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Company
Guidance

Policy
ウチダにしかできない機能を追求することで、
お客様や地域社会から必要とされる企業、
“Need Create Company” をめざします。
1919 年に創業してから 1 世紀近くにもおよぶ当社の歩みは、時代とともに変化する環境に柔軟に対応してきた歴史で

もありました。建築用板ガラスの卸売からスタートしたのち、サッシやドアなどの建材事業に着手し、看板・サインから
工業用まで幅広く素材・原料を供給する樹脂事業を展開。さらに、自動車ガラスを契機とした自動車分野にも進出し、

現在では「建材事業部」、「樹脂事業部」、「自動車部品事業部」の三部門が有機的に結合した、メーカー型卸商社として
機能するに至っています。

仕入先とお客様の間をつなぐ流通業として、当社は一貫して「ウチダにしかできない機能」を追求しています。ウチダ

にしか扱えない商材、ウチダにしかできない情報提供、ウチダにしかできない品質を通して、仕入先やお客さまはもちろ

ん、地域社会からも「なくてはならない企業」
（Ｎｅｅｄ Ｃｒｅａｔｅ Ｃｏｍｐａｎｙ）として認められる存在をめざします。
時代や環境の変化に対応しながら、これからも変わることなく「進化」と「挑戦」を続けてまいる覚悟です。

代表取締役社長

内田 安彦

「光」と「水」と「緑」。輝く、やさしい未来へ ー
「UCHIDA」の新しい一歩です。
ウチダ株式会社の新しいロゴマーク。

「光」輝く陽のごとく、熱い志を伝える「赤」、

豊かな「森と大地」のやさしさを表現した「緑」、

美しい地球のシンボルでもある、澄んだ「水」の「青」。

自然を彩る３つの色の帯が一体となり、大地や水面に反射して、

大きな一つの流れとなって広がりゆく様は、輝かしい明日をめざす UCHIDA の姿。
力強い３つの色は、また、UCHIDA を支える

「自動車部品事業部」「樹脂事業部」「建材事業部」の３部門の象徴でもあります。
“Need Create Company” をコンセプトに、

いつの時代にも “必要とされる創造的企業” UCHIDA。

人と、地球と、環境にやさしい未来を目指しさらなる一歩を踏み出します。

Business

自動車部品事業部

主要メーカーのアッセンブリーパーツ、
防音断熱材を成形加工。

４つの工場と、３つの事業形態を持つメーカー事業部です。

各工場では、自動車硝子の組付加工を行っており、納入も “順序納入”
により “ジャスト・イン・タイム” で取引先ラインに供給しています。

多品種にわたる商品群を生み出す生産能力と高い品質により、取引先
からの信頼を得ています。

■ 営業品目
●
●
●

●
●

の防音断熱材、および建築用防音断熱材の成形加工をしており、国内

●

知立第二工場では、ガラス繊維を原材料として自動車エンジンまわり
主要自動車メーカーを供給先に、さらなる成長を続けています。

●
●
●

樹脂部門は２つの事業形態をあわせ持っています。

樹脂素材部門において、あらゆるプラスチック素材とお客様のご要望
に合わせて一次加工した商品をご提供。

取扱商品はあらゆる樹脂に加えアルミ複合素材、カッティングシートな
ど多彩。幅広いニーズに対応いたします。

そして樹脂原料部門。最終製品の用途、求められる機能・色合いなど
の諸情報から最適な原料を選択、ご提案いたします。

専門知識を生かしたご提案で、お客様のさまざまな用途と要望にお応
えする、いわば樹脂のトータルブレーンとしてご用命頂けます。

硝子にサッシ、住宅用機器まで。
あらゆるニーズに対応します。

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

思い描いたとおりの空間づくりが可能なのです。

デザイン面、予算面、機能面、そしてリフォーム等に関するあらゆるご
相談には弊社営業担当者が丁寧にお応えいたします。

現在、愛知県のみならず、静岡県に及ぶ拠点体制と、取り付け工事を
担当する工事部門を完備。

より高度で快適な住環境をトータルでご提案しています。

●

トヨタ車体㈱ AGC ㈱ 旭ファイバーグラス㈱ 日本板硝子㈱
●

●

●

岐阜車体工業㈱ 日野自動車㈱ 三栄工業㈱ UD トラックス㈱
●

●

●

いすゞ自動車㈱ 三菱自動車工業㈱ デルタ工業㈱ ㈱槌屋
●

●

●

大栄産業㈱ ㈱イノアックコーポレーション ㈱豊田自動織機
●

●

ミヤコ自動車工業㈱ コマツリフト㈱ 協立エアテック㈱
●

●

住友ナコマテリアルハンドリング㈱ ㈱栗本鐵工所
●

汎用樹脂 （アクリル、硬質塩化ビニール、スチロール、ポリプロピレン、ポリエチレン等）
エンジニアプラスチック （MCナイロン、ポリカーボネイト、ポリアセタール、
工業用エンジニアリングプラスチック（スーパーエンプラ素材各種）
建築用資材（トップライト、アルミ複合板、ルーバーその他）
樹脂原料各種
資材その他（カッティングシート、FRP、光学繊維、接着剤その他）

三菱ケミカル㈱ 三菱ケミカルインフラテック㈱
住友ベークライト㈱ MCCトレーディング㈱
クラレトレーディング㈱ AGC㈱ 三菱商事㈱ ニチアス㈱
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ㈱ 豊田通商㈱
㈱ダイセル
●

●

●

●

●

●

●

販売先

看板・ディスプレイ制作会社 工作機械メーカー 半導体メーカー
自動車・家電・住宅・衣料・雑貨品製造メーカー
●

●

■ 営業品目
●
●
●
●

●

選択から実際の取り付け工事まですべて担当。だからこそ、お客様の

●

仕入先

そしてキッチン・バス等の住宅用設備機器まで幅広い商品を取り扱っ

商品卸のみにとどまらず、素材および取り付け工法の技術検討・見積・

横浜ゴムMBジャパン㈱ ㈱槌屋 日東電工㈱

●

■ 主要取引先（敬称略）

●

ています。

●

ポリアミド、PDSコンパウンド、PBTその他各種）

住宅・ビル・産業用の省エネガラス、安全ガラス、防犯ガラスなどの

各種板ガラスをはじめとして、サッシ、鏡、エクステリア、木質建材、

●

■ 営業品目

●

建材事業部

トヨタ車体㈱ AGC㈱ 旭ファイバーグラス㈱ 日本板硝子㈱

供給先

●

樹脂素材の卸および一次加工、そして樹脂原料の卸。

自動車・建築用等防音断熱材の成形加工

仕入先

また大安工場ではタイヤ・ホイールの組付も行っています。

エンプラ、アルミ複合素材、粘着フィルム…。
樹脂原料・素材のオーソリティ。

アッセンブリー加工（自動車硝子、自動車用タイヤ・ホイール）

■ 主要取引先（敬称略）

●

樹脂事業部

自動車用硝子納入代行業務

●

住宅・ビル用一般硝子、高機能硝子、内装硝子各種
住宅・ビル・フロントサッシ
住宅用設備機器（ユニットバス・システムキッチン、衛生陶器等）
住宅用木質建材（窓枠、室内ドア・引戸、玄関収納等）
エクステリア商材（カーポート、フェンス、門扉、笠木手摺等）
太陽光発電、エコキュート等の省エネ商品
板硝子・サッシ・住設・各種建材の新築およびリフォーム工事請負

■ 主要取引先（敬称略）
仕入先
●
●
●

㈱LIXIL YKK AP㈱ AGC㈱ 三協立山㈱
伊藤忠ウインドウズ㈱ 文化シャッター㈱ 三和シャッター㈱
昭和フロント㈱

●

●

●

●

販売先
●

●

●

清水建設㈱、大手建設業者各社 中部地区有力建設業者・工務店
中部地区板ガラスおよびサッシ販売会社 ㈱ LIXIL YKK AP ㈱
●

●

●

Company
■ 会社概要
商号

ウチダ株式会社

社員数

340 名

資本金

3,000万円

主要取引銀行

みずほ銀行 名古屋支店

1919 年 （大正8 年）9 月1 日

創業

3月

決算期

代表取締役社長
常務取締役
取締役
取締役
取締役
取締役

役員

内田 安彦
内田 聡明
松永 尚之
新井 栄二
杉村 公祐
坂口 紀之

1964 自動ガラスアッセンブリー

1961

樹脂事業部 開設

1978 松原倉庫 開設

株式会社内田硝子店
に改組

2016 各務原工場 開設

2019 大安第四工場開設

2007 樹脂事業部 浜松営業所 開設

2008 小牧事業所 ISO14001 認証取得
2014 静岡営業所 開設
1995 岡崎営業所 開設
東京オフィス 開設
2017 名古屋オフィス 開設
2020 小牧事業所 ISO9001認証取得
2022 関東支社開設

2004 中川営業所 開設
2008 三河事業所 開設
1974 豊橋営業所 開設
2010 浜松営業所 開設
2013 大府事業所 開設・小牧営業所 開設
1988 知立営業所 八橋に移転
2014 静岡営業所 開設
大府事業所 ISO9001認証取得

1973 知立営業所 開設

1969

内田硝子株式会社
に改組

2005

ウチダ株式会社
改称

■ 事業部別拠点

自動車部品事業部

樹脂事業部

知立工場

小牧事業所

各務原工場

浜松営業所

〒472-0006 知立市山町東並木北22
TEL:0566-81-2756 FAX:0566-82-5588
〒504-0927 岐阜県各務原市上戸町7丁目1番6号
TEL:058-322-9111 FAX:058-322-9222

大安工場

〒511-0283 三重県いなべ市大安町南金井1697-1
TEL:0594-77-2355 FAX:0594-77-2322

知立第二工場

〒472-0007 知立市牛田町裏新切11-51
TEL:0566-83-0881 FAX:0566-83-0901

〒485-0059 愛知県小牧市小木東1-201
TEL:0568-44-8825 FAX:0568-44-8826
〒430-0803 静岡県浜松市東区植松町1479-1
TEL:053-462-6330 FAX:053-462-6331

静岡営業所

〒422-8036 静岡市駿河区敷地2-5-30
TEL:054-266-3073 FAX:054-266-3075

名古屋オフィス

〒460-0016 愛知県名古屋市中区橘1-16-37
TEL 052-339-5590 FAX 052-339-5591

関東支社

〒130-0026 東京都墨田区両国4-30-8
両国YAビル7階
TEL 03-5625-7374 FAX 03-5625-7370

建材事業部
大府事業所

〒474-0057 大府市共和町炭焼1-1
TEL:0562-44-1601 FAX:0562-44-1610

岡崎営業所

〒444-2135 愛知県岡崎市大門4-2-1
TEL:0564-65-2170 FAX:0564-28-6138

豊橋営業所

〒441-8083 愛知県豊橋市東脇4-4-14
TEL:0532-31-7922 FAX:0532-32-5804

浜松営業所

〒430-0803 静岡県浜松市東区植松町1479-1
TEL:053-462-6330 FAX:053-462-6331

静岡営業所

〒422-8036 静岡市駿河区敷地2-5-30
TEL:054-266-3074 FAX:054-266-3075

建材事業部

1960

2012 知立第二工場 ISO9001認証取得

2006 小牧事業所 開設

1990 小牧営業所 開設

板硝子卸売 開始

初代、内田百三郎により、
名古屋市中区橘にて創業

1991 新安城工場 開設

知立工場 開設

工事請負 開始

1919

2002 大安工場 ISO14001認証取得

樹脂事業部

1919

自動車部品事業部 設立

2001 大安工場 増設

自動車部品事業部

1993 タイヤホイールアッセンブリー
大安工場 開設

1976 グラスウール成形加工

1945

愛知県名古屋市中区橘1-16-37

378 億円（2020年度）
367 億円（2019年度）
344 億円（2018年度）
289 億円（2017年度）
275 億円（2016年度）

売上高

■ 会社沿革

1955

〒460-0016

本社所在地

