Protector of Beautiful Life

Daiei Co.,Ltd.

経営理念 
アメジストの志は、
「かけがえのない生命の擁護者」
(Protector of Beautiful Life) です。
「かけがえのない生命」とは私自身であり、私を世に
導いてくれた父母であり、いついかなる時も可能性を
信じて苦労を共にできる家族であり仲間であり、私た
ちがやすらぎを与えたいと願っている全てのいのちと
考えています。
そして何よりもそれらを育む地球（ガイア）です。私
たちは「いのちと地球をまもる」ことを企業の使命と
考え、経営の理念としています。

Management comcept

We have been solely committed to being
“Protector of Beautiful Lives”.
Beautiful lives mean our own selves, the parents who lead ourselves to this world, the families and associates having every confidence
in brightness to share even a hard time, then
expanding to all lives that we would like to cultivate, and moreover, the earth that surrounds
those.
It is our mission “to protect lives and the
earth” as well as the management concept of
the company.

代表取締役社長

加藤 光司
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President

Koji Kato

いのちと地球をまもります
To protect of beautiful lives and the earth

私たちは、
「Protector of Beautiful Life」( かけがえ

Without deviating from our mission as a "Pro-

のない生命の擁護者 ) の基軸をブレさすことなく、お

tector of Beautiful Life”, we will continue to

客様が求めるものを、お客様が感動し満足する形で

provide to our customers the things they

提供し続けたいと願っています。

need, making them happy and satisfied.

幸い、産官学の開発案件などを通してお客様とのリ

Through development projects with industry,

レーションシップが従来にも増して深くなってきてお
り、ストーリーを持たせた開発と販売拡大に注力して
まいります。

government, and academia, our relationship
with customers is becoming closer than ever
before. We are focusing on expanding sales
and product development.
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大衛の事業 

Daiei BUSINESS

コーポレートマーク

Corporate symbol
全てのブランドの中心に位置する
「

」は命を意味し、私たちは
「ＣＯＣＯＲＯ」と命名しています。

新しい命の出生をサポートし、その命を育み、時に医療を必要とする場合は優しくサポートし、
そして家族の絆がより強くなる事を応援するというストーリーで、まさに当社の経営理念である
「Protector of Beautiful Life( かけがえのない生命の擁護者 )」をビジュアルブランドとして
表現しました。
We put「
marks.

」“COCORO”, with the meaning of “life”, in the center of all of our brand

Our management philosophy of being a “Protector of Beautiful Life” is expressed
in a visual brand. It means to support the birth of new life, to foster the new life,
to gently support in medical care when needed, and to support family ties become
stronger.

amethyst MATERNITY

マタニティ製品ブランド

安全とやさしさを追求する「ＣＯＣＯＲＯ」を持って、赤ちゃんとお父さんやお
母さん、その家族、そして産科に携わる皆様との間に素敵な「笑顔」のコミュ
ニケーションを生み出します。
A mind (COCORO) to pursue ensuring safety and gentleness for the
baby, for mother and father, creating a communication of nice smile
between everyone involved in the process of childbirth.

amethyst BABY

ベビー製品ブランド

赤ちゃんを囲む笑顔の「ＣＯＣＯＲＯ」を紡いで、家族みんなつなが
る育児をサポートします。
A mind (COCORO) to support creating smiles surrounding
the baby, connecting the whole family in child rearing.

amethyst FAMIRE
家族の環、みんなが持っている「ＣＯＣＯＲＯ」。
歌を口ずさみたくなるようなそれぞれの心地よい暮らしをお手伝いします。
A mind (COCORO) of each family members, like singing a song,
helping comfortable living for all.
医療製品ブランド

amethyst MEDICAL
お医者さまや患者さまに触れる繊細な「ＣＯＣＯＲＯ」が “ 医療現場 ” に安全と品質をプラスし
ます。
A mind (COCORO) friendly to medical staff and patients, contributing to higher
safety and quality of care.
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「かけがえのない生命」
をまもる

Protect “ BeAutiful Life”

D
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製

品 
産科、婦人科用品
Obstetrics and Gynecology Products

大衛は病院と一体となり快適性、便利さを
追求した様々な製品を開発してきました。お
かげ様で今や、
「お産用品は大衛」との多く
の賞賛と信頼を頂いています。
Daiei has been pursuing amenities and
conveniences for Obstetric and Gynecologic products, collaborating with
hospitals. It is our great honor that
Daiei has been the designated supplier in many scenes for long years.
主要製品：
オサンセット、オサンパット、清浄綿、分娩
キット、吸収 / 防水シーツ、吸収マット、ホッ
ト＆アイス、フリーパンティー、新生児避難
帯、やわらかタオル
Main Products:
Packaged Deliver y sets, Deliver y
napkins, wipers, Absorbent sheets,
Absorbent mats, Breast pads, Labor/
Surgical kits, and so forth.
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products

ワンウェイシステム
Disposable Products

使用シーンに最適な素材をご提案いたしま
す。医療に適した様々な不織布の中から
特性の合うものを TPO に合わせて選択し、
感染防止、人件費・在庫管理の合理化等
安全で経済的なシステムを提案しています。
Suitable proposals are to be applied
corresponding to your usage and
scene. We have been offering systems
by picking up appropriate medical
non-woven fabric from various lineups, preventing from infection,and
considering safety and economy
with optimizations in manpower and
inventory controlcosts.
主要製品 :
手術用ガウン、手術用ドレープ、
アンダーパッ
ド、患者用ガウン、キャップ、マスク、滅菌
包装材等。
Main Products:
Surgical gowns, surgical drapes, under
pads, patient gowns, caps, mask,
sterile wrapping materials, and so
forth.

医療衛生材料
Medical and Sanitary Products

大衛のガーゼ、脱脂綿、ホータイをはじめと
する製品群は様々な医療シーンに対応してお
り ドクターやナースの使い易さ、患者さん
の快適さを考慮した製品開発が高い信頼を得
ており、数々の新商品が誕生しています。
Daiei supports various medical
scenes with broad range of medical
and sanitary products considering
convenience of doctors/ nurses and
amenity for patients.
主要製品：
ガーゼ、脱脂綿、ホータイ、ドレッシング、大
人用紙おむつ、エンゼルセット、綿球、綿棒
Main products:
Gauze, Absorbent cotton, Bandage,
Dressing, Paper diaper for adult, Angel
set, Cotton ball, Cotton ball stick.

病院用縫製品
Reusable materials

大衛の病院用縫製品は医療現場の創意工夫の
結晶です。素材の吟味を加え、型を改良し、
商品展開を計るなど病院の要望を形にしてき
ました。綿布にはディスポーザブル商品には
ない良さがあり、差別化を計っています。
病院向けリネンを各種取り揃え、オーダー
メイドにもお応えしています。
Our sewed products are accumulation
of ingenious trials and experiences in
medical field for long years, forming
demands of hospitals, which has good
characteristics that disposables do
not have. We assemble wide variety
of linen tailored to the need of each
hospital.
主要製品：
手術衣、患者衣、看護衣、予防衣、手術用特
殊縫製品、各種固定帯
Main Products:
Surgical gown, Patient wear, Cap,
Mask, Drapes, Specific sewing product
for surgery, Various fixing belt.
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コ ン シュー マ 商 品
“ 病院から生まれた ” 製品をより多くの方へ

大衛の製品のほとんどは、医療現場の最前線で開発さ
れています。医師や看護師という医療現場のプロフェッ
ショナルが生み出したといっても過言ではありません。
そのような製品をより多くの方が手軽に購入できる様、
コンシューマ事業にチカラを入れています。医療現場に
おける確固たる使用実績を背景に、一般薬局や薬店、
量販店での販売も伸びています。
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Products for consumers
Products “born in hospitals” to more people

Most of the Daiei’s products have been developed in the front line of medical fields. It can
say that doctors and nurses materialized them.
We focus on easier purchase of such products
for consumers. Supplies to pharmacies, drug
stores, and mass-merchandisers are increasing,
with the background of our strong performances in the medical field.

製造拠点 / 物流拠点
三重県津市にある自社工場は医療機器、医薬部外品、化
粧品の製造業許可を所持し、クリーンルームと滅菌設備
( オートクレーブ滅菌 / エチレンオキサイドガス滅菌 )、
その他清浄綿の製造機を含む各種製造機械を備えており
ます。
清浄綿の製造においては、水に特にこだわり医薬品の注
射用水等にも用いられている極めて純度の高い「パイロ
ジェンフリー水」という水を使用しています。
パイロジェンとは発熱性物質を表し、微生物の死骸の細
胞壁の一部（エンドトキシン）やある種の化学物質から
なり、極微量でも体内に入ると発熱をひきおこす物質で、
滅菌工程では取り除くことができません。我々は特殊な
フィルターを用いてこのパイロジェンを取り除いた水 ( パ
イロジェンフリー水 ) を精製しています。

manufacturing & logistics
Tsu Plant
Authorized “Medical device Manufacturer” “Quasi-Drug Manufacturer” and “Cosmetics Manufacturer”
has “Clean room” “Autoclave and Ethylene Oxide
Gas(ETO) sterilization” and “Pure water cotton
manufacturing device”
We produce “Pure water cotton” from “Pyrogens
free water”, which is generally adopted to “water
for injection”.
Pyrogen is a substance, typically produced by
a bacterium, which produces fever when introduced or released into the blood.
We use special filter, because we cannot remove pyrogens by sterilization.

For babies and elderly, who have weak immune,
and for people who are sensitive of skin,
赤ちゃんやお年寄りといった免疫の弱い方、そして皮膚
We use carefully select materials. Our main
の敏感なあらゆる人のお困りごとを解決するための製品
づくりにこだわっており、代表製品の「水だけぬれコットン」 product ”Pure water cotton” is recommended by
“Atopy Association in Japan”.
はアトピー協会の推奨商品になっています。

物流拠点としては、大災害に備えた BCP( 事業継続計画 )
の一環として、北海道、関東、中部、関西にそれぞれハ
ブとなる物流拠点を設けております。

許 可 及び 認 証

Authorization and certificate

薬事法に基づく
厚生労働省許可
医薬品製造販売業
医療機器製造販売業
医薬部外品製造販売業
医療機器製造業
医薬部外品製造業
認証取得
ISO13485:2016 津工場
2005 年 4 月の改正薬事法施行により、医療機器の
外部完全製造委託が可能になっています。当社では、
医療雑貨はもちろん医療機器の受託加工及び OEM 供
給をお引き受け致します。

Regarding logistics, we have 4 distribution centers(Hokkaido,Tokyo,Mie,Osaka) to be a hub in
order to prepare to natural disasters
as one of BCP(Business Continuity Plan).

(Admission/Licenses by Ministry of Health,
Labour, and Welfare based on Pharmaceutical
Affairs Law of Japan)
Pharmaceutical Product Marketing Authorization holder
Medical Device Marketing Authorization holder
Quasi-drug Marketing Authorization holder
Medical Device Manufacturer
Quasi-drug Manufacturer
(Certificate)
(Tsu Plant)
It has been feasible to manufacture medical
devices in full out-sourcing since the revision
of Pharmaceutical Affairs Law of Japan in April
2005. We are pleased to manufacture such
medical devices including OEM basis along with
general products.
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●本社 Head Office
●大阪支店 Osaka Branch

Network
●津工場 Tsu Plant
●札幌営業所

●東京支店

●学研都市営業所

●仙台営業所

●北関東営業所

●広島営業所

●名古屋営業所

●南関東営業所

●福岡営業所

Sapporo Sales Office

Sendai Sales Office

Nagoya Sales Office

●コンシューマ事業部
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Consumer Product Division

Tokyo Branch

Kita Kanto Sales Office

Minami Kanto Sales Office

Gakken-Toshi Sales Office

Hiroshima Sales Office

Fukuoka Sales Office

会社概要

沿 革
History of Daiei

General information

商号

大衛株式会社

設立

昭和 26 年 5 月

資本金
事業の種類

1950 年代

大衛は 1951 年に設立。脱脂綿、ガーゼ、包帯 ( いわゆる衛生三
品 ) の製造・販売を開始。主に薬局、化粧品店向けに売って回る。
その後、紙綿を脱脂綿の中に入れ吸収性を高めた生理用品を開発。
これが大ヒットし生理用品分野に本格進出。

5,196 万円
医療衛生材料の製造及び販売
関連商品の輸出入業
約 49 億円

役員

代表取締役社長 加藤 光司
取締役副社長
加藤 優
常務取締役
加藤 明雄
取締役
高橋 康友
監査役
加藤 八千代
〒 534-002
大阪市都島区都島本通 2-3-3

連絡先

TEL:06-6924-0495
FAX:06-6928-9450
E-mail: info@amethyst.co.jp

URL

http://www.amethyst.co.jp

従業員
関連会社

In 1951, Daiei was established and started to produce and distribute
Absorbent cotton, Gauze, and Bandage, mainly to drug stores. Then, a
sanitary product with excellent absorbent capacity by mixing cotton and
paper was well accepted in the market, which directed us to sanitary fields.

年商

本社

( 創業期 ) 1950s (Initial stage)

220 名
株式会社アメジスト・ラボ
ＡｍｅｔｈｙｓｔＶｉ
ｅｔｎａｍ Ｃｏ.,ＬＴＤ

1960 年代

( 転換期 ) 1960s (Turning stage)

大手が圧倒的な資本力を基に生理用品市場に参入。そのため路線
変更を余儀なくされる。それまで蓄積された技術を生かしお産分
野商品開発に着手。病院とのタイアップにより、「オサンパット」
の販売を開始。同時に病院向け新販路構築を開始。
However, an entry of a big capital into the sanitary market forced us to
turn the direction. Newly approached obstetric equipment field with our
accumulated technologies. And, reached to launch of new Delivery Pad with
hospitals tied up, which was also a trigger of establishment of new sales
channels.

1970 ～ 80 年代

( 成長期 ) 1970s to 1980s (Growing stage)

病院との良き関係により多くの新製品が実現。それら製品を日本
中に広める為、さらに病院をしっかりとサポートする為、十カ所
に連絡所を設置。全国のネットワークが確立され、トップシェア
達成に貢献。
Good connections with hospitals realized many new products. In order to
penetrate them throughout Japan and support hospitals more securely,
ten sales offices opened, which attained establishment of entire network in
Japan, and contributed to the top market share in Japan.

1990～2000年代 ( 発展期 )

Corporate Name Daiei Co., Ltd.
Incorporated
Paid-in Capital

業界内で先駆けた ISO13485 規格の取得を通じて、より安全で
安心な製品の供給にいち早く取り組む。

May, 1951
51,960 thousand yen
Manufacture and distribution

Business
Contents

ofmedical,sanitary and healthcare products
Export and Import of related goods

Annual Turnover Approximate 4,900 million yen
President
Vice President
Board Members Managing Director
Director
Corporate Auditor

Head Office

Contact

URL

1990s to 2000s (Expanding stage)

Mr. Koji Kato
Mr. Masaru Kato
Mr. Akio Kato
Mr. Yasutomo Takahashi
Ms. Yachiyo Kato

2-3-3 Miyakojima-hondori, Miyakojimaku,Osaka, 534-0021, Japan
Tel: +81-6-6924-0454
FAX:+81-6-6928-9450
E-mail: info-eng-01@amethyst.co.jp
http://www.amethyst.co.jp

Number of
Employees

220

Associated
Company

ＡｍｅｔｈｙｓｔＬａｂ
ＡｍｅｔｈｙｓｔVietnam Co.,LTD

阪神淡路大震災での経験を生かしてレスキューママを中心とした
災害対策製品を拡充、病院に対して災害対策の啓蒙を進める。
Acquisition of ISO13485 in the van of the industry, in order to supply safer
products.
Taking advantage of the experience of Great Hanshin-Awaji
Earthquake(1995), we produce disaster control products, “RESCUEMAMA” etc.
We promote the awareness of disaster response.

2010 年～ ( 変革期 )

Since 2010s (Reforming stage)

産・官・学の共同プロジェクトにより「顧客の要求事項に沿った
製品開発」により力を入れる。
その中で大阪大学との共同開発商品である「エンドエプロン」や
WHO( 世界保健機構 ) の推奨商品として便覧にも掲載されている
「セルフガウン」といった世の中にない商品を上市し、
「内視鏡手術の増加に伴う手術時間の増加」や「夜間、緊急オペの
増加」といった最新の医療ニーズに対応した製品開発を通じて医
療現場への貢献を続けています。
Throughout the “Industry, government and academia project”, we produce
“Endo-apron” and”Self-Gown(adopted to WHO recommending product)”,first
time in the world.
These products are contributing to such latest environment in hospital that
increasing surgical time because of endoscopic surgery and that increasing
emergency surgery.
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