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日学フィロソフィー
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創業者訓

経営理念

企業理念

行動指針

存 在 意 義
社会のコミュニケーションを支え続けます

使 命
変化に適応し、社会とともに成長していきます

行 動
率先して考え、責任感を持って行動します

当社は、社員の幸福を追求し、社会にとって価値ある製品と

サービスを開発・提供することにより、世界の平和と進歩発展
に貢献します。

一、お客様のためになりますか

一、本当に真実ですか

一、自分の価値を高めていますか

一、明るく挨拶をしていますか

敬天愛人



会社概要

■商 号 日学株式会社

■所 在 地 〒140ｰ0014東京都品川区大井1-49-15 YK-17ビル5階
TEL：03-6429-2510 FAX：03-6429-2520

■代 表 者 代表取締役社長 吉田 朋弘

■設 立 1957年9月12日

■事業内容 ホワイトボード、黒板、電子黒板、掲示板、
その他教育、オフィス、公共施設関連用品の生産・販売・施工

■資 本 金 5,000万円

■従業員数 115名 (2021年4月現在)

■決算・売上 年1回 12月、2020年 200,418万円 (日学グループ)

■売上推移 2019年：231,600
(日学グループ) 2018年：239,400

2017年：245,851
2016年：239,880

■取引銀行 りそな銀行 大森支店
商工組合中央金庫 静岡支店
みずほ銀行 芝支店
三菱UFJ銀行 田町支店
きらぼし銀行 麻布支店
三井住友銀行 赤坂支店

■役 員 代表取締役社長 吉田 朋弘
常務取締役 伏見 公一
取締役 菊地 理
取締役 林下 雅浩
取締役 滝 好彦
監査役 岡田 和彦
監査役 吉田 克枝 3

単位 万円



■許 認 可 建設業者登録 国土交通大臣(般-29)許可 第8655号(2017年7月16日許可)

建設業の種類 大工工事業・内装仕上工事業

■認定取得 ISO9001 登録証番号 JQA-QM-5577
(東京本社、大阪支店、仙台支店、静岡工場、東京デポ)

認証･登録 エコアクション21 認証登録番号 0002586
(静岡工場･開発室･本社ビル･東京デポ)

黒板JISﾏｰｸ 表示認証取得 認証番号 ML0309001

■加盟団体 全国黒板工業連盟、関東黒板工業会、

日本オフィス家具協会、発明協会、全日本文具協会、東京文具工業連盟、

グリーン購入ネットワーク(GPN)、

しながわCSR推進協議会

■関連会社 日学ホールディングス株式会社

日学サポート＆サービス株式会社

藤木工業株式会社

厦門日学文教用品有限公司
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事業所・グループ会社 一覧

■本社
〒140-0014 東京都品川区大井1-49-15 YK-17ﾋﾞﾙ5階 TEL.03-6429-2510

■静岡工場
〒426-0009 静岡県藤枝市八幡647 TEL.054-644-1335

■企画営業部
〒140-0014 東京都品川区大井1-49-15 YK-17ﾋﾞﾙ5階 TEL.03-6429-2515

■東京営業部
〒140-0014 東京都品川区大井1-49-15 YK-17ﾋﾞﾙ5階 TEL.03-6429-2511

■大阪支店
〒533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新1-21-12 TEL.06ｰ6329ｰ0546

■仙台支店
〒984-0012 宮城県仙台市若林区六丁の目中町5-30 TEL.022-357-0415 

■札幌営業所
〒007-0841 北海道札幌市東区北41条東7丁目3-18-305 TEL.011ｰ748ｰ3556

■埼玉営業所
〒360-0823 埼玉県熊谷市榎町56-1 TEL.048ｰ525ｰ2227 

■名古屋営業所
〒451-0031 愛知県名古屋市西区城西4-28-18 TEL.052ｰ532ｰ8701 

■金沢営業所
〒920-0364 石川県金沢市松島2-107 TEL.076ｰ240ｰ8801 

■福岡営業所
〒811-121 福岡県那珂川市中原2-156 TEL.092ｰ953ｰ1415 

【グループ会社】
■日学ホールディングス株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井1-49-15 YK-17ﾋﾞﾙ5階 TEL.03-6429-2510

■日学サポート＆サービス株式会社
〒140-0013 東京都品川区南大井3-8-7 パークハウス大森リルウィング1F TEL.03-6404-2292 

■藤木工業株式会社
〒811-1347 福岡県福岡市南区野多目6-3-4 TEL.092-285-7518

■厦門日学文教用品有限公司
中国福建省厦門市集美区广興南路11号 3B1,3B2単元 5



主な沿革

1950年 創業者吉田富雄が吉田商店を開設、都内の小・中学校に主に教材教具の販売開始

1957年 吉田富雄が代表取締役社長となり、日本学校用品株式会社を設立
小・中学校向け教材、教具販売及びホーロー黒板・マグネット画鋲の製造販売を開始

1963年 日本スチール黒板株式会社を設立、ホーロー黒板の大量生産・販売を開始

1967年 回転式黒板で発明協会優秀賞を受賞
1968年 日本ガイシ㈱と共同開発によりアルミナイズド鋼板に直接特殊ホーロー焼付を施した

黒板板面素材の開発成功、アルミホーロー黒板並びにホワイトボードを製造販売開始

1974年 株式会社日学を日学株式会社に商号変更
1978年 静岡県藤枝市の静岡家具工業団地内に用地を取得、静岡工場の操業を開始
1984年 電子黒板の本格的製造販売を開始
1986年 電子黒板の開発技術力を評価され第19回中小企業研究センター賞特別奨励賞を受賞

1992年 港区麻布に本社ビル完成
1993年 創業者 吉田富雄は代表取締役会長に、副社長 吉田用親が代表取締役社長に就任
1998年 環境対策の一環としてグリーン購入ネットワーク(GPN)加盟
2003年 ISO9001：2000年版移行認証

2005年 厦門日学文教用品有限公司を設立
2007年 会社創立50周年
2008年 エコアクション21認証取得 登録番号 0002586 (静岡工場・開発室)

2009年 黒板JISマーク表示の認定を取得(認証番号 ML0309001)
本社を港区麻布から品川区大井に移転

2010年 代表取締役社長 吉田用親は会長に、常務取締役 吉田朋弘が代表取締役社長に就任
静岡県藤枝市より静岡工場がエコアクション21環境優良事業所に認定を受ける

2012年 学校ICT化に対応した黒板に取付可能なスライド式電子情報ボード「ecbo」の販売開始
2013年 日学サポート＆サービス株式会社を設立
2015年 社会貢献活動 黒板アートの全国大会「日学・黒板アート甲子園Ⓡ」創設
2017年 会社創立60周年

2018年 静岡工場がJIS認定を取得(黒板JIS S 6007)
黒板アート甲子園作品集を監修し出版される

2019年 藤木工業株式会社を子会社化

2020年 不燃SMW販売開始
東京商工会議所より50年永年表彰を受ける
新型コロナウイルス感染症対応商品「アクリルパーテーション」販売開始 6



主な工事・納入実績
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東邦大学医学部

東京・神奈川・千葉

九州

近畿

武蔵野美術大学

慶応義塾大学藤沢湘南キャンパス

サピックス小学部茗荷谷校

伊藤忠エクネス㈱

帝京大学八王子キャンパス

グノシー㈱

きらぼし銀行

リードエグジビションジャパン㈱

サイバーエージェント

ＪＰビジネスサービス

ふじみ野市立上野台小学校

国学院大学

ＩＨＩ昭島

ＮＥＣファシリテーズ

市川市立大和田小学校

光明学園相模原高等学校

日本デザイナー学院

坂戸町昌平中学・高等学校

江戸川女子中学・高等学校

楽天品川SNG

㈱野村総合研究所

楽天二子多摩川ライズ・オフィス

ANA

成城学園初等学校 宮崎県西都市新県立高校

ＮＥＣ府中事業場

三鷹市大成高等学校

東京栄養食糧専門学校

港区立小・中学校

品川区立小・中学校

九州大学

高崎商科大学 北九州市永犬丸中学校ほか６校

本庄市秋平小学校 長崎市活水女子大学

大泉町大泉西中学校 長崎Ｂｉｚｐｏｒｔ

モビコム㈱東北ラボオフィス 箕面市箕面の郷

北上市老人ホームえびす 枚方市香陽小学校

埼玉・北関東

栃木総合文化センター 寝屋川市教育研修センター

スバル労働組合 大阪市粉浜学園

太田市暁高等学校

トヨタカローラ青森 枚方市第一中学校

石巻市向陽小学校 泉佐野市日根野公民館

郡山市桜小学校 大正区三軒家ゆめの樹保育園

豊中市大商学園

仙台市金剛沢小学校 和歌山市和歌山保育所

NTT東日本サービス盛岡センター 奈良市学園南こども園

角田航空宇宙センター 吹田市社員研修センター

北上市めばえ保育園 枚方市児童発達支援センター

北海道
札幌市稲陵中学校

東海・北信越
浜松市聖隷小学校

北海道警察学校 金沢市第二本庁舎

東北

仙台市錦が丘中学校 大野市大野高等学校

仙台市荒井小学校

2019年度(1～12月)

地域 納入場所 地域 納入場所
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松本市信州大学付属小学校

北海道職業能力開発大学校 岡崎工業高校

地域 納入場所 地域 納入場所

2020年度(1月～12月)

北海道

山形市立神町小学校 金沢市大浦小学校

気仙沼リアス調理製菓専門学校 ㈱デンソー安城製作所

ネクスコエンジニリング東北 豊橋市飯村小学校

仙台市立大野田小学校 豊橋特別支援学校

宮城教育大学 ㈱フジキカイ北名古屋事業所

前橋市桂萱小学校

福島県立医科大学 福井市社北小学校

つくば市みどりの学園 和歌山県立医科大学

調布市第二小学校 中島工業

群馬県立桐生清桜高校 大阪医大高槻中・高等学校

大阪市滝川小学校

東海・北信越

近畿

札幌市稲陵中学校

ひまわりネットワーク㈱

竹中工務店東北支店 かほく市七塚小学校

宇都宮市晃宝小学校 枚方市津田小学校

パルシステム熊谷 藤本化学製品㈱金楽工場

高崎市八幡公民館 吹田市東山田小学校

東北

埼玉・北関東

東京・神奈川
リコー海老名事業部

東松山市高坂小学校

大和ハウス工業㈱山形エンジニアリング部

サピックス小学部白金台校

前橋市元総社中学校 熊本市尚絅学園大学

港区区立小・中学校 北九州市泉台小学校

品川区立小・中学校

日本たばこ産業

九州

東大阪市加納小学校



本社 〒140-0014 東京都品川区大井1-49-15 YK-17ビル5階
TEL.03-6429-2510(代表) FAX.03-6429-2520

黒板･ホワイトボードメーカー

日 学 株 式 会 社

h t t p s : / / w w w . n i c h i g a k u . c o . j p /


