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時  の  視  点

古紙の輸出市況予想
日商岩井紙パルプ ( 株 ) 東京製紙原料部

課長　小嶋辰矢
　昨年の輸出市場は、かつてないほど為替が乱高

下した。また、輸出価格は、前半が原料安、後半

は原料高となった。輸出価格が下落していた主な

理由は、円高と中国の輸入意欲減退が挙げられる。

円高の原因は、昨年６月の英国民投票が大きい。

中国の輸入意欲が減退した原因は、人民元安であ

る。１５年８月に行われた人民元切り下げ以降、

元安が進行したため輸入原料が割高となり、中国

メーカーの購入意欲は減退、特に欧米品は買い叩

かれていた。

　一方で輸出価格が急上昇した理由は、円安と中

国 LOCAL 古紙価格の上昇にある。円安の原因は、

昨年１１月の米大統領選挙と言えるだろう。中国

LOCAL 古紙価格の上昇は、昨夏の中国河川氾濫

に依る回収量低下、太陽紙業増産に依る古紙需要

急増もその要因と言えるが、主な原因は中国の段

原紙値上げである。段原紙価格値上げが受け入れ

られた要因は、昨年９月のＧ２０開催に依る環境

規制の減産、世界第 7 位の船会社韓進海運の破

産に依る原料調達不安、昨年１１月独身の日に依

る特需から、中国で段原紙が不足したためである。

また、年間１００万トン以上の段原紙需要が増え

ているという中国のネットショッピングや、自動

車・食品の生産が好調だったことで、段原紙需要

は急増していた（昨年１１月の製造業購買担当者

景気指数は５１. ７となり、２年４カ月ぶりの高

水準 だった）。その他、国内段原紙メーカーの競

争激化、韓国段原紙メーカーの火災による一時操

業停止も、輸出価格を押し上げた間接的な要因で

あろう。

　この原料相場が継続するか否か。さらに想像を

超えた高値相場となるのか、例年並みに落ち着く

のか。結論から言えば、中国原紙価格の動向次第

である。中国の原料価格は高値圏でとどまり、例

年通りにはならないと思われる。大凡の市場予測

は、昨年からの米国、中国市場の変化から類推で

きるのではなかろうか。中国が最大の古紙輸入国

であることは周知の事実だが、中国が輸入する

7 割は日米の古紙である。日本も米国も、輸出の

7 割は中国向けに依存していることから、日本の

輸出価格は、米中の動向が市場に大きな影響を与

えているのは間違いない。

　まず日本を見てみると、直近１７年１月 の

日 本 古 紙 輸 出 量 は ３ ７ 万 ト ン で、 前 年 対 比

１ １ ３ ％。 商 材 別 で は OCC １ ０ ３ ％、ONP

１８５％、MIX が１１４％、その他１１２％、

上物１５３％と大幅増になっており、円安と急激

な輸出価格上昇の影響が強い。価格上昇の原因は

中国であり、３月初旬現在、輸出古紙相場はなお

も上昇している。

　 １ ６ 年 を 振 り 返 る と、 年 間 古 紙 輸 出 量 は

４１３万トンで、前年対比９７％。商材別では

OCC ９５％、MIX が９２％、ONP ９５％、その

他１０８％、上物が１１９％であった。これらの

数字から類推できることは、OCC は国内メーカー

の段原紙輸出増加、MIX は発生量低下に依りそ

れぞれ輸出量が減少、一方で ONP は国内市場が

縮小したため輸出に流れ、微減で留まった（過去

４年間は毎年１割減のペースだった）。その他・

上物古紙は、価格の内外格差から輸出量が増加し

たと推測されるが、減少幅は例年並みで、中国で

原紙が不足するほど日本からの古紙が見込めな

かったわけでもない。

　次に米国からの古紙輸出量はどうだったか。

１６年の米国年間古紙輸出量は、前年対比＋１％

の１, ９７４万トンと減るどころか微増。昨年
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８月に倒産した韓進海運の古紙扱い量のシェアは

約１０％と言われており、中国向け輸入古紙が不

足すると言われていたが、統計上は全く影響が見

られない。

　昨年１２月単月の輸出量は、前年対比で AOCC

＋５％、AONP ＋３０％、AMIX －４％と OCC、

ONP は増加。特に古紙価格が急騰した１０～

１２月は、前年対比で＋８％以上の輸出増であっ

た。米国から輸出される古紙の中で、西海岸出し

は、４２％から４６％へ増加している（昨年１１

月時点）。

　では中国側から見るとどうか。昨年１２月の古

紙輸入量は、昨年対比－５％の２６０万トンだっ

た。MIX は－２１％の５１万トンと落ち込みが

激しいが、OCC は１５４万トンで、－ 2%の微減

に留まった。１－１２月では昨年対比－２. ７％

の２, ８５０万トンと全体の輸入量は減少。ONP

は－９. ５%の５２０万トン、MIX は－２. ８%の

５６８万トンとそれぞれ減少したが、OCC は前

年対比＋０. ４％の１, ６７０万トンとプラスだっ

た。

　国別に分けると、中国が昨年上位８地域から輸

入 し た 量 は、 総 輸 入 量 の 97 ％ に 当 た る

２, ７７４万トン（昨年対比－２％）だった。

米 国 が １, ２ ８ ０ 万 ト ン（ － １. ８ ％）、UK が

３８８万トン（＋４. ３％）、日本２８０万トン

（－５％）、カナダ１４６万トン（－１３％）、EU 

４７０万トン（－１. ３％）、豪州８６万トン

（－１５％）、香港７８万トン（－７％）、韓国

３８万トン（１５％）だった（※カッコ内は昨年

対比）。カナダ・豪州からの輸入量は毎月減少し

ていたようだが、それぞれ月３万トンと小規模。

昨年は英国からの輸入を増加させるなど、メーカー

の仕入れ先切り替えは早い様子。よって中国の段原

紙値上げは、古紙輸入量減少が原因とは言い難い。

　結局は、逼迫した昨夏の中国の河川氾濫や、太

陽紙業の増産を機に中国の LOCAL 古紙の価格弾

力性が高くなり、その後の古紙・段原紙不足が近

年無い段原紙の値上げに繋がったようだ。中国は

昨年から複数回に渡り原紙の値上げを行っており、

特に秋口には段原紙で約２００ドル、白板紙で約

１００ドルの大幅値上げを打ち出したことで、古

紙価格は急上昇した。中国では、古紙ブローカー

が原料を売り渋ったため、さらに古紙不足を助長。
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段原紙輸入も盛んとなり、中国以外の古紙相場も

軒並み上昇。２月時点の東南アジア LOCAL OCC

価格は、ドルベースで中国$245/MT、ベトナム

$１８８/MT、タイ$１８８/MT、台湾$１９３/

MT 程度まで達しており、昨年６月からいずれも

$５０－７０/MT 上昇している。こうした背景が

各国の原紙相場も押し上げている（台湾で約５円

/kg、米国で４円 /kg、ベトナムで約２円 /kg の

段原紙を値上げ済み）。なお、中国大手メーカーは、

原料やエネルギーなどのコストアップが製品価格

に転嫁したことで、昨年度下期は大幅な増益となっ

た。為替差損を除けば、通期でも５０％以上利益

を増やしている段原紙メーカーは多いようだ。

　中国は更に、段原紙の値上げを２月にも行って

いるようだが、昨年から２０円 /kg 以上に達し

ている値上げが、最終ユーザーまで浸透している

かは懐疑的である。値戻しとなることや、回収漏

れも想定の範囲内で、上げられる時に上げようと

いう考えなのだろう。中小メーカーはむしろ値下

げして原紙を販売しているとも聞く。中国段ボー

ル工場の一般的な支払いサイトは半年程度と聞く

ため、大幅な値上げから半年たったこれから膿が

出てくるかもしれない。

最後に、品種別の市況予想は下記の通り。

ＯＣＣ

AOCC は$２７０－２８０/MT まで値上がり

$３００/MT 近くのオファーも飛び交っていると

も聞く。EOCC $２３５－２４０/MT、JOCC

$２６５/MT、中国 LOCAL OCC は$２４０/MT

程度で横ばい。中国は LOCAL OCC の購入を控え

たため、輸入で調達量を調整している様子。米国

が強気なのは、自国の段ボール市場が好調、かつ

北米で今年２台のマシン新設が予定していること

が背景か。年産合計５０万トンが増産されると聞

くが、内陸～東海岸寄りということもあり、古紙

需給にそこまで大きな影響は生じないと思われる。

　今年はベトナム、中国で増産を控えているため、

需要は堅調と予想される。原料価格は中国の製品

価格次第だが、値上げはどの中国原紙メーカーも

ウェルカムのため、大手に協調した動きとなって

いる。製品上昇幅を考えるとまだ強含みと見える

が、値戻しも考慮した動きと思われるため、慎重

に対応する必要がある。古紙価格の下落は製品価
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格に直結するため、価格を下げていくときは急落

させずソフトランディングさせていくことだろ

う。また、１２～１月の中国製造業購買担当者指

数は、５１. ３と２ヶ月連続の下落、依然５０を

下回らないものの注意は必要。

ＯＮＰ

　JONP は JMIX より安値で取引されていたが、

$２４５－２４８/MT まで上昇。AONP ２１５－

２２０/MT、EMIX $２０５－２１５/MT、長ら

く上がっていなかった中国 Local ONP も、１月

から$４０/MT 値上がり全体的に強含み。

　米国の古紙問屋は、中国の輸入ライセンス取

得難の影響を受けて、昨年から AMIX の選別を

強化する動きが活発となっており、AMIX の質を

高めるとともに、AONP の抽出を増やした。結果

AONP の輸出量が増えたので、引き合いも上昇し

たようだが、新聞用紙の製品価格は厳しく、高価

な新聞古紙は買いづらい。中国は白板紙の値上げ

を行ったことで、新聞古紙のユーザーが拡大され

る可能性はあるが、一部の韓国メーカーは、新聞

の生産を縮小するため使用量が減少する。今年も

売りづらい商品にはなるだろう。

ＭＩＸ

AMIX ２ １ ３ － ２ １ ５/MT、EMIX $ ２ ０ ０ －

２０５/MT、JMIX $２６５/MT と底堅く推移。

その背景には雑誌、産業古紙の発生減少がある。

また、米国の選別強化に依る MIX 減少が、市場

に十分な MIX を供給できなくなったことが要因

と言える。しかし中国白板紙の値上げ幅が段原紙

ほど大きくないこと、AMIX の価格が上昇したこ

とで、大手ユーザーである富陽地域のメーカーが

追従できなくなってきていること、春先から韓国

新聞紙メーカーが生産を縮小する事から、４月前

後は弱含む可能性がある。

時  の  話  題

平成２９年　合同新年会
事 務 局

　平成２９年１月２１日（土）に、東京都製紙原

料協同組合の合同新年会が上野・精養軒で開会さ

れました。

廣田荒川支部長の司会により会が進行され、当組

合の赤染理事長より新年の挨拶がありました。

　次に来賓の方々から新年のご挨拶を頂戴いたし

ました。

初めに、当組合顧問で東京都議会議員自由民主党

東京都支部幹事長 髙島直樹様、続いて経済産業

省製造産業局 素材産業課課長補佐　矢野泰夫様、

東京都産業労働局商工部経営支援課　課長　小寺

裕之様、とご挨拶を頂きました。

そして、司会者からその他、関係団体、関係会社

のご来賓のご紹介がなされました。

東京都議会議員 自由民主党東京都支部幹事長

　髙島　直樹　様
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経済産業省製造産業局 素材産業課

課長補佐　矢野　泰夫　様

東京都産業労働局商工部経営支援課

課長　小寺　裕之　様

　次に乾杯のご発声を（公財）古紙再生促進セン

ター関東地区委員会委員長　田口満様にして頂き

ました。

（公財）古紙再生促進センター関東地区委員会

委員長　田口　満　様

歓談中にお笑いコンビの「さらば青春の光」のア

トラクションがありました。

恒例のカラオケ大会は青年部の田中幹事長が司会

進行役で始まりました。優勝は、コンパニオンと

デュエットした東京都製本工業組合の大野理事長

でした。２位は普段とは違った選曲で近藤前理事

長が獲得しました。３位は経済産業省の平賀係長

で３位までの方には景品が贈呈されました。

宴席も盛り上がる中、中締めは全国製紙原料商工

組合連合会及び（公社）東京都リサイクル事業協

会理事長の栗原正雄様にお願いしました。

ステージ上に支部長全員が揃ったところで、千代

田支部の近藤（正）支部長が閉会の辞を述べ閉幕

となりました　
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全原連及び東リ協理事長　栗原正雄様

東京返本加工協同組合　

新年会開催
　　　　　　　　　　　　　　　 事 務 局

平成２９年１月２５日 ( 水 )

於）上野・東天紅６階『ルナホール』

東京返本加工協同組合　新年会が開催されました。

　当日は、日本出版販売株式会社 専務取締役　 

安西浩和様、東京都製紙原料協同組合　理事長　 

赤染清康様、をはじめ、出版共同流通株式会社の

幹部の方々、ご来賓、組合員、職員合わせ総勢　

４６名の方々にご出席頂き、盛大に開催されまし

た。

　式の冒頭、主催者を代表して工藤理事長が挨拶

にたち、米国のトランプ大統領就任の話題から、

ご自身のネクタイは毎朝奥様が選択されていると

いうエピソードを披露され会場が和やかな雰囲気

となりました。またトランプカードの数字合計が

年間日数となる等、トランプに隠された四季や時

間要素にも触れられ、移り行く時間を有効に活用

して良い年にしていきたいと話されました。

　続いてご来賓を代表して、日本出版販売株式会

社 専務取締役 安西浩和様より出版物売上動向に

ついてお話しがありました。特に落ち込みの激し

い雑誌売上に歯止めをかける取り組みでは、�2

月 3� 日に特別発売日が設定され一定の成果を上

げたそうです。

　出版共同流通、東京返本加工協同組合と連携し

て様々な課題解決に向けて取り組んでいきたいの

で、皆様の御協力をお願いします、と話されました。

　続いて東京都製紙原料協同組合 理事長 赤染清

康様より、日本を取り巻く経済環境や海外情勢に

ついて話される中で、古紙業界の明るい兆しにつ

いて触れられました。青年部の取組が活発な交流
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などで人脈も広がり活性化されていることや、少

しずつ組合加入の動きも出ている動向などについ

てご紹介いただきました。

　来賓ご挨拶の後、出版共同流通株式会社　代表

取締役社長 髙田 誠様より工藤理事長がトランプの

話をされたのでという事でトランプの手品を披露

された後、お集まりの各社様と協力して業績を向

上させていきましょうとのご挨拶と共に乾杯のご

発声があり、和気藹々の中、懇親会が開宴しました。

　宴中、司会者より日本出版販売株式会社 取締

役 北林誉様をはじめご来賓の皆様が檀上にてご

紹介され、皆様から自己紹介と共に当組合への激

励とご協力お願いのご挨拶が述べられました。

　そして、引き続き、余興として「新春ビンゴゲー

ム大会」が行われ、出席者の中から大勢の方々が

当選し、当選者は満面の笑顔で賞品を受け取られ、

皆様から盛大な拍手がおくられていました。　立

食形式の各テーブルでは、大きな輪がいくつもで

き笑い声が絶えない中、余興が終演し、宴たけな

わの中、齋藤副理事長の中締め挨拶をもって �9

時 45 分お開きとなりました。

お忙しい中、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。

皆様のご協力に感謝申し上げます。

集荷部　新年会
集荷部長　長井義人

　今年の集荷部新年会を２月４日に新宿区江戸川

橋の「鮨やなぎ」で開催しました。

参加は集荷部委員８名と来賓５名と合計１３名

で、鈴木集荷副部長の司会で進行しました。

　初めに集荷部長の私から挨拶をさせていただき

ました。これからの産業古紙はマンガ本やトイ

レット・ペ－パ－などの古紙が依然厳しい現状で

ある事など、上物古紙の市況報告を上田直納部長

に話をしてもらいました。 次に斉藤直納副部長

に裾物の段ボ－ル、白板紙の古紙市場の現状を話

していただきました。

　近藤（昌）副理事長に乾杯をして頂いた後に宴

会に入りました。美味しい料理とお酒を呑み、楽

しい時間が過ぎるのも忘れて和やかなひとときを

過ごしました。

　最後に清水広報部長に中締めをして頂き記念写

真をとり解散となりました。

　ご来賓の方々，集荷部委員の方々新年会に出席し

て頂き有難うございました、今後も集荷部委員の方

が多く出席してくださるようにお願い致します。
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青年部ゴルフ親睦会
青年部　新井遼一

平成２９年３月２日青年部の親睦ゴルフコンペを

野田の「クリアビューゴルフクラブ」で開催しま

した。

私は、この度初めて青年部の懇親ゴルフコンペに

参加させて頂きました。 

当日は雨の予報でキャンセルが多かったのです

が、雨の方は何とか降られずにのびのびと楽しく

プレーすることができました。

スコアはまだまだですが、和気あいあいとした雰

囲気で楽しませて頂きました。ぜひまた参加させ

て頂ければ幸いです。ありがとうございました。

「ＴＰＩＣＯ」認定用書類提出について

昨年より東京協組でＴＰＩＣＯ（ティピコ）の認

定制度が導入されました。ＴＰＩＣＯとは、組合

独自の個人情報保護体制制度となります。

内容は、プライバシーマーク（Ｐマーク）とほぼ

同内容で、取得時間と労力及び費用を簡素化し、

組合の独自内容を付け加えた制度です。

行政機関などの応札基準に適合しており、いくつ

かの団体や一部大手企業の取引条件にも適合して

おります。又、製本工組でも同様の制度を導入し

て１０年以上が経過しております。

　昨年、認定講習を受けられた２５社の方々の

認定用書類提出の期限が迫っております。まだ提

出をされていない方は期日までに提出されるよう

お願い致します。

ＴＰＩＣＯオリジナルマークが決まりました！
木の自然でシンプルなデザインとなります。

高橋美代子のマナー・アドバイス
その３

ハイブリッジコンサルティング
イメージコンサルタント

ビジネスマナー編：

ビジネスマナーとは仕事をする上で必要とされる

マナーの総称です。

ビジネスマナーがなっていないことから、取引先

を不愉快にさせてまとまる商談もまとまらないな

どということがあってはいけません。          

今回はスピーチのマナーと応接間における接客マ

ナーの覚えておくと便利なポイントをまとめまし

た。

「スピーチ（演説）のマナー」

　式典などで祝辞を読み上げる時、下を向いたま

まの話し方ですとカメラマンが写真を撮りにくい

ので時々顔を上げましょう。

原稿は事前に出来るだけ覚えておき、聴衆の顔を

見ながらお話しされると印象が良いでしょう。

また内容が良くても声が大きくハッキリしていな

いと聞く人に伝わらないことになります。加えて

会場の規模や聞く方の立場を考えて話しましょう。
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マイクを使用する場合は事前にボリュームを調整

しておくことが望ましいです。

顔つき、アイコンタクトを含めた笑顔トレーニン

グ、話すスピード、間の取り方、声の質や大きさ

等の話し方の工夫、身振りやお辞儀の仕方、歩き

方の練習もすると良いでしょう。

「応接間における接客のマナー」

　ご自分の会社に商談などで来客のあった時、　

或いはご自分が相手側の会社などに訪問した場合

と二通りあります。

　まずはお客様を迎えた時のポイントとして、出

迎えてからお帰り頂くまでの一般的な応対は、常

に気持ちのゆとりをもって笑顔を務めましょう。

そして応接室にご案内した際、間取りはそれぞれ

異なっても一般的にドアの近くは下座、奥が上座

です。

またソファーにはお客様にお座りいただき、ひじ

掛け椅子にはご自分の会社側が座わります。

入室したときお客様が立っていたら「どうぞお座

りください。」とお声がけをし、お茶を来客にお

出しした場合は「どうぞ。」とお勧めする。

その際、手の平で指し示すとわかりやすく伝わり

ます。5 本指をきちんとそろえ手の平と肘は真っ

すぐにすると見た目が良いです。

そして時間管理（タイムマネージメント）を意識

し、延々と話すのではなく、

あらかじめこの面会は何分位と決めておくと時間

を無駄にしません。

　次に得意先や先方の会社に伺った時、通された

部屋で「こちらにおかけください」と指定された

場所に座る。指示がない場合、伺った要件の立場

にも拠りますが通常は奥の席に座ると良いでしょ

う。

待っている間は座っていて良いが担当者が入室し

て来たら即時に立ちましょう。「どうぞ。」と言わ

れたらまた座ります。

出されたお茶等も「どうぞ」と勧められてから頂

きましょう。

「お茶をどうぞ。」と言われない時、または話が弾

んで「どうぞ。」というタイミングのつかめない

時、お客側は「折角ですからお茶をいただきます。」

と言って飲んでも構いません。特別の場合以外お

出し頂いた飲み物は飲む方がマナーにかなってい

ます。

最近会議などで見かけますようにお茶出しの代わ

りにペットボトルがテーブルの上に置いてあるこ

ともありますが失礼にはなりません。

時間や人件費の節約で時と場合によっては便利な

方法です。その際、紙コップがあると印象が良い

ですね。またテーブルの水滴に注意が必要です。

［蓋付きの茶碗の飲み方］

　最近は少なくなってきたかもしれませんが、そ

れでも会社によっては出されることがあるようで

す。テーブルの上に裏を上に置いてしずくがテー

ブルに落ちないように置きます。この際、書類等

を濡らさないよう蓋の裏の水滴に注意しましょ

う。

　日本茶はどなたにお出しになられても大丈夫で

すが、コーヒーか紅茶の場合、好みがありますの

でお客様にどちらが良いか、伺ってから出すと親

切です。ミルクや、お砂糖は始めから入れずに好

みで入れていただくよう別に用意しておきましょ

う。

［コーヒー、紅茶のいただき方］

　お皿をソーサーと言います。ソーサーの上には

持ち手が左側向きにおかれスプーンは前において

ありますから、この状態でミルク、お砂糖を入れ

て静かにかき混ぜます。スプーンは振ったりせず

にしずくはカップの内側の向こう側に触れると自

然にたれます。そしてカップの向こう側にスプー

ンを置きます。

ブラックでそのままお飲みになる場合は先にス
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プーンをカップの向こう側においておきますと

カップの上げ下ろしに邪魔になりません。

　基本的に紅茶のソーサーは手に持って飲んでよ

く、コーヒーのソーサーは持ち上げません。です

が、低いテーブルに出された場合、お皿ごと自分

の膝あたりに持って来て左手でソーサー、右手で

カップを持って飲みますと手の伸ばしすぎや前の

めりの姿勢にならずにすみます。

以下補足として

［夏場の暑い時期に扇子を用いる時］

　扇を全開にして仰ぐのは避け、腹部の位置辺り

でそっと仰ぐ方がスマートです。また白檀などの

香木を使用した扇子もありますが、ビジネスの時

には香りが無くてもいいと思います。

［おしぼりが出された場合］

　人前では顔や首を拭くのは避け、手を拭くだけ

にとどめた方が印象は良いでしょう。

以上、成功を導くためのビジネスマナーでした。

 支　部　便　り

千代田支部　新年会
千代田支部　名古路勝彦

　千代田支部の新年会会場は、近藤支部長が予約

してくれた「後楽園飯店」で行いました。

飲み放題コースでしたが、参加したのは最高齢の

Ｆさん（８５歳）、マッチ支部長（８０歳）、一番

若いＫさん（３３歳）を含めて１０人のメンバー

でした。 

全員が年齢を感じさせない飲みっぷりで、飲み放

題を満喫し、完全に元を取った感じでした（笑）・・・

さすが千代田支部です・・・お店は嫌がってしま

した（笑）・・・

　ちなみに、メニューは①五種類前菜盛り合わせ

② ウナギと香味野菜の四川風炒め③北京ダック

④フカヒレ入り蒸し餃子⑤オマール海老のチリ

ソース⑥フカヒレと白霊茸の醤油煮込み⑦牛フィ

レステーキ丼　ＸＯ醤油風味⑧本日のデザート

今年の予定として美味しい馬刺しを福島へ食べに

行く事になりました。

馬刺しは、熊本・長野が有名ですが、味は福島が

一番だそうです。

荒川支部　新年会
荒川支部長　廣田圭吾

　新春１月７日㈯に上野伊豆栄梅川亭で荒川支部

新年会が開かれました。当日は多数の御出席を賜

り、盛大な会となりました。

美味な膳立てとお酒、気がおけない諸先輩との歓

談は時を忘れるものでした。
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江墨支部　新年会
江墨支部長　山口勝弘

　江墨支部新年会は２月１８日土曜日の午後６時

半よりいつも支部会で使っている錦糸町の鮨・活

魚「うさ美」にて、奥様方も含め１５名とリバー

アップのコンパニオン４名の参加で行われまし

た。

　木内幹事長の開会の言葉に続き、私からの理事

会報告・市況報告等々の話のあと、㈱アサヒ・ク

リーン社長の金山理事による乾杯で宴会が始まり

ました。

我が江墨支部の新年会は奥様同伴が恒例になって

いますが、年を重ねる毎に健康面の話題が増えて

くることに、自らの歳を感じる瞬間でした。

昨年の新年会での失敗を教訓に、お酒が進んでし

まわぬうちに、恒例のお年玉の支給をしました。

奥様方のほころぶ顔に、こちらも幸せな気持ちを

頂きました。

　この日は奥様方も日頃の家事から解放され、お

いしい料理に舌鼓を打ちながら和やかに近況報告

など様々な話で盛り上がっておりました。

会の方も楽しい時間はあっという間に経過するも

ので、最後に㈱松井紙業社長の松井理事の締めの

挨拶と３本締めで、お開きとなりました。

　今年一年も、和気あいあいと楽しい支部会であ

る事に心がけ、また、業界がますます盛り上がっ

ていくことを願いたいと思います。

城南支部　新年会旅行
城南支部　千田信治

　城南支部で恒例の新年会旅行が２月４日（土）

～５日（日）箱根・芦ノ湖畔蛸川温泉「龍宮殿」

にて開催されました。

当番幹事は（株）坂田紙業と（株）共益商会が担

当し、８社１０名が参加しました。

　今回は、（株）坂田紙業の坂田秀一郎様に段取り

を取って頂き、（有）坂田亮作商店の坂田亮様に宿

を予約して頂きました。改めて、感謝いたします。

４日は、雲一つない快晴に恵まれ、新宿よりロマ

ンスカーで快適に行くことが出来ました。

宿泊する龍宮殿は、芦ノ湖の湖畔にある純和風の

旅館で、その昔、浜名湖より移設された歴史の深

い旅館です。

部屋に入って、大きな窓から見える芦ノ湖や富士

山の眺めは素晴らしく感動しました。

夜の宴会では、旬のさかなを使った彩鮮な懐石料

理や坂田秀一郎様が芸者さんの三味線に合わせて

小唄を披露して頂くなど楽しい時間を過ごす事が

出来ました。

　翌朝は同部屋の井出専務から「赤富士が見える

よ」と声をかけられ、早起きをしたおかげで、山

頂に傘が被っていましたが、とても綺麗な赤富士

を堪能する事が出来ました。富士山が笠をかぶる

と雨になるらしいのですが、帰りの車中では確か

に雨が降りました。

　新宿に戻り、坂田秀一郎様から昼食に寿司をご

ちそうになり、坂田支部長のご挨拶を頂き、本当

にあっという間の時間でしたがとても楽しかった

です。

　これからも支部の皆様と一層より良い協力関係

を築き、坂田支部長を盛り上げ、活気ある支部に
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なる様に努めて行きたいと思います。

　この様な楽しい企画を立てて頂きました坂田秀

一郎様にはとても感謝しております。ありがとう

ございました。

組 合 員 の 広 場

新組合員の紹介
江墨支部　後藤政孝

　平成２９年１月に組合加入しました板橋紙原

（株）後藤政孝と申します。

この度は所属する江墨支部の山口支部長をはじめ

皆様方には快く歓迎していただき誠に有難うござ

います。

弊社は江東区清澄駅の近くで約７０年余り商売を

営んでおり、私が３代目となります。

昨今の業界の不況を乗り越え、祖父から続いた商

売を今後も継続していくためにも同業者である組

合の皆様方や関係各位様方の知恵や情報をご教示

いただき、精進していこうと考えておりますので、

ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま

す。

♪ことわざミニ知識♪

「杜撰（ずさん）」
誤りが多く、いい加減なこと。ぞんざいで手落ち

が多いこと。（例）杜撰な工事

同様な意味として、「出鱈目」、「いい加減」がある。

支部スケジュール

千代田支部

　総　会　４月１０日（月）（株）齋藤商店

　支部会　５月１２日（金）菜の花

　支部会　６月　９日（金）菜の花

中央支部

　支部会　４月２１日（金）場所未定

文京支部　

　総　会　４月１８日（火）東明飯店

　支部会　５月１８日（木）すし常本店

　支部会　６月１９日（月）東明飯店

台東支部

　総　会　５月　日にちと場所は未定

荒川支部

　総　会　４月　９日（日）～１０（月）

　　　　　　　　　　　湯河原温泉

　支部会　４月１０日（月）町会会館

足立支部

　未定

山手支部

　総　会　４月２２日（土）鮨やなぎ

　支部会　５月１９日（金）鮨やなぎ

　支部会　６月１９日（月）鮨やなぎ

城南支部

　総　会　５月２０日（土）場所未定
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江墨支部

　未定

城北支部

　総会　　４月１１日（火）組合会議室

　支部会　５月　休会

　支部会　６月　日にち場所未定

◎第６１回　通常総会
第５５回永年勤続従業員表彰
期日：平成２９年５月２２日（月）
場所：上野精養軒
時間：総会   午後３時５０分より
永年勤続従業員表彰   午後５時１０分

お　知　ら　せ

〔４月会議・催事予定〕
4 月   5 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

4 月 �3 日 ( 木 ) 清風会ゴルフコンペ

 埼玉県飯能市

 「武蔵丘ゴルフコース」

4 月 �4 日 ( 金 ) 会計監査 (pm5:00~) 組合会議

室

4 月 20 日 ( 木 ) センター関東地区委員会(pm2:00)

 センター会議室

4 月 26 日 ( 水 ) センター業務委員会 (pm2:�5~)

 センター会議室

　　〃 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 29 年 2 月 9 日現在

　新　聞 9 円～ �4 円 ( 上値上昇 )

　雑　誌 7 円～ �� 円 ( 上値上昇 )

　段ボ－ル 9 円～ �3 円（横ばい )

［組織変更］
台東支部：（有）北信紙業（代表者　高山昭二郎）

→　新代表　代表取締役社長　高山　友生　

　代表取締役会長　高山　昭二郎

［訃報］
足立支部：（有）丸保紙業の代表者　片岡　繁　様

（享年 57）が平成２9 年 � 月 30 日にご逝去され

ました。　　

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。　　　　　

組合事業紹介（事業部）

（都市近代化推進事業協同組合）　

①ＥＴＣカード

指定の高速道路が割引運行出来ます。首都高速も

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。

②ガソリンカード

当組合で一番人気の事業のひとつです。

全国平均と比べハイオク・レギュラーガソリンが

約３円、軽油が９円ほど安く購入できます。
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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。

実施した事業所の話では、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。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。

ＥＴＣカード・ガソリンカード・プレス機オイル

交換のお申込みは、組合事務局までご連絡ください。

東京都製紙原料協同組合　☎　03－3831－7980

会 議 概 要［ １月・２月］

１月度定例理事会 

［平成２９年１月６日（金）］於）組合会議室

出席理事２１名・監事０名　

理事長挨拶

新年おめでとうございます。トランプ氏の大統領

就任による期待感で、昨年末から為替が円安の方

向に動いています。その影響から中国の白板、原

紙の価格が上がるのではとの憶測も出ています。

メーカーからは、景気の良いコメントと逆のコメ

ントの両方の声が聞こえてきます。１月２０日の

正式な大統領就任後はどうなって行くのか、専門

家も分からない状況ですが、どんな事があっても

対応していかなければならないと思います。本年

もよろしくお願い致します。

［各部報告］

［直納部］

１月度の共販輸出は、上物を国際紙パルプ商事

（株）が国内価格を上回り落札しました。仕向地

は中国で業者の報告では「古紙需要が逼迫してお

り、各メーカーは原料確保に躍起となっており、

底値が見えない状況で古紙価格は推移。関東商組

の輸出価格にみられるように市況価格は急上昇し

ているため、反動は予測されますが、中国の旧正

月までは価格は強含みで推移すると思われます」

との事。

裾物では、段ボールとミックスを日商岩井紙パル

プ（株）がそれぞれ国内価格を上回り落札しまし

た。仕向地は段ボールがベトナムでミックスは中

国。業者の段ボールに関する報告では「各国とも

引き合いは強いが天井感有り」との事。業者のミッ

クスに関する報告では「大手は横ばいだが中国の

中小洋紙メーカーは高値に嫌気」との事。

国内の市況は、輸出価格が上がっているが、国内

価格はあまり上がっていない。

［品目別］

［段ボール・新聞・雑誌］　段ボール：１月度の国

内発注量は横ばい。段ボール原紙の出荷は、前年

同月比プラス。生産は前年同月比マイナス。１１

月末の原紙在庫は、国内出荷が好調だった事と、

中国向け段原紙輸出が大幅に増加した事で、前月

比で減少した。１月の各メーカーはフル操業の工

場が多く、冬場の古紙入荷減少に備え購入の動き

も活発な状況が継続。

雑誌：１月度国内メーカーの発注量は横ばい。白

板紙製品動向は１１月度国内出荷は前年同月比で
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プラス。生産は前年同月比でマイナス。雑誌古紙

は慢性的な発生不足で、今後は安定的な購入を継

続する見込み。国内では禁忌品である昇華転写紙

の混入が増加しており、代替古紙を積極的に購入

する動きが見られる。中国では白板製品需要が旺

盛で製品価格も順調に推移。

新聞：古紙在庫は潤沢な工場が多い。１月度の国

内発注量は横ばい。新聞用紙製品の国内出荷は前

年同月比でマイナス。生産量も前年同月比でマイ

ナス。出荷量は３ｹ月連続の減少。発行部数の減

少も収まらない。各新聞社の購読部数は前年同月

比で減少したままの状況が続いている。中国でも

新聞古紙の発生は依然として悪化している。

［家庭紙］　全体的に古紙の発生は、１２月の季節

要因もありオフィス系や輪転機を廻している印刷

関係からの発生が少し良かった。依然として出版

業界は低迷。印刷情報用紙は国際マーケットが、

すでに値崩れがおきており、かつ円安状況で、買

い手が付かない模様で輸出は厳しい環境。先行き

上物古紙の輸出価格は強含み。　

［返本関係］ 低位安定。Ｄマガジンの発売日が一

般雑誌より早く、売れ行きもいいので、地方の雑

誌販売に悪影響が出ている。

［集荷部］

昨年１２月は年末まで印刷・製本関係からの発生

が少しあった。しかし、１月に入り徐々に悪くなっ

てきた。

［広報部］　

広報誌１月新年号は、「時の視点」で理事長と副

理事長の新年挨拶と返本組合の理事長挨拶を掲載

予定です。「支部便り」では各支部開催の忘年会

記事を掲載予定です。原稿の未提出は残り２支部

ほどですので、早急に提出をしてほしい。又、「組

合員の広場」では９月組合入会の（株）ネクスト

の紹介や代表者を変更された方々の挨拶を掲載予

定していますので、原稿を提出してほしい。

［事業部］

ＥＴＣカードの割引率が変更になります。読み取

り機械で旧タイプ使用の方の割引率が下がりま

す。新タイプの方は今まで通りです。

１月２１日に合同新年会がありますので、ご協力

よろしくお願い致します。

［青年部］

１月２１日の合同新年会でカラオケ大会等のお手

伝いを予定しています。アトラクションは、お笑

い関係の出演を交渉中です。

［審議・検討・報告事項］

�. 　脱退者について 

　文京支部：（株）小川商店　( 代表　小川裕光 )

廃業の為　平成２８年１２月３１日付・・・

原案どおりで可決　　

2. 　新加入について

　 江墨支部：板橋紙原（株）（代表　後藤政義）

平成２９年１月１日より・・・原案どおりで

可決

3.　ＴＰＩＣＯロゴマークの決定：前月の理事会

で提出された３案の内、１案（木の図案）で

決定。今後、マーク使用についての条件等を

決めていく。　

4.　理事の改選及びスケジュール：支部推選理事

を２月２７日（月）までに本部へ提出する。 

5.　合同新年会について：参加は、来賓２６名・

組合員７４名（青年部７名含む）・新聞社７社・

事務局２名の合計１０９名

古紙センター関東地区委員会　

［平成２９年１月２３日（月）］ ｐｍ 4：00 ～　

於）古紙センター会議室

［需要動向］　�6 ／ �2 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］
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［新　聞］ 仕入 62,547(  93.7% )

 出荷 59,69�(  94.�% )

 在庫 ��,�32(  �8.6% )

［雑　誌］ 仕入 56,�85(  98.3% )

 出荷 5�,999(  98.9% )

 在庫 �2,��7(  23.3% )

［段ボール］ 仕入 �5�,753(�00.3% )

 出荷 �45,�27(�00.9% )

 在庫 �7,564(  �2.�% )

［関東・静岡実績］

［新　聞］ 入荷 204,750(  93.�% )

 消費 2�2,932(�05.0% )

 在庫 �34,489(  63.2% )

［雑　誌］ 入荷 96,547(  93.7% )

 消費 88,3�5(  90.6% )

 在庫 44,797(  50.7% )

［段ボール］ 入荷 327,886(�00.8% )

 消費 300,743(�04.0% )

 在庫 93,680(  3�.�% )

［業者側コメント］

［新聞・雑誌・段ボール］

３２社報告の１２月古紙仕入は前月比で３品とも

増加。前年比で段ボールは増加、新聞・雑誌は減少。

在庫率は前月比で３品とも増加。三紙会報告の

１２月古紙仕入は前月比で３品とも増加したが、

発生期にもかかわらず、例年より発生が悪く前年

比で段ボールは横ばい、新聞・雑誌は減少。１月

の仕入れは前年比で３品とも減少する見通し。

［上物古紙］

１２月末の４２社上物古紙在庫報告では、家庭紙

向けが前月比で増加し、前年比で減少。ＤＩＰ向

けでは前月比・前年比ともに減少。需要が安定し

ている中、発生量が振るわないため各問屋在庫は

ランニングストック状態が継続。

［メーカー側コメント］

１２月の新聞の発注は横ばい、入荷と消費は計画

通り、在庫は減少した。１月の発注は横ばい、入荷・

消費は計画通りのため、在庫は横ばいの見通し。

１２月の雑誌の発注は横ばい、入荷は計画通り、

消費は計画通りのため、在庫は減少した。１月の

発注は横ばい、入荷・消費は計画通りで、在庫は

横ばいもしくは増加する見通し。

１２月の段ボールの発注は横ばい、入荷は計画通

り、年末の休転による消費調整のため、在庫は大

幅に回復した。１月の発注は横ばいか増加で、入

荷・消費は計画通り、在庫は横ばいの見通しであ

る。

古紙センター業務委員会
　

［平成２９年１月２７日（金）］　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の交付につい

て（関東地区委員会・中四国委員会推選）

［2］　平成２９年１月～６月の段ボール・新聞・

雑誌の消費計画について　

［3］　古紙の需要・市況動向について

＊ページ数の関係で割愛させて頂きます。

２月度定例理事会

［平成２９年２月６日（月）］　於）組合会議室

出席理事２０名・監事０名

理事長挨拶

酉年は荒れると言いますが、ここのところ円高に

振れている割には、輸出市況に影響が出ていませ

ん。今後、トランプ政権の動きにより経済がどう

なっていくか見据えなければいけないと思いま

す。古紙業界では大型買収のニュースが有り、今

後の動向を注視する必要があります。本日も多く

の議案がありますので、宜しくお願い致します。

［各部報告］
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［総務部］

組合会館の今後の有り方について、昨年より依頼

していた鈴与三和建物（株）から資料が出たので

常任理事会で説明を受けた。

［直納部］

２月度の共販輸出は、上物では国際紙パルプ商事

（株）が国内価格を上回って落札しました。仕向

地は中国で業者の報告では「古紙受給が逼迫して

おり、各メーカーは原料確保に躍起となっている。

関東商組の輸出価格にみられるように古紙価格が

急上昇。下落要因は見られず、中国の旧正月以降

も価格は強含みで推移すると思われます」との事。

裾物では、段ボールとミックスを日商岩井紙パル

プ（株）がそれぞれ国内価格を上回り落札しまし

た。仕向地は段ボールがベトナムでミックスは中

国。業者の段ボール・ミックスに関する報告では

「引き続き、各国とも引き合いが強い」との事。

国内市況は、メーカーの中には古紙価格の上昇に

対応出来ず、購入を控えている所がある。

新聞と雑誌の古紙輸出価格を比較すると新聞の方

が安い。これは通常ではあり得ません。

［品目別］

［段ボール・新聞・雑誌］　段ボール：２月の国内

発注量は横ばい。段ボール原紙の出荷と生産は、

前年同月比プラス。

国内出荷は２ｹ月連続の増加。１２月末の原紙在

庫は過剰であったが、国内出荷が好調で中国向け

段原紙輸出も伸長し、高騰する古紙価格を睨んで

休転する工場もあった事から、前月比で減少した。

古紙輸出は１月～２月好調を維持。製品需要が強

い中国を筆頭にタイ、ベトナムといった新マシン

の稼働が予定されている国の需要が強く、引き続

きフォローの風。

雑誌：１月国内メーカー在庫は低調で発注量も横

ばい。白板紙製品動向は１２月国内出荷が前年同

月比でプラス。生産は前年同月比で横ばい。雑誌

古紙の１２月国内発注慮は２ｹ月連続増加。雑誌

古紙は慢性的な発生不足なので、現状では新聞古

紙を代替原料と使用しているメーカーも少なくな

い。国内では禁忌品である昇華転写紙の混入が増

加しており、代替原料を模索し、利用拡大を目指

している。中国では白板製品需要が旺盛で製品価

格も順調に推移。

新聞：古紙在庫は潤沢だが、入荷が想定より悪く

在庫を減らした工場が多い。２月度の国内発注量

は横ばい。新聞用紙製品の国内出荷は前年同月比

でマイナス。生産量も前年同月比でマイナス。出

荷量は４ｹ月連続の減少。発行部数の減少も収ま

らず、各新聞社の購読部数は前年同月比で減少し

たままの状況が続いている。輸出では中国白板

メーカーが高値の日本品を敬遠し、欧米の残紙に

購入をシフトしている。

［家庭紙］　輸出では、上物（ケント）の輸出価格

より雑誌（ミックス）の輸出価格の方が高い。上

物は相変わらず国内の発生が悪く引き合いは強い。

［返本関係］　出版物は雑誌が中心で、雑誌を本屋

へ運ぶついでに書籍を運ぶという歴史がありまし

た。しかし、雑誌の売り上げが４１年ぶりに書籍

売上より低くなってしまいました。１月の発生は

前年対比で９４％。

［集荷部］

年明けより発生が悪い。２月に入っても状況に変

わりはない。

［広報部］　

広報誌３月は、「時の視点」について検討中。２

月１５日に開催する広報部委員会で決める予定。

「時の話題」では合同新年会と返本組合新年会及

び集荷部新年会の記事を掲載予定です。「支部便

り」では荒川支部新年会と城南支部の旅行の記事

を掲載予定です。尚、「組合員の広場」では新組

合員の紹介と代表者変更のあった組合員の紹介を

しますので、未提出の方は提出をお願いします。
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［青年部］

２月２１日に幹事会と部会を開催し、製本二世連

合会との懇談会について話し合う予定。

［審議・検討・報告事項］

�.　脱退者について 

　足立支部：（有）柿沼商店　( 代表　柿沼　章 )

自己都合の為　平成２９年３月３１日付・・・

原案どおりで可決

２.　組合新加入について：　（有）カネショウ　

代表　木下弘樹　様　八王子市南大沢

　組合への直接加入申込で、入会の際の内規を満

たさない為、情報を集め３月の理事会で再度

審議する事となった。

３.　組合会館の今後について鈴与三和建物（株）

より作成資料の説明があった。

　①マンションに建て替えた場合（３パターン有）

　②現状で売却した場合　③更地で売却した場合

古紙センター関東地区委員会

［平成２９年２月２０日（月）］ ｐｍ 2：00 ～　

於）古紙センター会議室

［需要動向］　�7 ／ � 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 54,720(  97.5% )

 出荷 56,�36(  95.0% )

 在庫 9,7�6(  �7.3% )

［雑　誌］ 仕入 46,78�(  94.4% )

 出荷 48,887(  93.0% )

 在庫 �0,0��(  20.5% )

［段ボール］ 仕入 �26,009(�00.6% )

 出荷 �32,�85(  99.0% )

 在庫 ��,388(    8.6% )

［関東・静岡実績］

［新　聞］ 入荷 206,009(  94.3% )

 消費 208,20�(�0�.4% )

 在庫 �3�,6�4(  63.2% )

［雑　誌］ 入荷 9�,6�5(  88.3% )

 消費 87,055(  89.7% )

 在庫 48,99�(  56.3% )

［段ボール］ 入荷 289,669(  98.2% )

 消費 29�,372(�0�.5% )

 在庫 9�,977(  3�.6% )

［業者側コメント］

［新聞・雑誌・段ボール］

３２社報告の１月古紙仕入は前月比で 3 品共に

減少し、前年比で段ボールは増加、新聞・雑誌

は減少し、在庫率は前月比で 3 品共に減少した。

三紙会報告の � 月古紙仕入は前月比で 3 品とも

大きく減少しているが、１２月は最大の発生月で

あることによる影響である。前年比では段ボール

は増加、新聞・雑誌は減少した。2 月の仕入は前

年比で段ボール・雑誌は増加、新聞は減少する見

通しである。

［上物古紙］

１月の上物古紙在庫は家庭紙向け全体では前月比

が模造を除いて減少し、前年比は込頁を除き減少

となった。上物市況は、洋紙・板紙・家庭紙向け

すべてにおいて慢性的な発生減から引き合いは強

い状況である。

［メーカー側コメント］

１月の新聞の発注・入荷・消費は計画通りで、在庫

は微減となった。２月の発注は横ばい、入荷・消費

は計画通りのため、在庫は減少する見通しである。

１月の雑誌の発注は横ばい、入荷・消費は計画通

りで、在庫は増加となった。２月の発注は横ばい、

入荷・消費は計画通りのため、在庫は横ばい若し

くは減少する見通しである。

１月の段ボールの発注は横ばいで、入荷・消費は

計画通り、在庫は横ばいから微減となった。２月
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の発注は横ばいで、入荷は低調、消費は計画通り

のため、在庫は減少する見通しである。

古紙センター業務委員会
　

［平成２９年 2 月２８日（火）］　pm2：�5 ～　

於）古紙センター会議室　

［�］　平成２９年度の事業計画（案）について

［2］　平成２９年度収支予算（案）について

［3］　古紙の需要・市況動向について

　＊ページ数の関係で割愛させていただきます。

全原連  平成２８年度   第８回理事会報告

平成 29 年 2 月 28 日 ( 火 )　�5:�5 ～ �6:45

古紙再生促進センター

理事・監事６５名：出席　３３名　

Ⅰ　主要議題

１. ２０２０年対策に関する動き（�/27 特別委員

会小委員会開催）

２. 優良性評価事業に係る商標登録

３. ２０２０年東京オリンピック / パラリンピッ

クへの対応

４. 古紙商品化適格事業所及び古紙リサイクルア

ドバイザーの認定申請

Ⅱ　諸議題

１. 各委員会活動報告

　　（１）経営革新委員会（�/27 開催）

　　（２）需給委員会（�/27 開催）

　　（３）ＩＴ推進委員会（�/27 開催）

　　（４）渉外広報委員会（�/27 開催）

Ⅲ　その他報告事項　　

１. 業務委員会（2/28 開催）

２. 古紙持ち去り問題意見交換会（2/22 開催）

３. ロウ引き段ボールの混入防止のお願いチラシ

の全連ＨＰ提出　　　　　　　　　　

編  集  後  記

広報部副部長　宮内啓悟

　３月となり、新年度目前となりました。学校で

は、卒業式と入学式、企業では新入社員の入社式

があり色々と人の入れ替えのある時期です。

　当組合でも、脱退者は多いのですが新規加入者

も少しずつ増加していると感じています。これは、

組合に加入するメリットがあるからだと思ってい

ます。

私も、理事になって初めて組合でこんな活動もし

ているんだと気が付いた事もありました。

　最近の取り組みは個人情報保護に関する組合独

自の認定制度（ＴＰＩＣＯ）であり、これは組合

員にとってのメリットだと思います。このような

活動は、組合に興味をもって参加して頂かないと

わからないのではと思います。

この広報誌をどれだけの組合員の方が読まれてい

るかわかりませんが、組合活動に参加して組合が

何をしているのかをわかって頂けたらと思いま

す。

５月には、総会もあります。この機会に是非参加

して頂ける事を期待しています。
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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。

広報誌では昨年より２年間に渡り、今回ご協力頂

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）

今回は、組合員とかかわりの深い関係業者を掲載

いたしました。　

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。料金等は右のように

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－ 53

Ｋ－ 54

□品川支店　 ０３－３４７１－７１５１ □豊海営業所　 ０３－５５４８－５６５１ □江戸川支店　 ０３－５６７６－３５１１ □王子営業所　 ０３－５９４８－６７８１ 

□多摩支店　 ０４２－５５６－０１０２ □東久留米営業所　 ０４２－４７０－７５８０ □相模支店　 ０４２－６５３－３５００ □府中営業所　 ０４２－３３０－７２１５ 

□横浜南支店　 ０４５－７７５－５１６０ □横浜北支店　 ０４５－５４２－２４２ □川崎支店　 ０４４－２８７－０３０ □湘南支店　 ０４６７－７４－７９９１ 

□相模整備センター　 ０４２－７６３－２９５１ □小田原営業所　 ０４６５－３８－１７２１
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Ｋ－ 53

Ｋ－ 54

□品川支店　 ０３－３４７１－７１５１ □豊海営業所　 ０３－５５４８－５６５１ □江戸川支店　 ０３－５６７６－３５１１ □王子営業所　 ０３－５９４８－６７８１ 

□多摩支店　 ０４２－５５６－０１０２ □東久留米営業所　 ０４２－４７０－７５８０ □相模支店　 ０４２－６５３－３５００ □府中営業所　 ０４２－３３０－７２１５ 

□横浜南支店　 ０４５－７７５－５１６０ □横浜北支店　 ０４５－５４２－２４２ □川崎支店　 ０４４－２８７－０３０ □湘南支店　 ０４６７－７４－７９９１ 

□相模整備センター　 ０４２－７６３－２９５１ □小田原営業所　 ０４６５－３８－１７２１

Ｋ－ 55

Ｋ－ 56
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Ｋ－ 55

Ｋ－ 56

Ｋ－ 57

Ｋ－ 58

◇◇◇ 古紙のリサイクルパートナー ◇◇◇ 

渡辺式全自動高速古紙梱包機 

【 製品品目 】 

☆ラージベール(古紙用)    LBP型 ２0馬力～250馬力 

☆ラージベール(廃棄物用) LBW型 ３0馬力～200馬力 

☆新聞選別コンベヤ（自動紐取装置付） 

☆直投型紐取選別機 

☆廃プラ選別コンベヤ 

☆ビン・缶・ペット選別コンベヤ 

☆廃プラ圧縮梱包機（樹脂バンド結束） 

☆アルミ圧縮梱包機（番線・樹脂バンド結束） 

☆その他、全自動式産業機械全般 

 

※特殊仕様条件も設計製作可能です。 
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Ｋ－ 58

◇◇◇ 古紙のリサイクルパートナー ◇◇◇ 

渡辺式全自動高速古紙梱包機 

【 製品品目 】 

☆ラージベール(古紙用)    LBP型 ２0馬力～250馬力 

☆ラージベール(廃棄物用) LBW型 ３0馬力～200馬力 

☆新聞選別コンベヤ（自動紐取装置付） 

☆直投型紐取選別機 

☆廃プラ選別コンベヤ 

☆ビン・缶・ペット選別コンベヤ 

☆廃プラ圧縮梱包機（樹脂バンド結束） 

☆アルミ圧縮梱包機（番線・樹脂バンド結束） 

☆その他、全自動式産業機械全般 

 

※特殊仕様条件も設計製作可能です。 

 

 

 

 

Ｋ－ 59

Ｋ－ 60

長くつづく会社が多い国は、
いい国だと思う。
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Ｋ－ 60

長くつづく会社が多い国は、
いい国だと思う。

〒177-0041  東京都練馬区石神井町 7丁目 27-19    TEL : 03（6913）3561  FAX : 03（6913）3562　e-mail : y-kanda@consul-offi ce.jp
　　　　　   センチュリー石神 302号

Ｋ－ 61

Ｋ－ 62
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〒177-0041  東京都練馬区石神井町 7丁目 27-19    TEL : 03（6913）3561  FAX : 03（6913）3562　e-mail : y-kanda@consul-offi ce.jp
　　　　　   センチュリー石神 302号

Ｋ－ 61

Ｋ－ 62

Ｋ－ 63

Ｋ－ 64
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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㈱様　

より年間掲載（有料）のお申し込みを頂いており

ます。有難うございます。

ご協力頂きました矢崎エナジーシステム㈱様に

は、サービスの一巻として企業紹介や宣伝記事等

の企画立案をさせて頂きます。

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。
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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


