治井194-2 

事 業 内 容　   プラスチック日用品の製造及び企画販売
　　　　　　  プラスチック成形加工
　　　　　　  ファンシーグッズ企画及び販売 

主要取引銀行   三井住友銀行 西田辺支店
　　　　　　  三菱東京UFJ銀行 阿倍野橋支社
　　　　　　  みずほ銀行 阿倍野橋支店
　　　　　　  りそな銀行 阿倍野橋支店
　　　　　　  日本政策金融公庫 阿倍野支店 

加 入 団 体　　(一社) 西日本プラスチック製品工業協会
　　　　　　  日本プラスチック日用品工業組合
　　　　　　  プラスチック製食器協議会 

役  員　　　    取  締  役  会  長：川崎 徳太郎
　　　　　      代表取締役社長：川崎 昌夫
　　　　　      取        締         役：北田 功二郎
　　　　　      取        締         役：川崎 二郎
　　　　　      取        締         役：笹倉 秀樹
　　　　　      監        査         役：川嵜 宏 

1951年（昭和26年）    5月        創業者　川崎　誠三が大阪市において事業を始める 

1954年（昭和29年）    6月        株式会社に改組：株式会社大阪樹脂工業所（資本金30万円） 

1956年（昭和31年）    4月       資本金 80万円に増資 

1961年（昭和36年）    8月       資本金 120 万円に増資 

                                       12月     資本金 250 万円に増資 

1970年（昭和45年）    12月     羽曳野工場新設 

1976年（昭和51年）    5月       大阪市東住吉区今川（現在地）に本社を新設 

1985年（昭和60年）    12月     本社新社屋竣工 

1987年（昭和62年）    6月       羽曳野商品センター新設 

                                       8月        資本金 500 万円に増資 

1988年（昭和63年）    7月        東京営業所開設 

                                       8月        資本金 1,000 万円に増資 

1990年（平成2年）      8月       資本金 1,500 万円に増資 

1991年（平成3年）      7月        社名を株式会社オーエスケーに変更 

1992年（平成4年）      4月        商品センター開設（羽曳野商品センター移設） 

1994年（平成6年）      4月       資本金 1,920.5 万円に増資 

                                       9月        羽曳野工場閉鎖 

                                       10月     岡山工場開設 

1995年（平成7年）      3月       資本金 2,437.7 万円に増資 

1996年（平成8年）      1月       資本金 3000 万円に増資 

1997年（平成9年）      3月       資本金 4,500 万円に増資
                                                    （大阪中小企業投資育成株式会社ワラント権行使） 

2000年（平成12年）    9月       岡山工場：ISO9002 認証取得 

2003年（平成15年）    10月      本社・岡山工場 ISO9001:2000 認証取得 

2005年（平成17年）    9月       商品センター ISO9001:2000 認証取得 

2007年（平成19年）    8月       岡山工場 ISO14001:2004 認証取得 

                                       10月     岡山工場第 2工場棟竣工 

2014年（平成26年）    12月     東京営業所移設 

2017年（平成29年）    7 月       東京ショールーム開設
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製造物流本部

監査役

品質管理委員会 経営会議

総務
経理部

商品
センター資材部企画室 岡山

工場
お客様
相談室

品質
管理室

取締役会

社長

株主総会

営業本部

東京
営業部

大阪
営業部



株式会社オーエスケー
〒546-0003 大阪市東住吉区今川8丁目9-29
TEL: 06-6797-6281  FAX :06-6701-7716
http://www.hello-osk.co.jp


