街中で見つけた変わっ
たドロップクリップに思
わず心が踊る。

文具ライター

猪口フミヒロ
朝活「文房具朝食会＠名古屋」を主催しながら、ブログを書き続ける文房具マニア
＂フミヒロさん＂。今日も最高の文房具を求めて街中を歩き回る、文房具界の有名人だ。

てもカラフルな円形のポリプロピレ
ン樹脂クリップなのだ。

風を吹き込んでくれた功績は大き

いクリップが文房具の世界に新しい

プス』を押したいと思う。この新し

ニーが出している『ドロップクリッ

式会社デザインフィルミドリカンパ

今回、僕が選ぶ文房具大賞には、株

クリップは素敵で特殊な文房具

吹っ飛ばすタフなクリップなのだ。

丈夫なのか ？」という僕らの心配も

できる性能にも驚いた。
「樹脂で大

枚の厚さまでしっかり留めることが

あるにもかかわらずコピー用紙約

てクリップらしくないデザインで

も丸い形をしていて愛らしい。そし

とにかく華があるのである。しか

い。一部のマニアの間で絶大な支持

心も踊る
﹃ドロップクリップス﹄

を得ているからだ。この愛らしいク
リップをぜひとも皆さんに知らしめ

だ。こんな面白い文房具は他にはな

つくられているものを使っている人

ワイヤー状の金属をグルっと曲げて

属でつくられているのが常である。

る必要があるので、弾力性のある金

本来、クリップは紙を何枚も留め

房具にとても心惹かれている。そこ

房具〟なのだ。僕はこの循環する文

の元に帰ってきたりする〝旅する文

になってしまい、いつの間にか自分

使って渡してしまえば他の人のモノ

のようで自分のモノではないのだ。

いのではないだろうか？ 自分のモノ

が多いのではないだろうか。 そう

も合わせて、今年は
『ドロップクリッ

ておきたいと思う ！

いう僕も会社では普通のゼムクリッ

プス』を大賞にしてやってください。

82
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よろしくお願いいたします ！

「文房具ビズ＠本と
文房具とスグレモノ」

「私の
文房具大賞」

超私

的

プを使っている。ところが、この
『ド

http://fumihiro1192.
hatenablog.com/

マニアが愛してやまない
文房具の魅力と お宝 を公開！
ロップクリップス』は全８色のとっ

DATA

これが猪口氏のペンケースに入って
いる文房具たち。いつも
“お気に入
り”
と一緒に生活している。

本誌を手に取っていただいた読者の皆様は当然、文房具が好きだろう。
日々、自分の用途や好みに合わせてお気に入りの文房具探しを楽しんでいるはずだ。
ところが、好きの一線を超えてしまった文房具マニアの皆さんの視点は、
やはり一味も二味も違う。
ここに登場する、文房具ライター、文房具ブロガー、イベント主宰者に文房具開発者など、
自他ともに認める文房具マニアの皆さんは、文房具のどこに萌えているのか？
そして、そんな彼らのとっておきの愛用品とは……？
愛すべき文房具探しとその啓蒙活動に血道を上げる彼らの言葉は、
私たちにとってこれからの文房具選びのメルクマークとなるのだ ！（たぶん）
10

偏愛主義上等！

文具好きサラリーマン

こっこ
文具は仕事の効率化だけでなく、
モチベーションも高めてくれる大事なツール。
使いこなせば未来が変わるかも

ことができます。
「これなら未来の自

み合わせれば無限に情報を書き込む
イフスタイルに合った文具を探すと、

されますが、そうした中から自分のラ

毎月のように新しい文房具が発表

重宝しています。

分をコントロールできるし、ログも残
仕事も効率化しますし、
楽しめますね。

スも豊富ですし、別冊のＩＤＥＡと組

外回り営業の仕事をしている自分
せる！」
と直感でわかりました。以来、

手帳を使いこなすことで
未来の自分をコントロール

にとって、スケジュール管理・タスク

で共有したい！」と考え、自分で立ち

ずっとこの手帳だけを使い続けてい

上げたコミュニティ「ジブン手帳同

管理は大切です。お客様とのアポイ

「つぎは何をするんだっけ」と頭の整
好会」は、今ではメンバー約２３００

「ジブン手帳の使い方等をみんな

理ができないこともありました。そ
名の大型コミュニティになりました。

ます。

んな私が、某大手文具販売店で運命的

ント、会社に戻ってからは並行して

な出会いをしたのは今から２年ほど
ジブン手帳を使ったイベントなども

進捗する複数案件に関する事務作業。

前のこと。

具等をしまうペンケースは、コクヨの

そして、その相棒ともいうべき筆記

開催したり、要望をジブン手帳の製作

した。ジブン手帳は、一生モノの情報
「ネオクリッツフラット」
。バッグの

者さんに届けたりと、楽しく活動をし

を書き込む
『ＬＩＦＥ』
、年間の情報を
中でかさばらず、デスクの上ではスタ

スケジュールとタスクを同時に管

書き込む
『ＤＩＡＲＹ』
、なんでも書き
ンドに変身する優れもの。スタンド

理したいと思っていた私は、コクヨの

込める方眼ノート『ＩＤＥＡ』の３分
にするとゴチャつくデスクの上でも

ています。

冊になった手帳です。メインで使う

「ジブン手帳」という手帳に出会いま

ＤＩＡＲＹは 時間バーチカル型で、
アポイントとアポイントの隙間時間
でも外でも仕事をする私にはとても

スペースを取りません。事務所の中

いかに応えられているかだと思う。

私は使い勝手やユーザーのニーズに

た秘密兵器なのだ。

アが、ユーザーのニーズにマッチし

上げた本革製。財布 財布のアイデ

ルダー」は職人のハンドメイドで仕

今年生まれたばかりの末っ子の
ト」
は三男とは一味違う、ケースなし
でも一人歩き出来る子です。愛称も

「本革製コインホルダー クレセン

たとき送料が８００円もかかってし

三日月窓だから、「クレセント」！

長 男 の「 三 角 ダ ン ボ ー ル ケ ー ス

まう事実を知ったとき、彼は誕生し

今後も可愛がっていただきたい。

ず、そのサイズの梱包材は市販され
ていない。そんなユーザー泣かせな

ダー 捨てま箋
（せん）
」
は、利用価値

次 男 の「 ガ ム 捨 て 紙 付 箋 ホ ル

ないだろうか。

にとっての文具大賞といえるのでは

これら愛すべき子供たちこそ、私

た。定形外郵便が ㎝にもかかわら

セット」
。ポスターを普通に郵送し

ると思っている。

４人の子供たちは、私が考えて調べ

三男の「本革製スマートコインホ

DATA

たどり着いたニーズに十分応えてい

文房具の良しあしを決めるのは、

を把握するのに最適。フリースペー

（有）クレアサイト 代表取締役

盛 昌義
印刷業界で長年培った技術やノウハウを活かし、
ありそうでなかったものをこれからも！

ユーザー視点に立って
考えるアイデア

ている文房具を見ていると、もっと

のないガムの捨て紙を再利用したア

ことはないではないか。

こんな機能があればいいのにという

イデア商品。細く長くアマゾンで販

元来の性分で、もともと販売され

思いから、自分で商品を開発してし

売されていることはここだけの秘密

http://www.creasight.
net/

本革製コインホルダー クレセント 4,980円

四男

まうのだが、私の文房具大賞ともな

「クレアサイト」
ケースなしでも持ち運べるコインホルダー。
その薄さが驚異的です。

http://iro-toridori.net/
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ペンスタンドになる
「ネオクリッツフラット」
は
省スペースでゴチャつくデスク上で活躍。

三男 本革製スマートコインホルダー 4,380円
サイフにピッタリ入るコインケース。
ありそうで今までなかった。

としよう。

捨て紙を付箋に有効活用して楽しむアイデア商品。

次男 ガム捨て紙付箋ホルダー 捨てま箋（せん） 390円

in

24

れば、やはりオリジナルに開発して

長男

三角ダンボールケース 6本セット 1,300円

きた
〝４人の子供たち〟
だろう。

ありそうでない商品を開発することが喜びなのだ。

「イロトリドリ」
DATA

60

!?

スキマ時間を把握しや
すいバーチカル型の「ジ
ブン手 帳 」のウィーク
リーページ。自分なりの
方法で未来をコントロー
ルしよう。

文具ブロガー

鈴木元貴
を入れなくてもスムーズにペンが走
それでいて書き味は落ちていませ

ルペンと同じように手軽さを再現。

万年筆の魅力、それは高級感と同

ることにとても感動しました。これ

時に書きやすさを体現しているスー

ん。とくに国産品は海外製と比べて

万年筆というのは、ただ書く道具
パー筆記用具である、と思っていま

まで購入した万年筆のコレクション

というわけではなく、いろいろな楽
す。

内部の気密度が高く、インクが乾く

品の買い出しについていきました。
しみ方があります。インクの色を

こともないのです。

物色していた文房具屋さんがユニー
変えることで気分が高まったり、字

は……。総額を考えると恐ろしいで

クな品揃えだったことが、文房具が

すね
（笑）
。

使って便利な文房具を、
「見やすく・わかりやすい」を意識して
「じっくり丹念に、
丁寧に伝えること」をポリシーに今日も行く！

しなやかなペン先が生み出す
繊細な書き味に魅せられて
実家が自営業ということもあっ

好きになる土台をつくってくれたん
がキレイに書けるように思えたり。

て、幼いころからよく両親の事務用

DATA

だと思います。
きっと丁寧に書くからだと思うので
すが、ボールペンを使っていたとき

大学に進学した 歳のとき、ちょ

数ある万年筆のなかでも、最近は

うど「ほぼ日手帳」を選んだんです。

ノック式のものに注目しています。

より手帳が見やすくなりました。

シャーペンではなく、きちんとした
キャップの取り外しがない分、ボー

これまで使っていたボールペンや
筆記具で記入したら、自己管理が

（bamka）

ちゃんとできるようになるのかなっ
て思い、購入したのが万年筆。学生
としては清水の舞台から飛び降りる
ような覚悟の高い買い物です。もし、
使ってみてダメだったらどうしよう
と悩んだのですが、期待のほうが高
くて購入しました。書いてみて思っ
たのは、その滑らかな書き心地。力

文房具好きブロガー

ばんか

書く第一歩。逆に言えば、「とめ、は

書き分けることが、美しい日本語を

大きな特徴でもあります。これらを

品としてのポジションが定着してい

カー「ぺんてる」の職人の方々。嗜好

は、日本を代表する老舗文房具メー

このペンの表現力を支えているの

す。

れほどに表現力の高いペンなので

現がこれ一本で書き分けられる。そ

太い細いなど、さまざまな文字の表

繊細な流線、メリハリや抑揚、ペンの

ｉＰｈｏｎｅやＭａｃなどのＩＴガジェットに囲まれる
毎日だからアナログの楽しさや魅力を人一倍感じられる

美文字を目指すならオススメの
日本製プラスチック万年筆
日本語には
「とめ、はね、はらい」
が

ね、はらい」
を強調しながら書いた字

た万年筆ですが、その書き味・濃淡・

あり、これがアルファベットと違う

は、それだけで綺麗に見えてくるの

般的に普及させたい。そんな想いが

筆跡の美しさを表現できるペンを一

しかし、普通のボールペンや万年

形になり、 年以上も愛され続けて

だから不思議なものです。
筆では書き分けることがなかなかに
難しいもの。なにか日本語を書くの

いる一品が生まれました。
私自身、お世辞にも字が綺麗なほ

なペン。ペン先が樹脂製なのが特徴

ラスチック万年筆と呼ばれる不思議

「トラディオ プラマン」は、別名プ

ディオ プラマン」
でした。

一緒に「物書き」と向き合ってみては

いて、ぜひ
「トラディオ プラマン」
と

す。走り書きばかりの毎日に一息つ

普段より何倍も綺麗な字が書けま

を持ち、一文字ずつ集中して書くと、

うではありません。しかしこのペン

で、それゆえにペン先の「しなり」が

いかがでしょうか。

そんなときに出会ったのが、「トラ

に適した筆記具はないだろうか。

可能になっています。筆圧の強弱や

86
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「げんきざっくざく」
キャッツプレスに魅せられて揃え
てしまった中でもお気に入りの、
BUNG BOXのオリジナル万年
筆「エネルゲイア」。
一般的な
「トラディオ プラマン」
は黒色だが、
海外限定色のオレンジや赤色などもある

18

http://genkiszk.com/

http://bamka.info/
category/stationery/
DATA

「あなたのスイッチを
押すブログ」

