
　リードエグジビションジャパンが主催する「第
28回国際文具・紙製品展（ISOT）」が7月5日か
ら7日まで、東京・有明の東京ビッグサイトで開
催された。IOSTは、あらゆる文具・紙製品、オフィ
ス用品が一堂に出展する日本最大の商談会。同展
では初めて発表される新製品や、オリジナリティ
あふれる商品、日本で未発表の海外製品などが多
数出展され、「直接の注文」・「帳合による注文」
がその場で行われる。併催の「第9回販促EXPO夏」
と共に、印刷関連業が多数出展し、新規顧客を獲
得している。本稿では、ISOTに出展した印刷関
連業の情報を紹介する。

アオトプラス株式会社
　色々なタイプの付箋紙、メモ帳を展示。主
な出展製品は、ペッタメモ、和付箋、デスク
メモ。

アルファ・スリー株式会社
　Alpha3は、高級品質の装幀用素材のPUを
グローバルに製造販売する企業。国内の顧客
の様々な要望に応えるため、2017年に日本法
人「アルファ・スリー株式会社」を設立。本
革の風合いとエンボスを再現した「SVEPA
可変PU」、0.5mmの厚さを実現した「J&H　
包装パッケージPU」、大判サイズのインク
ジェット印刷用PUシリーズ「SCALA」、オ
フセット印刷シリーズ「AMORE」、書籍装
幀用クロス「LOTUS」などを取り揃えている。

株式会社アーツ
　ネット通販2年連続No.1のおたより本舗が
つくるオリジナル年賀状パックを紹介。年末
にコンビニなどでよく目にする5枚1パックに
なった絵柄の入った年賀状で、今回は、作家
による完全書下ろしの200点を超えるデザイ
ンと、どんな店舗にもマッチするディスプレ
イ什器（無料）を展示する。アーツの年賀状

「国際文具・紙製品展（ISOT）」開催
オリジナル商材で訴求する印刷関連業

パックは全て委託販売のため導入リスク “ゼ
ロ” で活用できる。

株式会社今村紙工
　「紙」「水引」を通じ、人と人を結ぶモノづ
くりに挑戦する今村紙工。あるようでなかっ
たドレスそのものをデザインしたドレス金封
や、手軽に上品で小さなサイズの金封「ミニ
つつみシリーズ」など、上品で華やかな新提
案の祝儀袋や水引飾りを揃える。主な出展製
品は「ドレス金封　プリンセス＆マーメイド」

「ミニつつみ金封　にっぽん小紋つつみ＆結
びミニつつみ」

株式会社ウキマ
（NEXT switch共同出展）
　アイレット綴じを得意とする製本会社。自
社製品のアイレット付シール「hal＋」を出
品する。

荏原印刷株式会社
　「UV総合印刷がもたらす無限のアイデア」
を合言葉に、自社一貫生産体制の印刷商材を
提供する。ブースでは、UVの厚物印刷、パッ
ケージ・POP、PP・PETなど透明素材への
印刷、ニス加工、特殊加工によるクリアファ

昨年のISOT会場（プリプレス・センターブース）
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イルなどを紹介。

大阪シーリング印刷株式会社
　アイデア満載のシール＆パッケージ「Item 
OSP」を中心としたアイデア商品を多数展示
する。またItem OSPの新商品も発表する。

「Item OSP」とは同社が今までにないユニー
クなアイテムを提案する事業。ノベルティの
企画、デザイン、製造からOEMまで受け付
けている。

Cocktailz
　「私だってかわいいノートを使いたい」と
いうロービジョン（弱視）の女の子の声から
生まれたノート「KIMINOTE（きみのて）」。
表紙・本文ともにロービジョンの人の声をも
とに見やすさ・書きやすさを追求し、それで
いてかわいい・かっこいいノートを目指して
いる。まだどこにもない、ユニバーサルでか
つかわいい・かっこいいノート。

カモ井加工紙株式会社
　文具雑貨向け和紙マスキングテープのパイ
オニアの同社が、自社オリジナル商品「mt 
マスキングテープ」の新商品を披露する。

株式会社河内屋
　特殊印刷・特殊加工、バーコ印刷、活版印刷、
UV厚盛り印刷、箔押し印刷などの名刺やパ
ンフレット、冊子の印刷を得意とする東京都
港区新橋の印刷会社。コダワリを特殊印刷・
特殊加工を用い、紙とインクでその思いをカ
タチにする。ブースでは、ウォータープルー
フ（透かし）グリーティングカードを展示す
る。

株式会社キングコーポレーション
　封筒・名刺・はがきなど各種紙製品の製造
や、オフィスに最適なOAシステム環境の提
案・販売を手掛ける同社が、ペーパークラフ
トペンタテ、ペーパークラフトティッシュ
ケース、カレンダー（エコリング、エコ製本）、
パック入封筒、パック入年賀状などを紹介す
る。

株式会社ケープランニング
　（NEXT switchと共同出展）
　フリーランスのアイデア商品を製作。 紙印
刷の可能性を最大に生かす。ニッチな文房具
店be-onで展開する商材を出展する。かんむ
りいもむし、Trick memo pad、おとなの所
沢デザインノートなどを紹介。

株式会社国宝社
（NEXT switchと共同出展）
　100年続く製本会社が作った自社製品「和
綴じノート」は、” 日本らしさ” を感じられる
ノートになっている。鎌倉時代から続く伝統
的な製本技術「和綴じ」は今もハンドメイド
でしか作れない。表紙には板橋美術館の江戸
絵画シリーズを利用している。

株式会社コスモテック
　同社は「機能性フィルムメーカー」。感圧
型転写シールは、「水なしで圧力だけで簡単
に貼れる」「水や擦過に対して優れ、1週間以
上の耐久性を持ち、容易に剥がれない」「剝
がしたいときに、簡単に剥がせる」という特
長を持つ。この転写シールの技術をもとに、

「肌に貼って直接書けるメモシール」を開発。
同製品は東京ビジネスデザインアワードの優
秀賞を受賞している。

株式会社小西印刷所
　同社とベトナムのPaper Art Viet Co.,Ltd
のコラボレーションで完成した「POP UP 
GREETING CARD」 の 繊 細 か つ 美 し い
Paper Craft Artの世界をすべて見せる。

今野印刷株式会社
　Johnny the Catシリーズのカードが人気。 
Letterpress・和紙・Popupカードなど各種
取り揃えている。

佐々木印刷株式会社
　全国の農家に50年以上の販売実績を持つベ
ストセラー「3年連続日記」をベースに、「書く・
記録する」にこだわったニューアイテムを発
表。1月始まりの3年手帳と1年手帳、4月始ま
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りの3年手帳と1年手帳のシリーズ6種類を紹
介する。表紙が自由に変えられる方式の製本
と写真やメモを便利に挟めるダブルカバー仕
様。自由に選べる100種類の表紙を用意して
いる。

株式会社サンユー印刷
　出荷梱包に最適なエアー緩衝材。展示会期
中はキャンペーン価格で提案する。

新日本カレンダー株式会社
　同社が展開する3つのブランド、①2mm方
眼が特徴的なデザインステーショナリー

「kleid（クレイド）」、②日めくりカレンダー
の 紙 を 使 用 し た 上 質 な ノ ー ト

「365notebook」、③月の満ち欠けや季節の変
化を感じる暮らしを提案する文具・雑貨「暦
生活」から、新商品を中心に展示する。

株式会社星共社
（NEXT switch と共同出展）
　同社は開業以来、永らく国内の「聖書」の
大半を製作し、数多くの薄紙製本や特殊製本
で培った製本技術が国内外で高く評価されて
いる。その中でも「三方金」と呼ばれる書籍
の天・地・前小口に金付けする技術は世界に
誇れる希少な技術を有している。「三方金」
は高級感と耐久性を施す伝統的な技術で、製
品を煌びやかにグレードアップする。

菁文堂株式会社
（NEXT switchと共同出展）
　同社は手帳、ダイアリー専門の製本会社。
手帳の印刷から製本・後加工まで一貫生産を
整えている。

株式会社大成美術印刷所
　同社は創立64年の総合印刷会社。一般印刷
のほか、『広告文具』ブランドを立ち上げ特
許取得製品「ななめもーる」や付箋などのユ
ニークで機能的なステーショナリーを企画
し、OEMやノベルティに提供している。さ
らに「PEN＆DELE］ブランドで海外販売戦
略を展開している。

株式会社東洋印刷
　耐水性和紙ラベル（厚口・強粘着タイプを）
展示。新商品を製品サンプルと共に紹介する。
また、無料でサンプルを提供する。

株式会社トコロ
　同社は、創業60年にわたる紙専門商社とし
ての経験を活かして、紙を素材としたノベル
ティーグッズの企画・販売を行っている。同
社オリジナル品は今、女性に人気のマスキン
グテープをシートにした「ハッピーマステ」、
ポケットサイズの粘着クリーナー「ポケペ
タ」、ダンボールクラフト「ダンクー」など
紙にまつわる販促品を豊富に取り扱ってい
る。

株式会社トーツヤ・エコー
　「クリアファイルミュージアム」と銘打っ
て、今年も約30種類のクリアファイルを中心
とした文具を展示する。

西川コミュニケーションズ株式会社
　新感覚ロールステッカー「Bande」は、1
枚ずつめくれるマスキングテープ。会期3日
間の発注分に限り、bande専用什器が付いた
スタートセットを限定発売する。（同社取引
条件範囲内の契約に限る）

白山印刷株式会社
　高付加価値印刷を得意とする印刷会社。今
回は“日常をちょっと楽しく”をコンセプトに、
ポップなパーティグッズやSNS用フォトバッ
クペーパーを展示する。またOEMも受付け
ている。

株式会社ファーマント
　名入れカレンダー専門業者。来場特典とし
て、ISOT特別提供価格の商品を多数用意。
様々な海外生産品を激安価格で提供する。こ
のほか、ちょっとアイデアをひねった商品も
案内する。

株式会社フォーワテック・ジャパン
　同社はシール印刷の可能性を追求し、エン
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ボス加工、微細なカッティング技術を駆使し
て、他にはない唯一無二の商品開発を目指し
ている。 「pavilio」は、細やかなカッティン
グと多彩なカラーのコンビネーションが特徴
のレーステープブランド。 ISOTでは、バ
ジェットラインや、売れ筋ホワイトラインの
リモデルなど全く新しい「pavilio」として生
まれ変わる。

株式会社藤田紙器加工所
　同社は印刷紙器の製造会社。長年培ってき
た技術で様々な紙製品を製造している。FSC/
CoC認証を受けており、環境に配慮した材料
を使った商材を提供する。

株式会社プラルト
　見た目は文庫本にしか見えないのに、中身
を開くとメモ帳となっているアイデア商品

「文庫本タイプ MEMO BOOK」を出展。中
身のメモは1枚1枚簡単にはがれ、実用性も高
く、企業やお店のノベルティーグッズ、土産、
挨拶品などとして好評を博している。

株式会社プリプレス・センター
　戌年向けの印刷済みパック年賀状の全デザ
インを展示する。プロ向け年賀状素材集「年
賀セレクション」はISOT限定価格にて販売
する。

株式会社マルミヤ
　厳選された高級和紙にカラー印刷とスー

パー金箔ホログラム箔押など贅を尽くした和
紙年賀状を展開する。オンデマンドでは出な
い美しいカラー印刷や同社の技術が光る金箔
押の年賀状を展示。カタログでは分からない
商品の良さを確認することが出来る。

株式会社マルモ印刷
　紙製地球儀　「geografia」シリーズをはじ
めとしたステーショナリー製品を展示する。
このほか、同社は動物をモチーフにした

「REALFAKE」シリーズ、デザイナーがデザ
イン～社内で企画・製造したステーショナリ

「まるもの」シリーズ、かがわの郷土玩具を
基にした「WATOY」シリーズを取りそろえ
る。

有限会社室町スピード印刷
　京都発の「2018戌年賀状デザイン」を展示
する。 同社デザイナーが一点一点、制作した
デザインとなっている。他には無い希少性の
高い年賀状を探している企業などに喜ばれて
いる。また、nanoblock付きポストカード、
カップケーキ型メッセージカードなど、オリ
ジナルのカード商品もあわせて展示する。

株式会社吉田印刷所
　グラシン紙やtカラペといった薄葉紙へオリ
ジナルデザインを印刷出来る。薄紙の「薄く
て柔らかい、ほのかに透ける」という特徴を
活かしたラッピングペーパーやデコレーショ
ンペーパーなど実際に採用された商品を展
示、紹介する。

渡邉製本株式会社
（NEXT switchと共同出展）
　書籍製本一筋に70年の下町の製本工房が、
自社の経験と技術を活かした製品を直に顧客
に届けたいと紙製品の製造販売を開始。その
第1弾として昨年末より「BOOK　NOTE」
という高級オリジナルノートを販売してい
る。水平以上に開いても壊れにくく耐久性に
優れたつくりの、こだわりのこもった製品。
ブースで実物を手に取って確認できる。
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