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商品開発

コミュニケーション活動

環境配慮 ＆ 品質管理

職場環境

編集方針
本レポートは、キングジムグループの企業活動全般を多くの方に
お知らせする目的で作成しました。
ご意見・ご要望をいただきながら、責任ある企業としての役割を
果たしていきたいと考えています。
対象期間
2016年度（2015年6月21日～2016年6月20日）
※ご理解を深めていただく必要に応じて、この期間の前後の内

容についても記述しています。

対象範囲
キングジムグループ全体に関する内容を主としていますが、株式
会社キングジムに限定した記述に関しては、「キングジム」と明
示し、「キングジムグループ」と区別しています。
本書の内容についてのお問い合わせ先
株式会社キングジム 広報室
Tel: 03-3864-7073

※このキングジムレポートに記載されている会社名、ロゴ、商品名、サービス名、及びブランドなど
は、株式会社キングジムまたは該当する各社の登録商標または商標です。※「Twitter」は、アメリ
カ合衆国また他国々におけるTwitter,Inc.の登録商標です。※「Facebook」は、Facebook,Inc.の
商標です。※BluetoothはBluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
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TOP MESSAGE

　キングジムは、事務用の「ファイル」と「電子文具」を核とし

た、情報整理用品のメーカーです。

　代表商品の「キングファイル」は、日本のオフィスにファイ

リングという文化を創り出しました。1988年には、ファイル

のタイトル表示を作るという発想から、ラベルライター「テプ

ラ」を開発。発売以来、ファイルのタイトル表示だけでなく、

さまざまな分野の表示に活用され、キングジムにおける第２

の柱となりました。

　｢キングファイル｣も｢テプラ｣も、そのジャンルのパイオニアとし

て新しい市場を開拓してきたと言えます。

「独創的な商品を開発し、
新たな文化の創造をもって社会に貢献する」

　この経営理念のもと、私たちは高い志を持ち、新たな時代を

切り拓く商品づくりを続けています。

　2008年に発売したデジタルメモ「ポメラ」は、キーボードに

よる文字入力に特化した商品で、「手軽にその場でスグにメモ

をとる」というシンプルなコンセプトが多くのお客様からご

支持をいただいております。

　2012年に発売した「ショットノート」は、スマートフォンと

連動し、手書きメモを簡単にデジタル化できる新世代ノートとし

て新しいジャンルを創造しました。

　キングジムでは、お客様にご満足いただける高い品質、長い

間愛される「デザイン」や｢環境保全｣に配慮した設計など、ひと

つひとつの商品にお客様へのメッセージをこめて市場に送り出

しています。その上で、これまでの文房具の領域に留まらない

積極的な商品開発にチャレンジし、夢のある新商品の創出に力

を注いでいます。

　このキングジムレポートは、商品開発をはじめとする、キング

ジムグループの活動全般をまとめています。当社の取り組みを

ご覧いただき、今後もご支援いただければ幸いに存じます。

株式会社キングジム
代表取締役社長
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キーワードでみる

キングジムのものづくり

日本初のパイプ式ファイル

1954年に登場した「KING PIPE FILE」は、日本国内で
初めてのパイプ式ファイルで、「大量の資料を保管でき、
とじた書類の抜き差しが便利なファイルはないか」という
声をもとに開発されました。厚紙と紐で書類をとじるこ
とが多かった時代に、“書類はファイルにとじる”という
文化を定着させました。その後、使いやすいように改良を
重ね、現在の「キングファイル」が誕生しました。

グッドデザイン賞受賞

白地にカラフルなスクエアマークを施した背表紙は、紺
やエンジ、茶色の背表紙が主流だった当時のファイルとし
ては非常に斬新なデザインでした。黒の枠どりをしたスクエ
アマークは、中の有彩色が目立ち、ファイルの中身を系統別
に分類し、区別できます。このデザインと機能性が評価さ
れ、通商産業省（現：経済産業省）が選定する「グッドデザ
イン賞」をファイル・バインダー業界で初めて受賞しまし
た。また、スクエアマークはのちにキングジムのロゴマーク
となりました。

優れた耐久性

キングファイルの表紙は、丈夫な芯材に、ポリプロピレン
製の表層材を巻き付け、背見出しカバーを高周波溶着し
て作られています。オフィスだけでなく、工場など手が汚
れた状態で使用する場面でも、汚れがつきにくいように考
案されたものです。また、出来上がったキングファイルは、と
じ具の開閉試験など、さまざまな耐久試験をクリアしてお
り、長期間にわたって書類を保存できるよう、品質にこだ
わって製造されています。

キングファイル
国内シェアNo.1を誇る「キングファイル」シリーズは、
1964年の発売以来、累計5億冊を販売するキングジ
ムの代表商品です。丈夫な表紙ととじ具で長期間使
用でき、環境にも配慮した仕様で、日本のオフィスのス
タンダードファイルとして、さまざまな場面で活用され
ています。

キーワードでみる

キングジムジムジ のものづくり

日本初のパイプ式ファイル

1954年に登場した「KING PIPE FILE」は、日本国内で
初めてのパイプ式ファイルで、「大量の資料を保管でき、
とじた書類の抜き差しが便利なファイルはないか」という
声をもとに開発されました。厚紙と紐で書類をとじるこ
とが多かった時代に、“書類はファイルにとじる”という
文化を定着させました。その後、使いやすいように改良を
重ね、現在の「キングファイル」が誕生しました。

グッドデザイン賞受賞

白地にカラフルなスクエアマークを施した背表紙は、紺

優れた耐久性

キングファイルの表紙は、丈夫な芯材に、ポリプロピレン

キングファイルキングファイル
国内シェアNo.1を誇る「キングファイル」シリーズは、
1964年の発売以来、累計5億冊を販売するキングジ
ムの代表商品です。丈夫な表紙ととじ具で長期間使
用でき、環境にも配慮した仕様で、日本のオフィスのス
タンダードファイルとして、さまざまな場面で活用され
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片開きタイプ
発売当初から使用されて
いた片開きタイプは、サ
イドの指掛け部分を軽
く押すだけでとじ具が開
き、書類を簡単に抜き
差しできる、当時は画期
的な仕様でした。

とじ 具 の 進 化

両開きタイプ
左右どちらからでもとじ
具を開くことができ、下
の方にとじた書類も抜き
差しがしやすくなりまし
た。どちらからも開くので

「ドッチファイル」と名付
けられました。

脱着タイプ
とじ具を表紙から着脱で
き、分別廃棄が簡単にな
りました。また、表紙だ
けを買い替えて、とじ具
をリユースできるため、環
境にもやさしい設計です。

1964 年 1975 年 1998年

キングジムの誕生
キングジムの創業者である宮本英太郎は、

もともと材木商を営んでいました。その際、英
太郎は顧客管理のために、はがきの住所を書
く部分を切り抜いて差し込んだ、独自の顧客
台帳を発明しました。わざわざ住所を書き写
す手間がかからないことや、順番の差し替え
が可能なことが評判となり、これを更に改良
した名簿台帳「人名簿」を商品化し、販売を
はじめました。これをきっかけに、1927年に
キングジムの前身である「名鑑堂」を創業し
ました。

1冊のファイルから始まったキングジム
は、現在でもファイル・バインダーのトップ
メーカーとして、一工夫ある新しいファイル
製品を世に送り出しています。

宮本英太郎 人名簿

Column

累計

5億冊

とじ 具 の 進 化

キングジムの誕生
キングジムの創業者である宮本英太郎は、

もともと材木商を営んでいました。その際、英
太郎は顧客管理のために、はがきの住所を書
く部分を切り抜いて差し込んだ、独自の顧客
台帳を発明しました。わざわざ住所を書き写
す手間がかからないことや、順番の差し替え
が可能なことが評判となり、これを更に改良
した名簿台帳「人名簿」を商品化し、販売を
はじめました。これをきっかけに、1927年に
キングジムの前身である「名鑑堂」を創業し
ました。

1冊のファイルから始まったキングジム
は、現在でもファイル・バインダーのトップ
メーカーとして、一工夫ある新しいファイル
製品を世に送り出しています。

宮本英太郎

累計

5億冊
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テプラ
ラベルライター「テプラ」は、日本語ラベルライターのトップシェアブランド
です。1988年に誕生して以来、今ではパソコン接続機能や、静音・高速印
刷を実現したオフィス向けモデルから、かわいらしい絵文字やフォントを
搭載したホーム向けモデルまで、ラインアップを広げています。

　それまでファイル・バインダーの専門メーカーだった
キングジムが、はじめて開発した電子製品がラベルライター

「テプラ」です。「ファイルの背表紙のタイトル書きを、誰で
も簡単に美しく表示できるように」という発想から開発を
スタートしました。約3年をかけて開発した「テプラ」は、
ラベルに好きな文字を手軽に印刷し、さまざまな場所に貼
り付けられる利便性から、ファイルの背見出しだけでなく、
ビデオテープのタイトル表示や持ち物へのお名前付けな
ど、さまざまな用途へと広がりを見せました。
　現在では累計950万台を販売し、「キングファイル」に
続く、キングジムの“第2の柱”となっています。

1988年の発売以来、進化を重ねてきた「テプラ」。時代やニーズに合わせ、作業を効率化するさまざまな機能に加え、美しいラベルを
作成するためのレイアウトやフォントのバリエーション拡大など、ラベルライターのトップブランドとして、現在も進化を続けています。

「テプラ」TR55
ラミネートタイプのテー
プカートリッジを採用
した、世界初の漢字ラ
ベルライター。当時は
まだパソコンが普及し
ていなかったため、入
力方式はダイアル式を
採用しました。

「テプラ」TR66
パソコン普及率の上昇
を受け、オフィスでの
本格的な使用に対応す
るため、「テプラ」シリー
ズで初めての JIS 配列
キーボード入力方式を
採用しました。

「テプラ」PRO
SR606
ノンラミネートタイプ
のテープカートリッジ
を採用した「テプラ」
PRO シリーズが登場
し、現在のラベルライ
ター市場のスタンダー
ドモデルとなりました。

開発の発想

1988 年 1992 年 1992 年

累計

950万台

テプラの 進 化

　それまでファイル・バインダーの専門メーカーだった
キングジムが、はじめて開発した電子製品がラベルライター

「テプラ」です。「ファイルの背表紙のタイトル書きを、誰で
も簡単に美しく表示できるように」という発想から開発を
スタートしました。約3年をかけて開発した「テプラ」は、
ラベルに好きな文字を手軽に印刷し、さまざまな場所に貼
り付けられる利便性から、ファイルの背見出しだけでなく、
ビデオテープのタイトル表示や持ち物へのお名前付けな

　現在では累計950万台を販売し、「キングファイル」に

1988年の発売以来、進化を重ねてきた「テプラ」。時代やニーズに合わせ、作業を効率化するさまざまな機能に加え、美しいラベルを

950万台
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「テプラ」PRO
SR3500P

「テプラ」シリーズで初
めての、パソコン接続
専用モデルが登場。パ
ソコン画面上で写真や
画像などを取り込んで
ラベルを作成すること
ができ、ラベル作成の
幅が広がりました。

「テプラ」PRO
SR︲GL1
かわいい絵文字やフォ
ントが搭載された女性
向けの「テプラ」が登
場しました。ご家庭で
も楽しく「テプラ」を使っ
てほしいという思いから
生まれ、活用範囲を広
げています。

「テプラ」PRO
SR5500P

「テプラ」シリーズ初の
Bluetooth®に対応した、
電池駆動も可能なパソ
コン接続専用機。iOS
端末からの印刷も可能
で、パソコンや電源のな
い場所でもラベル作成
が可能になりました。

「テプラ」の特長のひとつが、充実したテープカートリッジのラインアップです。オフィ
スで使用するカラーラベルはもちろん、りぼんやマスキングテープ素材のラベルなど、
全30種のテープカートリッジで、用途に合わせたラベル作りをサポートしています。

通常タイプに比べ、強力な粘着剤を使
用したラベルです。工具や表面に凹凸の
ある板面など、はがれてほしくない物へ
の貼り付けに適しています。

強粘着ラベル
ホワイトボードやスチールラックなどに繰り
返し貼ってはがせるマグネット表示を作成
できます。行動予定表や当番表など、頻
繁に変化する状況の表示に効果的です。

マグネットテープ

アイロンで接着できる布製のラベルです。
普段の洗濯はもちろん、ドライクリーニング
でもはがれることなく、お子さまの洋服や
ハンカチなどのお名前付けに便利です。

アイロンラベル
反射が少なく、しっとりとしたマットな質感
で、インテリアやラッピングにもなじみやす
いラベルです。模様入りなのでメッセージ
を印刷して貼るだけで華やかになります。

マットラベル（模様）

豊富なテープカートリッジ

2002 年 2013 年 2015 年

キーワードでみる

キングジムのものづくり

「テプラ」の特長のひとつが、充実したテープカートリッジのラインアップです。オフィ
スで使用するカラーラベルはもちろん、りぼんやマスキングテープ素材のラベルなど、
全30種のテープカートリッジで、用途に合わせたラベル作りをサポートしています。

通常タイプに比べ、強力な粘着剤を使
用したラベルです。工具や表面に凹凸の

強粘着ラベル

豊富なテープカートリッジ
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「ショットノート」は、手書きのメモをスマートフォンの専用アプリで撮影

すると、自動で台形補正をして画面にぴったりなサイズでデジタル化で

きるノートです。発売以来、約500万冊を売り上げるヒット商品です。メ

モの内容や日付でノートを分類・検索でき、情報の共有もスムーズに行

えるなど、今までのアナログなノートとは異なる「次世代のノート」とし

て市場に投入されました。今ではメモパッドや無線綴じノート、ホワイト

ボードなど商品ラインアップを拡大しています。

ペンサム
ノートや手帳の表紙にはさんでマグネットで固定
できるペンケースです。ノートと一緒に使う文具類を
コンパクトにまとめて持ち運べます。

クリアーファイル「タフル」
一般的なクリアーファイルの約 2.7 倍の厚みがある
丈夫なポケットを採用しているので、厚みのある説
明書やカタログなどをまとめて収納できます。

デジタルメモ「ポメラ」

「ポメラ」は、“メモをとる”ことに特化したデジタルツールです。

テキスト入力しかできない単機能の商品でありながら、電源を入

れるとすぐに立ち上がり、キーピッチの広いキーボードで快適に

入力作業が行える点などがユーザーに受け入れられ、累計30万

台を売り上げています。

2016年には、日本語の変換能力が大幅に向上し、無線LANで

パソコンやスマートフォンとのデータ連携がスムーズになった

「ポメラ」DM200が発売されました。

ニッチな市場を狙う独創的なアイデアと、ユーザーの満足を生み

出す徹底的な作りこみが光る、現在のキングジムを象徴する商

品です。

ステーショナリー

ショットノート
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オフィス環境改善用品

女子文具

電子文具

デジタル名刺ホルダー「メックル」
本体に内蔵されたスキャナで名刺を読み取り、画像
データで管理できる名刺整理用品です。1 台で大量
の名刺を管理できるデジタルならではの利便性と、
ダイアルを回して操作するアナログの使い心地の良さ
を両立しています。

電子メモパッド
「ブギーボード」
紙のような書き心地の液晶画面
に文字を書き、ボタンひとつで
パッと消去できる電子メモパッド。
メモ帳代わりはもちろん、筆談
ツールとしても活用されています。

パスワードマネージャー
「ミルパス」

暮らしのキロク
手帳を簡単にかわいくデコレーションしたい、という
ニーズから生まれたノリ付きメモ。項目に沿って記入す
るだけで日常をかわいく記録できる手軽さと、ライフ
スタイルに合わせて選べるテーマの豊富さで女性ユー
ザーから高い評価を受けています。

りぼん、「mt」ラベル
「テプラ」で使える「りぼん」や
「マスキングテープ」素材のテー
プカートリッジです。オリジナル
のデザインで、ラベルやりぼん
が作れ、ラッピングやハンドメイ
ドに活用できます。

オトナのシールコレクション
手持ちのシールをきれいに収納
するための専用ファイル。大人
の女性でも手に取りやすいデザ
インと、収納したシールを図鑑
のようにパラパラめくる楽しさを
提供しています。

着る布団＆エアーマット
近年、オフィスにおける防災対策への意識が高まってい
ることから開発された帰宅困難者対策用品です。A4ファ
イルサイズのボックスに人型の寝袋とエアーマットが同梱
されていて、書庫や引き出しにコンパクトに収納できます。

イスの後ろのカバン置き
オフィスチェアの背もたれ部分に
取り付けて、カバンを収納するこ
とができます。オフィス内の “ 今
まで使われていなかった空間 ”
を有効に活用することを提案し
た商品です。

インフォメーションポール
ファイルの表紙と同じ素材を使
用した軽くて安価な案内表示用
のポール。案内表示を差し込
めるポケットがついているので、
用途に合わせて表示内容を差
し替えられ、さまざまな場面で
活用できます。

SNS やネットショッピングなどが
普及し、個人が ID やパスワード
を管理する機会が年々増加して
います。「ミルパス」を使用すれ
ば、1 台で約 200 件のパスワー
ドを一元管理できます。

キーワードでみる

キングジムのものづくり
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Innovation
&Design

企 画 立 案 設 計 試 作 評 価 生 産

● アイデア出し
● 仕様検討
● 社内会議プレゼン

● デザイン検討
● 設計したものを評価・

確認
● 法令、規制の確認

● 機能確認用の試作
● 削り出し試作など

段階に応じ、試作

● 外観・機能の確認
● 安全性や耐久性など

に関する試験の実施

● 生産立ち会い
● 受け入れ検査

２、３回繰り返す。

キングジムの商品開発は、アイデアを出した開発部員が、商品が生産されるまでリーダーを担当します。
商品の機能や仕様の決定はもちろん、商品のデザインや製造ラインの確認、パッケージや取扱説明書の
制作まで、関連部署と協力しながら、先頭に立って商品開発のプロジェクトを進めていきます。
発案者の商品に対する情熱やこだわりを活かし、細部まで作りこんだ商品を開発するために、このような
体制で商品化を進めています。

独創的なアイデアを
カタチにする

商品開発

● 印刷物（取扱説明書、パッケージ、HP、パンフレット）のデザイン、校正 など
● 関連部署への商品説明同 時 進 行

商品開発の
ステップ
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ちいさく持てるマスキングテープ「KITTA（キッタ）」は高木
学園女子高等学校の生徒と共同開発した商品です。「マスキ
ングテープを何種類も持ち歩きたいが、ロール状だとかさば
る」という女子高校生の意見をもとに、名刺サイズのパッケー
ジにあらかじめカットした4種類のマスキングテープを収納
した商品が完成しました。実際に生徒が描いたイラストをも
とにデザインを起こすなど、女子高校生ならではの声を取り
入れた新しい商品開発の形です。

イヤホンに振動モーターが内蔵されていて、バイブレー
ションで時間を知らせる新感覚のサイレントアラームです。
電車での寝過ごし防止や、静かな場所での仮眠の際、スマー
トフォンのアラームでは音が鳴って、周囲に迷惑をかけてし
まうという不満を解消し、音を立てずに確実に起きたいとい
うニーズに応えた商品です。 

机の上のスペースを有効活用できる、液晶ディスプレイ上
の小物置きです。本体をディスプレイのフチに引っかけ、付属
のアームを調整するだけで、工具を使わず手軽に取り付けら
れ、卓上カレンダーや名刺、ペンなどデスクで散らかりがちな
小物や文房具を置くことができます。ディスプレイの上のあ
いたスペースを活用することで、デスク周りをより快適で過
ごしやすい空間に改善します。

オフィス環境改善用品

収納した書類の閲覧のしやすさに着目し、裏表紙に柔ら
かい素材を採用したことで、雑誌のようにしならせて、ポケッ
トをパラパラとめくることができるクリアーファイルです。ポ
ケット内の書類を確認したり検索したりする際に、目的の書
類を見つけやすいので、閲覧頻度の高い書類の収納に適し
ています。

ステーショナリー 女子高校生とのコラボ商品

電子文具

● クリアーファイル「パラリ」 ●「KITTA（キッタ）」

● めざましイヤホン ● ディスプレイボード

電子文具を中心に商品開発を担当しています。普段の生活の中で自分が困ったこと、不便に感じたこ
とを切り口に、その不満をどうしたら解消できるか考え、商品開発につなげています。自分自身が欲しい
ものを作っているので、商品化までモチベーションを保つことができますし、発売後に自分と同じ悩みを
持っていたユーザーの方から共感の声をいただけた時はとても嬉しいです。

キングジムの商品はニッチなものが多いですが、「欲しい」と思っていただける方には、なくてはならな
いような“深く心に刺さるモノづくり”を行っていきたいです。

商品開発部　東山 慎司Voice
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Communication
with Custo mers

コミュニ
ケーション

活動

SNSを活用した情報発信
キングジムでは、お客様や市場との充実したコミュニケーションを目的に、ツ

イッターとフェイスブックを運用しています。SNSでは、企業情報や新商品、サー
ビスなどの最新情報を主体に、他企業とのコラボレーション、日常のささやかな
会話など、幅広いテーマで発信しています。今後もSNSでのコミュニケーション
を通じてブランド価値を高められるよう、積極的な運用を行っていきます。

公式Twitterアカウント ● @kingjim　　公式Facebookページ ● http://www.facebook.com/kingjim.pr/

お客様の立場に立った
誠実なコミュニケーション

大人の女性に向けて開発された「女子文具」シリーズを
使用したワークショップを、店頭や展示会会場などで開催
しています。女性らしいフォントや絵文字が内蔵された、
ガーリー「テプラ」を使ったワークショップでは、かわいい
お名前シールの作り方や、専用のりぼんテープカートリッジ
を使ったメッセージ入りのりぼん作りなどを、お客様に実際
に体験してもらい、「テプラ」の認知拡大と、活用方法の提案
を行っています。今後もワークショップを通して、お客様の
生の声を伺い、商品開発に活かしてまいります。

キングジムではお客様のお問い合わせ窓口として「お客様
相談室」を設置し、電話・メール・FAXなどによる商品に関する
お問い合わせを受け付けています。お客様相談室にいただい
た、数多くのご意見・ご要望は、企画・開発・設計・製造・販売・
サービスなどの事業活動にフィードバックされます。2016年
度には開発本部などの関連部署へ、お客様から寄せられた声
をもとに商品提案101件、改善提案132件の計233件の要望
書を提出し、品質やサービスの改善につなげています。例えば
ホームページにお客様にとってより有益な情報を掲載できる
よう、記載内容の変更や情報追加の要望を、担当部門に対し
て随時行っています。

また、カタログや取扱説明書についても、関連部署と協議
し、商品の仕様や操作方法をわかりやすくお伝えできるよう
心掛けています。

ユーザー視点に立ったサービスの提供 お客様相談室

Column

Facebookでの商品紹介Twitterでのコミュニケーション
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Communication
with Custo mers

お客様に、文書管理での困り事を解決できるヒントや、ファ
イリングに役立つ情報を直接お届けするために、キングジム
本社では不定期に無料のセミナーを実施しています。セミ
ナーでは、ファイリングコンサルタントが時流に合ったテーマ
を選び、実践的で、すぐに仕事に活かせる文書管理の方法や
おすすめのツールなどを紹介しています。会場では、参加者
からの個別のご質問やご相談にもお答えし、現場の問題解
決に役立てていただけるよう努めています。

対外広報活動として、1年間（2015年6月21日～2016年6
月20日）に商品関連25本、IR関連18本、合計43本のニュース
リリースをメディアに発表し、公式サイトでも公開しています。
また、経営者だけではなく、商品開発担当者などへの取材を数
多くお受けし、メディアに取り上げていただいています。

事実を重視し、虚飾情報を排して積極的に情報開示する姿
勢によって、皆様に信頼される広報活動を積み重ねています。

ファイリング公開セミナー 広報活動

代理店や販売店への商品紹介や売り場提案をしたり、ノベルティや大学グッズなど特注品の手配を
行っています。より良い売り場作りができるように、しっかりとお客様の要望を伺い、小さな不満や変化
に気づいて対応できるように心がけています。そうした中で提案した展示や企画が採用されてお客様が
喜んでくれたとき、仕事のやりがいを感じます。

キングジムは1年目からやりたいことを主張できる風通しの良い環境です。「商品もセールスも、十人
十色でそれぞれが支え合っている」ところが他社にないキングジムらしさだと思います。

Voice 東京支店　吉冨 ひろみ
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High Quality環境配慮
&

品質管理

商品の「高品質」と
「環境負荷低減」の両立へ

&Environmental 
 Activities

環境理念
キングジムグループは商品を供給する立場から、資源の有効
活用を積極的に行い、地球にやさしい商品の開発・生産に
つとめます。キングジムグループは社会の責任ある一員として、
自然との共生をめざし、地球環境の保全につとめます。

行動指針
キングジムグループは自然との調和を経営の重要課題としてとら
え、企業活動の全域で環境へのやさしさを優先して行動します。

● 開発・設計の段階から環境・安全性を考慮し、環境保全に適合した
省資源・環境配慮商品の提供につとめる。

● 生産・販売・物流・廃棄などの各段階で、環境保全に貢献できる資材
やシステムを積極的に取り入れる。

● 環境に関する法規制を遵守するとともに、自主管理規制を設定し環
境管理の向上につとめる。

● 社内の環境教育を行い意識の向上をはかるとともに、環境保全活
動を通して社会に貢献する。

● 環境管理の組織、運営制度を整備し、環境改善施策を実行し自主管
理の維持向上につとめる。

● 環境に関する方針を必要に応じて開示し、環境保全につとめる。

環境憲章
次世代のために、私たちは取り組みます。
For the next generation
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High Quality
&Environmental 

キングジムでは、「REDUCE（発生の抑制）」「REUSE（再
使用）」「RECYCLE（再資源活用・再資源化）」の3Rに加え、
より環境負荷の少ない材料の研究・開発など、「Alternative 
Technology（代替技術）」の応用や普及を目指し、ライフサイ
クルにおける環境負荷低減に取り組んでいます。

3R+ 代替技術の視点での商品開発

キングジムでは、お客様に安心して商品を使っていただけ
るよう、開発本部内にエンジニアリング課を設け、商品の使い
やすさや安全性・信頼性の試験などを行っています。JISで定
められた規格や、電気用品安全法、VCCI※1、RoHS指令※2 など
に準拠した設計を実施し、かつ商品が満たすべき品質の要求
事項をまとめた、キングジムの設計仕様標準書を用い、お客

様に安心してご使用いただける商品作りを心掛けています。
商品の発売後も、工場や製造元から出荷された商品を受け入
れる際には、JISで定められた抜き取り検査や、場合によっては
全数検査を行い、品質が確保されているかをチェックしていま
す。また、定期的に商品の在庫から抜き取り検査を行い、品質
が維持されているかを十分にチェックしてます。お客様や市場
から故障やクレームなどの問題が発生した際は、問題の内容・
頻度・被害範囲を特定するとともに、社内に対策チームを設置
し、報告体制の確立や素早い商品の回収を心掛けています。商品の安全性や使いやすさへの配慮

※1 VCCI : Voluntary Control Council for Interference by 
Information Technology Equipment の略。
情報機器が発する電波の規制内容を協議する業界団体。また、同協議会
によって定められた、電子機器から発生する妨害電波に関する規格。
※2 RoHS指令 : Restriction of the use of certain Hazardous 
Substances in electrical and electronic equipment の略。
電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令。

商品の企画・設計から環境配慮を重要テー

マと位置づけ、商品の主要な部材に「再生紙」

「再生ＰＰ」を使用することで、資源の有効活用に

貢献しています。

商品の廃棄時を考慮して、部品ごとに簡単

に分別できる「分別廃棄」仕様や、有害物質を

含有しない「鉛フリーはんだ」を採用しています。

また、キングジム独自の回収システムとして、テ

プラ使用済みテープカートリッジの「回収」

「再資源化」「再利用（リユース）」を行っ

ています。

環境配慮設計
　環境負荷を低減させるためには、原材料の調達から商品の廃棄
に至るまでのライフサイクル全体を見渡すことが重要です。キングジ
ムでは、「製造段階」「使用段階」「廃棄段階」の各ステップにおいて
最適な仕様となるように、環境配慮設計に着手しています。

古くなった商品でも使用可能な部分を「再

利用（リユース）」できる設計や、部材交換によっ

て「長期使用（ロングライフ）」できる商品を開発

しています。

「キングファイル スー
パードッチ〈脱・着〉
イージー」は表紙の
芯材に、古紙パルプ
配合率100％のクラ
フトボードを使用し
ています。

とじ具と表紙が簡単
に取り外しできるの
で、古くなった表紙だ
けを「替え表紙」に取
り替えれば、とじ具を
リユースできます。

製造段階
Step.1

使用段階
Step.2

廃棄段階
Step.3
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Satisfaction& Growth of 
Each Employ ee

職場環境

　

自己申告制度は、希望する職務や勤務場所、職場での課
題、事業方針や部門運営、人事諸制度の改正についてなど、
従業員の率直な意見を経営トップに対して直接伝えること
ができる制度です。

対象者は、キングジムおよび国内のキングジムグループに
勤務する全従業員とし、社員だけでなく派遣社員、嘱託社員、
パートタイマーからも幅広く意見を聞き、経営に反映してい
ます。

従業員の健康づくり、病気の予防と早期発見のため、特定
健診やストレスチェック、特定保健指導を行うなど、健康保
険組合や産業医と連携して健康管理を進めています。

また、安全衛生委員会の主導により、階段利用促進のポス
ターや手洗い・咳エチケットポスターの掲示、社内における
希望者へのインフルエンザ予防接種を実施しています。

その他、2015年9月より全社建物内を全面禁煙とし、受動
喫煙防止策を講じています。

キングジムでは、従業員がいきいきと仕事に取り組み、充
実した家庭生活を送るための職場環境づくりに努めており、
多様な就業ニーズに応える支援体制を整えています。

従業員のプライベートをより一層充実させるため、毎週水
曜日のノー残業デーを実施しています。また、男女関係なく
利用できる育児休業や短時間勤務など、出産・育児に関する
制度も整えています。育児休業については一部有給としてお
り、女性の育児休業取得率は100％を維持しています。

キングジムでは、障がい者の雇用に継続的に取り組んでお
り、2016年の障がい者雇用率は2.71％となりました。法定雇
用率である2.0%や、全民間企業の平均雇用率を大きく上回
る雇用率を維持しています。

働きやすい職場づくり 多様な人材の活躍推進

● 自己申告制度

● 健康管理の推進

● ワークライフバランスへの取り組み

● 障がい者雇用

従業員一人ひとりの満足と成長を目指して
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「1歳で保育園入所は難しい。」産休前からそのような話を聞いていたので0
歳児入園の申し込みをしましたが、まさかの不承諾という結果に。その後、運
よく保育園が見つかったものの入園後も職場復帰するまで時間がかかりまし
た。子どもはひとりひとり成長のスピードが違います。子育てと仕事の両立は
自分ひとりで解決できない問題が多く、周囲の理解と協力なしには成り立ち
ません。それでも前向きな気持ちでいられたのは家族や会社、上司の方々の
理解があってこそです。子どもと向き合えた時間はとても貴重な日 で々した。

育児休業取得者　堀小 倫代Voice

Satisfaction& Growth of 
Each Employ ee

コンプライアンス体制

約1年間にわたり、キングジムベトナムで海外研修を行ってきました。赴
任当初は言葉の壁や生活習慣の違いなどに戸惑うこともありましたが、日
本人駐在員や現地スタッフなどに支えられて、とても有意義な日々を過ご
すことができました。工場での生産管理や現地の会社との商談などを通じ
て、日本では学ぶことができない多くのことを経験をすることができまし
た。今後はこうした経験を糧にしていきたいと思います。

海外研修受講者　干田 恭子Voice

コンプライアンス体制

キングジム
グループ
各部門

招集

報告 監査

監査役

報告

指示

監査

報告

コンプライアンス
統括責任者

指示 コンプライアンス
委員会 事務局

通知 スピークアウト
担当弁護士

通報

通報者

通知

キングジムでは、コンプライアンスプログラムを制定
して、役員および従業員が自らを律し、法令遵守はもとよ
り、企業倫理の実践に努めています。万一コンプライアン
スに関する問題が提起されたとき、およびスピークアウト

担当弁護士からの通知を受けたときは、コンプライアンス
統括責任者は、単独またはコンプライアンス委員会を招
集・開催して、是正命令を出すことができます。
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会社概要

事業拠点

支店・営業所

札幌営業所
〒062-0933 
北海道札幌市豊平区平岸三条三丁目1番27号

仙台営業所
〒984-0002 
宮城県仙台市若林区卸町東二丁目1番23号

さいたま営業所
〒331-0812 
埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目490番地

東京支店
〒101-0031 
東京都千代田区東神田二丁目6番9号
アルテビル東神田Ⅱ

名古屋支店
〒461-0004 
愛知県名古屋市東区葵一丁目7番3号

大阪支店
〒542-0081 
大阪府大阪市中央区南船場一丁目12番29号

広島営業所
〒733-0004 
広島県広島市西区打越町14番10号　
安田ビル1階

福岡支店
〒812-0016 
福岡県福岡市博多区博多駅南三丁目2番20号
博多ハッコウビル1F

商 号

代表取締役社長

創 業

設 立

資 本 金

株式会社キングジム　
KING JIM CO.,LTD.

宮本 彰

1927年4月

1948年8月

19億7,869万円

（2016年6月20日現在）

東京証券取引所 市場第一部
証券コード7962

2,464人（連結）

〒101-0031 
東京都千代田区東神田二丁目10番18号
TEL.03-3862-2231（ダイヤルイン案内）

支店・営業所…8　物流拠点…2　ショップ…3

株 式

従 業 員 数

所 在 地

事 業 所 数

公式Facebookページ
http://www.facebook.com/kingjim.pr/

公式Twitterアカウント
@kingjim

公式サイト
http://www.kingjim.co.jp/

東京ロジスティクスセンター
〒134-0086
東京都江戸川区臨海町四丁目2番1号

大阪物流センター
〒553-0007 
大阪府大阪市福島区大開四丁目1番18号

物流拠点

株式会社ラドンナ
〒135-0031 
東京都江東区佐賀一丁目5番9号
永代MKビル
http://ladonna-co.net/

株式会社アスカ商会
〒464-0003 
愛知県名古屋市千種区
新西一丁目2番10号
http://www.asca-1971.co.jp/

株式会社ぼん家具
〒642-0035
和歌山県海南市冷水851番地
http://www.bonkagu.co.jp/

株式会社キングビジネスサポート
〒101-0031 
東京都千代田区東神田二丁目10番18号

国内グループ会社

KING JIM (VIETNAM)Co.,Ltd.
Lot D-4A-CN ＆ D-4C-CN, NE8B Street, 
My Phuoc Industrial Park3, Ben Cat 
Town, Binh Duong 
Province, Vietnam

（ベトナム社会主義共和国 ビンズン省）
http://www.kingjim.com.vn/

P.T.KING JIM INDONESIA
JL.Rembang Industri II ／ 1
Rembang-Kav.Pasuruan 67152 Indonesia

（インドネシア 東ジャワ州パスルアン県）

KING JIM (MALAYSIA)SDN.BHD.
Lot 151.Plot 1&2.Jalan PKNK
3／1,Kawasan Perusahaan Sungai 
Petani,08000
Sungai Petani,Kedah Darul 
Aman,Malaysia

（マレーシア ケダ州スンガイペタニ市）

錦宮（上海）貿易有限公司
中国 上海市西蔵中路728号美欣大厦21DE
http://www.kingjim.cn/

錦宮（香港）有限公司
Room1408, Beverly House, 93-107 
Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

（中国 香港特別行政区）

海外グループ会社
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国内グループ会社

ショップ

株式会社アスカ商会

アーティフィシャルフラワーやクリスマスデコレーション、イン
テリア雑貨などの企画・販売を行っています。「asca」ブランドは、
高品質とファッショナブルな商品展開で、インテリアおよびディス
プレイ業界で高い支持を得ています。自然をモチーフに素材や色
にこだわった個性あふれ
るフレッシュラインやアー
ティフィシャルフラワーの
特性を活かしたデザイン
ラインを取り揃え、あらゆ
る空間を彩っています。

株式会社ラドンナ

結婚や赤ちゃんの成長記録など思い出の写真を大切に残す
フォトフレームや、香りで心地良い空間を演出するアロマディ
フューザーをはじめ、使いやすさと見た目にこだわったキッチン
グッズや、リラクゼーショングッズ、ライフスタイルグッズなど、室
内装飾小物・デジタル雑
貨の企画・販売を行って
います。

ギフト需要を中心に暮
らしの中に“夢とやすらぎ”
を提供していきます。

株式会社キングビジネスサポート

キングジムグループ各社が本来の業務に専念し、企業価値を
高めるためのビジネスサポート全般を行っています。総務・庶
務・購買など周辺業務の見直しや従業員への福利厚生サービ
スの提供などを通して、効率的に業務を進められるようサポート
しています。

株式会社ぼん家具

　インターネットによる家具や雑貨、インテリアの通信販売を
行っています。暮らしに役立つ組立家具や、高品質で安価なガー
デニング用品をはじめ、さまざまなインテリア雑貨を、モダンから
カジュアルまで幅広いテイストで提供しています。運営するECサ
イト「ゲキカグ」は大手EC
モールなどで、数多くの賞
を受賞しています。

ECサイト「ゲキカグ」
http://gekikagu.com/

株式
会社ぼん家具

 BON FURNITURE CO.,LTD. 

『わたしの居心地空間』Toffyは、主人公である“わたし”の身近な空間を、心地良くハッピーにするためのモノ・コトを提案する雑
貨ショップです。「いつも自分らしいライフスタイルを楽しんでもらいたい」「ギフトを通して友人とお気に入りを共感してほしい」そ
のような思いでお客様をお迎えしています。

Toffy 汐留店 Toffy ダイバーシティ東京 プラザ店
〒105-8310 
東京都港区東新橋1-6-2 汐留タワーB2F
TEL. 03-6218-4180   
FAX. 03-6218-4185
営業時間： 平日 11：00-20：00 
 土・日・祝日 11：00-19：00
休業日：年末年始、臨時休業日

〒135-0064
東京都江東区青海1-1-10 
ダイバーシティ東京 プラザ2F
TEL. 03-3527-6120　
FAX. 03-3527-6155
営業時間：10：00-21：00
※休業日は不定

〒220-8101 
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークプラザ1F
TEL. 045-670-7680   
FAX. 045-670-7685
営業時間：11：00-20：00　
※休業日は不定

Toffy 横浜ランドマークプラザ店

ECサイト「Toffy SHOP ONLINE」  http://www.toffy.jp/
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海外グループ会社

キングジムグループは、主に生産に関わるグ
ループ会社を東南アジア各地で運営しています。
近年は品質を維持しながら、市場のニーズに合わ
せた商品を提供しています。各国のグループ会社
では、多様な文化や価値観を尊重し、現地従業
員が意欲を発揮できる職場環境を整え、地域社
会と共生する良好な関係を築いています。

China

Vietnam

Indonesia

Malaysia

KING JIM（MALAYSIA）SDN.BHD.
マレーシア／ケダ州スンガイペタニ市

P.T.KING JIM INDONESIA
インドネシア／東ジャワ州パスルアン県

KING JIM（VIETNAM）Co.,Ltd.
ベトナム／ビンズン省

1

3

2

錦宮（上海）貿易有限公司
中国／上海市

錦宮（香港）有限公司
香港／香港特別行政区

中国で、キングジムグループ製品に加
え、他社製品も含めた卸・小売販売を
行っています。2002年設立。

東南アジアを中心に電子製品などの
販売を行うほか、調達関連の業務を
受託しています。2012年設立。
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「テプラ」Lite LR5Cが若い女性を
中心に人気を集めていることから、
2015年10月に中国でも人気のキャ
ラクター「リラックマ」を採用した「テ
プラ」Lite LR-RK1Cを発表しまし
た。発表会では各種メディアへのPR
をはじめ、中国のSNS・微博（ウェイボ
―）ユーザー向けにタッチ＆トライを
実施し、手軽にオリジナルのラベルが
作成できる使いやすさを伝えました。

今後も、中国市場をはじめ、より多

くの国と地域でラベルライター「テプ
ラ」を使っていただけるよう、海外での
販売をさらに促進していきます。

キングジムは、海外での販売にも力
を入れています。中国市場では2007
年より中国語版「テプラ」を本格展開
しているほか、2014年には英語を公
用語とする国々に向けて英語版「テプ
ラ」Liteの販売を開始しました。

中国市場では、2014年に発売した

「テプラ」の海外展開

代表商品
「キングファイル」を生産

ファイルの心臓部
「とじ具」を生産

クリアーファイルなど、
PP製品を生産

　ベトナム・ビンズン省にあるKING JIM
（VIETNAM）Co.,Ltd.は、事務用ファイ
ルを生産する工場として、2007年に設
立しました。敷地面積は約60,000㎡、従
業員数は1,048名（2016年6月現在）で
す。2012年に第2工場、2016年に第3工
場を新設しました。
　キングジムの代表商品「キングファイ
ル」をはじめとする紙製貼り表紙ファイル
や、PP製ファイル、マジックボックスなど
を生産しています。また、ホーチミンに
営業事務所を開設し、現地での販売体
制を整えています。

　マレーシア・ケダ州スンガイペタニ市
にあるKING JIM（MALAYSIA）SDN.
BHD.は、1998年に設立しました。敷地
面積は約18,000㎡、従業員数は305名

（2016年8月現在）です。
　主に、キングファイルの心臓部ともい
える金属製のパイプ式とじ具を生産す
る金属プレス工場で、パイプ式とじ具の
生産は世界一です。
　近年では、多穴とじ具の生産や電子
製品組立（EMS事業）も行っています。

　インドネシア・東ジャワ州パスルアン
県にあるP.T. KING JIM INDONESIA
は、シート・フィルムから完成品まで
PP製ファイルの一貫生産工場とし
て、1996年に設立しました。敷地面
積は約30,000㎡、従業員数は488名

（2016年8月現在）です。
　主に、「クリアーファイル ヒクタス
±」など、クリアーファイルを中心に、
リングファイル、ボックスファイル、フ
ラットファイルなど、さまざまなPP製
ファイルを生産しています。また、ジャ
カルタに営業事務所を開設し、現地で
の販売体制を整えています。

キングファイル

マジックボックス

キン グ ファイル
などに使用される

「パイプ式とじ具」

バインダーなどに
使用される「多穴
とじ具」

クリアーファイル
ヒクタス±

レバーリング
ファイル

中国語専用の「テプラ」Lite LR-RK1C発表会の様子

KING JIM（VIETNAM）Co.,Ltd. KING JIM（MALAYSIA）SDN.BHD. P.T.KING JIM INDONESIA

キングジムの製造拠点

1 2 3
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財務データ（連結）

918
809

（百万円）

（年）2015 20162012 2013 2014
0
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34%22%

文具事務用品
（ステーショナリー）インテリアライフスタイル

44%

文具事務用品
（電子製品）

定時株主総会では「開かれた株主総会」を目指して、理解
しやすさを意図したビジュアル化を推進しています。2016年
9月の「第68回定時株主総会」では、595名の株主の皆様に
ご出席いただきました。

アナリストや経済記者等を対象に、年2回、決算説明会を
実施しています。2016年2月に「第2四半期」、2016年8月に

「期末」の説明会を実施し、代表取締役社長による決算内
容・経営課題の説明、質疑応答を行い、ご出席の皆様に当社
に対する理解を深めていただいています。

決算説明会定時株主総会

33,184 34,138

（百万円）

（年）2015 20162012 2013 2014
0
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売上高 （各年6月期）
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1,313

800

1,194
1,003

（百万円）
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経常利益 （各年6月期）

売上構成比親会社株主に帰属する当期純利益 （各年 6月期） 

アカウンタビリティ

株主総会 IR活動
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沿革

会 社 沿 革 商 品 の 歴 史

1927 創業者・宮本英太郎が「特許人名簿」、「印鑑簿」を発売

1947  ルーズリーフ、バインダー、
各種ファイル類を生産発売

「株式会社名鑑堂」を設立 1948

大阪支店を開設 1953

社名を「株式会社キングジム」に改称
名古屋支店を開設

1961

1964 「キングファイルG」を発売

宮本健三が社長に就任 1967

1976 「クリアーファイル」を発売

福岡支店を開設 1981

宮本浩三が社長に就任 1982

東京物流センターを開設
（現：東京ロジスティクスセンター）

1984

東京店頭市場に株式を登録 1987

1988 ラベルライター「テプラ」を発売

宮本彰が社長に就任 1992

1993 「キングファイルG」累計販売冊数1億冊、
「テプラ」累計販売台数100万台を突破

P.T.KING JIM INDONESIAを設立 1996

KING JIM（MALAYSIA）SDN.BHD.を設立 1998

東京証券取引所市場第二部に上場
長島商事株式会社（現：ラドンナ）をグループ会社化

2001

上海錦宮牧野国際貿易有限公司
（現：錦宮（上海）貿易有限公司）を設立

2002

東京証券取引所市場第一部に指定 2005 「取扱説明書ファイル」を発売

KING JIM（VIETNAM）Co.,Ltd.を設立 2007

株式会社アスカ商会をグループ会社化 2008 デジタルメモ「ポメラ」を発売

Toffy 汐留店をオープン 2010

Toffy 横浜ランドマークプラザ店をオープン 2011 「ショットノート」を発売
「キングファイル」シリーズ

錦宮（香港）有限公司を設立
Toffy ダイバーシティ東京 プラザ店をオープン

2012 　累計販売台数5億冊を突破

株式会社ぼん家具をグループ会社化 2014 「テプラ」累計販売台数900万台を突破

社長・宮本彰が藍綬褒章を受章 2015

「クリアーファイル」を発売
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〒101-0031　東京都千代田区東神田二丁目10番18号
http://www.kingjim.co.jp/

発行：2017年1月
この報告書は、FSC®認証紙、VOC（揮発性有機化合物）成分ゼロの100％植物性インキ、印刷
工程で有害廃液を出さない水なし印刷を採用しています。
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