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名前になったそうだ︒

めて﹁冨士灯器﹂という
炭坑やイカ釣り等の漁業 加太も巡回していまし んも釣り好きで︑釣具店

戦後の同社の取引先は 歌山県を担当しており︑ すると︑この担当課長さ

当時︑同社の主力製品 関係者が中心だった︒し た︒２トントラックにカ の店主さんと同級生だっ
であるカーバイトランプ かし︑次第に電灯が普及 ーバイトランプ ケース たのです︒そこから話は
は非常に良く売れた︒カ し︑閉山される炭鉱も多 を積んで行くのですが︑ トントン拍子で進み︑加
ーバイトランプは主に船 くなり︑冨士灯器も新た 毎回すぐに完売です︒そ 太の漁業組合や観光協会

そこで︑観光協会は当

昭和 年代に入ると戦 人がどういう釣りをされ ました︒

具︑漁業︑炭鉱等に使わ な取引先を探していた︒ して加太の大波止で釣り も交えて話し合いを行い
れていた︒カーバイトラ
ンプは酸素が無いと燃え 後から復興してレジャー ているか︑釣具屋さんか

ない︒そのため︑
炭鉱では ブームの時代となる︒そ らも教えてもらいずっと 時 円だったと思うので
にカーバイトランプを置 つつあった釣り関係の業 トランプからＬＰＧガ を行う事になりました︒

作業をする際に坑道の奥 の中で一大ブームとなり 見てきました︒カーバイ すが入場料を取って清掃
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ろ︑現在の大阪市阿倍野 なると酸素が少なくなっ

場所にあった長屋を購入

し︑カーバイトランプの

製造を再開した︒ここが

うになりました︒そして
釣り場を開放しくれたの
です︒
当時は釣り人も増え

カーバイトランプは缶 て︑加太の大波止はいつ

１９５７年︵昭和 年︶ まり︑カーバイトランプ だが︑今とは異なり波止 に入った燃料のゴミが出 も大賑わいの状態でし

となっている︒そして︑ 避難する事ができる︒つ ウキ釣りで釣るスタイル

現在の冨士灯器の所在地 炭鉱員は酸欠になる前に 基本的には夜に１尾ずつ すね︒

カーバイトランプが集魚灯として大ヒット

区の戦火に遭っていない ている事が分かるため︑ は波止でのアジ釣りだ︒ 私の現場と言えば加太で り口まで回してくれるよ

当時︑流行していたの 加太で感じてきました︒ めパッカー車を堤防の入

めの物件を探したとこ いておく︒明かりが弱く 者との取引が始まった︒ ス︑電気と時代の変化も 和歌山市もゴミ回収のた

カーバイトランプからＬＥＤへ︒釣り人に明かりを届け続ける

冨士灯器株式会社︵大阪市阿倍野区本
社・西岡嘉一郎社長︶は今年４月に創業
周年を迎えた︒カーバイトランプの製造
から始まり︑現在ではＬＥＤライトの人
気ブランドである﹁ZEXUS﹂や︑ア
ウトドアブランドの﹁マイルストーン﹂
等を主に展開している︒同社の歴史や今
後について本社で話を伺った︒
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夫氏は高冨製作所のあっ いう文字を継承し︑会社 く︑炭鉱員の命を守るセ だ︒夜釣りで魚を寄せる すし︑当時の釣り人はこ くの人に来てもらえるこ
してカーバイトランプが 置していましたから︑一 の収入も相当な金額にな

その後︑嘉夫氏は市岡 た大阪市港区に帰った の名称を﹁冨士灯器﹂と ンサーの役割も果たして 必要があるため集魚灯と の缶をそこらじゅうに放 とは大事ですし︑入場料

器の前身である高冨︵た 夫氏の父が逝去︒さらに 商業高等学校を卒業し︑ が︑同年６月の大阪大空 し︑株式会社として新た いた︒

のゴミが原因で加太の大 ました︒このお金で釣り
現代表取締役会長の西 波止が一時閉鎖になった 場もキレイになり︑水栓

いく︒

的なヒット商品となって 結局︑カーバイトランプ 等も良く清掃をしてくれ

多用された︒これが全国 時大問題となりました︒ ったと思います︒老人会

ちなみに︑
﹁冨士︵Ｆ
したのは︑当時から高冨

﹂という名称に
学︒高冨製作所入社後は え分からないほど一面焼 ＵＪＩ︶

幼くして両親を亡くし 英語を活かし輸出担当 け野原となっていた︒

てしまう︒

イトランプの生産を開始 にガンのため亡なくなっ 市西区のＹＭＣＡ校に進 周辺に何があったのかさ
冨士灯器の前会長であ

したのが始まりだ︒

のトイレや手洗い場まで
入社だが︑学生時代から

来事です︒私は営業で和 うお願いに行きました︒

向けて西岡嘉一郎社長は

︵左上に続く︶

のは和歌山県の加太の出 も釣り場を閉鎖しないよ 事でした﹂

﹁当時︑特に覚えている てくれ︑店主と一緒に私 も喜ばれて︑嬉しい出来

当時の担当課長を紹介し たが︑最終的には地元に

困った私はお世話にな 出来て釣り場としても以
家業を手伝っていた︒入 っている釣具店の店主に 前より良くなりました︒

岡嘉宏氏は１９６６年の 事がありました︒

祖父︶は１９１５年︵大 日本に戻る︒当時嘉夫氏 １９３７年に日中戦争が た人達や︑西岡嘉夫氏の り︑嘉夫氏はその担当だ

社当時の思い出を次のよ 相談すると︑和歌山市の 一時は随分非難されまし

高富製作所で働いてい 製作所は貿易を行ってお

正４年︶
︑日本の統治下に は︑
まだ９歳だった︒叔母 勃発し︑召集により２年 息子である西岡嘉宏氏 ったため︑今後の海外の

る西岡嘉夫氏︵現社長の た嘉夫氏は叔母を頼って と し て 活 躍︒ し か し︑

あった台湾の高尾市で生 の嫁ぎ先の高冨製作所で 間従軍︒１９３９年に除 ︵現会長・当時２歳︶は 展開も視野に入れて外

うに語る︒

﹁FUJI﹂
︑そして富士

まれる︒嘉夫氏の父は台 はカーバイトランプの生 隊となるが︑１９４３年 疎開していたため無事だ 国でも通じる富士山の

大阪市阿倍野区
の同社社屋

拡大してきた事や︑ブラ を行い︑またゼクサスの

ルアーメーカーの人気が を変えて生産方法の改革

１９４５年８月に終戦 高冨製作所を再開するた ていくといった意味を込

嘉夫氏は大阪で新しく 山のように高みを目指し

湾で建設関係の仕事をし 産を行っていた︒高冨家 に太平洋戦争のため再度 った︒
夫婦は嘉夫氏を預かり︑

ており︑軍の関係施設等 では子供がおらず︑叔母 召集が掛かり従軍する︒

バスブームの波に乗る

ックバス問題により状況 ブランディングを行っ
が変わり︑再び次の主力 た︒価格の安いＬＥＤラ
︵右下からの続き︶時 進出した︒
この頃︵１９８４年︶ 商品が求められるように イトは世間に溢れてい

も常夜灯が設置され︑釣 に︑西岡嘉宏会長の弟で なってきた︒
る︒そういった中で︑高
同社の大きな転換点と 品質はもちろん︑釣り人
り方もサビキ釣りや電気 ある西岡俊夫氏が冨士灯

ウキを使った釣りが流行 器のカリフォルニア支店 なるのは２００９年にＬ が使いやすく﹃こんなの
し︑カーバイトランプは を始動させた︒当時の嘉 ＥＤヘッドライトの﹁Ｚ が欲しかった！﹄と釣り

︵以下︑ゼクサ 人が所有している事で満 えていくと︑釣具店の方
次第に使われなくなって 夫社長は︑常に海外への ＥＸＵＳ﹂
いた︒そこで︑
冨士灯器で 展開を気に掛けていた︒ ス︶を誕生させた事だ︒ 足感を得られるような今 から﹁ゼクサスを置いて
その後︑時代はバスブ
ライトの燃 料は時代 までにないＬＥＤライト みたい﹂と引き合いが来

も夜釣りに関連したヘッ

ドランプや電気ウキ︑そ ームとなる︒スピナーの とともにカーバイド︑Ｌ のブランドを築いていく るようになり︑今日に至
して釣りのシーズンオフ 代名詞﹁ルースターテイ ＰＧ︑電気と変わってき 事に注力した︒これは従 る︒ゼクサスは釣り人の
にはベビーリール︵小型 ル﹂のヤキマ社︑﹁リトル た︒そして当時は白熱球 来の冨士灯器には無かっ 間でもＬＥＤライトのブ
︑
﹁ワンマイナ に変わりＬＥＤが急拡大 た動きだ︒
のリール︶や缶ビク︵魚 ジョージ﹂
ランドとして︑しっかり
入れ︶の生産を行った︒ ス﹂のマンズ社︑さらに し始めた時期だ︒それ以
当初︑嘉一郎氏がゼク と定着している︒
その後︑カーバイトラ シンカーの定番︑ウォー 前︑ヘッドライト等は白 サスの商品を提案すると
２０１４年より西岡修
ンプのようなゴミも出な ターグレムリン社と代理 熱球が中心であり︑どう ﹁５０００円もするＬＥ 平専務が担当してアウト
しても球切れが起こって Ｄライトなど絶対に売れ ドアブランド﹁マイルス
いＬＰＧガスランプの集 店契約を結ぶ︒

いきます︒次の 年に向

定めて︑そこに注力して

み出せるという事業を見

だからこそ付加価値を生

されるのではなく︑当社

しかし︑時代の変化に流

も注意深く見ています︒

に変わっていくか︑いつ

た︒私も時代がどのよう

に当社も変化してきまし

きます︒時代の変化と共

に合ったものを作ってい

これからも当社は時代

く感謝しております︒

ている釣り人の皆様に深

て弊社製品を使って頂い

ます︒お取引先様︑そし

そ︑今の冨士灯器があり

わいがって頂いたからこ

先様に恵まれ︑そしてか

﹁当社は本当にお取引

次のように語る︒

ゼクサスの ZX-R730。100 周年
記念数量限定専用ケース付

きますので︑今後ともよ

けて社員一同頑張ってい
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バスブームも過熱して いたが︑切れない明かり ない﹂と反対にあった トーン﹂
魚灯が主力商品へと変わ
を開始︒ヘッドラ
っていく︒さらにＬＰＧ いく中︑同社が代理店と としてＬＥＤが登場し︑ が︑ブランド化を推し進 ンプを中心にアウトドア
︵液化石油ガス︶の技術 して扱ったルアー等は良 市場を拡大させていた︒ め︑
﹁ゼクサスは使いや の市場に向けての商品開
２０１２年に社長に就 すくてカッコいい﹂とＳ 発にも力を入れている︒
を活かして︑ヒーター︑ く売れ︑良い時代だった
任した西岡嘉一郎氏は︑ ＮＳ等で広めてくれる有
コンロ︑ランタン等も生 と現会長も懐かしむ︒
駆け足で 年を振り返
その後︑徐々に日本の 今までの冨士灯器の常識 名アングラーも次第に増 ってきたが︑次の 年に
産しアウトドア部門にも

2000 年

時代に流されず、
次の100年目指す

代が進み︑各地の堤防に

写真右より西岡嘉一郎社長、西岡嘉宏会長、西岡修平専務。コロナの影響で式
典等は中止したが 100 周年を記念して日釣振への寄付や記念商品を発売した

ろしくお願い致します﹂
︒

ウォーターグレムリン社と代理店契約締結
2001 年
「FF-B シリーズ」販売開始
2003 年
冨士灯器の新しいロゴ完成
2009 年
100
LED ヘッドライト「ZEXUS」始動
2012 年 100
西岡嘉一郎が社長就任・「FP-1000」、「FP-2000」販売開始
2013 年
緑色 LED を搭載した電気ウキ「FF-LG」販売開始
2014 年
「カーバイトランプ」の生産終了
社長の弟・西岡修平がアウトドアブランド
「milestone マイルストーン」始動
2016 年
L.P.G. 製品の生産終了
2018 年
「ZEXUS」10 周年
2020 年
冨士灯器株式会社 創業 100 周年
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かとみ︶製作所がカーバ 嘉夫氏の母も１９２４年 貿易の仕事を目指し大阪 襲により︑会社も自宅も なスタートを切った︒

阪市港区にあった冨士灯 スペイン風邪によって嘉

は１９２０年で︑当時大 から世界的に大流行した 育てていった︒

冨士灯器︵株︶の創業

冨士灯器が発売してい
たカーバイトランプ

多
しかし︑１９１８年頃 実の子供のように大事に を迎えて除隊となり︑嘉 に高冨製作所の﹁冨﹂と は炭坑内を灯すだけでな は常夜灯もなく真っ暗 ます︒これは臭いもしま た︒観光協会としても︑
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100

1915 年
冨士灯器株式会社前会長・西岡嘉夫が誕生
1920 年
大阪市港区魁町にて高冨製作所が
「カーバイトランプ」を生産開始
1925 年
嘉夫、9 歳で両親と死別し叔母を尋ね
高冨家で預かってもらう
1933 年
嘉夫、学問を身に着け、英語を活かし中国や
フィリピンにカーバイトランプを輸出
1946 年
戦後、焼失により阿倍野区天王寺に社屋移動
1957 年
高冨製作所の「冨」という文字を継承し、
冨士器株式会社として法人化
1963 年
燃料「500g」の石詰め作業開始
1965 年
得意先が金物問屋から釣具問屋に変わり
「ベビーリール」「缶魚籠（カンビク）」を量産
1966 年
現会長の西岡嘉宏が入社
1970 年
「ヘッドランプ 3 個用 (FC-300)」量産開始
1972 年
「ヘッドランプ４個用（FC-400）」生産開始
1974 年
「コードレス（FC-200)」の生産開始
1975 年
「フリーライト（FC-100)」が誕生
1976 年
新社屋完成
1977 年
カーバイトランプの燃料「１㎏」生産開始
1980 年
フジ・フロート「FF シリーズ」生産開始
1984 年
現会長の弟・西岡俊夫が
冨士灯器（株）カリフォルニア支店を始動
1985 年
集魚灯として L.P.G. 製品を生産・販売開始
1991 年
FUJI-TOKI California Inc. 設立
1992 年
西岡嘉宏が社長就任
1993 年
アウトドア向けに「WESTHILL」を展開
1995 年
現社長の西岡嘉一郎が入社
ヤキマ社と代理店契約締結
1996 年
事業拡大の為、社屋拡張・マンズ社と代理店契約を締結
1997 年
「太刀魚シリーズ」販売開始

を作っていたそうだ︒
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