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キングジムは、創業当初から“世の中にないものを作ろう”

“人の物まねをしていたら面白みがない”という信念のもと

多くの商品を世に送り出してきました。

「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」

この経営理念に、キングジムの商品開発姿勢が示されています。

新しい発想を大切に、市場にイノベーションを引き起こすべく

積極的な活動を展開しています。

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、その活動を皆
さまへお伝えしていきたいと考えています。

対象期間
2018年度（2017年6月21日〜2018年6月20日）
※ ご理解を深めていただくため、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、およびブランドなどは、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、アメリカ合衆国およびその他の国におけるTwitter,Inc.の登録商標です。
※Facebookは、Facebook,Inc.の商標です。※Instagramはアメリカ合衆国およびその他の国におけるInstagram,LCC.の登録商
標です。
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株式会社キングジム
代表取締役社長

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。

　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。

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
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TEPR
A

Special
Topic

「テプラ」は30 周年を迎えました!

❶テープカートリッジが豊富に ❷スマホからも印刷可能 ❸外国語ラベル工房

みなさまに愛されて30年、テプラの機能はこんなに　　充実しました

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、初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1000万台を販売し、「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。

ファイルの背見出しを
誰でも簡単に美しく！

「テプラ」を活用し、英語や中国語、韓国語のラベ

ルを簡単に作成できる無料のWebサイトです。

用途に適した文例や単語をフリーワードで探したり、

観光地や宿泊施設、接客メッセージなど、多様な

カテゴリーからも検索することができます。また、

約2,700文例と1,100種類以上の絵記号を組み合

わせることで、外国の方にわかりやすくメッセージ

を伝えることができます。（PC 接続機種に対応）

定番の“白ラベル”や、しっかり

貼れる“強粘着ラベル”、布へ貼り

付けられる“アイロンラベル”のほか、

“マスキングテープ”や、ノリのない

“りぼん”といった異素材のラベル

を作成できるカートリッジなど、

オフィスからご家庭まで、シーンに

合わせたラベルが揃っています。

スマートフォンやパソコンへ

接続して使う「テプラ」も登場しま

した。専用PCソフトやスマホアプ

リを使って、写真や画像を挿入し

たり、パソコン内蔵のフォントを

自由に選んでラベルを作成するこ

とができます。複雑なレイアウト

も可能で、表現の幅が広がります。

Usefu
l

Poin
t

「テプラ」は、1988年に世界初の漢字変換が可能な、コンパクトなラベル作成機として開発され、
現在も日本語ラベルライターの国内シェアトップのブランドとして、ラベルライターの代名詞となっています。

おかげさまで累計販売数1000万台突破

「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、ダイアル入力方式を採用しました。

1988

「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。

1992

「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。

1992

「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。

2002

「テプラ」PRO SR-GL2
かわいいフォントや絵文字が搭載された女性
向けのガーリー「テプラ」。暮らしを楽しむ
道具として「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。

2017

　　　
テプ ラの 進 化

65 キングジムレポート2019キングジムレポート2019



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。

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。

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

カバーを熱溶着して作られて

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。

大量の資料を保管し
抜き差し自在！

ファイル・バインダー業界初！
グッドデザイン賞　受賞

汚れがつきにくく、
さまざまな耐久試験を
クリアした品質の高さ
　

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。

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。

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、
名簿台帳「人名簿」や「印鑑簿」の発明家として活動
を開始し、1927年に株式会社キングジムの前身
である「名鑑堂」を創業しました。英太郎の口癖は

「人と同じ事をしたら楽しみがない」でした。
彼の考案した「人名簿」からスタートしたキングジ
ムは、それまで世の中になかったユニークな商品
を送り出してきました。今も日々、新しいイノベー
ションを続けています。

宮本英太郎 人名簿

Column

「キングファイル」シリーズは、国内シェアトップを誇るキングジムの代表
商品です。1964年の発売以来、累計5億冊を販売し、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。

日本のオフィスのスタンダードファイル

キングファイル

とじ具の進化

USEFUL

P O I N T

STRONG

P O I N T

DES IGN

P O I N T

1964年 1975年 1998年

累計販売数

5億冊
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累計販売数

35万台
突破

“メモをとる”ことに特化したデジタルツール

「ポメラ」DM10

「メモをとる」ことを目的に開発され
た初代モデル。スライドしながら開く
折りたたみ式キーボードと、テキスト
入力に特化したシンプルな機能が特長。

テキスト入力のしやすさを
徹 底 的 に 追 求 し た ハ イ ス
ペックモデル。パソコン版
ATOK と 同 等 の 高 性 能 な
日本語変換エンジンのほか、
シリーズで初めて無線 LAN
を搭載した。

ユーザーから要望が多かっ
た折りたたみ式キーボード
を採用した最新モデル。キー
ボードの機構を観音開きに
することで、安定性が高まっ
た。画面には E Ink 社製の
電子ペーパーディスプレイ
を採用。「ポメラ」DM200 「ポメラ」DM30

「ポメラ」DM11G

「機動戦士ガンダム」とのコラボレーショ
ンモデル。画面に名シーンが表示される
など、ガンダムの世界観を演出した。

「ポメラ」DM100

シリーズで初めて、ストレートタイプの
キーボードを採用。バックライト付きの
液晶や、電子辞書機能、Bluetooth®
を搭載し、より快適に文章作成を行える
ようになった。

初代「ポメラ」開発担当

立石 幸士

カバンの中で散らかりがちな小物類をすっきりとま
とめられる、収納性と軽さ・薄さを併せ持った、かさば
らないバッグインバッグです。芯材が入っているので
カバンの中でもしっかり自立し、入れた紙を折れずに
保護できます。また、留め具はマグネット製なのでカバン
の中でもワンタッチで開閉できます。

かさばらないバッグインバッグ
「フラッティ」

レターセットやハガキなどをお店のように並べなが
ら収納できる、お手紙用品専用の収納ボックスです。
ゴムバンド付きのレターセット入れや、マグネットで
閉まるフタ付きの収納スペースなど、お手紙用品を大
きさごとに分類してキレイに収納できます。手紙を書く
時間が楽しくなる工夫が詰まっています。

「紙文箱 (かみふみばこ)」

静電気の力で、紙を吸着する掲示板です。画びょうやノ
リ、テープなどが必要ないため、紙類を傷めずに掲示する
ことができます。デスクの上でカレンダーやメモなどを
貼り付けて使える卓上タイプと、ポスターなどのお知らせ
を掲示するのに便利な大型の掲示板タイプがあり、
オフィスや公共の施設などで好評をいただいています。

電子吸着ボード「ラッケージ」
引き出しの中の文房具や小物類を、キューブ型ブロッ

クで整理することができる収納用品です。手持ちのアイ
テムに合わせて、パズルのように組み上げて専用の収納
スペースを作ります。ブロックを組み替えれば、何度で
もレイアウトを変更することができます。使ったものを
元の場所に戻すことで無くしもの防止にも役立ちます。

ツール整理ブロック「かたづけマス」

「会議や打ち合わせのメモをとるだけなのに、重くかさばるノートパソ
コンを持ち歩きたくない」「電子辞書くらいの大きさで、液晶画面ときち
んとしたキーボードがついている『なにか』があればいいのに…」そんな
自分自身の体験が元になって生まれたのが「ポメラ」です。「文字入力し
かできない商品を必要としている人がいるのか？」「機能に対して価格が
高すぎるのではないか」など社内では様々な意見が出ましたが、出席し
ていた一人の役員が「待ち望んでいた商品だ」と絶賛してくれたことで商
品化が決まりました。
「ポメラ」の発表当日、多くのメディアに取り上げていただいただけでな
く、ネット掲示板に「ポメラ」に対する期待や意見が次々にアップされ、
その反響の大きさに驚きました。あの日の感動は今でも忘れません。
そんな「ポメラ」が10周年を迎えたことを本当に嬉しく思います。「文
章を書くこと」に特化したニッチな商品ですが、今後も一貫したコンセプト
で、エッジの利いた開発を続けていければと思います。

ステーショナリー
Stationery

オフ
ィス環境改善用品

Office

「ポメラ」
そのほかの商品

デジタルメモ「ポメラ」は、あえて機能を絞り込み、起動の早さやテキスト入力のしやすさなど、
「文章を書く」ために必要な機能を徹底して作り込むことで生まれた商品です。
このコンセプトが受け入れられ、2018年に発売から10周年を迎えました。

10thAnnivers
ary

　　　「ポメラ」10 年の歴史

　　　
デジタルメモ「ポメラ」開

発担当者が語る

　　　「ポメラ」が生まれた日

2008年

2016年 2018年

2010年 2011年
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● 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

● 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

企 画 立 案

設 計

試 作

評 価

生 産

２
、３
回
繰
り
返
す
。

キングジムの
ものづくりフィールド
キングジムの使命は、顧客と社会への貢献となるような新商品の開発に
あります。現役の開発担当者にクローズアップして、開発現場をご案内します。

開発本部　栗山 朋之 

「かゆいところに手が届く」をコンセプトに
商品を開発しています

私は入社後、大阪と東京で2年ずつ、計4年間営業職を担当しました。その

後、開発本部に異動になり、現在はファイルやノートといったステーショナリー

の開発を担当しています。文房具はユーザーの方にとって身近な存在だからこ

そ、ちょっとした「使いにくさ」が商品への不満につながると思っています。その

ため、開発では、その「使いにくさ」をどうしたら解決できるか、という点にいつも

気を付けています。営業時代にユーザーの方から伺った「生の声」がヒントにな

り、新商品のアイデアが生まれることも多いです。

新商品の開発は想像以上にさまざまなトラブルが発生します。そんな困難を

乗り越えて商品が発売され、お店に並んでいる光景を見たときは、普段なかなか

感じることのできない嬉しさが込み上げてきます。今後も使いやすさにこだ

わった「かゆいところに手が届く」商品を作り続けていきたいです。

Voice

商品開発
商品開発のステップ

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

まで作り込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。

開発本部　東山 慎司 、 中島 織穂 

中島：「こんな商品が欲しかった」と言われる商品づ

くりです。キングジムらしい独創的な商品で、より

多くの人に快適な暮らしを届けたいと思っています。

東山：自分が欲しいと思うもの、自信を持って世に

送り出せるものを作りたいと思っています。そのた

めにも、商品の細部まで徹底して作り込むようにし

ています。

東山：開発は、実現したいことと、コストやスケ

ジュールをいかにバランスよく組み立てるかが

重要な仕事です。どの商品でもこの点で苦労します。

中島：キングジムでは、発案者がリーダーとなって

開発を進めるので、初めて自分の担当商品をもっ

たときは大変でしたね。

東山：やっぱり自分で手掛けた商品が発売され、

ユーザーの方に満足していただけたときがもっと

も嬉しく、やりがいを感じます。

中島：それは私も同じです！

ほかにも、自分が企画した商品の試作品を見たと

きは感動しました。そこからいろいろと改良を加

えて、実際の商品へとブラッシュアップしていく

のですが、初めての担当商品である「デスクポケッ

ト」が完成したときは感無量でした。

 

東山：「新しいモノ作りの手法」をいろいろと探っ

ていきたいと考えています。これまで、発売後にさ

まざまな意見をいただいてもすぐに反映できない

ことが多々ありました。最近はクラウドファンディ

ングの活用など、開発段階でユーザーの方からの

意見を聞くことができる、新しい形の商品開発に

チャレンジしています。

中島：自分の経験を活かしながら、より多くの人が

会社で快適に過ごすための手助けになる商品を

作りたいと思っています。自由な発想で、多くの

お客様に喜ばれる商品づくりをしていきたいです。

中島：「やる気があれば、なんでもできる」場所だ

と思います。社歴や知識がないからやりたいこと

ができない、ということは一切ありませんでした。 

学ぶ意欲がある人には、すぐに手を差し伸べてく

れる人が多いです。

東山：トップダウンではなくボトムアップな現場な

ので、やりたいと思ったらどんどん手を挙げられ

ます。文房具って本来、説明書がなくても触ってみ

たらすぐに使うことができるものです。そういう“ら

しさ”は大切にしつつ、色々なジャンルに挑戦する

…「なんでもできるおもしろい場所」 

です。

商品開発において
大事にしていることは？

Q

やりがい、嬉しさを感じるの
はどんなときですか

Q

今後はどんなことがしたい？Q

「キングジムの商品開発の
現場」ってどんなところ？

Q
苦労したこと、
大変だったことは？

Q

主にデジタル
メモ「ポメラ」など
のデジタル文具を
担当しています。

従業員

開発

製造

物流営業

広報・CS

情報システム
経営企画
経理
人事総務営業戦略

品質管理

品質管理

調達・海外事業

I
n

te
rview

「商品開発の現場」

デジタル文具の開発担当者に聞く

「デスク
ポケット」や習慣

時計「ルクル」を担当。
東山さんは同じ課の

先輩です！
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コミュニケーション活動

公式Twitterアカウント  @kingjim  公式Facebookページ  http://www.facebook.com/kingjim.pr/
HITOTOKI公式インスタグラム  ＠hitotoki_official

キングジムの商品を安心して購入・活用していただくために、さまざまな活動を通して、
お客様の信頼を育んでいます。営業活動では、商品 PR だけでなく、顧客の問題解決の
お役に立てるよう、提案型のアプローチに力を入れています。

ユーザー視点に立ったサービスの提供

お客様に文書管理での困りごと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、

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

めのツールなどを時流に合わせて紹介しています。ほか

にも、店頭や展示会会場で「テプラ」などの商品を使った

ワークショップを開催しており、お客様のお役に立てるよ

う、商品の認知拡大と活用方法の提案を行っています。

キングジムフェア

キングジムグループ各社の商品を集めて展示し、

お客様へご紹介・販売するイベント「キングジムフェア」を

2016年から毎年12月に東京・秋葉原にて開催していま

す。会場では、MCによるおすすめ商品のプレゼンステー

ジや、キングファイル君の着ぐるみと一緒に写真が撮れ

るコーナーなど、来場してくださった方にキングジム

グループをより良く知っていただく工夫をしています。この

ようなイベントを通して、お客様とのコミュニケーション

の場を大切にしていきます。

お客様相談室

キングジムではお客様のお問合わせ窓口として「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。2018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111件、改善提案173件 計284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。

広報活動

対外広報活動として、1年間（2017年6月21日～2018

年6月20日）に商品関連25本、IR関連13本など、合計41

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。

東京支店　青山 明希保

細かなコミュニケーションを大切に
店舗の特長に合わせた提案をします

主に、大手文具チェーン店への商品のご提案や、店舗へ導入する際のお手伝

い、街の文具店からの特注品の手配を行っています。話題の商品の提案ばかり

ではなく、今までに導入していただいた商品をどうやったらよりお客様のもと

に届けられるのかを考えるようにしています。実際にお店を訪問し、その店舗

ごとに特長をとらえた陳列方法や販促企画の提案を行うなど、工夫しながら

仕事に取り組んでいます。

営業活動のパートナーである代理店の方とは、商品の紹介だけでなく、細か

い情報交換など、日々のコミュニケーションを大切にしています。協力して取り

組んだ企画が実際にお店で採用されたときは、とてもやりがいを感じます。

また、上司や先輩方は明るく頼りになる方ばかりで、毎日多くを吸収してい

ます。今後は、代理店やお店の方と協力して、「キングジムって面白いものを

作っているな」ということを、より多くのお客様に感じてもらえる活動をしてい

きたいです。

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、フェイスブック、インスタグラムを運用しています。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。

Column

Voice

Facebookでの商品紹介Twitterでのコミュニケーション
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「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。

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
Step .1

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
Step .2

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
Step .3

錦宮（上海）貿易有限公司
中国／上海市

中国で、キングジムグループ商品に加え、他社商品も含めた卸・
小売販売を行っています。2002年設立。

※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。

環境配慮・品質管理
キングジムグループは、商品を供給するメーカーの立場として、商品が製造され、使用され、
廃棄されるまでのライフサイクルを検討し、各ステップでの対策を追求しています。また、企
業活動全体として、環境への影響に配慮した多様な活動を展開しています。

商品の安全性や使いやすさへの配慮 

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、電波

法、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に 

対して、JISで定められた抜き取り検査や、必要に応じて全数

検査を実施し、キングジムが要求している品質が確保されて

いるかを検証しています。また、定期的に、商品の在庫から

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。

3R+代替技術の視点での商品開発

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。

抜き取り検査を行い、品質が維持されているかの確認を行っ

ています。

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

際には、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。

KING JIM（MALAYSIA）SDN. BHD　羽田 達也

品質向上と効率の良い製造のため
改善を続けています

キングジムマレーシアは、現地の従業員と共にキングファイルのとじ具な

どを製造している工場です。私はマレーシア工場の管理・運営などを行って

います。

工場の使命は、品質の良いものをできるだけ安価に供給することです。その

使命の中で、メーカーとしての環境配慮も欠かせません。活動の一環として 

マレーシア工場では、不良品を減らし、廃棄物を減少させることに取り組んでい

ます。自社工場だけではなく、ベトナム工場で発生した不良品も回収し、不具合

を修正して良品として再び出荷することで廃棄物の減少に貢献しています。

また、工場を運営する上で、働く人たちの満足度も重要です。従業員に「羽田

さんがマレーシアに来て会社が良くなった。長くいてほしい！」と言われたとき

には、マレーシアに来て良かったと感じました。

今後は、新しいことや面白いことを探して、マレーシア工場も含め、キングジ

ムグループの未来を更に明るいものとしたいと思っています。

Voice

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

海外グループ会社

MalaysiaVietnam

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。

錦宮（香港）有限公司
中国／香港特別行政区

China

Indonesia

KING JIM（MALAYSIA）SDN.BHD.
マレーシア／ケダ州スンガイペタニ市
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キングジムでは子供が小学校3年の修了時まで短時間

勤務、時間外労働・深夜残業の制限制度を利用できます。

これらの制度や育児休業は男女関係なく利用でき、育児

休業については一部を有給としています。2018年の育児

休業の女性の取得・復職率は100％、男性も育児休業を

取得しています。

時差勤務制度

業務上の都合や傷病、育児・介護等の事由がある場合

に、出勤時間を変更することができるようにする制度です。

障がい者雇用

障がい者の雇用に継続的に

取り組んでおり、2018年の障が

い者雇用率は3.13%です。

法定雇用率である2.2%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。

キングジムでは女性正社員の平均勤続年数を2026年

3月31日時点で13.8年（2016年3月時点）から16.0年へ

引き上げるため行動計画を策定し、様々な取り組みを行っ

ています。

川越オフィス

職場環境
安心して働ける職場環境は、すべての事業の基本となる重要な要素です。キングジムでは、
従業員の安全衛生管理に努めるとともに、自由闊達に意見具申のできる環境を実現していま
す。また、ダイバーシティやワークライフバランスの推進により、従業員がいきいきと働ける
職場づくりを進めています。

人事総務部　村上 双葉

営業時代の経験を強みに
安心して働ける職場づくりをしています

新卒で入社してから1年半、営業職を経験したのち、現在は人事総務部で給与計算

をメインに労務関係を担当しています。

営業の仕事はお客様とのやり取りがメインですが、見本市や展示会の準備など、

社内の人と連携して仕事を行うことも多くあり、自然と他部署・他地域の社員とのつな

がりを作るきっかけとなりました。

一方、人事は数字やデータを扱うことが多い仕事です。しかし、仕事をする際には

表面の情報だけを見るのではなく、社員の生活や活動に基づいた数字からその情報

ができていることを意識し、必ずその先の相手の顔を想像するようにしています。そこ

で、営業時代の社員とのつながりが活かされています。営業・人事と両方経験したこと

により、社内の多くの人と関わることができたことは、現在私の強みになっています。

今後も営業での経験を活かしつつ、人事での仕事を通して安心して働ける職場 

づくりをしたいと考えています。

Voice

働きやすい職場づくり

自己申告書制度

年1回、全社員が将来のキャリアや現在の就業の満足

度等について経営トップに直接伝えることができる制度

です。内容は社長と一部の役員の間でのみ共有され、適切

な人事異動や職場環境の改善に繋がっています。

ワークライフバランスの向上
● 年次有給休暇取得日数向上への取り組み 

 平均取得日数10日以上を目指し、全社員へ最低6日

の取得を促進しています。取得状況は毎月各部門長へ

報告され、「取得実績6日未満」の社員の有休消化進捗

状況を確認しています。
● 時間外労働削減に向けての取り組み

 最終退出時刻の設定や毎週水曜日の「ノー残業デー」

実施など、時間外労働削減に取り組んでいます。また毎

月、個人別の時間外労働実績を各部門長へ報告し、各部

にて業務効率向上に努めています。
● 年次有給休暇以外の休暇制度

 年次有給休暇のほかに、メモリアル休暇、リフレッシュ

休暇、積立有給休暇制度などを設け、社員のプライベート

がより充実するように努めています。

育児支援	

育児と仕事の両立を後押しする取り組み

を実施しており、「子育てサポート企業」と

して厚生労働大臣より「くるみん」認定を

受けています。

結婚・出産による離職防止のために、産休・育休前面談

の実施、産休・育休取得者へ会社情報メールを月1回以上

配信しています。また、結婚・出産後も安心して働ける環境

であることを周知するため、結婚→産休・育休→復帰まで

の社内制度・手続きをまとめた資料の作成や、復職後の

不安解消のための産休・育休後面談の導入、産休・育休明け

の社員を迎える部署と直属上司用の対応マニュアルの

作成等を進めています。さらに、新制度導入も積極的に

検討し、女性の活躍を推進する取り組みを行っています。

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、

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・開催して是正命令等を出すことができます。
多様な人材の活躍推進 

女性活躍に向けての取り組み

コンプライアンス体制 

製造拠点で感じた
キングジムの“ものづくり”

約１年間、キングジムベトナムで製造知識を習得するための
研修へ行きました。現地の製造現場では、１冊のファイルを完成
させるために多くの方々が何度も試行錯誤をしながら高品質の
製品を作り上げる工程に触れ、非常に感動しました。また、ベト
ナム国内や文化の異なる近隣諸国に対しての営業活動、現地法
人を支える管理部門の仕事にも触れ、会社全体で動いているこ
とを強く感じました。現在は海外関連の部署に所属しています
が、お客様からの依頼内容に対して製造工程をイメージしなが
ら仕事できるようになりました。

今後も研修知識を活かし、キングジムのものづくりを多くの
方々に伝えるとともに、現地法人と日本の架け橋になりたいと
考えています。

今でも大切な
育休中の娘との時間

社内でも育児休暇を取得し復職後も活躍している方が多く、
私にとって「子どもを産んでも働き続ける」というのは自然な
選択でした。海外出張もある部署だったため、妊娠後の業務の
進め方に不安もありましたが、部のメンバーや関連部署のフォ
ローや気遣いに助けられ、気負いなく働くことができました。

そのおかげで、仕事か子育てかの二者択一ではなく、両立を
応援してくれるこの会社なら安心して復職できると、育児休暇
の取得・復職を戸惑うことなく決断できました。

育児休暇中、日々成長していく娘の姿を見守れる時間は 
大切な財産となりました。復職して、時間の制約は多くなりまし
たが、休暇中の娘と向き合っていた時間が忙しいときの心の
支えになっています。

海外事業推進部　
石川 和典

開発本部　
藤本 実生

I
n

te
rview

I
n

te
rview海外研修受講者インタビュー 育児休業取得者インタビュー
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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

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 2012 　累計販売冊数5億冊を突破

株式会社ぼん家具をグループ会社化 2014

社長・宮本彰が藍綬褒章を受章 2015

Toffy�自由ヶ丘をオープン 2017

Toffy�みなとみらいをオープン 2018 「テプラ」累計販売台数1000万台を突破

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。2018

年9月には「第70回定時株主総会」を実施いたしました。

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。2018年2月に「第2四半期」、2018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

アカウンタビリティ

▲

株主総会

▲

IR活動
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1,212
1,313

1,194

（百万円）

（年）2016 2017 20182014 2015

0

500

1,000

2,000

1,500

1,828
2,089

▲

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） 

財務データ（連結） 沿革
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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、使いやすさと
見た目にこだわったキッチングッズをはじめ、香りで心地良い空間を演出するアロマディフュー
ザー、時計・ステーショナリーなどのライフスタイルグッズ、ヘルス&ビューティーグッズなど、
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。

公式サイト　http://ladonna-co.net/

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

▲ 公式Twitterアカウント
@kingjim

▲ 公式サイト
https://www.kingjim.co.jp/

海外グループ会社支店・営業所・事業所

物流拠点

国内グループ会社

ショップ

1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

2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

3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

4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

5名古屋支店
〒461-0004�
愛知県名古屋市東区葵一丁目7番3号

6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

7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

8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

9松戸事業所
〒271-0064�
千葉県松戸市上本郷228番地

1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

2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

3福岡物流センター　　
〒813-0023　
福岡県福岡市東区大字蒲田字祝田8371－1
九州福山通運株式会社福岡流通センター�2F

1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/

2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/

3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/

1Toffy(トフィー) 自由が丘 
〒152-0035
東京都目黒区自由が丘2-8-15

2Toffy(トフィー)みなとみらい 
〒220-0012�
神奈川県横浜市西区
みなとみらい二丁目3番9号�1階112
(みなとみらい東急スクエア2)

1KING JIM (VIETNAM)Co.,Ltd.
Lot�D-4A-CN�＆�D-4C-CN,�NE8B�Street,�
My�Phuoc�Industrial�Park3,�Thoi�Hoa�
Ward,�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/

2P.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）

3KING 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）

4錦宮（上海）貿易有限公司
中国�上海市黄浦区西蔵中路728号美欣大厦
21DE
http://www.kingjim.cn/

5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）

東京証券取引所�市場第一部
証券コード7962

2,172人（連結）

〒101-0031�
東京都千代田区東神田二丁目10番18号
TEL.03-3864-5898（代表番号）

支店・営業所…8　物流拠点…3

ショップ…2

株 式

従 業 員 数

所 在 地

事 業 所 数

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

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。

公式サイト　http://www.bonkagu.co.jp/
ECサイト「ゲキカグ」　http://www.gekikagu.com/

株式
会社ぼん家具

 BON FURNITURE CO.,LTD. 

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。

公式サイト　http://www.asca-1971.co.jp/index.php

▲  

国内拠点

▲  

海外拠点
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会社概要（2018年6月20日現在） 事業拠点

国内グループ会社
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