
ホッチキス物語

新規格針を採用した、新世代ホッチキス

新規格針 No.11-1M



1

◆2枚から40枚までの書類を軽く美しく綴じられる、新世代ホッチキス
　バイモ11（イレブン）誕生!!

　中型ホッチキスに搭載されている機構をダウンサイジングしてハンディタイプ

の本体に搭載しました。（本体の特許9件、新規格針の特許1件）

新たに開発した専用針「No.11」と相まって、厚い書類も軽い力で綴じることが

でき、見た目も美しく仕上がります。小型から中型までの綴じ領域を1台でカバー

できる「バイモ11」の誕生です。

今、話題のホッチキス

平成20年9月、ホッチキスの歴史に、新たな1ページ

2枚から 40枚を余裕で綴じる
中型機を超えた 新世代・ハンディタイプホッチキス

誕生

とじ枚数

2枚～30枚
とじ枚数

2枚～40枚

卓上（共用）から、ハンディ（パーソナル）へ !

2008年度
グッドデザイン賞受賞。

ユニバーサルデザイン
研究機構認証第10号 日本ユニバーサルデザイン研究機構

使いやすさ検証済製品

認証 第1000010号



◆ハンディタイプ（小型）40枚綴じを可能にした技術の数々

 「フラットクリンチ機構」、「軽とじ機構」採用の他、厚い書類を片手で綴じ

られるよう、中型ホッチキスに搭載している機構を小型化して搭載しました。

2

■「オニバ」形状のドライバ
　針の両肩をガードしながら全体に力を加えるので、

　針の変形を防ぎます。

■「ステープルホルダ」と「ステープルガイド」
　針の逃げを防ぎ、ドライバに押されている針を

　最後まで垂直に貫通させます。

■「2段クリンチャ」機構
　書類の厚さによって出方の異なる針足を確実に

　クリンチできるよう、形状を工夫しました。

■フラットクリンチ機構 綴じ裏がフラットに仕上がり、書類がかさばらない。

■ 軽とじ機構 テコの原理を応用し、約半分の力で綴じられる。

◆「バイモ11」でオフィスワークが変わります。（マイ・ホッチキスの時代です）

　オフィスでは小型ホッチキスの最大綴じ枚数20枚を超える厚い書類は、職場

共用の中型ホッチキスを取りに行ったり、誰かに作業を依頼したりしていました。

引き出しに収納できるマイ・ホッチキス「バイモ11」なら、その場で簡単に綴じら

れる様になり、プレゼンテーション資料など体裁の気になる書類も、細い針「No.11」

で美しく仕上がります。

　一方、一般家庭でも枚数の少ない綴じはもちろん、これまで

あきらめていた20枚を超える綴じも、「バイモ11」1台で簡単に

できるようになります。

自席でOK!厚い書類も

とってもベンリ!!1家に1台！

綴じられる

マイ ホッチキス！
40枚まで

「厚い書類も、自席でとじたいな　」!!



中型ホッチキス用
綴じ枚数：30枚（最大）

 ◆新規格針の開発

　「バイモ11」の開発にあたっては、小型ホッチキス用の針「No.10」と同じ線径

 を採用しました。肩幅は「No.10」より2mm、針足の長さを1mm長く設定。

「No.10」と同線径のため、針が紙に入りやすく、クリンチしやすいので、40枚を

 しっかり綴じることが可能になりました。

 6mm

 11.5mm

 5mm

 8.4mm

 6mm

 10.4mm

No.10 No.11 No.3

◆ホッチキスの歴史はマックスが創ります。

　昭和27年、国産初の小型ホッチキス発売以来、累計販売台数は3億9000万台を

超え、職場や家庭でご愛用されています。

 「バイモ11」は、お客様の声と、マックスの伝統と技術でできあがった商品です。

これからもさらなる「綴じ」の極みへ。

もう次の進化が始まっています。

昭和２１年 ［中型］3号タイプホッチキス

昭和６２年 「フラットクリンチ」ホッチキス〈世界初〉

平成１４年 小型ホッチキス発売
　　　　 50周年記念モデル

軽い力でサクリと綴じる

綴じ裏が平らに仕上がる

世界で愛用されているベーシックホッチキス

平成２０年 新世代ホッチキス

昭和２７年 10号タイプホッチキス〈国産初〉

昭和２９年 MAX・10

昭和４８年 HD-10

昭和６０年 オートステープラ〈世界初〉
（コピー機内蔵用電子ホッチキス）

平成１９年 　　　　　　　シリーズ
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サクリ・サクリフラット

◆軽い力でサクリと綴じる「使いやすさ検証済」快適ホッチキス（小型10号タイプ）
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◆綴じる力を約50％軽減!!
　テコの原理を応用し、綴じる力を約50％軽減。だから、女性でもPPC用紙20枚

　を片手で楽に確実に綴じられます。

◆携帯性に優れたコンパクトサイズ
　女性の手にもすっぽり収まるコンパクトな

　ボディ。操作も快適！心地好い感触で

　サクリと綴じられます。

◆予備針常備で携帯時も安心!
　予備針100本を本体「針ストッカ」

　に収納。だから、持ち歩きにも安心。

　針切れの心配がありません。

◆実際に使用した方から「わっ、軽い！」
 「私たち高齢者にやさしい商品だ」。「子供にも使わせる」と驚き

　と喜びの声があがるなど、高い評価をいただいております。

「サクリ」
ユニバーサルデザイン研究機構
認証第6号

「サクリフラット」
ユニバーサルデザイン研究機構
認証第7号

フラットクリンチめがねクリンチ

日本ユニバーサルデザイン研究機構
使いやすさ検証済製品

認証 第1000006号
日本ユニバーサルデザイン研究機構
使いやすさ検証済製品

認証 第1000007号

日本ユニバーサルデザイン研究機構
使いやすさ検証済製品

認証 第1000006号

〔50本連結（No.10-1M）×2〕

予備針100本ストック

 「使いやすさ検証済製品」マークとは、審査の結果、以下の2つの条件を満たす製品や環境、サービス（以下、商品）
に対して使用権を付与されるマークです。
1〉ユーザビリティ調査（使い勝手の専門的な調査方法で、一般の人に使ってもらう調査）を
　 適切な段階に適切な方法を用いて行い、その結果が商品に反映されていること。
2〉その時点で一般的に知られている他の商品に比べ、使いやすくなっていることがユーザビ
　 リティ調査により検証されていること。

認証機関：内閣府認証  特定非営利活動法人 日本ユニバーサルデザイン研究機構

ISOT2007（国際文具・紙製品展）“ステーショナリー オブ ザ イヤー”優秀賞受賞

2007年度〈サクリ〉グッドデザイン賞受賞。

2008年度〈サクリフラット〉グッドデザイン賞受賞。

　　　　　

軽い
わっ
、
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◆複写機内蔵用電子ホッチキス「オートステープラ」
　ホッチキスも自動化の時代です
 「オートステープラ」は、複写機に搭載する、マックスならではの創造品です。

昭和60年に開発・発売以来、お客様の課題をいちはやく解決して、現在では世

界の殆どの複写機メーカーにＯＥＭ供給しています。紙への貫通時の摩擦抵抗

を減らす針のコーティング技術、曲げても折れない貫通力の高い針など、蓄積

された線材加工・接着技術により、ミクロン単位で管理され製造されるこの針

とオートステープラとのマッチングによって、50万回に10回以下のトラブル率

という高い信頼性を実現しました。

　さらに、針足が綴じ枚数

に合わせて自動的にカット

される最新技術の導入など、

高精度・高品質・ハイコス

トパフォーマンスで、世界

シェアNO.1。品質・精度で

世界の複写機メーカーの信

頼を得ています。

◆マックスは、技術革新で、お客様のニーズに応えます
　複写機のデジタル化、ダウンサイジング。そしてマルチファンクション＆プ

リントオンデマンドへという技術革新にマックスは敏速に対応してきました。

　小型軽量化、高速化、省エネルギー化を実現して、ネットワークプリンター

への搭載が可能となった超小型オートステープラ。（従来のアナログ50枚綴じ

機の1/6の体積）これもマックスが 世界で初めて開発。

　複写機に、ネットワークプリンターに、装着需要はますます拡大。世界中の

複写機メーカーの信頼に応え、品質・精度の高さで、世界のオフィスワークを

サポートします。

100枚綴じ 50枚綴じ 30枚綴じ 15枚綴じ



◆エコロジーホッチキスとグリーン購入法
　環境に配慮した製品とサービスの提供は、マックスが目指す顧客価値創出の

原点です。

　環境保全を最優先課題とし「環境に、人にやさしい製品の開発と供給」をテ

ーマに、製造から廃棄に至るまで、事業活動のあらゆる側面から生じる全ての

環境負荷の削減に向けて日々取組んでいます。

　現在では、再生プラスチック材を使用した小型ホッチキスを14タイプ、中型

ホッチキスを6タイプ、大型ホッチ

キスを4タイプ販売しています。

また、小型・中型・大型ホッチキ

スでは再生プラスチック材部分と

金属部分を簡単に分離・区分して

廃棄できるものなど、製造面から

だけでなく、使用後の環境への負

担を考え、環境にやさしい商品の

開発を積極的に進めています。
＊《グリーン購入ネットワーク（ＧＰＮ）》とは、
「環境にやさしい商品を優先的に購入しよう」
という主旨の運動を行う団体で、環境庁を中
心に行政・民間の有志団体により1996年2月に
設立されました。

分離廃棄タイプ

HD-10DES
コインで簡単に
はずせます。
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◆マックスのホッチキス・ホッチキス針は、高い品質管理のもとでつくられています
� 　より軽い力で、より多くの綴じ枚数をトラブルな

� く綴じるためには、ホッチキス本体の品質と針の精

� 度管理が大切です。マックスではＪＩＳ規格に加え、

� ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１取得工場でホッ

� チキス・ホッチキス針を生産しています。

� 　ホッチキスはプレス加工から組立までの一貫工程

� を自動組立、インライン自動検査等で高品質・高能

� 率量産体制の下で生産されています。

� 　ホッチキス針は、設備・生産量ともに世界有数の

� 規模を誇る消耗品専用工場で生産されています。

� 　オートステープラ用高精度針も生産するこの工場

� は、素材から完成までの一貫製造システムを自社開

発設備で構築しています。高い品質管理の下に作られた耐久性に優れたマック

ス製品。マックスではお客様に永く、快適にお使いいただけるよう品質をさら

に高めていきます。



グリーン購入法 適合品
●グリーン購入法に定められる「特定調達品目」に適合しています。

【判断基準】金属を除く主要材料が、プラスチックの場合にあっては再生プラスチックがプラスチック重量の40％以上使用さ
れていること。  【配慮事項】再使用、再生利用または適正廃棄が容易なように、分離・分別の工夫がなされていること。

HD-10NX HD-10DM

HD-3DL

HD-12Nシリーズ HD-12FR

HD-3DE HD-3DFR

HD-10DFL HD-10V

HD-10F

HD-10D HD-10NL
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HD-10DFⅡ

HD-11FL HD-10DFE

HD-35 HD-35F HD-35DF

HD-10DFHD-10FL

RZ-10Sブルー RZ-10Sピンク RZ-FE RZ-3F

小　型

中　型

大　型

リムーバ



◆古紙再生とホッチキス針
　ホッチキスは、紙を綴じるための道具ですが、その紙の原料であるパルプ

（木材）が今問題になっています。自然環境保全の観点から、地球的規模で森

林伐採の制限が打ち出されたからです。再生紙を積極的に使い、資源の確保、

ごみの減量、省エネに役立てようという、関心の高まりはご存じの通りです。

すでに日本の紙生産量の58％が再生紙で、日本は世界でトップの再生紙使用国

です。

　ところが「古紙を再生する時にホッチキス針が邪魔になるのでは？」といっ

た疑問をお持ちの方がいるのを知りました。そこで製紙会社を訪問し、古紙再

生処理のプロセスを見学してきました。

　分別された古紙は洗濯機を大きくしたようなパルパーで、水と共に回転し、

ほぐされます。繊維を分散させられてドロドロになった古紙は、クリーナーや

スクリーン行程の間に不純物などを取り除かれて、きれいなパルプに精製され

ます。

　ホッチキス針は図の高密度クリーナーで除去されます。クリーナーの中では

ドロドロになった古紙が激しく攪拌され、雑誌や週刊誌などのとじ針、ホッチ

キス針、クリップなどの紙の比重より重い金属片はここで落下し、クリーナー

の底に溜り、除去されます。むしろ比重の軽い、ビニール紐、アルミ箔などが

問題だとのことでした。

　異物除去の技術とも言える古紙再生技術。ホッチキス針は古紙再生工程で支

障になることはありません。どうぞ安心してホッチキスをお使いください。

大昭和製紙（株）吉永工場様のご協力のもとに作成しました。

古紙分別 パルパーによる離解

クリーナーで異物除去

脱 墨

漂 白

古紙搬入

新聞紙・段ボール・雑誌
に分ける。

古紙を水と共に回転し、
ドロドロに溶かす。

溶けた古紙を鋼製パイ
プの水の中で撹拌。古
紙より比重の重い金属
片（クリップ・ホッチキ
ス針）は、下に落ち排出
される。

精選クリーナーで異物除去

比重差により、もう少し
小さい砂等を取る。

精選クリーナー

スクリーンで異物除去

更に細かい塵等を除去。

スクリーン（除塵機）

パルプ洗浄フィルターで異物除去

水に溶けた墨等の除去。

 パルプ洗浄クリーナー
（異物除去クリーナー）

古紙再生

製造工程

ホッチキス針は、古紙の再生紙工程で支障ありません。

パルプ

鋼製パイプ（高密度クリーナー）

パルパー
（離解機）

ここで、

古紙より比重の重い

ホッチキス針は落下して

除去されます。
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◆ホッチキスはどうして綴じられるの？
　ホッチキスは最もポピュラーな文房具のひとつです。けれどもホッチキスは

なぜ綴じられるのか、疑問をお持ちの方もきっと多いと思います。そこでホッ

チキスの綴じられる訳をご説明しましょう。

　まず手順。（図－1）1 . ホッチキスに装填された針は、ドライバ（針を押し

下げる金属板）へ押し出されます。指の力でドライバを押し下げると、針が紙

を貫通します。2 . 針の先端は紙を通過しながらクリンチャ（曲げ台）に当り、

溝に沿って曲げられます。3 . 針の上面の内側が紙に触れたときに綴じ込みは完

了し、紙の裏側から出た針は完全に曲がります。

　次にホッチキスの本体や針の、様々な綴じる工夫をご紹介します。（図－2）

本体のクリンチャの溝は、針が内側に曲がりやすいように曲面になっています。

（外側に曲がるタイプHD-35もあります）また、クリンチャの溝には焼き入れ

をほどこし、金属の表面を硬くすることで溝のキズ摩耗を防いで、いつまでも

針がスムーズに曲がるようにしています。

【10号部品名称】図－2

　針はクリンチャーの溝に沿って曲がりやすいように、断面は縦と横の寸法を

3対5に決めています。（図－3）これは平たい方に曲がりやすく、厚い方に曲が

りにくい原理を使っています。また針の先端を尖らせて、針金が軽い力で紙の

中をまっすぐ突き進めるようにしています。小型ハンディタイプや中型・大型

の卓上型・サクリシリーズや新規格ホッチキスの〈 バイモ11 〉などは「てこ」の

原理を応用して、小さな力で強力な綴じ力を出すようにしています。

　こうしてホッチキスは物理の原理の応用や、様々な工夫から綴じる機能を磨

いてきましたが、さらに機械や針の高い加工精度によって、よりスムーズ・堅

牢な〈綴じる〉を実現させています。

ホッチキスの原理

【一般的なクリンチプロセス】 図－1

1. 貫通初期状態 2. クリンチ開始 3. クリンチ完了

とじ用紙

クリンチャ（曲げ台）

針

A B

A：B＝3：5

【針の形状】図－3

ドライバ

ハンドル

マガジン
針 ばね プッシャ

クリンチャ

クリンチャアーム
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◆ "フラットクリンチ"ってなーに？
　みなさんは "フラットクリンチ"ってどんなホッチキスかご存知ですか？

"フラットクリンチ" とは、"フラット＝平ら＋クリンチ＝打ち曲げる" すなわち

平らに打ち曲げる" という意味なのです。

　通常のホッチキスの場合、綴じ裏がめがね状になっていますが、このフラット

クリンチでは綴じ裏が平らになるわけです。（図－1）製本などの際に、多くの

方が金槌やペンチで、ホッチキスの綴じ裏のでっぱりをつぶしています。フラッ

トクリンチを使えば、その必要がありません。

　マックスはホッチキスとして、世界で初めてフラットクリンチ機構を開発し、

昭和62年に10号タイプのHD-10Fを発売しました。

　お客様のご要望から生まれたフラットクリンチ機構は、現在では小型から大

型まで、また電子ホッチキスにまで採用され、16種のタイプが揃いました。今

後ホッチキスといえば、フラットクリンチが常識というのも、そう遠い話では

ないと考えています。

（ 図－1）

綴じ裏が平らになります。

■通常の綴じ方は、針の打ち込みと曲げを
　同時に進行。
■フラットクリンチは、打ち込んだ後「クリ
　ンチャー」で針の根元から折り曲げます。

めがね状の綴じ裏フラットクリンチ

ホッチキス
●とじた針の裏側がふくらまず、平らに打ち曲げられる

フラ
ット
クリ
ンチ
なら
、

もう
こん
なこ
とは
あり
ませ
ん。

フラットクリンチ一般的な綴じ方

【一般的なクリンチプロセス】

1. 貫通初期状態 2. クリンチ開始 3. クリンチ完了

とじ用紙

クリンチャ（曲げ台）

針

【フラットクリンチのプロセス】（10号タイプの場合）

1. 貫通初期状態 2. クリンチ開始 3. クリンチ完了

とじ用紙針

クリンチャ（針を曲げる台）
クリンチャ
ガイド
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◆種類と用途
　ホッチキスというと、多くの方は小型でハンディタイプのHD-10を思い浮か

べるでしょう。

　ホッチキスを綴じ枚数で区別すると、一般にオフィス・学校・家庭などで使

われる10枚から20枚程度を綴じるハンディタイプの小型ホッチキス。30枚から

70枚程度まで、少し厚めの書類を綴じる中型ホッチキス。100枚から240枚と厚

い書類を綴じる大型ホッチキスに分類できます。ほかに中綴じ製本用や、皮革

や小切手帳を綴じるもの、クリーニングのマークペーパー用、ダンボールの封

函用のホッチキスがあります。

　最近では、紙を差し込むだけで綴じることのできる電子式や、また針の綴じ

裏が平になるフラットクリンチホッチキスなど、機能アップした新製品が加わ

り、用途に合わせた様々な機種が発売されています。現在、事務用のホッチキ

スの種類は約40種、針で約30種揃っています。

◆フラットクリンチで省スペース！　
　綴じ裏が平らになるフラットクリンチを使うと、従来より75％のスペースで

書類がファイルできることが証明されました。

　業務改善に熱心な精密機器メーカーのR社様は、少しでもファイリングスペー

スを減らそうと、実際にファイルされていた書類をフラットクリンチで綴じ直し

てみました。本当にスペースは減るのだろうかと半信半疑で綴じ直していたそう

ですが、終わってみると苦労のかいあって、背幅83～85mmのファイルが1段に

10冊、4段のスペースを使っていたものが、なんと3段に納まってしまいました！

　1段分のスペースのほとんどはホッチキスの針のふくらみだったのですね。

ファイルのキャビネットが4本ならば3本に、12本ならば9本に、フラットクリン

チの威力で確実に減らせます。以来R社様ではフラットクリンチを定番のホッチ

キスとして使っていただいています。

11
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専用リムーバ

中　型

小　型

2～20枚用
HD-10DFⅡ
使用針／No.10シリーズ

2～20枚用
HD-10DF
使用針／No.10シリーズ

2～40枚用
中型機を超えた新世代のハンディタイプ
HD-11FL
使用針／No.11 2～15枚用

HD-10F
使用針／No.10シリーズ

2～30枚用
HD-35F
使用針／No.35-2M
� No.3-1M
� No.3-3M

2～30枚用
HD-35DF
使用針／No.35-2M
� No.3-1M
� No.3-3M

50～150枚用
HD-12FR
使用針／1210FA-H
� 1213FA-H
� 1217FA-H

2～75枚用
HD-3DFR
使用針／No.3-1M
� No.3-3M
� No.3-10mm

大　型

専用リムーバ

  2～26枚用
［軽とじ］機構でかる～い力で
  とじられます
  HD-10DFL
  使用針／No.10シリーズ

  2～20枚用
［軽とじ］機構でかる～い力で
  とじられます
  HD-10FL
  使用針／No.10シリーズ

フラットクリンチシリーズ

種類と用途
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中　型

小　型

2～20枚用
小さな力でもしっかり綴じられる
安全設計の子供用
HD-10CK
使用針／No.10シリーズ

2～20枚用
コンパクト＆予備針収納で携帯に便利
HD-10NL
使用針／No.10シリーズ

2～20枚用
機能充実のスタンダードタイプ
HD-10D
使用針／No.10シリーズ

2～20枚用
本体に予備の針200本を収納できます
HD-10DM
使用針／No.10シリーズ

2～30枚用
本とじ・仮とじ・タッキングができます
HD-35
使用針／No.35-2M
� No.3-1M
� No.3-3M

2～20枚用
中綴じ製本用
HD-35L
使用針／No.35-2M
� No.3-1M
� No.3-3M

50～240枚用
240枚をラクに綴じる最強ホッチキス
HD-12N/24
使用針／1213FA-H
� 1217FA-H
� 1220FA-H
� 1224FA-H

2～75枚用
30枚用と75枚用の2種類の針が使い分けられます
HD-3DE
使用針／No.3-1M
� No.3-3M
� No.3-10mm

大　型

2～15枚用
A3サイズの中とじが可能です
HD-10DB
使用針／No.10シリーズ

2～15枚用
タテ・ヨコ自在の2Wayタイプ
HD-10V
使用針／No.10シリーズ

※掲載綴じ枚数はコピー用紙〔PPC用紙64g/�（55kg）〕を綴じた場合の枚数です。

ホッチキスいろいろ

種類と用途
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ホッチキスいろいろ

特殊用途タイプ

電子式

ポスター貼りや網張り、各種工作
に便利な木に打てるホッチキス
ミニタッカTG-H
使用針／1208Fプリスタ
（No.3針も使用できます）

5～60枚用（小切手用紙）
小切手帳・手形帳とじ用
HD-1NAオンラインⅡ
使用針／No.1

50～105枚用
皮革・毛織物の見本綴じ
など多用途型
HD-1NA
使用針／No.1

電子ホッチキス

洗濯物のマークペーパー止め、袋止め用
HP-50
使用針／2115シリーズ

2～50枚用
EH-50FR

2～40枚用
EH-40FW

専用リムーバ

1カートリッジ入数／5,000本

専用カートリッジ針

No.100FE

EH-50FR・EH-40FW
共通カートリッジ針
No.50FE

1カートリッジ入数／5,000本

50～100枚用
EH-100F

1カートリッジ入数／2,000本

専用カートリッジ針

No.20FE

2～20枚用
EH-20

1カートリッジ入数／5,000本

専用カートリッジ針

No.70FE

2～70枚用
EH-70F

種類と用途



リムーバ RZ-3F 
〈No.3・1210FA-H・1213FA-H・

No.50FE針用〉

75枚までのフラットクリンチが  
はずせます。

HD-12FR 専用リムーバ
(付属品)

一般的な綴じ方で200枚、
フラットクリンチで150枚
まではずせます。

※リムーバのみでは販売しておりません。

1. 針をつかんで 2. 倒す

◆綴じるのも、はずすのもマックスの得意ワザ（リムーバ）
　ホッチキスの後ろにへらのようなものがついています。これがホッチキスの

針をはずす除針器、つまりリムーバです。

　最近では専用のリムーバが発売されて、もっと簡単

に楽に針を取り除くことが出来るようになりました。

　小さなホッチキスの針を取り除くのは、それほど手

間はいりませんが、針が太く長くなると、はずしにく

く力も必要になります。

　新しいリムーバは、てこ等の原理を応用し手に力をいれなくてもスゥーと簡

単に針をはずせます。ホッチキスの針に合わせて、10号用・3号用など三つのタ

イプがあります。HD-12FRのようにホッチキスにリムーバが付属品となってい

る機種もあります。いったんホッチキスで綴じた資料を、針をはずしてコピー

することって意外に多いと思いませんか。ホッチキスに合わせて、リムーバも

お備えください。

リムーバ RZ-10S〈No.10針用〉

「除針」・「針の収納」・「ワンタッチ廃棄」と
  1台3役の新発想リムーバ！
  針が飛び散りません。
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◆ホッチキス名称の由来
 「ホッチキス」といえば紙を綴じるもの、国語辞典にも載っていて誰もが知っ

ている文房具ですね。ところが外国に行きホッチキスといっても、さっぱり意

味が通じない不思議な道具なのです。それでは、なぜ日本でホッチキスと呼ぶ

ようになったのかご説明しましょう。

　日本で初めてホッチキスを販売したのは伊藤喜商店（現イトーキ）で、明治

36年ことです。このホッチキスはアメリカ製で、ボディに大きくHOTCHKISS
No・1と刻印されていました。この製品はE・H・HOTCHKISS社製で、ブラ

ンドと形式を刻印表示したものでした。特に呼び名が無かった時代のこと、誰

とはなしにホッチキスというようになったと思われます。

　この製品にはHOTCHKISS PAPER FASTNER
の文字も読み取れます。当時はペーパーファスナー

がアメリカでは一般名称だったのかもしれません。

　日本では大正時代の特許公報に、紙綴器やホッチ

キスの表記が見られます。現在、英語圏ではホッチ

キスをSTAPLERといっています。

◆ホッチキスの発明者は誰？
　手元にある昭和53年発行の資料に、ホッチキスは機関銃の発明者であるベン

ジャミン・B・ホッチキス（1825－1885）によって発明されたとあります。機

関銃とホッチキスでは余りにも隔たりがあるようですが、マシンガンの弾送り

機構にヒントを得て、ホッチキスの針送り装置が考案されたと記されています。

　平成元年、日本テレビ（謎学の旅）が、ホッチキスの発明者を明らかにする

ため、ベンジャミン・B・ホッチキスの出身地である米国コネチカット州を訪

ねました。

　現地の方の話によると、驚くことに、弾送りと針送りの機構がバネをもとに

� 考えられている点で、まったく同じとのこと……。

� やはり彼が生みの親か？と、取材スタッフは色め

� き立ったのですが、残念ながら文献などによる証

� 明はできませんでした。

� 　また平成六年になり、フジテレビ（なるほど・

� ザ・ワールド）ではホッチキスの発明者は別にお

� り、ベンジャミン・B・ホッチキスは機関銃の発

� 明者で、弟のエーライ・H・ホッチキスがE・H・

� ホッチキス社を興したと紹介されました。

� 　ホッチキスの発明者は、依然霧の中ですが、と

� もかくE・H・ホッチキス社はコネチカット州にあ

� ったということですから、ホッチキスの故郷は米

� 国コネチカット州ということになるのでしょうか。

  当時のアメリカ製ホッチキス（複製）

Benjamin・Berkley・Hotchkiss
ベンジャミン・B・ホッチキス

ホッチキスの歴史
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◆日本のホッチキスの歴史
　日本人によるホッチキスの発明は、特許公報によると明

治45年「自働紙綴器」発明者は垣内清八氏、大正元年「A

式綴紙器」発明者は天野修一氏らが最初。「自働紙綴器」

はかなり大型のようですが、「A式綴紙器」はホッチキス

社製の物とよく似ています。

　大正3～4年には、アメリカ製のアクメ（1号ホッチキス）

が輸入され、このころ針は鉄板をプレスしたムカデ形（ア

クメ針）でした。大正7年になると伊藤喜商店〈ハト印〉、

堀井謄写堂〈コスモス印〉が国内で生産されるようになり

ました。

　大正15年にはそれまでの鋳物製とは違い、プレス加工の

ジョイント（2号）が雨森文永堂から発売。その後1年程で、

ドイツから3号の綴針が輸入され、昭和3年に3号針を使用

するスマート3号がつくられました。

　昭和10年頃には、向野事務器製作所（東京都大田区）の

向野光雄社長は2号・3号・9号ホッチキスを設計し、製造

していました。当時、スマートと言った場合3号をさし、

ジョイントは2号、ホルダーは9号（昭和9年発売）がそれ

ぞれホッチキスの呼称でした。戦時中は、9号ホッチキス

のみ軍服の補修用として軍より認められ、生産されていた

とのことです。

　昭和21年に山田興業（株）（現マックス（株））が、3号ホッチ

キスの生産を開始したことにより、戦後のホッチキスが始

まりました。

堀井謄写堂〈コスモス印〉  ホルダー9号（ただし昭和26年の製品）
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2. SYC・10の誕生
　「ホッチキス」の名称を一般的にしたのは、なんといっても昭和27年7月に発

売した小型ホッチキスSYC・10（シック・10）です。「綴じるだけの機能に
徹し、部品点数を最小限にし、低コストに抑える」というのがこの製品の開発

ポイントでした。

　それまでのホッチキスは紙綴器などとも呼ばれ、オフィスの部や課で購入す

るといった事業所向けの用度品でしたから、形は卓上型で大きく重量もあるも

のでした。

　ところがSYC・10は、部品点数は8点と
少なく小型・軽量で、指先の力で綴じるこ

とができます。操作もいたって簡単で、耐

久力もあり、価格は200円と画期的なもの

でした。オフィスから学生・家庭へと急速

に普及し、数年の内にホッチキスはひとり

1台が常識の文房具になりました。

SYC・10

◆マックスホッチキスの歴史
1.ホッチキスとの出会い
　マックス（株）は、創業時に山田航空工業（株）と称し、零式戦闘機の尾翼部品メー

カーとして昭和17年に発足しました。戦後、新発足にあたり山田興業（株）と社名

を改め、「平和産業に徹し、文化に貢献する」を掲げて、向野氏からホッチキ

スの製造技術を引継ぎ、終戦から半年後の昭和21年には早くも「ヤマコースマ

ート」（3号ホッチキス）の生産を開始しました。

　まもなく1号・2号・5号・9号などのホッ

チキスも手掛けるようになり、品揃えが進

みました。

　3号ホッチキスはその後も改良されました

が、クロームメッキのデザインは当時のま

まで、卓上型のスタンダードタイプとして、

現在でもロングセラーを続けております。 ヤマコースマート
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3. MAX・10の改良
　昭和27年に発売された小型ホッチキスSYC・10は、社名の変更にともない

昭和29年には「MAX・10」と名称が変わりました。以降、MAX・10が普及

するに従い「マックス」とホッチキスは同義語になり、文房具店には「マック

スください」とホッチキスを買いに来る人が多くなりました。

　SYC・10は、MAX・10、HD-10（昭和48年）と名称は変化しましたが、

基本性能は変えずに、使い勝手の向上に工夫を重ねてきました。

　昭和28年に指の安定を良くし加工性を良くするために、現在のホッチキスの

原型である角型のデザインが採用され、昭和31年にはハンドルの先端にポリエ

チレンの五角形の半透明ヘッドが付けられました。昭和34年にはヘッドの材質

をセルロースアセテート（現在はABS樹脂）にし、指当たりがさらに良くなる

よう上下に取り付けられました。リムーバも初めて備わるなど、各所に工夫が

施されました。

　昭和39年には作業性を増すために、フレームの開きを七ミリから10ミリへ広

げました。また、昭和42年ホッチキスで初めて日本工業規格品に認定され、JIS

マークが表示されました。

　昭和40年代は多くの用途に応えるため、製品の種類が増えましたが、100本の

針が一度に装填でき、耐久力を約五倍も向上させた、画期的なHD-10JAが生ま

れました。

　価格は発売以来、コストダウンをはかり、200円、180円、150円、120円へと

値下げし、昭和34年に定価を100円にしました。100円の定価は昭和45年まで11

年間も続きました。

　SYC・10に始まる小型ホッチキスのHD-10は、名実共に日本のホッチキス

のスタンダードとなり、昭和52年には累積販売台数は一億台を突破し、平成2年

に2億台、平成11年には3億台に達しました。（平成20年 3億9千万台）

　現在、10号ホッチキスの国内シェアは約75％、年間に1千万台を生産しており、

世界中のオフィスや家庭で愛用されています。

昭和31年以降のMAX-10 昭和34年4月以降のMAX-10 昭和39年9月以降のMAX-10
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◆ホッチキスが出来るまで
　ここでは、代表的なHD-10Dを例にとってご説明しましょう。

　ホッチキス本体は、ハンドル、針を入れるマガジン、針を曲げるクリンチャア

ームなどの部品から構成されています。作り方は、まずプレス機械で材料の鉄板

を、ホッチキスの形に打ち抜き、曲げ、しぼり、刻印などの加工を行います。そ

の後クリンチャアームは、焼き入れの熱処理をし、メッキで表面加工をします。

ハンドルカバーは、プラスチック（ABS樹脂）を成形してつくります。

　全部で13の部品が揃い、自動組立機に部品が供給されると無人で組み立てられ、

一台ずつ品質検査の工程を経て、自動包装されて出来上りとなります。こうして

皆様のもとに届けられます。

材料
プレス

熱処理 メッキ

ホッチキスHD-10D
製造工程

自動組立 検査 包装

表面処理

◆ホッチキスの針が出来るまで
　ここではNo.10の針を例にとってご説明します。

　ホッチキスの針は、まず材料の丸鉄線にメッキをすることから始まります。

次にメッキした丸鉄線を引き伸ばし、それを数百本束ね、針の形状にするために

圧延します。そののち接着剤で数百本接合し、ベルト（帯状）にします。最後に

専用の製針機を通り、1,000本づつ緑の小箱に詰めて、出来上がりとなります。

材料
メッキ 伸線 ベルト接着

マルチ製針・プレス製針

包装

針の製造工程

20

生産工程
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タッキング（打ち込み）

●ポスター貼りなどに
　大変便利！

仮 綴 じ

●針のとりはずしが
　ラクにできます。

本 綴 じ

●通常のホッチキス
　止めです。

◆ホッチキスにはこんな使い方もあるんです！
　ホッチキスは、"紙を綴じるもの"と思いがちですが、実はポスターだって貼

れるんです。お手持ちの10号ホッチキスのハンドルを180度開いてみてください。

（構造上出来ないタイプもあります）

　ホッチキスの針の出る部分を、壁やコルクボードに密着させ、ヘッドの部分

を強く押し付けると、針は曲がらずに　　の状態で打ち込まれます。この綴じ

機能を「タッキング」と言い、画鋲がわりになります。

　さらに、針を外側に曲げて綴じる「仮綴じ」という機能があります。HD-35

に付いており、クリンチャを「仮綴じ」の方にしておけば、綴じたホッチキス

針の取りはずしが楽に出来ます。一度お試しください。

HOTCHKISS ART
酒井　充　1988年作

●キャンバスにカラー針を使用 ●H1030mm×W728mm（B1サイズ）

こんな仮とじも
できます。

★フラットクリンチ
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2～20枚用

HD-10/B
使用針／No.10シリーズ

ハンディタイプ

ビニール・ポリ袋綴じ・プリスタパック用

HP-10
使用針／No.10シリーズ

プライヤータイプ

2～30枚用

HD-35
使用針／

卓上タイプ

No.3-1M
No.3-3M
No.35-2M

◆ホッチキスにもお国柄があるって本当？
　ホッチキスは、国によって使われているタイプが違うのをご存知でしょうか？

　日本で最も多く使われているのは、HD-10に代表されるハンディタイプです。

このタイプは東南アジアでも主流で、マックスのHD-10のデザインは、品質を

保証するシンボルになっていて広く普及しています。アメリカではハンドルを

叩いて使う卓上型（マックスではHD-35）が多く使われています。また、イタリ

アを中心とするヨーロッパでは、ペンチのように握るプライヤータイプのホッ

チキスが使われています。

　日本ではホッチキス。英語圏ではステープラー。ちなみにイタリアではクチ

トリッチと言います。ホッチキスは国によってタイプも呼び名も違うのですね。
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ガンタッカ 
〈ステープル使用〉
（昭和33年）

ホッチキス
（昭和27年）

エアネイラ
〈ステープル使用〉
（昭和37年）

コイルネイラ
〈丸釘使用〉
（昭和48年）

 スーパーネイラ
〈コンクリートネイル・コンクリートピン使用〉

（平成6年）

◆"綴じる"から"打つ"という機能へ
　ホッチキスから釘打機へ
　ホッチキスは紙を"綴じる"という機能から生まれました。針を曲げずに打ち

込む、タッキング機能を持ったホッチキスのことは前にふれましたが、タッキ

ング専用の機械にガンタッカがあります。日本では住宅建築のモルタル工法の

ラス張り用として、マックスが昭和33年以来、普及させてきました。今では日

曜大工道具として、網戸や椅子の布張り・キャンパス張りなど、小釘がわりに

使われています。

　さらにガンタッカの展開として、圧縮した空気でステープルを打つネイラ（釘

打機）を昭和37年に開発し、新たに家具木工の市場へ参入しました。その後、

ステープルから丸釘を打つネイラの開発が進み、現在ネイラは住宅建築の必需

品となっています。文房具のホッチキスが、産業用の省力機器を生み出しまし

た。それはマックスの歴史であり、新市場を新技術でひらくマックスの姿勢の

現れでもあります。
※ネイラーはエアネイラ・コイルネイラなどの総称で、マックスの登録商標です。
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◆ 40年間使用されたマックスホッチキス
　「SYC・10 YAMADA KOGYOと刻印してあるホッチキスを持っています。

愛着があるのですが、資料価値が有るのでしたら差し上げたい」と、平成4年

3月18日に、電話が入りました。そこで、マックスではさっそくこのお客様を

訪問させていただきました。

� 「購入したのは昭和28年で、価格は200円で

� した。当時は国電の蒲田駅～品川駅間で子

� 供料金が5円でしたから、子供の私にとって

� 高い買物だったと記憶しています」お手も

� とのホッチキスは、プラスチックの指掛け

� はなく、指を安定させるため金属のボディ

� に凹が付いているタイプでした。ばねの部

� 分は壊れてしまい、輪ゴムをつけて今まで

� 使用されていたとか……。

　今このホッチキスは、40年の役割を果たしマックスに里帰りしました。お客

様からこんなにも愛されたホッチキスを、目の前にすると、メーカーとして無

上の喜びと、良いものを作る大切さを改めて教えられます。

お客様は東京で歯科医を開業されている國分征二様です。有難うございました。

編集後記
　ようやく仕上がったこの原稿の紙片を揃えて、ホッチキスでぱちんと綴

じて完成。気分のよい一瞬を味わいました。何気なく使うホッチキスは、

けじめをしっかり付けてくれる演出家といったところです。

　マックスではホッチキスに関する、お問い合わせを沢山いただいていま

す。それらの質問にお答えしている内に、この『ホッチキス物語』の考え

が浮かんできました。「こんな事が知りたかった」という内容がひとつで

も入っていましたら、頑張った甲斐があります。

　マックスは時代のニーズをいち早く捉え、国産初の小型ホッチキスを世

に送り出しました。現在は10号ホッチキスの国内シェアは約75％とお客様

の信頼を得ています。新技術で新市場を創造するマックスは「使う人が満

足するモノづくり」にこだわり続けます。
『ホッチキス物語』
発行日　平成4年 ('92) 11月26日　初版
　　　　平成8年 ('96) 1月11日　改訂第1版
　　　　平成14年 ('02) 7月9日　改訂第4版
　　　　平成20年 ('08) 10月20日　改訂PDF版
発　行　マックス株式会社  IR・広報室
住　所　〒103ー8502
　　　　東京都中央区日本橋箱崎町6ー6
電　話　03ー3669ー0311
　　　　非売品　無断転載はご遠慮ください。

里帰りしたホッチキス

※文中の表現で事実と異なる箇所、またホッチキスに関する
　新事実など、ご存じでしたら、どうかご一報ください。




