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時  の  視  点

これからの内外の古紙市況の行方

㈲古紙ジャーナル社　編集長　本願雅史

　今年の古紙需給は、①中国の輸入規制、②米中

の貿易戦争、③相次ぐ自然災害という予想外の事

態に巻き込まれ、混迷極まるばかりです。古紙取

引は「生き物のようだ」とよく言いますが、これ

ほど目まぐるしい変化の年も珍しいでしょう。

　まずは中国の規制に関して、今年のこれまでの

流れを整理してみます。１月にＭＩＸ古紙が完全

に輸入禁止となり、３月に禁忌品０．５％未満ま

で品質基準を強化し、５月から CCIC、通関検査

を厳格化、７月には２０２０年末に古紙輸入禁止

の方針発表、８月まで固形廃棄物環境法の改正と

中国政府が規制の手綱を緩めるそぶりはありません。

　米国品の古紙については、米中の貿易戦争に巻

き込まれ、まさに狙い撃ちの様相です。３～４月

にかけてシップバック頻発、５月に一時輸入禁止、

６月から１００％税関検査強化、８月に２５％の

追加関税と、これまで考えられないほど厳しい措

置がとられました。皮肉にも米国品への風当たり

が強まるほど、日本品への代替需要が高まりまし

た。特に５月以降は輸出向けの価格、販売数量が

劇的に回復したのです。

　価格面で底値だったのが３～４月にかけてで

す。段ボール古紙で＄１５０～１６０、ＭＩＸ古

紙は＄１００ドルを割りました。先行きが見えな

い中、ＭＩＸをいわゆる＃１０（ＯＭＧ）として

品質改良したグレードで輸出を試み、他の古紙も

新ルールの品質要求に従い、輸出を継続してきた

のです。

　１～４月までの輸出量は月間平均２７万トンで

したが、５～７月には４０万トンまで急伸。４月

まで積み上がった在庫の反動からか、５月以降、

輸出量が激増したのです。新聞古紙は５月に約５

年ぶりに７万トン台に乗せたかと思えば、それが

３カ月間も続きました。段ボール古紙も６月に

１８万トン台、７月にも約４年ぶりに２０万トン

台に乗せました。その結果、問屋在庫は７月末ま

でにピーク時に比べ４割減りました。

　一転して逼迫感が強まり、焦燥感を募らせたの

が国内メーカーです。プレミアム価格を上乗せし

て、調達せざるを得なくなり、９月には輸出価格

に近い価格も散見されています。追い打ちをかけ

るように、大型台風が関西地区を直撃し、北海道

でも地震・停電に見舞われ、ますます需給のバラ

ンスが崩れています。被災地で発生が落ちるため、

逼迫感が強まり、解消までしばらく時間を要する

とみられます。
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どうなる？今後の古紙市況
　今後の古紙市況については、まず中国による日

本品の高値買い、輸入増もいつまで続くのか？と

いう懸念があります。予想が難しい中で、短期的

には来年の中国の輸入古紙需要がどのくらいにな

るかが焦点になりそうです。今年の中国の輸入ラ

イセンス（Ｉ／Ｌ）も大幅に減り、９月７日まで

に１４５６万トンが発行されました。これは昨年

の５３％に過ぎず、輸入量の実績も１－７月まで

の合計で８５３万トンと昨年より半減していま

す。通年ではＩ／Ｌ発行が１６００～１８００万

トンで、輸入量は１５００万トン弱になるとみら

れます。中国政府は２０２０年末をもって古紙の

輸入は全面禁止にする方針を公表しており、来年

はさらに輸入量を減らし、１０００万トンを割る

ことすら想定されます。つまり、中国の輸入古紙

の需要が減っていくことを前提に、Ｉ／Ｌを潤沢

にもつ一部大手メーカーに、市況が大きく左右さ

れそうです。

　二つ目に注目されるのが東南アジア諸国の動向

です。今年、中国向け輸出が制約される中で、バッ

ファーの役割を果たしてきました。中国向けと

＄３０～５０ほどの価格差もありますが、ダブつ

いた古紙を買い支えてきました。ところが、低品

　質品が流入することで、中国同様に環境汚染へ

の懸念が広がり、輸入規制の動きも広がっていま

す。これまで再生資源の輸入規制強化へ動いたの

が、ベトナム、タイ、マレーシア、台湾の４カ国です。

　主眼はあくまで廃プラの規制ですが、古紙にも

輸入ライセンスが制限されたり、税関検査が強化

されたりするなど、影響を受けつつあります。東

南アジアでの堅調な古紙需要が期待されながら

も、各国の方針次第で、販路が阻まれうるという

わけです。

　三つ目は、問屋の「国内ファースト」の販売姿

勢が薄れつつあることです。海外と国内メーカー

の垣根が低くなり、「どこが買い支えてくれるか」

という観点で販売先を考えるようになってきまし

た。事実、５月以降の輸出の増加は、単に反動と

みるには数量が多過ぎました。国内メーカーが購

入量を絞った上、輸出上位の価格体系となれば、

問屋も背に腹は変えられません。某メーカーの調

達責任者が突然の異動にあうなど、メーカーと古

紙問屋との信頼関係も揺らいでいるようです。

　今後の国内メーカーの調達姿勢に拠っては、ま

すます国内離れが加速し、需給バランスが乱れた

り、市況変動も激しくなったりすることも想定さ

れるでしょう。
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時  の  話  題

製本工組との古紙関係協議会

平成３０年８月１日（水）午後４時３０分～

於）製本工組　会館会議室

出席者：　東京都製本工業組合　　　１５名

　　　　　東京都製紙原料協同組合　１０名

代表者挨拶
田中　理事長（東京都製本工業組合）　

　昨日で終了したアイガスの入場者数は前年とほ

ぼ同様の人数でした。設備投資を含めた何か新し

いビジネス・チャンスを探している人が多い事が

入場者数からうかがえます。

日頃、東京協組の皆様には大変お世話になってお

ります。集荷の方が製本会社から古紙の回収をし

ているからこそ我々の仕事が成り立っており感謝

をしております。本日は忌憚のない意見をお聞か

せいただき情報交換をしたいと思っております。

坂田　副理事長（東京都製紙原料協同組合）　

　本日は赤染理事長欠席のため、代わりに挨拶を

させて頂きます。

日頃、皆様の会社へ私共の組合員が古紙の回収で

お邪魔して大変お世話になっております。本日は

忌憚のない意見交換をさせて頂ければと思ってお

ります。

製本業界の現状（東京都製本工業組合）

書籍・雑誌・出版関係

１. 直近の新刊発行状況（２０１８年１～５月）

 ① 雑誌（月刊・週刊誌合計）

 発行銘柄数 ２, ７６３点（▲３. ２％）

  推定発行部数７７, ２６２万冊（▲１１. ５％）

 推定発行金額 ４３８, ６００百万円

 （▲１０. ９％）、 平均単価５６８円（０. ９％）

　コミックとムックが大幅に減少している。

 ②  書籍の新刊（重版は含まず）

 新刊点数３０, ２０１点（▲１. ５％）

 新刊推定発行部数１２, ７１８万冊（０. ２％）

 新刊推定発行金額１４９, ９４８百万円

　（▲１. ０％）、

　新刊平均単価１, １７９円（▲０. ８％）

　相変わらず雑誌に比べると堅調。

「ざんねんないきもの事典」高橋書店や「持って

歩きたい身近な野草・雑草図鑑」主婦の友などに

代表される学習参考書や図鑑分野が堅調な一方、

文庫・新書などは厳しい。

２. トピックス

　報道されているように取次を中心とする出版物

流が今危機に直面している。上記の報告数字でも

明らかだが、雑誌部数激減の一方、多品種ロット

化と配送先としてのコンビニ店舗数のさらなる増

加により、相対的な積載率激減、運転手収入減と

業務煩雑化、最後は輸送業者の廃業や撤退と言う

負のスパイラルが止まらない。

　我々製本業者も部数減少に伴う業績不振に加

え、発売日集中による取次拠点での搬入待機時間

の増大問題など、運送費の増大が経営に追い討ち

をかける形となっている。

　総じて元々出版物流は長年書籍の赤字を雑誌の

大量発行で何とか補ってきた構造であり、それが

根本から崩れつつある最近の動向は、取次を中心

とする既存のサプライチェーンが曲がり角に差し

掛かってきていることを示すと認識している。

商業印刷関係

商売が順調な会社でも、人材不足で仕事があって

も仕事が出来ない状況が起きている。外国人研修
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生を積極的に取り入れ不足を補っている。また、

黒字のまま廃業する会社が増えている。

専門委員会より

カレンダーの制作が遅れている。

ノート業界が集約・再編されると本社の移転等で

場所が変わり、仕事が減ってしまう問題が出てき

ている。

人材不足が取り沙汰されている。

紙製品・手帳関係

手帳の表紙に使うビニールを柔らかくするため、

可塑剤を使います。フタル酸（可塑剤）を使う事

により環境ホルモンに影響が出て、特に子供の成

長ホルモンに影響を与えてしまう。アメリカでは

フタル酸は禁止になっており、輸出用ではノンフ

タル酸を使う事になっています。日本国内ではフ

タル酸とノンフタル酸の両方が流通しています。

両方が混ざってしまい、さらに印刷インクの溶剤

と混ざるとビニールが伸びて、しわくちゃになっ

てしまう事故が発生します。

ＵＶ印刷とノンＵＶ印刷が１冊の本の中で混在す

ると、紙の水分の収縮率が違いカールが酷い状況

になってしまう。

古紙業界の現状（東京都製紙原料協同組合）

古紙全般及び産業古紙に関する現況
上田　直納部長
　古紙業者は今年初めから５月連休のあたりま

で、売れない、さばけない等、どうにもならない

状況が続いていました。

中国が昨年末から古紙の輸入規制を行い、特に

ミックス古紙に関しては全面禁止となりました。

以前は、中国向けの雑誌古紙は多少品質が悪くと

も高値で輸出する事が出来ました。

この影響を受けて日本国内の古紙は値下げ傾向に

あり、古紙問屋は洋紙メーカーからの値下げ要求

に抵抗できず、集荷業者にも影響が広がってきて

います。

　現在、輸出に関しては最悪の事態は脱し、荷物

が動くようになってきました。ＧＷをピークに古

紙問屋の在庫は減少してきました。しかし、発生

が悪くて、在庫が少ないのが問題となっておりま

す。

ただ、最近は若干、底が見えて来たので少し安心

材料が広がっております。

産業古紙に関する現況
冨澤　直納副部長
　産業古紙の発生は低調状態が続いています。

中国は２０１５年にグリーンフェンスと言う政策

を打ち出し、２０１７年に中国の輸入規制と繋

がっています。中国の輸入規制は、選別を必要と

するリサイクル原料は輸入しないと言う内容で

す。本来流れるべき物が流れなくなり、国内の古

紙価格が徐々に下がってきています。

　産業古紙については非常に先が明るく感じられ

ます。パルプ代替として使われる物は価値を高め

ています。

現在、中国はパルプを多く買っており、パルプ価

格が高騰しております。日本国内の大手洋紙メー

カーは、自前のチップを使いパルプを製造して外

販しております。そこで見直されているのがパル

プ代替え古紙になります。

家庭紙メーカーもパルプ物と古紙物がシェアを奪

い合っている状況で、なかなか増産に踏み切れな

い状態にあります。



6

No.3�420�8 年 9 月

集荷に関する現状
長井　集荷部長・鈴木　集荷副部長
　集荷は発生が少なくて大変厳しい状況です。

今年３月、集荷業者に行ったアンケート内容を紹

介します。

経営者からのアンケートで、５年前と比べて取引

先数と数量は減ったと言う回答が一番多かった。

５年先の予想推移でも、取引先数と数量は減ると

言う回答が一番多かった。集荷業として思う事で

は、将来が不安で現状維持が出来れば良いが多

かった。

気になる事では、アウトサイダー業者が集荷の取

引先に、買取り価格を提示したチラシを配布して

営業をかけているとの意見でした

集荷からのアンケートや製本業者からのデータを

見ても、現状はまったくその通りです。この夏場

に来て体感する不況感はもっと激しいものがあり

ます。今まで１日２台満車だった車が１日１台に

なったとか、昼間に時間が空いてしまう事は集荷

の人から沢山聞いております。

中国の輸入規制による集荷現場への影響は、選別

が厳しくなってきている事です。今までは、その

まま出荷していた物が手を入れないと出せなくな

る。古紙の単価が下がってきている中で、手を入

れるだけの手間賃が出せないのが現状です。

東京返本加工協同組合

第５３回　通常総会開催
　　　　　

東京返本加工協同組合　事務局記

　去る、２０１８年８月２２日 ( 水 )　東京ドー

ムホテルにて５階　『初音』の間に於いて東京返

本加工協同組合　第５３回（平成２９年度）通常

総会が �6 時から開催されました。

　ご来賓として、出版共同流通株式会社　取締役

所沢センター所長　中川秀行様、西川会計　代表

税理士　西川豪康様にご出席を賜り、渡邊理事の

司会により総会が開会されました。

　審議に先立ち、工藤理事長より冒頭、極暑の中

ご参加いただいた御礼と皆様のご協力を賜り滞り

なく総会を進行させていきたいと挨拶されまし

た。

　続いて司会者より、組合総数　１８名、過半数

を超える出席であり、今総会が成立した旨の報告

がなされました。

　議長選出では、「司会者一任」と会場からの声

により工藤理事長が議長に選任され審議に入りま

した。

　今総会では、第１号議案～第９号議案（①事業

報告、②決算報告、③剰余金処分案、④事業計画

案、⑤収支予算案、⑥借入金残高及び債務保証最

高限度額、⑦加工手数料、経費の賦課、加入手数

料、⑧理事及び監事改選、⑨役員報酬の案件）が

提案され、全案件について議長並びに各理事より

上程され、各議案とも全会一致にて原案通りに可

決されました。

　事業報告では、出版市況のダウントレンド影響

で雑誌プレス加工量　前年比９２. ８％、組合直

扱い分　前年比９０. ０％と、前年を下回る扱い

量となりました。取次会社のプレス化促進情報を

いただき、強い連携の維持継続を図ることで、プ

レス化率を安定的な水準に維持出来た事等が報告

されました。

　全ての議事終了後、ご来賓を代表して出版共同

流通株式会社　取締役所沢センター所長　中川　
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秀行様より祝意と出版物の現況や新たな可能性を

秘めたコンビニ一体型書店出店等について紹介い

ただくご挨拶を賜りました。

　閉会の辞では、司会より進行協力への感謝が述

べられ閉会致しました。

　総会に引き続き開催された懇親会は、会場を　

４２階『オリオン』の間に移し日本出版販売株式

会社 執行役員　物流本部副本部長 高田誠様、東

京都製紙原料協同組合 副理事長 坂田智様をはじ

め日本出版販売株式会社様、出版共同流通株式会

社様、総勢４９名にご参加をいただき、上田理事

の司会進行で総会懇親会が開催されました。

東京返本加工協同組合　藤川新理事長

　開会に当たって、藤川新理事長より開会挨拶が

なされ、厳しい状況の中ですが業界一体となって

協力していきたいと挨拶があり、引き続きご来

賓を代表して、日本出版販売株式会社 執行役員

　物流本部副本部長 高田誠様、東京都製紙原料

協同組合　副理事長 坂田智様よりご祝辞を賜り、

出版共同流通株式会社 代表取締役社長 北林誉様

の乾杯の音頭で開宴となりました。宴中、日本出

版販売株式会社様、出版共同流通株式会社様、東

京都製紙原料協同組合様、西川会計様、東京都中

小企業団体中央会様よりご出席のご来賓の皆様の

ご紹介とご挨拶がありました。

　余興として、「全国お取り寄せ名品」納涼ビン

ゴ大会が行われ、出席者の中から大勢の方々が当

選され、満面の笑顔で商品を受け取られ、皆様か

ら盛大な拍手がおくられていました。

東京都製紙原料協同組合　坂田副理事長

立食形式の会場では、各テーブルでいくつもの輪

ができ、楽しい情報交換の場となりましたが、宴

たけなわの中、齋藤副理事長の中締めの挨拶を

もって �9 時 50 分にお開きとなりました。

　お忙しい中、総会ならびに懇親会にご出席を賜

りました皆々様、誠にありがとうございました。

皆々様のご協力に感謝申し上げます。

ＴＰＩＣＯ　個人情報保護体制制度

ＴＰＩＣＯ（ティピコ）とは
　３年前、個人情報保護制度が施行され、個人情

報を取り扱うすべての事業者は個人情報保護のた

めの組織体制の構築が急務となっております。

　地方自治体の個人情報保護条例は個人情報の取

扱い件数に関わらず、違反に対しては行政指導の

対象としています。製紙原料業界においても保護

体制が必ず取引条件とされてきています。（出版

社、印刷・製本会社からの要求など）

　対策として自社の保護体制を示す必要がありま

すが、言葉やこれまでの実績だけでは、なかなか

発注元に安心・納得して頂くことができなくなっ

てきています。

ルールーの策定については、自社で決定し保護体

制の自己宣言をするだけでは、その有効性を対外

的に示す場合、客観性に欠けます。そのためプラ

イバシーマークのように第三者認定制度を活用す

ることになりますが、これらの取得には労力と費
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用面でかなりの負担となります。

　このような状況を踏まえ、当組合では組合員の

皆様の個人情報保護体制の客観性を補完するため

に、組合独自の「個人情報保護体制制度」を導入

し支援しております。

tokyokyouso　for　privacy　information

conservation　organization

Ｔ　（東京協組）　　Ｐ　（プライバシー・個人）

Ｉ　（インフォメーション・情報）

Ｃ　（コンサベーシヨン・管理）

Ｏ　（オーガニゼーション・協会）

内容は「東京協組　個人情報管理協会」となります。

認定条件ほか
（１）組合主催の「認定取得セミナー」への参加

　　　年１回

・講師：（株）コンサルティング・オフィス

・研修テキスト、サンプル規定集、ＣＤ－Ｒ

・認定講習会は６時間

（２）認定講習会での支援内容と認定条件

・個人情報保護方針の策定

・個人情報保護方針についての社員教育の実施

・従業員との機密保持誓約書の締結

・委託先との機密保持契約書の締結

・規定類等の整備

①個人情報保護管理規定

②ＰＣ管理規定

③委託先管理規定

④入退室管理規定

⑤苦情相談取扱い規定　　　　など

平成３０年説明会と認定講習会
７月１８日（水）に説明会が行われ、認定講習会

を８月７日（火）と８月２１日（火）に実施しま

した。受講参加者は２社２名でした。

資格取得者・維持更新研修会（対象３２社）

１０月１０日（水）午後４時３０分～６時３０分

又は１０月２３日（火）午後６時～８時のどちら

かを受講（２時間）　　　場所：組合会議室

平成２９年度資格取得者　１１社
千代田支部： （株）起多邑

文京支部： （株）グリーン

 （株）梨本

    吉田商店

荒川支部　： （有）杉沢正直商店

 （株）廣田

    和幸紙業（株）

足立支部　： （有）片野商事

城南支部　：    井出紙業（株）

    むさし野紙業（株）

城北支部　： （有）白崎商店

直納部委員会及び納涼会　

東京都製紙原料協同組合　事務局記

日時：平成３０年８月２８日（火）　

午後５時～直納部委員会

午後５時３０分～納涼会

場所：根岸「宮川」　参加者：２７名

　昨年同様、根岸「宮川」に於いて直納部委員会

と納涼会が開催されました。

午後５時から直納部委員会が始まりました。

上田直納部長の挨拶の後、各商社から輸出市況の

説明がありました。中国による輸入規制問題の現

状についての説明がありました。
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その後は、ご来賓の坂田秀一郎顧問による乾杯の

ご発声で納涼会がスタート致しました。

宴席はいつものように大変に盛り上がり、和やか

な雰囲気で閉会となりました。

製本工組・親睦ゴルフ大会

文京支部　梨本竜範

　製本人懇親ゴルフ大会が６月９日（土）に川越

カントリークラブにて行われました。東京都製本

工業組合が組合員、従業員、関係会社等を集めて

毎年この時期に行っているゴルフコンペです。今

年は第４０回大会でした。

　当組合からは赤染理事長、安立理事、鈴木理事

と私、梨本の４名で参加しました。参加者７５名

で夏の日差しのような暑さの中でのプレーになり

ました。組み合わせは毎年、同じ組合メンバーで

プレーするのでリラックスしてゴルフを楽しむ事

が出来ました。

プレー終了後パーティで成績発表があり、私はハ

ンデに恵まれ９位になり賞品を頂く事が出来まし

た。最後に個々の成績は読み上げませんが当組合

のベスグロは安立理事の８９で今大会のベスグロ

は７９でした。

青年部ゴルフコンペ

足立支部　近藤英彰

　平成３０年 7 月２５日（水）、青年部のコンペ

を茨城県の常陽カントリー倶楽部にて行いまし

た。参加者は３組計１１名、常陽カントリーはカー

トが無いのでこの記録的な猛暑で少し不安だった

のですが、幸運なことに当日は曇りでそこまでの

暑さは感じませんでした。

　工藤青年部部長にご挨拶を頂きまして記念撮影

後、スタートからロングホールのドラコン。周り

が失敗していく中で私が獲得してしまいました

が、次のショートではホールインワンまで１０㎝

のところにボールが乗るニアピン、大変気まずい

スタートとなりました。

　常陽カントリーは両サイドが松林のため、個人

的にはショットが曲がる私は苦手としているので

すが、担当して頂いたキャディーの方のアドバイ

スが的確で、またメンバーにも恵まれまして大変

楽しくプレーすることができました。

　優勝は、ゲストの杉浦珠美さん、準優勝は工藤

部長という素晴らしい結果になりました。その後、

上野の３１５３地下１階の銀座ライオンに移動し

暑気払いを行いましたが、こちらはゴルフに参加

できなかったメンバーも多く集まり、大変楽しい

会になりました。
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清風会研修会及び納涼会

東京都製紙原料協同組合　事務局記

　清風会研修会及び納涼会は、昨年に引き続き上

野・東天紅で開催されました。

研修会は、（有）古紙ジャーナル社　本願編集長

から「中国の古紙輸入規制と今後の古紙需給の行

方」についての講演を受けました。

各組合員の仕事に直結する問題なので、理事の

方々は熱心に聞き入っていました。

講演終了後は理事から輸出に関しての質問等が終

了時間ぎりぎり迄ありました。

　研修会終了後は、本願編集長にもご参加頂き納

涼会を開催しました。

今回の納涼会より、長年、会長職を務められた　

　坂田秀一郎様が退き、近藤　勝前理事長が会長

に就任しました

いつものように総会後の慰労を兼ね、お酒に料理

に会話にと楽しい時間を過ごしました。又、恒例

のカラオケでは、参加者が自慢の喉を披露してい

ました。

今後もこの会が続いていくよう願いながら宴の幕

が下りました。

支　部　便　り

台東支部　総会を開催

台東支部　近藤達也

　去る平成３０年４月２６日（木）上野中華料亭

「翠鳳」にて平成３０年度台東支部総会を開催し

ました。

本部から赤染理事長、齋藤総務部長にお越し頂き、

支部員１０名が出席しました。近藤昌和支部長を

議長に選出し、すべての議案が承認され、無事修

了致しました。

　総会修了後の懇親会は、高級感があり落ち着い

た雰囲気の個室で、齋藤総務部長の乾杯で始まり

ました。

四季折々の旬の食材を使用したコースを頂きなが

ら美味しいお酒となりました。楽しい時間はあっ

という間に過ぎ、近藤國宏さんの一本締めで閉会

となりました。

山手支部研修旅行を開催

山手支部　篠田定義

　時折雨が降る天候でしたが、暑くもなく寒くも

ない日に鈴木支部長を初め６名で福島県郡山に研

修旅行に出かけて来ました。

観光で四季の里緑水苑に出かけて来ました。約

３万坪におよぶ庭園を散策しましたが、貸し切り

状態の様で他にお客さんがいませんでした。私達

は出口がどちらか分からなくなり迷い少し焦りま

したが、これも後に良い思い出になりそうです。
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　夜の宴会は、長井理事の乾杯の音頭で始まり、

大変盛り上がり親睦を深めてまいりました。

参加してくださいました皆様ありがとうございま

した。来年も研修旅行を予定しております。支部

員の皆様の参加ご協力よろしくお願いいたします。

組 合 員 の 広 場

組合事業紹介・事業部
（都市近代化事業協同組合の事業について）

　ＥＴＣカード
指定の高速道路が割引運行出来ます。又、首都高

速が割引で利用出来る事になりました。

（ご利用の場合は新しいカード作成が必要です）

ポイント可の高速道路でポイントが貯まると、そ

のポイント分が無料走行で使えます。

①「ガソリンカードのご利用」について

ご存知ですか？
組合では、皆様のお仕事に少しでもお役にたてる

よう色々な事業に取り組んでおります。

ここのところガソリン価格が高騰しております。

組合では、皆さまがお使いになっているトラック

や乗用車のガソリン代を少しでも安く購入できる

事業があります。

都市近代化事業協同組合が行っている事業を通じ

てガソリンを購入されますと・・・全国平均と比

べてハイオク・レギュラーガソリンが約３円ほど

安く、軽油が約９円ほど安く購入できます。

( その時の価格変動により大きく値動きがある事

がありますが、あらかじめご了承ください )

専用のカードを作り、該当するスタンドで使用す

ると自動的に割引料金でカード決済されます。

＊ＥＴＣカード、ガソリンカードのいずれも、東

京都製紙原料協同組合に加入されている組合員の

皆さまの特権です。

ご希望、ご質問は組合事務局までご連絡ください。

共同購入についてのお知らせ

プレス機のオイル交換について

共同購入委員会

組合を通じて通常より格安での交換が可能となり

ます。

過去に実施した事業所では、処理のスピードや細

かな対応について高い評判を頂いております。

見積もりを取って比較した結果を見て頂けると分

かりますが、１, ０００リッターのオイル交換で

約５万円近い差が出ております。

どうぞこの機会に是非、ご利用くださいますよう

お願い致します。

手続きは簡単です。組合にご連絡いただき「プレ

ス機オイル交換申込書」を受取り、必要事項をご

記入し組合宛てにお送り下さい。交換時のレート

は２ｹ月に１度変更されますので実施時にレート

をご確認願います。尚、給油条件により追加金が

発生する場合がありますので、あらかじめご了承

下さい。

組合事業及び共同購入連絡先　

東京都製紙原料協同組合

 電話　　０３－３８３１－７９８０

 ＦＡＸ　０３－３８３１－７８８０
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♪ことわざミニ知識♪

水魚の交わり（すいぎょのまじわり）
水と魚の関係のように、非常に親密な友情や交際

を喩えていう言葉。

類語：刎頸（ふんけい）の交わり・・・たとえ首

を切られても悔いないくらいの親しい交際

類語：管鮑（かんぽう）の交わり・・菅仲（かん

ちゅう）と鮑叔牙（ほうしゅくが）が変わらぬ友

情を持ち続けたという。

類語：莫逆（ばくげき）の交わり・・・逆らうこ

と莫（な）し

「古紙用語」

今月号より新たに古紙に関する「古紙用語」を掲

載致します。知ってるつもりでも、説明を求めら

れると自信がなかったり・・そんな時にお役に立

てればと思い企画致しました。

◆坪上げ業者
印刷工場など産業古紙の発生先のことを坪先、そ

れを回収する業者のことを坪上げと呼ぶ。かつて

発生元の工場内に � 坪程度の裁落古紙を落とし

てストックするスペースがあったことから坪先と

呼ばれるようになった。

◆逆有償
古紙価格が値下がりし、回収業者（あるいは問屋）

が発生元（スーパーや物流センターなど）に対し

て、回収コストをカバーするために対価を要求す

る行為。９０年代後半から２０００年前半にかけ

て、雑誌古紙の仕入れ時にみられた現象。この場

合も古紙は廃掃法上の「専ら物」であるため、廃

棄物扱いとはならない。

◆直納業者
直納業者（直納問屋）とは、古紙を製紙メーカー

に直接販売する権利を有する事業者のこと。これ

に対して代納とは、直納業者を通じてメーカーに

販売する事業者。かつて直納問屋は限られ、特権

性もあったが、国内メーカーによる古紙の大量消

費とともに輸出市場が開けたことによって、直納

の重みも薄れてきた。

◆シングルストリーム
家庭から古紙を回収するにあたって、ビン、缶、

プラスチックなどの資源物を混載したまま、回収

する方法。ＭＲＦと呼ばれる大規模選別施設で各

品目に選別して出荷する。欧米ではシングルスト

リームが一般的で、古紙の回収率を押し上げた半

面、異物が混じりやすい品質の低さが課題となっ

ている。

支部スケジュール

千代田支部

　支部会　１１月１２日（月）菜の家

　支部会・忘年会１２月１０日（月）　菜の家

文京支部　

　支部会　１０月１８日（木）大塚すし常

　支部会　１１月１９日（月）東明飯店

　忘年会　１２月１８日（火）場所未定

台東支部

　忘年会１１月　日にち場所未定

荒川支部

　支部会予定は未定
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足立支部　　

　支部会予定は未定

山手支部

　支部会　１０月１９日（金）鮨やなぎ

　支部会　１１月１９日（月）鮨やなぎ

　支部会・忘年会　１２月１５日（土）鮨やなぎ

城南支部

　日帰りバス旅行　１０月２８日（日）場所は未定

江墨支部

　支部会予定は未定

城北支部

　支部会１０月１１日（木）場所　赤羽

　１１月・１２月は休会

お　知　ら　せ

［１０月会議・催事予定］
�0 月　3 日 ( 水 ) 共販輸出検討委員会(pm4:00~)

　　〃 常任理事会　(pm4:30~)　

 理事会 (pm5:30~) 組合会議室

�0 月 �0 日 ( 水 ) 清風会　小見川東急ゴルフクラブ

　　 千葉県香取市　集合 (am8:00)

 スタート out(am8:53)

　　〃　　　　 TPICO 更新維持研修

 (pm4:30~6:30)　組合会議室

�0月�4日(日)～�7日(水)　直納部主催・海外研修

　中国・広州「ナインドラゴン(玖龍紙業)」の工場視察

�0 月 23 日 ( 火 ) 古紙センター関東地区委員会

 (pm2:00~)　センター　会議室

　　　〃　　　 TPICO 更新維持研修

 (pm6:00~8:00)　組合会議室　

�0 月 24 日 ( 水 ) ～ 25 日 ( 木 )　青年部研修会

　丸住製紙 ( 株 ) 大江工場・愛媛パルプ協同組合

�0 月 25 日 ( 木 ) 古紙センター業務委員会(pm2:�5)

　　　〃　 全原連役員会 (pm3:�5~)

 センター会議室

［古紙価格］
［東資協の古紙 4 品の標準売値］

平成 30 年 8 月 9 日現在

　新　聞　     8 円～ �2 円 ( 横ばい )

　雑　誌　     5 円～ 8 円 ( 横ばい )  

　段ボール　 8 円～ �� 円 ( 横ばい )

　色上 ( 並 ) 　　－ 

会 議 概 要［ ６月・７月］

６月度定例理事会　

［平成３０年６月５日（火）］　於）組合会議室

出席理事２１名・監事１名　　

［理事長挨拶］

第６２回通常総会では理事の皆様のご協力頂き、

大変盛り上がった総会になった事を感謝いたしま

す。

先日、関東商組の総会前の研修会で、輸出業者よ

り講演がありました。その中で、日本品のＯＣＣ

に大量の金属が入っていたため輸出品がシップ

バックされたとの事でした。故意ではないにせよ、

これからは特に品質の安定には心がけないといけ

ないと痛感ました。本日も沢山の議題があります

のでよろしくお願い致します。

［各部報告］

［総務部］

第６２回通常総会及び第５６回永年勤続従業員表

彰にご協力いただき有難うございました。

［直納部］

６月度の共販輸出は、上物では１社からの入札が

入り、２社から辞退の申し出がありました。その

結果、国内より低い価格だった為、スキップ（入

札見送り）となりました。

裾物では段ボールで１社からの入札が入り、２社
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から辞退の申し出がありました。その結果、日本

紙パルプ商事（株）がタイ向けに国内より高い価

格で落札しました。業者からのコメントでは「中

国ライセンスの影響で、タイからの引合いは強い」

との事。

ミックスに関しては、輸出業者３社共に辞退の申

し出があり入札不可となりました。

市況は、国内洋紙メーカーの新聞、雑誌、段ボー

ルの古紙在庫は満杯状態です。中国国内では古紙

が不足しており、需要はあるが国策の関係で輸入

が制限されている。

［新聞・雑誌・段ボール］　新聞古紙の発生は引き

続き少ないが、国内メーカーは在庫をいっぱい

持っている上、上期にはシャットダウン（工場運

休）の継続もある為、今後しばらくは使用量のみ

の購入に限定され需要は弱含みと予想されます。

価格も弱含みとなっております。

雑誌古紙の発生は年度末で多少、好調であった。

需給状況は弱含みで、問屋在庫・メーカー在庫は

共にいっぱいの状況。

段ボール古紙の発生は安定している。他品種と同

様、メーカー各社の在庫はいっぱいの状況。段ボー

ル原紙の生産は堅調であるものの、シャットダウ

ン（工場運休）を控えている事からメーカーは古

紙発注量の調整を行っています。輸出は思うよう

に出来ていない。

［上物］　家庭紙メーカーは製品在庫も原料在庫も

多い状態にあります。パルプ価格が上昇しており、

パルプ物を扱う家庭紙メーカーは５月に打ち出し

た製品価格が徐々に浸透して、古紙物を扱う家庭

紙メーカーに影響を与えてくるのではないかとい

う期待感が出ています。メーカーは、原料在庫が

多いため原料価格に対する下げムードが少しずつ

強くなってきています。

［返本］　返本は前年対比８０％後半前後。４月の

出版売上は全体でマイナス９. ２％、書籍がマイ

ナス２. ３％、雑誌がマイナス１５. ８％でした。

雑誌がまったく売れない状況となっています。

［集荷部］

発生は良くない。中国へ輸出が出来なくなった

ミックス古紙が国内へ廻ってきており、選別する

のに大変な状態です。

今後は逆有償について検討する可能性を含め、現

在は様子見の状況であります。

［広報部］　

広報部は現在、広報誌６月号の作成中です。誌面

は第６２回通常総会が中心となり、各支部で行わ

れる支部総会についても掲載予定です。他には集

荷部アンケートの掲載、青年部総会の模様、及び

業務部長の今年度の抱負等を掲載予定です。

［青年部］

６月１９日（火）青年部部会を組合会議室で開催

予定です。

［支部報告］

千代田：　7/9　納涼会　　文京：6/�8　支部会

荒　川：　6/�0・��　支部旅行「越後湯沢」　

山　手：　6/�9　支部会「やなぎ鮨」

城　南：　6 月後半に支部会開催予定　

城　北：　7/�0 支部会

［審議・検討・報告事項］

１. 報告・連絡事項　　

静岡県紙業協会家庭紙部会・組織変更：　

井出会長　→　新会長　中村真一朗（日本製紙）

２. 組織変更

山手支部：王子浮間古紙センター（株）　

代表　村山孝生　→　変更後 ・ 代表取締役社長

諸隈　令介（平成３０年４月）
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集直合同委員会

平成３０年６月１４日（木）ｐｍ 4：30 ～　　

於）組合会議室

参加者１５名　（直納部　１０名、集荷部　４名、

事務局　１名）

家庭紙部会との懇談会で行う市況報告についての

話し合い。

・上物古紙について

４２社の５月上物在庫データで家庭紙向け古紙在

庫が増加している。理由は前年の古紙在庫が非常

に少なかったため。

日本の上物古紙は品質が良い。

今後の発生は増えていかない。上物古紙価格は変

わらない。

・裾物古紙について

裾物の５月在庫は新聞・雑誌は減少。段ボールは

増加している。

輸出量が減少している。理由はコンテナが不足し

ている。商社はシップバックを恐れている。

雑誌古紙は品質を良くすれば中国は受け入れる。

・家庭紙製品について

現在は、荷動きが悪く製品在庫は多いが家庭紙製

品の値崩れはしていない。

まとめとして、家庭紙原料の発生は悪いが、在庫

は昨年より多い。

秋需に向け適正な在庫レベルを保っている。

以上の状況を家庭紙メーカーに報告する。

＊６月１８日（月）に予定していた静岡県紙業協

会家庭紙部会との懇談会は、大阪の地震により新

幹線が不通となり急遽、中止となりました。

古紙センター業務委員会　

［平成３０年６月１５日（金）］　pm2：�5 ～　

於）古紙センター会議室　

［�］　定時評議会報告について　　

［2］　臨時理事会報告について　

［3］　古紙の需要・市況動向について

＊ページ数の関係により割愛させていただきま

す。

古紙センター関東地区委員会　

［平成３０年６月１９日（火）］ ｐｍ 2：00 ～　

於）古紙センター会議室

［需要動向］　�8 ／ 4 月　　単位トン、

（　）は対前年同月比、在庫の（　）は在庫率

［関東商組 32 社実績］

［新　聞］ 仕入 50,743(  90.6% )

 出荷 5�,9�7(  9�.8% )

 在庫 9,942(  �9.�% )

［雑　誌］ 仕入 48,205(  92.4% )

 出荷 50,777(  95.5% )

 在庫 �3,640(�25.2% )

［段ボール］ 仕入 �45,949(�04.8% )

 出荷 �44,489(�03.7% )

 在庫 22,287(  �5.4% )

［関東・静岡実績］

［新　聞］ 入荷 �68,35�(  82.2% )

 消費 �90,825(  93.8% )

 在庫 �44,5�5(  75.7% )

［雑　誌］ 入荷 �23,693(��7.4% )

 消費 ��8,492(��4.9% )

 在庫 56,555(  47.7% )

［段ボール］ 入荷 3�4,589(  94.6% )

 消費 3�7,4�9(�03.7% )

 在庫 �29,�38(  40.7% )
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［業者側コメント］

［新聞・雑誌・段ボール］

・32 社報告の 5 月古紙仕入は前月比、前年比で

段ボールは増加、新聞・雑誌は減少した。在庫は

前月比、前年比で新聞、雑誌は減少し、段ボール

は増加した。

・三紙会報告の 5 月古紙仕入は前月比で 3 品とも

に減少し、前年比で段ボールは横ばい、新聞・雑

誌は減少した。6 月の仕入は前年比で段ボールは

横ばい、新聞・雑誌は減少する見通しである。

［上物古紙］

・5 月の上物古紙在庫は DIP 向け模造・ケントを

除き前年比で増加した。在庫は全体的に余剰感が

あるが、長期的には減少傾向である。7 月の富士

地区の休転等を控え、夏場の在庫管理は慎重に行

う必要がある。

［メーカー側コメント］

・5 月の新聞の発注は休転を行ったメーカーは抑

制気味だったが概ね横ばい。入荷は計画通り、消

費は新聞の増配もあり増加し、在庫は減少した。

6 月の発注は概ね横ばい、入荷・消費は横ばい、

在庫は横ばいから微減の見通しである。7 月の発

注は休転するメーカーもあり、6 月の在庫状況を

鑑み、発注を調整する見通しである。

・5 月の雑誌の発注は新聞と同様、休転を行った

メーカーは抑制気味だったが概ね横ばい。入荷は

計画通りから順調、消費は段ボールからの振り替

えにより増加したが、在庫は増加した。6 月の発

注は横ばい、入荷は計画通り、消費は 5 月同様、

段ボールからの振り替えのため計画通りから増

加、在庫は減少する見通しである。

・5 月の段ボールの発注は抑制から横ばい、入荷

は順調、消費は雑誌への振り替えがあり、抑制気

味だが概ね計画通り、在庫は横ばいとなった。6

月の発注は横ばい、入荷は順調、消費は雑誌への

振り替えのため抑制から計画通り。在庫は横ばい

の見通しである。7 月の発注は富士地区の休転の

ため調整する予定である。

７月度定例理事会
 

［平成３０年７月６日（金）］於）上野・東天紅６階「飛鳥の間」

出席理事１８名・監事０名　

［理事長挨拶］

本日は理事会終了後に清風会研修会が開催されま

す。今、皆さんが関心をお持ちの「中国の古紙輸

入規制と今後の古紙需給の行方」がテーマとなっ

ております。今後、世界的に環境問題が厳しくな

ると思われます。中国は人口が多く紙の需要が増

えていますが供給が充分でなく、今後も紙のさら

なる生産が必要になると考えられます。したがっ

て、古紙業界はまだ伸びるチャンスがあると個人

的には思っております。本日も沢山の議題があり

ますのでよろしくお願い致します。

［各部報告］

［直納部］

７月度の共販輸出は、上物では１社から入札があ

り、２社から辞退の申し出がありました。その結

果、国内より低い価格だった為、スキップ（入札

見送り）となりました。

裾物は段ボールが１社から入札があり、２社から

辞退の申し出がありました。その結果、日本紙パ

ルプ商事（株）がタイ向けに国内より高い価格で

落札しました。業者からのコメントでは「ＡＯＣ

Ｃがタイへ流れたこともあり、タイからの引き合

いは弱い」との事。

ミックスに関しては、輸出業者１社から入札があ

り、２社から辞退の申し出がありました。その結

果、国内より低い価格だった為、スキップ（入札

見送り）となりました。

輸出業者の中にはシップバックの影響で消極的な

業者が一部ある。国内市況は上物を含め値下げ傾

向が強くなってきている。家庭紙メーカーはパル
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プ価格が上昇しており、パルプ物での生産は難し

い状況。

［新聞・雑誌・段ボール］　新聞古紙の発生は引き

続き減少し、チラシは２１ｹ月連続の減少。

雑誌古紙の発生は低調だが、国内の需給は弱含み。

段ボール古紙の発生は安定している。在庫は減少

しており余剰感は緩和されつつあります。

［集荷部］

発生は良くない。７月に入っても印刷・製本関係

は暇で仕事が少ない。

［広報部］　

広報誌６月号がお手元に届いたと思います。８月

３０日に広報委員会を開催し、９月号の打ち合わ

せと今後の広報部の進め方について話し合いたい

と考えています。

ホームページの更新について業者に再度、指示し

たいと考えています。バナーの活用についても再

度、賛助会員に確認を取りたいと思います。

［青年部］

７月２５日（水）青年部ゴルフコンペを開催しま

す。

９月２４日～２５日で研修旅行を計画中。四国の

丸住製紙を訪問予定で検討中。

［審議・検討・報告事項］ 

�.　9 月の東資協との懇談会の日程決めについて

 候補日・・・　9/�9( 水 )

2.　8 月 � 日 ( 水 ) 開催、古紙関係協議会につい

て担当決め　・・・　別紙資料通りで実施

3.　TPICO 説明会・認定講習会・維持更新研修会

について・・・資料　2　

 ・説明会・・・7 月 �8 日 ( 水 )

 pm5 時 30 分～ 6 時 30 分　　組合会議室

 ・認定講習会・・・8 月 7 日 ( 火 )pm6 時～ 9 時

及び 8 月 2� 日 ( 火 )pm6 時～ 9 時　組合会議室

 ・更新研修会 (32 社が対象 )　① �0 月 �0 日

( 水 )pm4 時 30 分 ~6 時 30 分

 又は② �0 月 23 日 ( 火 )pm6 時 ~8 時のどちら

かに参加　　組合会議室

４.「古紙市場の現状」古紙仕入れ先配布用・・・

支部長より支部員へ配布。希望があれば組合

印の押印可能。

５.　直納部主催・海外研修案「平成３０年１０

月１４日（日）～１７日（木）」・・・過去に

訪問した場所を含め検討する。

６.　大同生命保険（株）上野支店より取扱い保

険の説明・・・理事会開始前に説明があった。

７.　組合脱退の報告：荒川支部　赤石商店　廃

業により平成３０年７月３１日付で脱退予定。

脱退届は後日、ＦＡＸする。

古紙センター関東地区委員会
　

［平成３０年７月２５日（水）］ ｐｍ 4：00 ～　

於）古紙センター会議室

［需要動向］　�8 ／ 6 月　　単位トン、

（　）は対前年同月比、在庫の（　）は在庫率

［関東商組 32 社実績］

［新　聞］ 仕入 49,042(  89.5% )

 出荷 50,029(  89.�% )

 在庫 8,955(  �7.9% )

［雑　誌］ 仕入 43,827(  9�.8% )

 出荷 48,280(  97.6% )

 在庫 9,�87(  �9.0% )

［段ボール］ 仕入 �42,7�6(�02.6% )

 出荷 �50,283(�07.0% )

 在庫 �4,720(    9.8% )

［関東・静岡実績］

［新　聞］ 入荷 �53,�37(  76.9% )

 消費 �79,29�(  90.3% )

 在庫 ��7,333(  65.4% )
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［雑　誌］ 入荷 �2�,499(��5.9% )

 消費 �25,�46(��2.3% )

 在庫 5�,920(  4�.5% )

［段ボール］ 入荷 3�6,�24(  96.2% )

 消費 342,648(�02.7% )

 在庫 �02,6�4(  29.9% )

［業者側コメント］

［新聞・雑誌・段ボール］

・32 社報告の 6 月古紙仕入は前月比で 3 品とも

に減少、前年比で段ボールは増加、新聞・雑誌は

減少した。在庫は前月比で 3 品ともに減少、前

年比で新聞・段ボールは増加し、雑誌は前年並み

となった。

・三紙会報告の 6 月古紙仕入は前月比・前年比で

3品ともに減少した。7月の仕入は前年比で段ボー

ルは前年並み、新聞・雑誌は減少する見通しであ

る。

［上物古紙］

・6 月の上物古紙在庫は DIP 向け模造を除き前年

比で増加した。6月、7月は古紙の発生が振るわず、

前月比では在庫が減少している。

［メーカー側コメント］

・6 月の新聞の発注は横ばい、入荷・消費は計画

通りで、在庫は減少した。7 月の発注は横ばいか

ら増加、入荷は低調、消費は計画通りで、在庫は

6 月よりも減少する見通しである。

・6 月の雑誌の発注は横ばい、若しくは前月まで

の在庫が多かったメーカーや休転で発注を落とし

ていたメーカーが一部調整から戻した。入荷は計

画通り、消費は段ボールからの振り替えにより増

加し、在庫は減少した。7 月の発注は増加から横

ばい、入荷は低調、消費は横ばいから増加、在庫

は減少する見通しである。

・6 月の段ボールの発注は概ね横ばい、入荷は前

半が順調、後半は低調であった。消費は順調、在

庫は微減となった。7 月の発注は富士地区の休転

や 8 月の休転を控え調整から横ばい、入荷は低調、

消費は順調、在庫は計画的に減少となる見通しで

ある。8 月の発注は休転をするメーカーもあり横

ばいや調整となる見通しである。

古紙センター業務委員会
　

［平成３０年７月２６日（木）］　pm2：�5 ～　

於）古紙センター会議室　

［�］　集団回収実施団体への感謝状贈呈（静岡地

区委員会推薦）　　

［2］　第７回日中古紙セミナーについて

［3］　紙リサイクルセミナーについて

［4］　海外古紙情報について

［5］　平成３０年７月～１２月の段ボール・新聞・

雑誌の消費計画　

［6］　古紙の需要・市況動向について

＊ページ数の関係で割愛させていただきます。
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広報誌　表紙写真募集の件

広  報  部

　皆様には日頃より組合活動にご協力を賜り、厚

く御礼を申し上げます。

さて広報誌の表紙は、従来、特定の組合員様のご

協力で写真を提供して頂いて参りました。

しかしながら諸般の事情により、今後その写真の

利用ができなくなりました。

そこで、組合員の皆様から表紙を飾る写真を公募

したいと思います。下記の要領で、奮って写真を

ご応募ください。お待ちしております。

募集要項
募集写真：白黒またはカラー写真　
焼き付け　または　添付ファイル
題　材　：風景、季節、催事を扱ったもの
提出時期：随時
募集写真提出先　：　　
〒 110-0016　東京都台東区台東 3-16-1
東京都製紙原料協同組合　事務局
ＴＥＬ　０３－３８３１－７９８０
ＦＡＸ　０３－３８３１－７８８０
Ｅ‐mail　：　info＠kosi‐tokyo.or.jp

編  集  後  記

　　　　　　　　　
広報部副部長　高橋宏明

　今年は、６月に梅雨が明け暑い夏のはじまりで

した。特に７月下旬から８月上旬の数日は　　　

「４０℃」超えという酷暑が続き、気象庁では「屋

外での作業は命の危険です」という報道も有る中

「仕事を休む」事も出来るわけもなく、出来るこ

とはこまめに水分補給を取っていても、また、暑

さに負けない「気合い」と「我慢」だけではなか

なか太刀打ち出来ない夏で、外作業だけではなく

屋内作業も我々業界には厳しい夏でした。

また、暑さに慣れて来ると「３４℃」「３５℃」

と聞くと今日は「涼しい」と感覚がマヒしている

事にもビックリしています。

　今年は「台風」や「大雨」など水難災害も多く、

また西日本豪雨災害など各地で災害に遭われた方

にお見舞い申し上げます。

組合員の皆様もまだ暑い日が続くと思いますので

お体には気をつけてください。
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組合総合名簿の協賛広告について

広  報  部

この度は、組合総合名簿の協賛広告にご協力いた

だき誠にありがとうございました。

広報誌では名簿作成の際に協賛広告にご協力頂き

ました企業・団体に対し１回ずつ無料で広告掲載

をさせて頂きます。掲載の順番や掲載ページは、

こちらの都合で行いますのであらかじめご了承願

います。（広告を掲載した号の広報誌は、該当の

企業・団体にお送りいたします）

尚、有料での掲載も可能ですので、ご希望の際は

組合までお申し出ください。料金等は次のように

なります。

＜広告料金について＞

広報誌は、１月号、３月号、６月号、９月号、

１１月号の年５回発行しております。

掲載と同じ２分の１ページの広告を掲載した場合

年 � 回の掲載：�4,000 円

年 2 回の掲載：26,000 円 (�3,000 円× 2 回 )

年 3 回の掲載：36,000 円 (�2,000 円× 3 回 )

年 4 回の掲載：44,000 円 (��,000 円× 4 回 )

年 5 回の掲載：50,000 円 (�0,000 円× 5 回 )

掲載ページにつきましては広告数によりますが、

最終ページに近い順に掲載する予定です。

お申し込みは、東京都製紙原料協同組合
電　話　０３－３８３１－７９８０
ＦＡＸ　０３－３８３１－７８８０

Ｋ－ 23

Ｋ－ 24

マーケットとともに、
　　　　　時代を呼吸する
－新時代の紙流通の担い手＜ＴＫＫ＞－

大 王 製 紙 代 理 店

東京紙パルプ交易株式会社
本 店

 〒 104-0031

大 阪 支 店

 〒 541-0043

名 古 屋 支 店

 〒 460-0003

九 州 支 店

 〒 812-0011

東京都中央区京橋３－１４－６

ＴＥＬ （０３）３５６２－７２００（代表）

大阪府大阪市中央区高麗橋４－５－２

ＴＥＬ （０６）６２３３－７１６１（代表）

愛知県名古屋市中区錦３－４－６

ＴＥＬ （０５２）９５１－８３１０

福岡県福岡市博多区博多駅前１－１４－１６

ＴＥＬ （０９２）４７２－３３００
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Ｋ－ 25

Ｋ－ 26

私達は、地球環境問題を重要な課題のひ

とつとして位置づけ、次の世代に豊かな

地球を引き継ぐことをめざします。

日商岩井紙パルプ株式会社
本社  〒107-0052  東京都港区赤坂 1-11-30

TEL  （03） 6234 － 6350 （代表）

HP  http://www. nipap. co. jp

大阪支社 ・ 九州支店

本社
〒 100-8088

東京都千代田区大手町１丁目４番２号
（丸紅ビル内）

TEL:03-3282-4497  FAX:03-3282-4136

大阪営業所
〒 530-0004

大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号
（新ダイビル）

TEL:06-6347-3507  FAX:06-6347-3508

代表取締役社長　 井原信之

本社
〒 100-8088

東京都千代田区大手町１丁目４番２号
（丸紅ビル内）

TEL:03-3282-4497  FAX:03-3282-4136

大阪営業所
〒 530-0004

大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号
（新ダイビル）

TEL:06-6347-3507  FAX:06-6347-3508

代表取締役社長　 井原信之

本社
〒 103-6060

東京都中央区日本橋二丁目７番１号

TEL:03-3282-4497  FAX:03-3282-4136

大阪営業所
〒 530-0004

大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号
（新ダイビル）

TEL:06-6347-3507  FAX:06-6347-3508

代表取締役社長　 井原信之

『 丸紅ペーパーリサイクルは、総合商社「丸紅」の信用力・総合力
  ネットワークを活かした持続可能な古紙調達システムをご提案いたします。』

http://marubeni-pr.com/
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藤　井　康　夫

Ｋ－ 27
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藤　井　康　夫
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藤川 達郎
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藤川 達郎
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賛助会員の入会特典

入会されますと次のような特典があります。

�. 組合広報誌を毎号贈呈

2. 広報誌に無料で広告掲載が出来る。

3. 広報紙面において加入後１回に限り、賛助会

員紹介として企業紹介・事業紹介をする事が

出来る。

4. 賛助会員の共同購入事業を詳しく紹介するた

めの講習会を実施する事が出来る。

5. 年１回、組合総会の懇親会に参加する事が出

来る。その他についても計画中です。

　賛助会員にご加入希望の方、及び、入会のご紹

介をいただける方は組合事務局へご連絡くだ

さい。詳細についてご案内致します。

　

現在、下記５社の賛助会員が在籍中です。

１.　丸大食品 ( 株 )

２.　矢崎エナジーシステム ( 株 )

３.　( 株 ) Ｆ－ＳＵＮツーリストジャパン

４.　コマツカスタマーサポート ( 株 )

５．ユナイテッド・インシュアランス ( 株 )

Ｋ－ 35

Ｋ－ 36
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年間広告掲載会社のご紹介

広報誌では、組合総合名簿の協賛広告にご協力頂

きました企業・団体に対し１回ずつ２年に渡り、

無料で広告掲載をさせて頂いております。

その中の１社である矢崎エナジーシステム㈱

より年間掲載（有料）のお申し込みを頂いており

ます。有難うございました。

又、賛助会員でもあります。

どうぞこの機会に皆様も有料広告掲載をご検討い

ただきますよう宜しくお願い致します。

お申込みや料金等の詳細につきましては、広告先

頭ページのご案内をご参照ください。

　　　

矢崎エナジーシステム株式会社
TEL:03-5782-2703　 　FAX:03-5782-2737

〒 108-0075　東京都港区港南 1-8-5　Ｗビル６Ｆ
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本　　社  〒955-8691  新潟県三条市福島新田丙2318-1
   TEL 0256-45-1251・FAX 0256-45-2204

東京支店  〒101-0061  東京都千代田区三崎町2-6-7
   TEL 03-3263-4531・FAX 03-3262-6918

藤川達郎


