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2004 年 10 月、王子特殊紙株式会社は、

特殊紙のリーディングカンパニーとして発足しました。

そもそも “ 特殊紙 ”とは何でしょうか。

それは、性能や作業効率を高めるために、“ 新しい機能 ” を付加した紙のこと。

さまざまな製品や部材を影で支える、いわば縁の下の力持ちなのです。

私たちの開発姿勢は、失敗を恐れず、未知の領域へと踏み出すこと。

それによって、産業・生活・文化などの多分野にわたり、新たな価値を提示してきたのです。

時代が求める快適な暮らしや自然環境への貢献。

さらに、多角的な相乗効果を生み出すためには、何が必要なのか。

私たちは、特殊紙のスペシャリストとして、つねに新しいフィールドを求め、

特殊紙をさらに進化させます。

新しいフィールドを求めて

電気絶縁材料として開発されたトランスフォーマーボード。超高圧大
容量変圧器を支える部材です。各種モールド品は、加圧乾燥する前
のウェットシートと金型を使い、ハンドメイドで加工します。

撚糸用紙管の表面を保護するための
原紙。カラフルな色の組合せで糸の
種類を識別します。



ペーパーモールは、およそ 1000 種類ものラインナップから、

好みの紙を選び、1 枚から買うことのできるウェブサイトです。

立ち上げから、早くも 2 年が経過しましたが、

もっと親しみやすく、もっと使いやすいサイトへと進化させたい──。

そうした想いをかたちにするべく、王子ペーパーライブラリーとのコラボレーションというかたちで、

新しい企画をスタートさせます。

やはり、紙は触らなければ選べません。

実際に、手で触れていただくことで、

紙の質感や、物体としての存在感を、肌で感じていただきたいのです。

そのために制作したのが、見本帳代わりの冊子。

3 か月ごとにテーマを定め、4 回シリーズで、紙の魅力とあわせ、

ペーパーモールの機能をご紹介します。

紙業界の関係者だけでなく、紙を利用する一般の方 に々も、紙の魅力を伝えたい。

紙のさまざまな楽しみ方を、ご提案していきます。どうぞ、ご期待ください。

ペーパーモール
王子ペーパーライブラリー

第 3 回目のテーマは「つつむ」。
配布物には「RC 未晒クラフト」
を使用しました。



ブランディングで大きな役目を果たすのがショッ

ピングバッグ。定番となるイメージを打ち出しな

がら、各種キャンペーンや、半期ごとのセール

期間に、新たなデザインを投げかけていきます。

「LOWRYS FARM」では不織布を使用しまし

た。狙いはセカンドバッグとしての二次利用。街

中で “ 普段使い ” をしてもらうことで、広告効果

が期待できます。高級感を打ち出したい場合は、

紙袋やショッピングバッグのニーズが、大きく変わ

ろうとしています。持ちやすいこと、運びやすいこ

と、丈夫なこと。これらは、前提条件にすぎません。

そのうえで、何を考えるべきか。現在は、“ 魅せる”

ことを重視すると同時に、“ 使いやすさ” が求め

られている時代。そのためには、構造面での工

夫も必要になってきます。短い納期で対応できる

生産体制や在庫管理システムの開発にも力を注

欧米では日常的にラッピングを楽しんでいます。

重要なのは “ 楽しむ ” こと。店員さんのように、

上手につつむ必要はないんです。ラッピングペー

パーも、専門店だけではなく、一般のお店にも

並んでいますし。そういう環境に刺激を受け、プ

レゼンテーションツールとして制作したのが、そも

そもの始まりです。現在はペーパーブランドを立

ち上げ、さまざまな提案を行なっています。たった

断然、紙の方が有利。素材感やディテールのあ

しらいで勝負できますから。大切なのは、それが

ブランドイメージに結びつくかどうか。ショッピン

グバッグはショップの認知度を上げるための重要

なツールです。

いでいます。大切なのは物流やサービス業を中

心とするお客さま、そして、その先にいる消費者

のことを、つねに念頭に置くこと。デザインと機

能を両立させ、新たな付加価値を探りたいと考

えています。

1 枚でも自分たちのデザインを見せることができる

という意味では、紙って面白いメディアだと思い

ます。今年は事務所内にショップ「ヤングボブ」

をオープン。半畳程度の小さなスペースですが、

ぜひ、立ち寄ってください。

アートディレクター

青木康子さん

クリエイティブグループ

ボブファンデーション

イメージを集約し、広告効果を高めることです。
ファッションブランドに求められるものは何ですか？

包装資材メーカー

王子アドバ株式会社

デザインと機能を両立させ、新たな付加価値を探ることです。
専門メーカーとしての課題は何ですか？

たとえば、結婚式で祝儀袋を渡す。

あるいは、お中元など季節の品を贈る。

紙幣や贈答品を、美しく“ つつむ ”という行為。

そこには、祝福や感謝など、目に見えない気持ちが込められています。

ラッピングを気軽に楽しんでもらいたいからです。
どうしてラッピングペーパーをデザインしたのですか？



紙の世界への
パスポート

春日井工場は、
街の中で紙をつくり続けています。

ひとくちに紙といっても、その種類や銘柄の数は膨大。

初心者の方々からは、「何をどう選べばいいのかわからない」という

戸惑いの声もしばしば耳にします。けれども、もう大丈夫。

今回、ご紹介する新しい見本帳は、紙の世界へのパスポート。

この 3 冊さえあれば、大まかな見取り図を描くことができるはずです。

最高級の印刷用紙をとりそろえた〈OJI High Grade PAPER〉

普段づかいにうってつけの印刷用紙〈OJI Standard PAPER〉

素朴な風合いと色合いが注目を集める〈クラフト紙 見本帳〉

それぞれ、衝撃の白、真実の青、無敵の茶と銘打ち、紙のエッセンスを凝縮。

紙の “ 選びやすさ ” や、見本帳としての “ 使いやすさ ” を体感していただければ幸いです。

JR 名古屋駅からおよそ 10km、ベッドタウンとして発展する春日井市。

その南西部にあるのが、王子製紙の基幹工場として知られる春日井工場です。

特長は、大きく、街の中にあり、どんな紙でもつくれること。

〈OJI Standard PAPER〉や〈クラフト紙 見本帳〉に掲載している紙のほとんどは、

ここ春日井工場でつくられているのです。

併設の王子ネピア工場でも、ティシュペーパーやトイレットペーパーを日夜生産しています。

春日井工場は、今年で操業 60 周年を迎えます。

半世紀以上にわたり、紙をつくり続けている工場なのです。

紙の原料は、古紙が60%、木材チップが40%
わずか1分間で紙ができあがります

古紙はインキやホチキスの針など、
不純物を取り除き、漂白した後、
古紙パルプへ生まれ変わります。

木材チップは、大きな釜で薬品と一緒に
煮詰め、パルプ繊維だけを取り出します。

手前の機械はクラフト紙（茶）、奥の機械
は印刷用紙（白）をつくっています。全
長およそ 100m、横幅およそ 6m の巨大な
機械です。水に溶かしたパルプ繊維をシー
ト状に展開した後、脱水・乾燥。わずか
1 分間で紙ができあがります。



紙づくりの源流にさかのぼることで

おぼろげながら見えてきたこと。

それは、「林業・製材・製紙」という連携の重要性です。

三者それぞれが、

「産業」としての新しい価値を見出そうとしている今、

私たちは、これまで交流のなかった現場を

訪ねることにしました。

木材を利用する産業──家具製作に携わる方 で々す。

今回、足を運んだのは、家具の町・旭川。

そこでは、木工家具を中心とする

地域一体型のユニークな試みが始まっていました。

家具産業の現場を訪ねる 木材利用の代表例が、木工家具の製作です。「旭川家具」は日本の五大家具のひとつ。

近隣の豊富な森林資源を背景に発展してきました。

現在、旭川市と上川管内を中心に、多くの職人が工房を構えています。

良質な木材から生まれる「旭川家具」

株式会社匠工芸代表取締役
旭川家具工業協同組合理事長

桑原義彦さん
工房宮地

宮地鎮雄さん

技術を受け渡し、職人を育てる 軽くて丈夫なクルミ材へのこだわり

設備投資と作業の合理化を進めています。たとえ

ば、端材をボイラーの燃料として活用。木材を無

駄なく使いきると同時に、社員のコスト意識を高め

ることにもつながります。家具業界も価格競争と無

縁ではありません。“高品質 ”ゆえ“ 高価 ”になっ

てしまう傾向があるのはたしか。しかし、若い世代

にも木の良さを伝えようと、低い価格帯の商品も

発表しています。いわば木工家具の入門編です

ね。反応は上 で々、アッシュ材を使った〈マッシュ

ルームスツール〉のようなヒット商品も出てきました。

旭川市内の職業訓練校で、木工技術を学んだ

後、匠工芸に入社。家具職人としての経験を積

みました。31 歳で独立し、「工房宮地」を開設。

長年、道産のクルミ材を使っています。クルミ材

にこだわっているのは、軽くて丈夫だから。あたた

かみのある質感も、大きな魅力です。「君の椅子」

プロジェクトでは、伊藤千織さん、大竹伸朗さん

がデザインした椅子を製作しました。目指している

のは、暮らしの中で長く使えるものをつくること。そ

れが家具職人としての務めだと思っています。



「君の椅子」プロジェクトとは？

「君の椅子」プロジェクト代表
公益財団法人北海道文化財団理事長

磯田憲一さん
東川町教育委員会　こども未来課・課長

森田 栄さん
美術家　2011年度「君の椅子」をデザイン

大竹伸朗さん

いのちことほぐ「君の椅子」 地域で喜びを共有する 未来へ向けて“時”を刻む

向こう三軒両隣──成長の名の下で、私たちは

共に支え合う地域社会の関係性を少しずつ失って

きましたが、子供が誕生する喜びを分かち合える

コミュニティを、もう一度、取り戻したい。そんな願

いを込めてプロジェクトをスタートさせました。職人

が心を込めてつくった一生ものの椅子は、思い出

の記憶装置でもあります。新しいいのちをことほぐ

君の椅子。その椅子が子供たちの未来に寄り添

い続け、大きくなった子供がいつか椅子のキズや

手垢を見ながら、自分がどれほどのものに守られ、

包まれてきたかに気づいてくれたらと願っています。

2006 年から「君の椅子」プロジェクトに参加して

います。初年度に誕生した赤ちゃんは 51 人。町

長や副町長が、赤ちゃんが生まれたご家族を訪

ね、直接、椅子をお贈りしています。住民には好

評で、ありがたいことに、近隣の方 が々東川町に

転居するケースも出てきました。地域ならではの魅

力を再確認し、いまの時代にふさわしいかたちで

発信していくこと。満足度の高い暮らしは、そこか

ら生まれてくるのです。“できない理由を探す ”の

ではなく、“できる方法を考える”。そうした意識で、

行政サービスに取り組んでいます。

東川町「工房宮地」の宮地鎮雄さんが長年培っ

た素晴らしい技術のもと、「君の椅子」を形にす

ることができました。今日この世に奇跡的に生を受

けた子供たちに一体自分は何ができるのか？　そ

れはあまりに大きすぎるテーマではありますが、自分

なりに「未来への時間」を念頭に「君の椅子」

に関わらせていただけたことを深く感謝いたします。

手元に届いた「君の椅子」に子供が触れた瞬間、

彼らがともに未来へ向けて “ 時 ”を刻み始め、最

終的に「椅子のかたちをした奇妙で自由な時計」

のようになればいいと思っています。

新しく誕生した子供たちに、「生まれてくれてありがとう」の思いとともに、

「君の居場所はここにあるからね」というメッセージを込めて、椅子を贈る取り組みです。

椅子の裏には、子供の名前と生年月日、連番を刻印。まさに “ 世界にひとつだけの椅子 ”です。

デザインは毎年変わり、第一線で活躍するクリエイターと旭川家具の職人たちが製作に協力しています。



この用紙は、「OKトップコート＋ 菊判T目 62.5kg」を使用しています。


