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Message from the Chaiman

日本ロック工業会は、社会の「安全」に貢献し、ロックメーカー事業の「発展・向上」に寄与するとともに、会員相互の親
睦を図ることを目的としております。
そのためには、我々ロックメーカー自身が、社会から求められ期待されている「安全」「防犯」「防災」に対し、信頼に足
る製品を供給し、それを通じて国民が安心して生活できる世の中作りに貢献していくことを社会的責務と捉え、同時に我々の
誇りであることを共通の認識として行動することが不可欠であります。
自由主義経済における原則は自由競争ですが、安全性を無視した無秩序な競争はエンドユーザーにとって不利益な製品を氾
濫させる可能性があり、社会治安の一端を担うロックメーカーに対し求められる姿勢は、使用者に対して安全に関する情報公
開と信頼の持てる製品を供給し、加えて住宅の安全性・耐久性の機能を高めようとする国の住宅政策に応えるためにも、関係
官庁とも意見を交換しながら、業界自らが良心を持って、規格・基準・審査規定を作り上げ、それを遵守しながら安全性の維
持向上を図っていくことにほかなりません。
また、ロックスミスの人達が、社会から信頼に足る錠前取扱技術者として活躍するために、資格認定制度の制定と扱う製品
の規格基準の公開をメーカーサイドに求めており、これらに応えることも急務となっております。よって、本会の設立は、一
企業では成し得なかった社会の「安全」と業界の「発展・向上」をさらに充実させるものであります。
魅力に満ち溢れた「日本ロック工業会」にすべく全力を上げ、微力ながら寄与してまいる所存ですので、どうかご指導ご鞭
撻のほど宜しくお願い申し上げます。
末筆となりましたが、皆様のますますのご発展とご検討をお祈り申し上げましてご挨拶とさせていただきます。
設立 1999年4月2日
The objectives of the Japan Lock Manufacture’s Association(JLMA)are to contribute to the safely ofsociety,to futther the development and
advancement of the lock-making industry, and topromote friendship among Association members.
To realize these objectives it is essential that we lock makers regard it as our social responsiblity to provide trustworthy products from the
standpoint of safety, crime prevention, and disaster prevention, and in so doing contribute to the creation of a society in which citizens can
lead thier lives with peace of mind. At the same time, it is also essencial that we act in the understanding that this responsibility is a source
of shared pride for Association members.
Although unfettered competition is a basic principle of free economies. disorderly competition that ignores safety can lead to a flood of
products detrimental to users. Accordingly, the stance required of lock manufacturers-companies that bear part of the burden of ensuring
social peace and order-is to disclose safety information to our users and provide them with reliable products. In addition to that, to respond
to the national govemment’s housing policy aimed at enhancing housing safety and durability, we members of the Associataion must
conscientiously endeavor to create standerss and inspection regulations while exchanging views with the regulatory authorilties.
Futhermore, in order that they might fulfill the role of technical expents who offer reliable locks, locksmiths lock to lock manufacturers to
establish an accreditation system and standerds coverring the products we offer, Responding to this requirement is an urgent task facing
JLMA. Accordingly. JLMA was establlished for the purpose of futher enhancing social safety and the development the lock industry in a
way that no single company could hope to achive.
In my role sa chairman, I am resolved to make every effort to contribute to making the Lapan Lock Manufacturer’s Association a hightly
valuable organization. 1 request your guidance and encoiragemaent.
Date of foundation 2,4,1999
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