
美しい
アルミステーショナリー

筆箱や道具箱を開けたとき、お気に入りの文房具があると、心躍り、やる気が出てきます。

手にしっくりなじみ、軽くて長時間作業しても疲れず、洗練されたフォルムは飽きがこない。

そんな美しいステーショナリーにアルミニウムはよく使用されています。

すぐれたアルミニウムの特性を活かしてつくられた数々のアイテム。

今こそじっくり見極めて、自分ぴったりのお気に入りを探してみてもいいかもしれません。
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技術力をアピールするため、
新たな発想で製品を開発

　金属加工の一大産業地として知られ
ている新潟県の燕三条。12年前、この
地で長年にわたり切削技術を主とした
金属加工メーカーを中心にプロジェク
トはスタートしました。　
　プロデュースを担うのはプロダクト

デザイナーの秋田道夫氏で、最初に発
表されたPrimarioというブランドシ
リーズも秋田氏のデザインによるもの
です。書類トレーやペンスタンド、テー
プカッターなど、デスクの上に統一感
を持たせてコーディネートできるこの
シリーズは高い評価を受けました。そ
の後アルミニウムを中心にしたステー
ショナリー「ALIGN LINE」(アラインラ

イン、デザイナーは江口海里氏）シリー
ズができ上がりました。

ルーペが
GERMAN DESIGN AWARD
最優秀賞受賞 !

　2015年に発売されたアルミニウム
メタルメジャー（P７参照）は、プロジェ

クトを代表するアイテム。このメジャー
は国内外で高く評価され、数々のデザ
イン賞を受賞しました。なかでも、国
際的に権威のあるデザイン賞である
GERMAN DESIGN AWARD（ジャー
マン・デザイン・アワード）の優秀賞受
賞で大きく注目されました。そして、こ
れに次いで国際的に評価されたのが
ルーペです。削り出しのワンパーツで

成るこのルーペは見た目はシンプルで
すが加工は難しく、アルミパイプを内
側から切削して形をつくり、さらにレン
ズが入る部分も切削で仕上げていま
す。少しでもズレがあるとレンズのガタ
つきや落下の原因となるため、レンズ
の厚みを考慮しながらの作業には高度
な切削技術が必要となります。
　特徴となるのが、大きな３か所の

デザイナーの発想と
高い金属加工技術から生まれた
アルミステーショナリー
日本のすぐれた金属加工技術と著名なデザイナーとのコラボレーションにより、
新しいステーショナリーが誕生しています。アルミニウムの特長を生かした製品は、
そのスタイリッシュなデザインで多くの人々を魅了しています。

アーチです。通常の置くタイプのルー
ペはレンズを囲う部分が壁になってい
るため上部からしか光が入らないうえ
に影ができ、見たい対象物が暗くなり
ます。しかし、このルーペはアーチ部分
から光が目一杯取り込まれるため自然
光だけでも相当な明るさを確保でき、
見やすくなっています。また、アーチは
指が入るほど大きく、例えばここからピ

Primarioルーペは6063合金を使用。レンズはアクリ
ル製で45mmと65mmの2サイズを展開。カードタイ
プもある。デザイナーは秋田道夫氏。

ルーペ

表現の豊かさや温かみが
アルミニウムの魅力です

 もともと当社は建設機械や半導体関連の部品の加工を手掛けてきました

が、自社の技術、そして地元の技術をもさらにアピールしていければと、タケ

ダデザインプロジェクトをスタートさせました。さまざまな金属を扱っていま

すが、アルミニウムに着目した理由はまずアルマイト加工により多彩な色を

出せるところでした。ALIGN LINEシリーズではモノトーンで統一することに

なりましたが、例えばブラストをかけてアルマイト加工することでマット感を

出すなどの表現が可能です。ほかにも、触ると少し熱が伝わっていくところに

温かみや柔らさを感じるなど、ステンレスとはまた違った魅力があります。

今、このプロジェクトではステーショナリーだけではなく、カトラリーなども少

しずつつくり始めました。あらゆるものが創作テーマとなるため、今後は「切

削技術や使用されている加工機械からどのようなものがデザインできるか」

と考えていくと、どんどんアイデアが広がるのではないかと思っています。

ンセットを入れてレンズの下で細かい
作業をすることも可能です。持ち運び
も軽くて使いやすく、その機能性と美
しいデザインで発売以来人気を博して
きました。そして2020年GERMAN
DESIGN AWARDにて最優秀賞受賞
を成し遂げました。

毎日設定することで
愛着が湧くCALEN-BAR

日めくりカレンダーをイメージしてつ
くられたアルミ製のCALEN-BARは、燕
市が開催した「若monoアイデアコンペ
ティンション燕」の受賞作品から商品化
されたアイテムで、4つのシリコンリン
グを動かして月と日付を表示し、曜日は

回転ダイヤルで設定します。毎日１枚ず
つ紙をめくるという動作は残したまま、
使い捨てではなく、永遠に使えるカレン
ダーを実現させました。
　ポイントとなるダイヤル部分は、回す
とちょうど金庫のダイヤルのようにカチ
カチという感覚を得られます。シンプル
ながらも、遊び心のある動作や毎日手
にするアルミニウムの質感により愛着
が深められていくアイテムです。バー部
分は長くなればなるほど、切削するとブ
レが生じやすく高度な技術を要します。
さらに、このボディにレーザーマーキン
グで日付を入れる加工は、ワークスペー
スの関係で３分割で加工しなければい
けなくその位置を正確に繋ぎ合わせる
必要があり、シンプルながらも非常に手

間がかかっています。
新しいものづくりの世界は、さらに燕

三条市内の他の工場が持つ加工技術
や、ガラスや木、陶器といった他素材と
組み合わせることで進化していく可能
性を秘めています。今後、日本全国のも
のづくりの産地と産地の繋がりで生ま
れる、新たなステーショナリーの登場も
期待できそうです。

GERMAN DESIGN AWARD 2020にて最優秀賞を受賞

（
株
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美しいアルミステーショナリー特
集

高い金属加工技術から生まれた

日本のすぐれた金属加工技術と著名なデザイナーとのコラボレーションにより、
新しいステーショナリーが誕生しています。アルミニウムの特長を生かした製品は、

た
か
ち
　

ま
さ
ゆ
き

朱肉ケース IN-DI（印泥）

ルーペ SQUARE

アルミニウム メタルメジャー

ルーペ65

CALEN-BAR

カードスタンド、スラントプレート、ファイリングキャビネット
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三条市

新潟・燕三条で育まれた
高い金属加工技術

新潟県のほぼ中心に位置する「燕三条」エリアは、古くから

金属を加工する鍛冶産業が盛んであったことから、現在で

は、刃物や洋食器などの金属加工品の一大産地として知

られています。燕三条で作られる金属製品は、その機能性

や品質の良さから、世界的にも高い評価を受けています。

最近ではその高い技術を生かそうという取り組みが活発

化しています。

燕三条市という地名は
なく、燕市と三条市を
合わせた呼称です。

技術力をアピールするため、
新たな発想で製品を開発

　金属加工の一大産業地として知られ
ている新潟県の燕三条。12年前、この
地で長年にわたり切削技術を主とした
金属加工メーカーを中心にプロジェク
トはスタートしました。　
プロデュースを担うのはプロダクト

デザイナーの秋田道夫氏で、最初に発
表されたPrimarioというブランドシ
リーズも秋田氏のデザインによるもの
です。書類トレーやペンスタンド、テー
プカッターなど、デスクの上に統一感
を持たせてコーディネートできるこの
シリーズは高い評価を受けました。そ
の後アルミニウムを中心にしたステー
ショナリー「ALIGN LINE」(アラインラ

イン、デザイナーは江口海里氏）シリー
ズができ上がりました。

ルーペが
GERMAN DESIGN AWARD
最優秀賞受賞 !

　2015年に発売されたアルミニウム
メタルメジャー（P７参照）は、プロジェ

クトを代表するアイテム。このメジャー
は国内外で高く評価され、数々のデザ
イン賞を受賞しました。なかでも、国
際的に権威のあるデザイン賞である
GERMAN DESIGN AWARD（ジャー
マン・デザイン・アワード）の優秀賞受
賞で大きく注目されました。そして、こ
れに次いで国際的に評価されたのが
ルーペです。削り出しのワンパーツで

成るこのルーペは見た目はシンプルで
すが加工は難しく、アルミパイプを内
側から切削して形をつくり、さらにレン
ズが入る部分も切削で仕上げていま
す。少しでもズレがあるとレンズのガタ
つきや落下の原因となるため、レンズ
の厚みを考慮しながらの作業には高度
な切削技術が必要となります。
　特徴となるのが、大きな３か所の

アーチです。通常の置くタイプのルー
ペはレンズを囲う部分が壁になってい
るため上部からしか光が入らないうえ
に影ができ、見たい対象物が暗くなり
ます。しかし、このルーペはアーチ部分
から光が目一杯取り込まれるため自然
光だけでも相当な明るさを確保でき、
見やすくなっています。また、アーチは
指が入るほど大きく、例えばここからピ

GERMAN DESIGN AWARD
ドイツ連邦議会後援により設立され
たThe German Design Coun-
c i lが主宰する賞。国際的なデザイ
ン賞を受賞した商品の中から、さら
に優秀なものがノミネートされ、そ
の審査の厳しさから「賞の中の賞」
とも呼ばれている。

ンセットを入れてレンズの下で細かい
作業をすることも可能です。持ち運び
も軽くて使いやすく、その機能性と美
しいデザインで発売以来人気を博して
きました。そして2020年GERMAN
DESIGN AWARDにて最優秀賞受賞
を成し遂げました。

毎日設定することで
愛着が湧くCALEN-BAR

日めくりカレンダーをイメージしてつ
くられたアルミ製のCALEN-BARは、燕
市が開催した「若monoアイデアコンペ
ティンション燕」の受賞作品から商品化
されたアイテムで、4つのシリコンリン
グを動かして月と日付を表示し、曜日は

回転ダイヤルで設定します。毎日１枚ず
つ紙をめくるという動作は残したまま、
使い捨てではなく、永遠に使えるカレン
ダーを実現させました。
　ポイントとなるダイヤル部分は、回す
とちょうど金庫のダイヤルのようにカチ
カチという感覚を得られます。シンプル
ながらも、遊び心のある動作や毎日手
にするアルミニウムの質感により愛着
が深められていくアイテムです。バー部
分は長くなればなるほど、切削するとブ
レが生じやすく高度な技術を要します。
さらに、このボディにレーザーマーキン
グで日付を入れる加工は、ワークスペー
スの関係で３分割で加工しなければい
けなくその位置を正確に繋ぎ合わせる
必要があり、シンプルながらも非常に手

間がかかっています。
　新しいものづくりの世界は、さらに燕
三条市内の他の工場が持つ加工技術
や、ガラスや木、陶器といった他素材と
組み合わせることで進化していく可能
性を秘めています。今後、日本全国のも
のづくりの産地と産地の繋がりで生ま
れる、新たなステーショナリーの登場も
期待できそうです。

シンプルゆえにどんなシチュエーションにも溶け
込むデザイン。ダイヤル部分には、回した時に独
特の感触が得られるアメリカ製のロータリース
イッチが内臓されている。デザインは廣田征雅氏。

CALEN-BAR

ALIGN LINEのALIGNには「まっすぐに揃える」という意味
があり、緻密に計算されたデザインを精巧に一つずつ削り
出してつくることで、使用者が客観的に規律正しく見られ
るように仕上げている。

ユーティリティスタンド

タケダデザインプロジェクトの代表的なアイテム。フチ部分
についている３カ所の穴を使い、さまざまなスタイルで身に
つけることができる。デザイナーは山口英文氏。GERMAN
DESIGN AWARDにて優秀賞を受賞。

アルミニウムメタルメジャー

　小さい頃、絵の具のパレットはどんなものを使っていま
したか。白いプラスチック製のものが多かったかもしれま
せん。グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞し
たパレットは銀色に輝くアルミ製のパレットです。なんと
このアルミ製パレットは70年以上も販売され続けてきた
というから驚きです。
　開発したのは大正6（1917）年創業、100年以上の歴史
を持つ銀座の画材店「月光荘」で、店の名前は歌人の与謝
野鉄幹・晶子夫妻が名付けました。創業時、同店には多く
の芸術家が集まり、サロンのような役割を果たしていまし
た。創業者である橋本兵藏氏は芸術家からの要望を受け
てさまざまな画材道具を開発し、例えば輸入に頼っていた
絵の具を、国産材だけで製造したのも同店が初となりま
す。そしてアルミ製パレットも創業者が開発したこだわり
の道具です。1945年、パリの色彩学会が色を最も正確に
判断するために猫柳色（シルバーグレー）のパレットの上で
色検査をしたことから、パレットにアルミニウムを採用。何
度も試作を繰り返し、純度が99.5％の1050合金がパレッ
トに最適であることがわかり、これを選びました。形状は、
陸（絵の具を出すところ）と海（絵の具を溶くところ）のバラ

ンスを良くして、海を
広くとることで色を
作りやすくしていま
す。それぞれの四隅
は適度な丸みがあり
絵の具がたまること
なく使用でき、また
洗い流しやすくなっています。
　著名な芸術家らがこのアルミ製パレットを愛用したこと
から、現在では世界中から購入を求める人が後を絶ちませ
ん。また「小さい頃から本物を」という考えで教材に採用す
る学校もあるといいます。こだわり抜いて作られたアルミ
製パレットは、時を超えて今、その価値を理解する人が大き
く広がっているのです。

取材協力：（株）月光荘画材店

Column
70年におよぶロングセラー
色を正確にうつすアルミ製パレット

美しいアルミステーショナリー特
集
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高度なアルミ加工技術が
生かされた
製図用シャープペンシル
　パソコン等の利用が進み、私たちは
以前に比べて文字を書くことが少なく
なりました。しかし、ちょっとしたメモを
とることもあれば、アナログ手帳でス
ケジュールを管理する人も多く、用具
が必需品であることは今も変わりませ
ん。そんな筆記用具で世界的に名を馳
せるドイツの老舗文具メーカー「ステッ

ドラー」の日本法人ではいくつかの製
品を日本向けに開発しており、アルミ
製の製図用シャープペンシルもそのひ
とつ。日本の教材用として決められた
スペックを守りながら、日本人の好み
に合うようつくられたこの製品は、当
初、シャーペンの軸に樹脂を使用して
いましたが、その後、グレードアップ版
としてアルミニウムを使用したオール
メタルモデルが登場しました。
アルミニウムを採用した理由は、そ

の軽さと美しさ。表面をアルマイト加

工することで、素材自体が非常に強く
なり、汚れやキズがつきにくくなること
も評価されました。また、製図の仕事
では長時間使い続ける場合も多く、樹
脂製の軸だと手の温度で熱くなり途中
で置いて休ませることもあったりしま
すが、アルミ製の軸は熱がこもらず快
適に使い続けられるといいます。プロ
に愛用されている製図用シャープペン
シルですが、もちろん普段の使用にも
適しているので、製図以外の用途でも
多く使われています。

　このシャープペンシルは小さいなが
らも職人の技術が随所に駆使されて
います。たとえばグリップ滑り止め部
分に施されたローレット加工と呼ばれ
る凸凹加工は、深さを微妙に調整しな
がら時間をかけて完成させています。
グリップの滑り止め部分は長年使用し
ているうちに少しずつ削れて手にほど
よくなじみ、さらに使い心地が良くなり
ます。そのため、不具合が生じても買
い替えを拒み、修理をしながら使い続
けるユーザーも少なくありません。一

プロが愛用。
高精度な製図用
アルミ製筆記用具
文房具の素材にはさまざまなものが使われています
が、なかでも製図用筆記用具やスケールでは、丈夫で
使いやすいアルミ製のものが人気です。プロをはじめ
として、こだわりのあるユーザーに愛用されている製
図用文房具メーカーに、その魅力をうかがいました。

低重心により安定したバランス
で書けるため、長時間使用して
も手が疲れにくい。

ボディバランス

製図用シャープペンシル
使用アルミ合金は、上軸が6000系合金、
それ以外は2000系合金と使い分けている。

通常の定規厚が約３mmのた
め、角にひっかけることなくス
ムースに線が引けると同時
に、視野が広く保てる。

口金先は長めの4mm

度使い始めると手放せなくなる魅力
は、アルミニウムの特性と職人の技
が生きているからこそだといえるで
しょう。

アルミニウムとレーザー加工で
メモリの正確性が向上

製図用三角スケールもプロに愛用
されているアイテムです。三角スケー
ルは、さまざまな縮尺メモリが１つのス
ケールに搭載されたもの。例えば、大き

な建築物を設計するにあたり、1/200
で図面を作成するといった場合などに
役立ちます。
　三角スケールの素材は、昔は竹や樹
脂が使われていましたが、安定供給の
難しさや耐久性などの問題で時代の
流れとともにアルミニウムへとシフト
してきました。同社では当初アルミニ
ウムを芯にして、その上にセルロイド
の板を貼付けたスタイルでしたが、そ
の後、丈夫なオールアルミの三角ス
ケールに変えることで、反りや歪みな

完成度の高さと品質の良さで、長く愛用される製品に

当社で製造している筆記用具は、ある程度単純な曲線と

直線との組み合わせでフォルムを構成していますが、どのよ

うなフォルムでもきれいに仕上がるのがアルミニウムの魅

力ではないでしょうか。また、色をつけても、素地のシル

バーの色を生かしてもイメージ通りの美しい外観ができま

す。この製図用シャープペンシルは1990年発売以来基本

スタイルがほとんど変わっていません。これからもブランド

イメージを大切にしながら、頻繁にモデルチェンジする必要

のない、完成度の高さ、品質の良さで、長く愛用される製品

を開発していきたいと思います。
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美しいアルミステーショナリー特
集

プロが愛用。
高精度な製図用

た
ま
さ
わ
　
あ
ん
じ
ゅ

使う人によっては下部
分を持つ場合もあり、口
金ギリギリまで滑り止め
加工を施している。

滑り止め加工

上軸
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機能性の高いアルミ製定規がぞくぞくと登場

　文房具は使いやすさを重視して、手頃な価格のアイテ
ムをいろいろ試してみたくもなります。最近、文房具メー
カーから新しい定規がつぎつぎと発売されていて、なか
でも数百円程度の手頃な価格で機能性にすぐれたアルミ
製の定規が登場しています。
　2019年グッドデザイン・ベスト100に選ばれた「ノンス
リップアルミ定規」は、直線を引く時は定規の中心を押さ
えると、裏面に付いたゴムストッパーが働いてしっかりと
固定し、ズレることがありません。それだけでなく、たとえ
ば平行線を何本も引く時など、次の位置まで動かす時
は、定規の下側（メモリが刻まれていない方）を押さえる
と、ストッパーが浮き、スーッと軽く動くようになります。
動く／固定のオンオフが簡単なのがポイントで、軽くて丈
夫なアルミ製のため、長時間の作業でも指の負担が少な
く快適に使用できると評判です。

定規は線をひく以外にも、紙を切るときに利用する場
合もありますが、「紙がキレイに切れるアルミ定規」はそ
の商品名のとおり、45度の傾斜加工がされているため定
規で紙をおさえ、紙を引っ張りあげるだけで簡単に紙が
綺麗に切れるのが特長です。雑誌のページや用紙の不要
な部分の切り取りに便利で、手を切らないよう端を丸め
ているので安全に使うことができます。アルミニウムを
採用することで、紙を何回切っても破損しにくい耐久性を
持ちます。
アルミ製の定規は他の素材に比べて強度が高く、非常

に軽いのが特徴的。持ち運びが容易だったり、長時間の
作業に使用しても疲れにくいという特長があります。また
エッジがシャープなため、紙をまっすぐ切りたい時などに
も向いています。最近では商品名に「アルミ」と付けるア
イテムが目立ち、その実力が広く認められつつあります。

どの変形が起きにくくなりました。
以前は中心部分に空間がありまし

たが、そのために落としたり、ぶつけた
りすると高い金属音が大きく響いてい
ました。その問題を解決すべく空間を
埋めたところ、音が抑えられたと同時
に面がなだらかになり、メモリが読み
取りやすくなるという良い効果もあり

ました。
　また、メモリ部分はレーザーで加工
しており、6μmという非常に小さな寸
法公差を実現。アルミニウムはレー
ザーとの相性がよく、今後さらに寸法
公差を縮めて、精度を高めていく挑戦
が続いています。
　三角スケールは用途により縮尺を変

更することができ、例えばプラモデル
向けに開発した三角スケールも人気を
博しています。本来は理工系の分野で
多用されてきた三角スケールですが、
これからはアイデア次第でホビー業界
をはじめさまざまな分野での活躍が期
待できそうです。

三角スケール
三角スケールは全6面それぞれに違う縮尺のメモリが入っている。
使用されているのは6063合金の圧延材。近年では黒いスケールも登場。

Column

照明の明るさが
十分でなかった
頃には「見にく
い」と不評で、製作されていなかったブラックタイプ
のスケールも現在は主流に。黒地にハッキリとした
白の印字はかえって見やすいという意見も多い。

ボールペンとシャープペンシルが使える
多機能ペンも日本で開発されたアルミボ
ディの筆記用具です。15年以上にわたる
ロングセラーの人気の理由は洗練され
たデザインと美しいカラーバリエーショ
ン。通常の多機能ペンはノックが多数つ
いていますが、この多機能ペンはひとつ
のノックで3種あるいは4種類の芯を出
せるためスマートな外観が特徴です。

出したい芯の表示
を上向きにしてノッ
クすると、その芯が
出てくる。

振り子式構造

多機能ペン

鉛筆が短くなったときに使う昔
ながらの補助軸を「いかにクー
ルに見せられるか」と考えて製
作されたペンシルホルダーは、
製図用シャープペンシルのデ
ザインが踏襲されています。鉛
筆ならではの筆記感をそのま
まに、アルミホルダーが書きや
すさをサポートした人気のアイ
テムです。

鉛筆ホルダー

ピタ！
移動するときはメモリが刻ま
れていない方を押さえると、
ストッパーが浮き、スーッと
軽く動くようになる。

カッターを使用したり
直線をひく時は
ピタッと固定される

少しだけ浮く！

携帯に便利な折りたたみ式
A4用紙がいっきに切れ
る30cmとペンケースに
入る15cmの2サイズあ
る。切る方向を示した
カッティングガイドが記
してある。

ノンスリップ
アルミ定規

紙が
キレイに切れる
アルミ定規

資料提供：クツワ（株）

資料提供：（株）デザインフィル

美しいアルミステーショナリー特
集

製図シャープペンシル
同様に、グリップには滑
り止め加工。また低重
心のボディのため書き
やすい。

スケールの角部分は落
下の際に潰れたり、ある
いは手を切るなどの危
険性も考慮し、一つ一
つ職人の手作業で面取
り加工が行われている。

中心の空間を埋めるこ
とで音の響きを抑え、メ
モリ面も読み取りやす
くなった。また、全体的
にスリムになり収納も
便利に。
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