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ショコラティエ・エリカがオープンしたのは 1982 年のこと。

30 年にわたり、チョコレート専門店として “ 大人の味 ” を提供し続けてきました。

ミントカラーに彩られたシンプルなパッケージは、

ほのかな香りと、ほどよい甘さを引き立ててきましたが、

今回、新たにパッケージを試作。

チョコレート職人と王子ペーパーライブラリーのコラボレーションです。

デザインするにあたり、力をお借りしたのはアトリエタイク。

「こんなパッケージがあったら楽しいね！」というアイデアをもとに、

ファンシーペーパーやチップボード、手抄きのオリジナル用紙を大胆に活用。

味わい（チョコレート）と風合い（紙）のマリアージュをお楽しみください。

（左）
「マ・ボンヌ」の中に入ってい
るマシュマロを抄き込み、ふか
ふかの紙を試作。パッケージ
に使用しました。

（右）
「ミント」と「カフェ」のチョコレー
ト。それぞれの形と色合いを
活かしたかわいいパッケージ。

ショコラティエ・エリカ
味わいと風合いのマリアージュ

王子ペーパーライブラリー
  with アトリエタイク



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。

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、

2011 年からスタートした

王子ペーパーライブラリーとのコラボレーション企画も、ついに最終回。

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ています。

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。

今後も、紙のさまざまな楽しみ方をご提案していきます。

ペーパーモール
王子ペーパーライブラリー

最終号のテーマは「あそ
ぶ」。折ったり、切ったり、
飛ばしたり。それぞれ付録
であそぶことができます。



折り紙の魅力を再発見したのは学生時代。面白

半分、見よう見まねで、気軽につくりはじめたら、

すっかりハマってしまって（笑）。現在は、伝承

折り紙を基本にした「古典 ORIGAMI」や、折

り方次第でいろいろな顔が生まれる「ファニーフェ

イスカード」など、オリジナルを中心に、いくつ

かのシリーズを発表しています。ひとつだけ共通

小学生の頃は「子供の科学」の付録を組みた

て、校庭であそんでいました。熱が再燃したの

は 13 年ほど前。「Whitewings」という市販の

キットを見つけ、公園で飛ばしたのがきっかけで

す。その後、オリジナル機の試作を繰り返してきま

した。紙飛行機は構造がシンプルなだけに、機

体の軽量化、主翼の面積や位置、尾翼の角度

切り絵に目覚めたのは高校時代。美術の自習時

間に、ふと思いついて、黒い紙を切り始めたの

がきっかけです。切り絵の魅力は、黒い切り絵

を白い紙の上に載せたときの高揚感。1 枚の紙

から “ 絵 ” が浮かび上がってくる不思議さには、

いまでも感動をおぼえます。専門的な道具は必

要ありませんし、最初から複雑な図案に挑戦す

しているのは、紙そのものをグラフィカルにデザイ

ンしていること。日本の伝統文化という枠組みを、

ちょっと広げて、よりカラフルで、もっとポップなも

のとして、どんどん紹介していきたいですね。

やバランスなど、さまざまな要素が絡み合ってい

ます。あれこれ頭を悩ませる過程も楽しみではあ

るのですが、改良を重ねた結果、思うように飛

んでくれたときの喜びは、やはり格別ですね。

る方 も々、大勢いらっしゃいます。飾ったり、撮

影したり、楽しみ方もさまざま。身近な素材をつ

かうという意味では、老若男女を問わず、気軽

に取り組める趣味だと思います。

デザイン・ユニット

COCHAEさん

切り絵作家

gardenさん

1 枚の紙からポップなカタチが生まれてくるところです！
折り紙の楽しさって何ですか？

武蔵野ペーパープレーンクラブ

盛合建樹さん

子供から大人まで、年齢やレベルに応じて楽しめますよ。
紙飛行機って、実は奥が深そうですね！

折ったり、切ったり、ちぎったり。

落書きしたり、クシャクシャに丸めたり。

たった 1 枚の紙から、さまざまな楽しみ方を引き出すことができます。

紙を使ってあそぶこと。手を動かして、何かをつくること。

そこに潜んでいるのは、イマジネーションの力です。

難易度は気にせずに、好きなものから取り組んでみましょう。
切り絵のコツを教えてください！

折ってあそぼう！

切ってあそぼう！

飛ばしてあそぼう！



王子アドバ株式会社

王子アドバは、紙袋やショッピングバッグなどを製造している

包装資材の専門メーカーです。

求められているのは、単に商品を入れるものをつくるのではなく、

ショッピングバッグそのものを “ 魅せる ” こと。

そして、さらなる “ 機能性 ” の追求や、新たな “ 付加価値 ” を探ること。

お客さまからの要望にお応えしつつ、エンドユーザーの動向を見すえ、

その先の市場を開拓していきたいと考えています。

Advertising（広告）、Advance（前進）、Advantage（優位性）。

いくつもの “AD（アド）” を盛り込んだ、王子アドバのショッピングバッグ。

今後の展開に、どうぞご期待ください。

包んでいるのは、気持ちです

（左）
進化したフレキソ印刷により美
しく仕上がった紙袋
（右）
持ち手の平紐と丸紐。形も色
もバリエーション豊富

フレキソ印刷とは凸版印刷の一種。版に合成樹脂を使

用し、水性インキで印刷。つやつやしたベタ面が特徴

です。以前は見当合わせが難しかったのですが、現在

では技術が進化し、精度の高い印刷が可能になりました。

王子アドバでは 6 色フレキソ印刷機を導入。4 色刷りに

ニス刷りを加えるなど、独自の味わいを追求しています。

ひとくちに紙袋と言っても、大きさやかたちはいろいろ。

薬や食品など小さなものを包むための小袋もあれば、衣

類を入れるためのショッピングバッグ、はたまたワインや日

本酒のように変則的なかたちのものを運ぶための専用袋

など、バリエーションは多種多様。自動製袋機では、さ

まざまなニーズに合わせた製造が可能です。

ショッピングバッグに欠かせないのが、持ち手となる紐の

部分。平紐と丸紐という2 つの種類があることをご存知

ですか？　平紐は幅 15cm ほどの原紙を八つ折りにし

て作成。工程が製袋と一体化しているのでコストダウン

にはうってつけ。丸紐は原紙を捩って強度を高めたもの

で、手に触れる時のやわらかな感触が人気。どちらも

色バリエーションが豊富にそろっています。

目視で印刷のズレを検証

丸紐製造工程

紙袋で一番大切なのは底 !

刷ります！

折ります！

付けます！



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。

今回、足を運んだのは、

岡山県真庭市に本社を構える銘建工業株式会社。

銘建工業は、長年にわたり、「産業としての製材」を実践。

旧来の方法論とは一線を画し、

一歩先を見据えた試みが行われていました。

最先端の現場を訪ねる

2013年版
名入れカレンダー
 「On Reading」

王子ペーパーライブラリーの活動を継続していく中から、

 「紙メーカーらしいカレンダーをつくろう！」という意識が芽生え、

2010 年から名入れカレンダーの製作が始まりました。

時代と社会の仕組みが急速に変化する今、「“ 紙のカレンダー ” 本来の意義とは何か？」

というテーマを掲げ、製作を続けています。

2013 年版のテーマは「On Reading」。

年代や地域が異なる「読む」シーンをセレクトし、

世界共通の「読む」という行為にスポットを当てました。

紙選びにも、とことんこだわっています。12 枚の紙に、表紙と奥付を加えた、全 14 枚。

8 種類の紙を使用しました。

写真の印象や手触りの違いをお楽しみください。

マグナム・フォトの膨大なアー
カイブから 12 点の写真を厳選



構造材としての拡がり
SF 映画に登場するような “未来の木造建築”が、いま、次 に々生まれています。

通常は隠すことも多い構造材を、デザインの要素として、積極的に見せているのです。

空間のダイナミズムと、木材のテクスチャーが一体化した姿は、

建築の可能性を広げてくれることでしょう。

銘建工業株式会社　代表取締役社長

中島浩一郎さん

新しい視点で、新しい仕組みを 木が集まって成る、新しい材＝集成材

真庭市勝山は、山 に々囲まれた緑豊かな土地で

すが、吉野や秋田のように “ 銘木 ”があるわけで

はありません。いまから40 年ほど前、私たちは活

路を製材技術に求め、全国に先駆け、集成材

への転換を図りました。そもそも集成材の技術は、

経済的苦境の中から生まれたものなのです。

現在、銘建工業では、欧州から原料のラミナ（板

材）を輸入し、集成材を生産しています。輸入

材に頼っている理由は 2つ。まず「良質で安価」

だということ、そして「安定供給」されること。先

進国では、ラミナの生産・輸出が、産業として成

立しているのです。日本も国土の 70%近くが森林

に覆われています。森林国という意味では、欧州

諸国と条件は変わりません。けれども、豊富な資

短冊状の板材（ラミナ）を、接着剤を使って、

何層にも積み重ねたものが集成材です。

20 世紀初頭、鋼材不足が深刻化した北欧で、

鋼材代替として登場。

日本では、1970 年代から導入され始めました。

木材が抱えてきた弱点を克服し、

活躍の場を拡げています。 狂わない 強い

曲げられ
る

21世紀の製材産地を目指す

銘建工業の前身は、1923 年（大正 12 年）創業の中島木材店。

1970 年代に、国内ではいち早く、集成材の生産を開始します。

木材店から製材所へ。そして “ 工業 ”へ。

こうした変遷には「製材に産業としての厚みをもたせたい」という近代化への思いが込められていました。

糊を塗布した、長さ6mまでのラミナを積み重ね、圧着。
同じ機械が 14 台、全自動で稼動しています。

倉吉パークスクエア（鳥取県倉吉市）
木造の巨大アトリウム！

夢みなとタワー（鳥取県境港市）
木造タワーとしては世界一！

源を活かしているか、という点では疑問が残ります。

いま、必要なのは、新しい仕組みです。国産

材を利用した質の高いラミナが得られるのであれ

ば、輸入材ではなく、国産材を使った方が合理

的。今後は、欧米で注目を集めるCLT（Cross 

Laminated Timber）を含め、鉄筋コンクリート

に変わる構造材として、集成材をアピールしていき

たい。いずれ、東アジア圏への輸出も夢ではなく

なるでしょう。鉋屑などを活用したバイオマス燃料も

可能性を秘めています。切り口を変え、さまざまな

組み合わせを模索する中から、“21 世紀の製材

業 ”が見えてくるのです。固定観念に縛られること

なく、確かな技術と新たな視点で、市場を切り拓

いていきましょう！



この用紙は、「OKエンボス梨地 菊判T目 76.5kg」を使用しています。

〒104-0061 東京都中央区銀座4-7-5（王子ホールディングス本館1階）


