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世界的に優れた日本の筆記具産業の技術を会員同士で交流・融合させれば、もっと高度な技術や付

加価値の高い製品が生まれてくるだろうと、スタートした技術交流会。今年で第 6 回目を迎えること

となりました。今回出展社は 14 社で、約 170 名の方が来場しました。各テーブルでは出展社からの

製品技術の説明に対し見学者からは熱心に質問が行われ、会場全体活気にあふれていました。 
 

 
オープニングにあたり小川晃弘会長から概ね次のような挨拶がありました。 
 
「筆記具業界は、二期連続して 2 桁の成

長を示しており現在とても好調です。牽引役

となっているのは輸出（前年比 112.7%）で、

日本の輸出の平均値である 101.6%と比較し

てもはるかに良い数字で、日本の筆記具の品

質や商品開発力が世界に認められている証

拠です。この技術交流会は、4 年に 1 度のオ

リンピックイヤーに開催することになりま

したが、それぞれ開発したものを技術交流し

ていただき、日本の筆記具産業がさらに高い

位置に進めるよう期待します。」 

2016 ＪＷＩＭＡ 技術交流会 開催！ 

2016.6.22  柳橋・共和フォーラムにて 
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【2016 JWIMA 技術交流会 出展企業】 

 
また今回、ご来場いただいた方々に楽しんでいただけ 

るようプレゼント抽選会を行いました。 
景品ならびに当選者は以下の通りです。 

 
【プレゼント抽選会当選者】 
 
【１等】かき氷器 電動ふわとろ雪 

 
 

 
 

【２等】パーソナルブレンダ― VEGEE（ベジー） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ステッドラー日本㈱   プラス㈱ ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰｶﾝﾊﾟﾆｰ    ㈱ 壽          ㈱永瑞洋行 
渋谷公一 様      笛木一以 様          上澤裕一 様       李 翼文 様 

NO 出展者名 得意分野 
1 岩崎金属工業㈱ 金属表面処理（アルマイト）及びシルク印刷、自動旋盤（ＮＣ）による挽き物加工、金属

プレス加工  
2 ㈱ 大 平 トランスファープレスマシンによる精密深絞り、シャープペンシルメカ製造 
3 オーベクス㈱ 毛細管現象を利用した用途展開 
4 オリエンタル産業㈱ 鉛筆用各種黒芯・色芯の製造、炭素製品の微細加工、黒鉛粉末、離型剤 
5 北星鉛筆㈱ 鉛筆・色鉛筆製造、木軸シャープ・ボールペン製造、木くず（おがくず）再利用 
6 ㈱ 千 年 シャープペンシル用芯各種製造、シャープペンシル用替え芯製造、マーカーニブ用各種原

棒及びニブチップ製造 
7 ㈲千代田塗装工業所 金属焼き付け塗装、マーブル塗装 
8 司フェルト商事㈱ 筆記具・化粧品用ペン先、PE 焼結芯、スタンプ・印材等に用いる多孔質体開発 
9 テイボー㈱ マーキングペン先、MIM 部品 
10 東京金属工業㈱ ペンクリップ及び筆記具用リング・ノックカバーの製造、その他各種プレス加工品、熱処

理加工品 
11 東洋繊維化工㈱ 筆記具・コスメ用中綿 
12 ㈱日本万年筆製造所 OA 機器・電子・自動車等の精密プレス加工、筆記具のペンクリップ・ペン先や内部及び

外装に関するプレス加工、各種ガラメッキや精密バレル研磨、振り子式複合筆記具の製造 
13 ㈱パイオニア シャープペンシル、ボールペン、複合筆記具等 筆記具関連商品の企画、製造 
14 守屋彫刻工芸㈱ 機械彫刻による表面装飾加工（ダイヤカット、エンジンターン、レーザー彫刻等）、柄付

け・ネーム入れ他 

NO 会 社 名 氏 名 
１ ステッドラー日本㈱ 渋谷公一 様 
２ プラス㈱ ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰｶﾝﾊﾟﾆｰ 笛木一以 様 
３ ㈱パイオニア 小林和生 様 
４ 東洋繊維化工㈱ 山田耕靖 様 
５ オーベクス㈱ 安田洋介 様 

NO 会 社 名 氏 名 
１ ㈱ 壽 上澤裕一 様 
２ ㈱永瑞洋行 李 翼文 様 
３ ㈱パイオニア 鈴木樹雄 様 
４ テイボー㈱ 都解遼太郎 様 
５ 日本筆記具工業会 地田千夏 様 

当選された方からは、「景品持ち帰った

ところ、妻が購入を検討していたとのこと

で大変喜んでくれました。」、「抽選により

運よくプレゼントをいただくことができ

幸運でした。家内共々喜んでいます。」な

どのコメントをいただきました。 
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第 15 回通常総会開催！ 
 

本工業会は 5 月 13 日、上野精養軒にて「第 15 回通常総会」を開催しました。今回は役員改選期で

はありませんでしたが、期中に退任された中島義雄常任理事と森繁人監事の補選が行われ、後任に比

佐 泰氏（セーラー万年筆㈱）が常任理事として、また上井敏治氏（オリエンタル産業㈱）が監事と

して選任されました。 

 
【小川晃弘会長 挨拶】 

今年は、工業会が設立されまして 15 周年という節目の年に当たります。この間、リーマンショッ

クや、東日本大震災、それに消費増税など、いろいろな経験を経ましたものの、現在は絶好調という

報告が先ほどの総会で事務局から発表されました。総出荷額は 1,595 億円、前年比は 109.2%と、2014
年の前年比 105.3% をはるかに超えました。この好成績を支えたのは輸出であり、前年比 112.7% と、

これもまた 2014 年の 110.6%を更に大きく超えました。国内も決して、負けてはおりません。公式な

発表はございませんが、出荷の中心的存在である筆記具 5 品目の数字から推定いたしますと、前年比

105% と、これもまた、2014 年の 103％ を超えております。世間一般の業況から見ると、筆記具産

業のこの好調は予想外のことではありますが、中国などと比較すると、輸出単価は数倍というハンデ

ィを負いながらも、高品質と、ユーザーのニーズを先取りした開発力によって、各国のユーザーの熱

い信頼を得てきた結果と考えております。これからも良いものを高く売っていくための商品開発を、

業界をあげて行ってまいりたいと思いますので、皆様の一層のご努力をお願い申し上げます。 
 
 
◀通常総会終了後の

懇親会風景 
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2016 年 5 月 10 日 に ベ ル リ ン に て

ISO/TC10/WG18 会議が開催されました。コンビ

ーナと言われる議長として日本の塩井（サクラク

レパス）が、日本代表には三菱鉛筆の小野氏と中

山氏が日本から、ぺんてるの伊藤氏は駐在中のフ

ランスから参加しました。 
会議に先立ち国内会議で皆様の意見を聞き取り、

意見交換も十分に行って会議に臨みました。フラ

ンスから BIC 社の 3 名、スウェーデンから事務

局のラドヘさんを含め 2 名の出席です。 
 
開会宣言の後、互いに自己紹介をして、早速に本

題に入りました。シャープペンシル一般用の

Part1 と Part2 の審議です。すでに製図用のシャ

ープペンシルの規格はあるのですが製図の枠内

で作成されたため構造や寸法に規制が多く、一般

用への適用には問題があり、日本から一般用を新

たに作成することを提案しました。 
 
日本提出の DIS 案とそれに対するフランスのコ

メントに沿って、審議を進めました。どの社も現

在販売されている製品が規格はずれになること

は防ぎたいのですが、規格としての合理性を守る

ことも必要なため、折り合いをつけることは難し

いものです。いきなり論争と思っていたのですが、

少しフランス委員だけで相談させてほしいと時

間を求められました。待っているしかない数分だ

ったのです

が、今回は

フランス語

の堪能な伊

藤氏が出席

しており、

状況が簡潔

に伝えられ

本当に助か

りました。

結局は、そ

の件は日本

意見を受け

入れるという結論となり、その時間を過ぎると互

いの力みも抜け、審議は日本とフランスの間で押

したり引いたりはあったものの友好的に進みま

した。まだ議論が必要な部分が残っていますが、

今回で大きな山を越えた感じがしています。 
 
ISO/TC10 の最終プレナリ会議で、私たちの審議

は承認されたのですが、もっと多くの国に参加し

てもらえるようにという指摘を受けました。一度

規格ができてしまうと改廃には非常に手間がか

かり、制定時の参加はとても重要です。それを広

く理解していただきたいと思っています。今後も

皆さまのご支援、ご指導をよろしくお願いします。 

ISO/TC10/WG18 ベルリン会議 開催 
2016.5.10 ベルリン ＤＩＮビル にて   
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平成 28 年度 4 月～ 9 月委員会・部会活動報告 
 
＜総務関係＞ 
 4.13 総務委員会（平成 28 年度第 1 回） 

・H27 年度事業報告書（案）ならびに収支

決算書（案）について 
   ・H28 年度事業計画（案）及び収支予算（案） 

について 
・理事・監事選任について 

   ・H28 年度第 1 回理事会開催について 
   ・第 15 回通常総会について 
6.28 総務委員会（平成 28 年度第 2 回） 

   ・秋～年末の行事計画について 
   ・その他 
  
＜調査研究・広報 関係＞ 
6. 3 調査研究・広報委員会（平成 28 年度第 1 回） 

   ・2016 JWIMA 技術交流会の運営について 
   ・その他 
 
＜流通 関係＞ 
5.19 お客様相談窓口連絡会（平成 28 年度第 1 回） 

   ・各社のお客様対応事例について 
   ・様々な筆記対象物との適合（お役立ち情報）

について 
7.22 お客様相談窓口連絡会（平成 28 年度第 2 回） 

   ・各社のお客様対応事例について 
   ・部会長交代について 
9.30 お客様相談窓口連絡会（平成 28 年度第 3 回） 

   ・各社のお客様対応事例について 
   ・今年度のお客様への商品知識啓発テーマに

ついて 
 
＜技術国際 関係＞ 
 4.22 マーキングペン部会（平成 28 年度第 1 回） 

・JIS S 6060 : 1996（キャップの安全要件）

の改正について 
   ・その他 
 
5.20 製品安全小委員会（平成 28 年度第 1 回） 

・韓国化学品規制について 
・安全関連情報について（EWIMA、J-net 21） 
・その他（情報交換） 

5.27 シャープペンシル部会（平成 28 年度第 1 回） 
・ISO/WD 20318-1, -2（一般用シャープペ

ンシル及びその芯）について 
・その他  

5.27 BP エキスパート会議（平成 28 年度第 1 回） 
・ISO ボールペン類 4 規格のマイナー改正

について 
・ISO ボールペン 3 規格のメジャー改正（試

験紙の統一）について 
7.20 シャープペンシル部会（平成 28 年度第 2 回） 

    ・ISO/WD 20318-1, -2（一般用シャープペ

ンシル及びその芯）について 

・JIS S 6005（シャープペンシル用しん）の

5 年見直しについて 
8. 5 鉛筆部会（平成 28 年度第 1 回） 

   ・JIS S 6006（鉛筆、色鉛筆及びそれらに用

いるしん）5 年見直しについて 
・その他 

8.19 製品安全小委員会（平成 28 年度第 2 回） 
・安全関連情報について 
・ACMI と Prop65 のエチレングリコール閾

値の比較について 
・木材合法伐採法について 
・警察庁鑑識基礎資料整備への協力について 

   ・その他（情報交換） 
8.26 事務用修正液部会（平成 28 年度第 1 回） 
  ・JIS S 6055（事務用修正液）５年見直しに

ついて 
  ・修正テープ業界基準ＨＰ公開の報告 
  ・部会長選任の件 

9. 2 鉛筆部会（平成 28 年度第 2 回） 
   ・JIS S 6006（鉛筆、色鉛筆及びそれらに用

いるしん）5 年見直しについて 
   ・その他 意見交換 
9. 9 シャープペンシル部会（平成 28 年度第 3 回） 

   ・ISO 9177-1 : minor revision の投票結果 
   ・ISO/WD 20318-1, -2（一般用シャープペ

ンシル及びその芯）の修正 
   ・JIS S 6005（シャープペンシル用しん）の

5 年見直しについて 
9.27 ボールペン部会（平成 28 年度第 1 回） 
  ・ボールペン ISO 規格マイナー改正投票結

果について 
  ・ボールペン ISO 規格メジャー改正の進捗

について 
  ・その他（BP 互換性表の更新について） 
 

＜JIS 改正 関係＞ 
6. 6 JIS S 6060（安全キャップ）改正原案作成

分科会（第 1 回） 
7. 8 JIS S 6060（安全キャップ）改正原案作成

委員会（第 1 回） 
8. 9 JIS S 6060（安全キャップ）改正原案作成

分科会（第 2 回） 
 
＜全文協との共催 関係＞ 
6.10 合同知的財産部会 
7. 6  合同知的財産部会 
 

以上 
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第13回JWIMA会員親睦ゴルフコンペ 

2016.10.6 我孫子ゴルフ倶楽部にて 

 
10月6日（木）千葉県我孫子市の我孫

子ゴルフ倶楽部にて、第13回JWIMA会

員親睦ゴルフコンペを開催いたしまし

た。出席者は4組14名で、それぞれ日頃

の腕を競い合いました。 
 当日はお天気に恵まれ爽やかな秋晴

れの下、気持ちよくプレーをすることが

できました。 
 

コースは、名門だけあってとても美し

く整備されており、フラットで優しいか

と思いきやグリーンがとんでもなく難

しく、皆パッティングで苦心していまし

た。 そんな中、みごと昨年に続き連続優勝を果たしたのがJWIMA小川晃弘会長でした。また、惜しくも

準優勝となったのは、㈱大平の松永忠さんでした。お二人ともおめでとうございました。 
（小川理事長は賞を辞退されましたので、2位以下繰り上げ表彰となりました。） 

 
◀準優勝した 
 ㈱大平 松永 忠さん 
 
 
次回もまた良いコースでのコンペを

企画しますので、ご期待ください。 
 
 

 

お知らせ 

 
■2016 JWIMA 会員研修会 

本工業会では、会員の皆様に役立つ情報を共有化することと、会員同士の交流を図ることを目的として

毎年「会員研修会」を開催しています。講座も会員のニーズに合わせて各分野のスペシャリストに講師を

お願いしており、今回は以下の内容で実施いたします。どうぞ奮ってご参加ください。 
 
日 時：平成 28 年 11 月 8 日（火）13:30～16:50  

 場 所：上野精養軒 2F 「梅」 
 講座内容： 
 
 
 
 
 

時 間 帯 講 座 名 講  師 

13:30～15:00 ビッグデータの活用 

 

中小企業診断士 

㈱スプラム 代表取締役社長 竹内幸次 氏 

15:20～16:50 

 

私にとって「書く」行為とは 

 

ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰﾃﾞｨﾚｸﾀｰ・文具ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

土橋正事務所 代表  土橋 正 氏 

17:00～18:30 交流懇親会 ----- 



第４８・４９合併号                   日本筆記具工業会ニュース           平成２８年１０月２０日 

7 
 

■優良工場見学会 
恒例となりました優良工場見学会、本年は、「カゴメ㈱茨城工場」と「鹿島神宮」、「愛友酒造㈱」の見学

会を企画いたしました。この機会に是非ご参加くださいますようご案内申し上げます。 
 
 日 時 平成 28 年 11 月 22 日（火）午前 7 時 45 分出発～午後 6 時 日暮里駅解散予定 
 見学先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 参加費 10,000 円（往復の交通費・昼食代・参加記念品代を含む） 
 定 員 25 名（先着順）   申込み締め切り 11 月 7 日（月）まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■年末講演会・懇親会 

今年は特に海外でいろんな出来事がありました。ＩＳによるテロ事件

の多発、欧州への難民の大量流入、そんな中でのリオ五輪や英国のＥＵ

離脱。そして、米国では大統領選挙も行われます。まさに激動の１年で

した。今後日本はどこに向かって進めばよいのか。これが今回のテーマ

です。皆さんお誘い合わせでお越し下さい。 

 
 日 時 平成 28 年 12 月 7 日（水）17:00～、懇親会 18:20～  
 場 所 上野精養軒 
 テーマ 「激動する世界～日本の針路を考える」 
 講 師 長谷川幸洋 氏 

（東京新聞・中日新聞論説副主幹／ジャーナリスト） 
【主な経歴】 

1953 年 千葉県生まれ 慶応義塾大学経済学部卒  
1977 年 中日新聞社入社 東京本社（東京新聞）経済部勤務 

         ジョンズホプキンス大学高等国際問題研究大学院（SAIS)で国際公共政策修士 
     ブリュッセル支局長などを経て論説委員 
2010 年～ 現職（東京新聞・中日新聞 論説副主幹） 

 懇親会参加費 10,000 円  申込み締め切り 11 月 21 日（月）まで 

①カゴメ㈱茨城工場 
カゴメは、1899 年の創業以来、

トマトなど自然の恵みがもつ価値

を活かした商品の開発・提供を通

じて、人々の健康的な食生活の実

現に貢献してきました。今日では、

日本で消費されるトマトの約 3

割、緑黄色野菜の約 1 割を供給す

るに至っています。茨城工場では

主にチルド飲料（植物性乳酸菌ラ

ブレ、野菜生活100ﾎｰﾑﾊﾟｯｸなど）

の製造を行っています. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②鹿島神宮 
創建は初代神武天皇が即位した紀元前 660 年で、日本

の歴史と共に現在に至る古社中の古社。伊勢神宮、香取

神宮と共に日本最上級の格式をもつ。祭神は「武甕槌大

神（タケミカヅチのオオカミ）」で、天孫降臨に先立ち

大国主命から国譲りの交渉を成功させた武神。 

 

 

 

 

 

 

 
 

③愛友酒造㈱ 
江戸時代から「糀友（こうとも）」の屋号で親しまれた

糀屋。歴史ある糀づくりの技に、いい水、いい米が合わ

さり、いい酒が生まれます。モンドセレクション最高金

賞を連続受賞。 
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２０１５年の出荷・輸入・輸出 =年間= 
 

繊維・生活用品統計（旧雑貨統計）より （国内向け販売と輸出向け販売を含む） 金額：百万円  

出 荷 
 ２０１５年間 ２０１４年間 前年変動率 (%) 

単位 数量 金額 数量 金額 数量 金額 
ボールペン(油性） 千本 398,983 25,246 384,126 24,727 3.9 2.1 
ボールペン(水性） 千本 1,136,419 52,279 1,081,999 46,675 5.0 12.0 
マーキングペン 千本 882,500 41,251 787,818 37,695 12.0 9.4 
シャープペンシル 千本 154,529 18,358 140,589 15,692 9.9 17.0 
鉛筆 Ｇ 1,868,935 6,783 1,689,659 5,895 10.6 15.1 
シャープしん 千本 3,043,037 4,624 2,997,197 5,256 1.5 -12.0 
修正液 千本 21,624 1,984 23,522 2,041 -6.1 -2.8 
修正テープ 千個 48,274 4,342 49,702 4,359 -2.9 -0.4 
クレヨン・パス・水彩絵の具 千本 129,610 4,682 129,711 3,736 -0.1 25.3 
   159,549  146,076  9.2 

 
日本貿易統計より(抜粋)        

輸 出  ２０１５年間 ２０１４年間 前年変動率 (%) 
単位 数量 金額 数量 金額 数量 金額 

ボールペン(油性) 千本 168,186 7,345 157,137 6,704 7.0 9.6 
ボールペン(水性) 千本 757,046 40,945 724,037 35,560 4.6 15.1 
マーキングペン 千本 388,704 17,454 355,358 15,461 9.4 12.9 
シャープペンシル 千本 88,147 6,472 81,527 5,666 8.1 14.2 
万年筆・製図用ペン 千本 13,062 2,010 9,055 1,326 44.2 51.6 
以上のセット品 千個 858 157 735 159 16.7 -1.3 
黒芯鉛筆 Kg 134,324 438 110,258 350 21.8 25.2 
色芯鉛筆 Kg 58,925 222 60,957 228 -3.3 -2.7 
修正液 千個 16,578 1,393 16,788 1,326 -1.3 5.1 
修正テープ 千個 0 0 0 0 ― ― 

     76,436  66,780  14.5 
 
日本貿易統計より(抜粋)        

輸 入  ２０１５年間 ２０１４年間 前年変動率 (%) 
単位 数量 金額 数量 金額 数量 金額 

ボールペン 千本 190,765 7,666 205,978 7,729 -7.4 -0.8 
マーキングペン 千本 207,109 4,501 220,581 4,337 -6.1 3.8 
シャープペンシル 千本 34,882 1,617 36,771 1,464 -5.1 10.4 
万年筆・製図用ペン 千本 1,585 1,720 1,622 1,489 -2.3 15.5 
セット品 千個 700 78 751 79 -6.8 -1.7 
黒芯鉛筆 Kg 36,667 1,200 573,559 928 6.3 29.3 
色芯鉛筆 Kg 1,125,356 1,628 1,279,602 1,543 -12.1 5.5 
修正液 千個 0 0 0 0 ― ― 
修正テープ 千個 47,679 2,180 51,876 2,093 -8.1 4.2 

     20,590  19,662  4.7 
 
 

2016 年上半期（1～6 月）出荷 速報 

出荷 
 
単位 

2016 年（1～6 月） 2015 年（1～6 月） 前年変動率 (%) 
数量 金額 数量 金額 数量 金額 

ボールペン(油性） 千本 203,311 12,968 199,254 12,933 2.0 0.3 
ボールペン(水性） 千本 623,088 27,832 587,237 27,263 6.1 2.1 
マーキングペン 千本 466,609 21,324 438,300 20,114 6.5 6.0 
シャープペンシル 千本 83,721 10,168 82,248 9,500 1.8 7.0 
鉛筆 Ｇ 1,013,407 3,769 909,475 3,330 11.4 13.2 

 


