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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
E-mail : webmaster@kingjim.co.jp
Tel : 03-3864-7073
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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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「キングファイル」シリーズは、丈夫な表紙と
とじ具で長期間使用できます。また、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。

デジタルメモ「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。独創的な商品
を開発するキングジムを象徴する、エポック
メーキングな商品として、これからもデジタル
メモ市場の拡大を目指します。

キングジムのブランド

累計販売台数

900
万台

累計販売冊数

450
万冊

時代のニーズに対応した
オフィスのスタンダードファイル

新しいメモのカタチを創造した
テキスト入力専用機

今まで世の中になかったものを
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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。パソコン
接続機能や、静音・高速印刷を実現したオフィ
ス向けモデルをはじめ、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など、ラ
インアップを広げています。

「ショットノート」は、手書きのメモをスマホの
専用アプリで撮影することで、簡単にデジタ
ル化できるノートです。情報整理・活用のため
のスマホ専用ノートとして新しい市場を開拓
する商品に成長しました。

累計販売冊数

5億冊

累計販売台数

30
万台

ユーザーとともに
進化し続けていく「テプラ」

®

アナログとデジタルが
連携した新感覚文具

今まで世の中になかったものを
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1 2 3

New Value
The Cre ation

まだ誰も見たことがない商品への挑戦

スマートフォンの画面を手軽に
印刷できる専用プリンター

シールやマスキングテープをキレ
イにしまうための専用ファイル

災害時にオフィスでの就寝を
サポートする簡易寝袋

「着る布団＆エアーマット」は今まで

のキングジムの商品とは毛色の異な

る商品です。しかし、近年オフィスでの

防災対策への意識が高まる中では、

確実に世に必要な商品だと思いまし

た。既存の枠にとらわれず、新しいカ
テゴリーに挑戦する「攻めの姿勢」を

忘れないようにしたいです。

私自身シールが大好きで、大人になっ

た今でもお店で新しいものを見つけて

は、つい買ってしまいます。そんなときに

キレイにシールが収納できる、大人の

女性が楽しめるようなツールがあった

ら、という発想で開発しました。自分も
消費者だからこそ、満足してもらえるよ

うに、とにかく作りこんでいます。

料理のレシピをスマホで調べていたけ

れど、料理中は手が汚れてスマホに触

りたくないから、表示された内容をカン

タンに紙に印刷できたらいいのに…と

いう不満から生まれたのが「ロルト」

です。日常の中のちょっとした気づき
を忘れないようにしています。

スクリーンプリンター「ロルト」 オトナのシールコレクション 着る布団＆エアーマット　

キングジムの開発現場

商品開発部
望月 真希子2

商品開発部
木次谷 健1
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4 5 6

New Value
The Cre ation

書くときにリング式とじ具が
手にふれないバインダーノート

みんなが共感できる、身の回りの「あ

るあるネタ」には潜在的なニーズが隠

れていることが多いものです。「テフ

レーヌ」も、「リングが手に当たって書

きにくい」という、あるあるネタを解決

した商品です。常にアンテナを張って、
隠れたニーズを見逃さないようにして

います。

バインダーノート「テフレーヌ」

人の声は聞こえて騒音だけを
カットする耳せん

新しい技術を追うだけではなく、すで

に世にある技術を他の用途にも生か

せないか、という視点から開発しまし

た。「デジタル耳せん」に使っている「ノ

イズキャンセリング」は、もともと高級

ヘッドホンなどに搭載されている技
術。既存の技術でも、発想次第でまっ

たく新しい商品に生まれ変わります。

デジタル耳せん

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」

「テプラ」はオフィス向けの堅いデザイ

ンが主流でしたが、ご家庭でも楽しく

使える「テプラ」を作りたいという思

いから生まれたのがこの商品。もっと

多くの方に「テプラ」を使ってもらい

たいので、新しい商品の提案ができる
よう、興味の幅を常に広く持つように

しています。

ガーリー「テプラ」

of

商品企画部
鈴木 信雄3

商品開発部
冨田 正浩5

商品開発部
山田 智子6

商品開発部
勝見 泰介4
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ではなく、今までなかった新しい市場

を生み出す商品を作ることに意義を

感じています。

キングジムでは、最終的な商品化を
決める開発会議で、多数決を行って

いません。今どき、万人がほしいと

思う商品は、ほとんどないのです。そ

のため、たとえ10人中9人がほしい
と思わなくとも、1人が熱烈に「ほし

い！」と意見すれば、商品化にGOを

出します。重要なのは、その商品が売

れている“サクセスストーリー”が描
けるかどうかです。

もう1つの大きなポイントは開発

キングジムを立ち上げた私の祖父・

宮本英太郎は、町の発明家のような

人物で、今まで世になかった商品を
生み出すことに情熱をかけていました。

キングジムでは創業当時のDNAを

今でも引き継いでいて、商品開発の

ポリシーは「モノマネをしない」こと。

経営理念の「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」という言葉の通り、すでに

市場にある商品の改良品を出すの

社長・宮本彰に聞く、
キングジムの開発ポリシー

Interview 
with the

Profile

1954年生まれ。77年3月、慶應
義塾大学法学部卒業後、キング
ジムに入社。84年、常務取締役
総合企画室長に就任。同社初の
電子文具開発プロジェクトを発
足させ、「テプラ」の開発指揮を
執る。92年4月、代表取締役社長
に就任し、現在に至る。2015年4
月、社業と文具業界発展の功績
が認められ、藍綬褒章を受章。

新しい市場を作る

情熱を持って作りこめ

多数決はしない

社長インタビュー
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にかくバットは大きく振れ。三振で

もいい。ヒットじゃなくてホームラン

を狙え」と言い聞かせています。失敗

を恐れて凡打を続けるより、1本の

ホームランを求めて、市場に商品を
送り続ける方が、キングジムらしい

商品が生まれると考えています。

ペンギンは群れになって氷の上で

暮らしていますが、お腹がすくと魚を

取るために海に入らなくてはなりませ

ん。海は、シャチやアザラシなどペンギ
ンを狙う動物がたくさんいて危険なた

め、ペンギンたちは海になかなか飛び

こめずに躊躇してしまいます。そん

な中、一羽が勇気を出して海に飛び

こむと、合図を受けたように、みんな

一斉に入っていきます。

最初に飛びこんだペンギンの安全

を確認してから飛びこんだ方がリス

クが少ないので、賢い生き方かもし

れません。でも、きっと、最初に飛び
こむペンギンは大きなリスクを背負

いますが、その分大きい魚やおいし

い魚を真っ先に食べられます。

「ファーストペンギン」は、キングジ
ムが理想とする会社経営に当てはま

ります。会社経営は、新しいことに挑
戦しないと面白くありません。マネを

しているばかりでは、大きな成功はあ

りません。キングジムは、いつでもそん

な「ファーストペンギン」でありたいと
思っています。

担当者が「情熱」を持っていること

です。ニッチな市場を狙った商品で

は、細かな作りこみが非常に重要で、

作りこみが甘いと、お客様の心はつ

かめません。徹底して商品を作りこ
むには、開発者本人が商品の一番

のファンである必要があります。こ

れから開発現場に来る新入社員に

は、ぜひ情熱とこだわりを持って商
品開発に取り組んでほしいと思っ

ています。

もちろん、中には売れない商品も

あります。しかし、新商品を10個出

して、その中の1個がヒットすれば、

残りの9個分の失敗を取り返すこと

ができるのです。開発の社員には「と

President
「ファーストペンギン」
でありたい

失敗を恐れず、
ホームランを狙え
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Design
Innovation

独創的なアイデアをカタチにする

& 
デジタル名刺整理用品

デジタル名刺ホルダー
「ピットレック」DNH20

　

     ピットレック

　「ピットレック」は、本体内蔵のカメ

ラで名刺を撮影し、OCR機能で名刺
情報をテキスト化し、保存できるデ
ジタル名刺ホルダーです。新しくなっ

たDNH20では、タッチパネルを搭載

し、直感的な操作でスムーズに名刺

を検索・閲覧できます。大量の名刺を

気軽に持ち運べ、名刺の登録から管

理までを1台で行うことが可能です。

「デジタル名刺整理用品」シリーズ
を拡充し、新たな名刺整理の方法を

提案しています。

商品開発
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Design
　ラベルライター「テプラ」は海外

でも販売しています。2014年8月に

は中国市場に向けて「テプラ」Lite 

LR5Cを投入しました。また、2014年
10月にはアジアや欧米諸国など、英

語を公用語とする国 に々向けて英語版

「テプラ」Lite LR5Eを発売しました。

　今後は、より多くの国と地域で「テ

プラ」を使っていただけるよう、新

機種や新しいテープカートリッジな

ど、海外でのラインアップを充実さ
せ、海外での販売もさらに促進して

いきます。

海外向け「テプラ」Lite の
開発

英語版「テプラ」Lite LR5E

     イスの後ろのカバン置き

　「イスの後ろのカバン置き」はオ

フィスチェアの背もたれにある“今ま
で使われていなかった空間”を荷物
置きとして有効活用する商品です。

　日頃、職場でのカバンの置き場所

に困っていた新入社員のアイデアか

ら生まれました。「床に直接置くと荷

物が汚れる」「荷物をデスクに立て

かけると引き出しが開けにくい」など

の不満点を解決し、オフィスをより
快適ですごしやすい空間へと改善し

ます。

イスの後ろのカバン置き

商品開発の
ステップ

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。

●	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

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。

　

     ラッケージ

　電子吸着ボード「ラッケージ」は、

微弱な静電気を発生させて紙を吸
着させる掲示板です。テープやピン、
画鋲などを使う必要がないため、掲

示物を傷つけることがありません。

　また、ピンや画鋲の誤飲や針でケ

ガをする心配がないので、小さなお

子様のいる場所でも安心して活用で

きます。領収書や電話メモなど、なく

しがちな紙類をまとめて管理するこ
とで、デスク周りの整理をサポート

します。

オフィス環境改善用品

電子吸着ボード「ラッケージ」
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コミュニケーション活動

文章を最大17言語に翻訳し、多言語

ラベルを作成することも可能です。

　
　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。開発本部などの関

　近年、増加する訪日外国人観光

客への対 応をサポ ートするため、

「テプラ」で 簡 単 に外 国 語ラベル

を作成できるようにする取り組み

を強化しています。「テプラ外国語

ラベル工房」は、2010年に開始し

た 無 料 の W E B サ ービスです 。約

2,700文例から必要なテンプレー
トを選ぶだけで、英語・中国語・韓

国 語のラベルをWEB上で簡 単に

作成し、「テプラ」で印刷できます。

2015年には文例と機能の追加を

行い、利便性がさらに向上しました。

　また、Windows用PCラベルソフ
ト「SPC10」、iOSアプリ「TEPRA 

L INK」に翻訳機能を新搭載しまし
た。パソコンやiOS端末で入力した

ユーザー視点に立った
サービスの提供

お客様相談室

with
Communication

連部署に対し、2015年度には年間
で239件の改善要望書を提出し、品

質やサービスの改善につなげてい
ます。

　2014年7月に発売したデジタル名

刺ホルダー「メックル」MQ10は、お

客 様 から非 常 に 大 きな 反 響 があ

り、多くのご意 見 をいただきまし

た。中でも、「メックル」に登録した

名 刺デ ータをパソコンで管 理・編

集できる、デシタル名刺管理ソフト
「 D A - 1 」の 機 能 面 について要 望

が多く寄せられたため、関 連 部 署

と協力し、名 刺デ ータにOCR（自

動文字変換機能）処理を行えるよ

うに改良しました。このように、お

客様のご意見やご提案は、キング
ジ ムの 商 品 開 発 に 活 かされてい
ます。

店舗での使用例
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　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を通じてファンと良い
関係を構築し、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。

SNSを活用した情報発信

「テプラ」アート 他企業とのコラボ 
トラベルオレッタ（東急ハンズ）

CustomersCommunication お客様の立場に立った誠実なコミュニケーション

　対外広報活動として、1年間（2014
年6月21日～2015年6月20日）に商

品関連33本、IR関連14本、合計47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、

メディアの中で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。

広報活動

新商品発表会

お客様により魅力的な商品を届けるために

量販店を中心に新商品の紹介・店頭企画の提案を行っています。各店舗ごと
にお客様の層も異なるので、自分の考えを押し付けるのではなく、担当者の方
の要望を聞きながら「売れる売り場づくり」を目指しています。自分が提案した
商品や企画が導入され、お客様から好評だと、とてもやりがいを感じます。

キングジムには、他社にはない独創的な商品が多いので「こんな商品があれ
ばいいのに」という細かいニーズに応えられると感じています。今後も、お客様
により魅力的な商品を届けられるように活動していきます。

量販部 横田 大輔VOICE

　お客様に、文書管理で困っている
ことが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。

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する
講演を実施しています。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。

ファイリング公開セミナー

ファイリング公開セミナー

Column

Twitter　  @kingjim
Facebook  http://www.facebook.com/kingjim.pr/

キングジムの公式 SNS
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 Environmen tal 
HighQuali ty

 Activities商品の「高品質」と
「環境負荷低減」の両立へ

& 

環境配慮 ／ 品質管理

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

13 キングジムレポート2016



 Environmen tal 
HighQuali ty

の要求事項をまとめた設計仕様標準
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・被害範囲を特定し、対策

チームの設置、報告体制の確立や商

品の回収など、問題解決に向けた素

早い対応を心掛けています。

※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。

製造段階

　キングジムでは、「REDUCE（発

生の抑 制 ）」「 REUSE（ 再 使用 ）」
「 R E C YC L E（ 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。

　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

３R ＋代替技術の視点での
商品開発

商品の安全性や
使いやすさへの配慮

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。

廃棄段階

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。

使用段階

恒温槽試験

「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。

静電気試験

Step.1

Step.2

Step.3
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職場環境

Each Employee
Satisfaction and

Grow th従業員一人ひとりの満足と成長を目指して

　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

く意見を聞いています。

　従業員の健康づくり、病気の予防と

早期発見のため、特定健診や特定保

健指導を行うなど、健康保険組合と

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

　

　キングジムでは、障がい者の雇用に

継続的に取り組み、2015年の障がい

者雇用率は2.5％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。

　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、法令順守はもとよ

り、経営理念の実践に努めています。
　このコンプライアンスプログラムの

実行性を確保するため、スピークアウ
ト制度（ヘルプライン）を整備してい

ます。以下のプロセスを経て、万一、コ

ンプライアンス上問題となるおそれ

のある企業活動が生じた場合に、未
然に防止する体制を確保しています。

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

を実施しました。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

めていて、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

業デーや年次有給休暇の計画的付与
を実施しています。また、育児休業や

短時間勤務など、出産・育児に関する

制度も整えていて、女性の育児休業

取得率は100％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

コンプライアンス体制

     自己申告制度

     ワークライフバランスへの取り組み

     障がい者雇用

    健康管理の推進
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Each Employee

通報者

スピークアウト
担当弁護士

コンプライアンス
統括責任者監査役

コンプライアンス
委員会該当部門

通報

通知

報告

是正命令等

是
正
命
令
等

コンプライアンス体制

Grow th

招集

通知

海外研修受講者の声

キングジムベトナムで約1年間の海外
派遣研修を行いました。海外での仕事
に不安もありましたが、日本人駐在員や
現地スタッフなど、多くの方々に支えら
れ、充実した時間を過ごすことができま
した。
研修では工場での生産業務やサプラ

イヤーとの商談などを通し、多くのこと
を学びました。また、活気があり、成長を
続けるベトナムに身を置き、仕事ができ
たことは大きな経験になりました。

胡桃澤 雄

育児休業取得者の声

育児休業中は、慣れない育児で毎日が
あっと言う間に過ぎ、子どもと長い時間、
密で一緒に居られたとても貴重な時間
でした。復帰後は、新しい部署でのスター
トとなり戸惑うことも多いですが、周りの
皆さんの手助けをいただきながら、何と
か仕事と育児の両立を図っています。
こうして仕事を続けることができて大
変嬉しく思います。周りの皆さんに感謝
しつつ、子どもと一緒に成長していきた
いです。

清水 倫子
通販部 人事総務部

VOICE VOICE

of
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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

（2015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

2,335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/

東京物流センター
〒271-0064 
千葉県松戸市上本郷228番地

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17F
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、アロマシリーズ、マッサージ関連を中心とした
リラクゼーションシリーズなど、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“夢と安
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「楽天
ショップオブザイヤー」
など、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. 

Totty SHOP（トフィーショップ）は「Toffyで彩る私の毎日」をコンセプトに、女性向けの雑貨を集めたライフスタイルショップです。
朝起きてからベッドに入るまで、“私”の身の回りに彩りをプラスして、ハッピーな毎日を演出する商品を多数そろえています。現在、

3店舗を展開中です。

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

01

03

02

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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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」を採用した新機
種「テプラ」Lite LR-RK1Cを新たに

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」Lite LR5Cが若い女性を

「テプラ」の海外展開
Topic

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
KINGJIM（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60,000m2、従業員数は945名

（2015年6月現在）です。2012年に
第2工場を設立し、PP（ポリプロピレ
ン）製品の生産を開始しました。
　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KINGJIM（MALAYSIA）
SDN.BHD.は、1998年に設立しまし
た。敷地面積は約18,000m2、従業員
数は291名（2015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、電子製品組立（EMS事業）
や多穴とじ具の生産も行っています。

　 インドネシア・東 ジ ャワ 州 パ ス
ル アン 県 に あ る P. T . K I N G J I M 
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30,000m2、従業員数
は484名（2015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。

01 0302

キングジムの製造拠点

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

中国語専用の新機種「テプラ」Lite LR-RK1Cの
発表会の様子
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財務データ（連結）

918

（百万円）

（年）2014 20152011 2012 2013
0

500

1,000

1,500

538

868

613
517

33%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

45%

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。2015年 

9月の「第67回定時株主総会」では、490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。2015年2月に「第2四半期」、2015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
※写真は2014年の様子です

33,184

（百万円）

（年）2014 20152011 2012 2013
0

10,000

20,000

30,000

40,000

29,284 30,68429,95329,595

売上高 （各年6月期）

1,212

（百万円）

（年）2014 20152011 2012 2013
0

1,000

2,000

3,000

800

1,194
1,003

825

経常利益 （各年6月期）

売上構成比当期純利益 （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

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：葛西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5億冊

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

スマホアプリ作成サービス「アプスタ」事業を開始 2013

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賞 2015 「ブギーボード」の国内独占販売権を取得
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株式会社キングジム
〒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：2016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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