
今号でご紹介する賛助会員
（社名五十音順）
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発行日：2017.4.20 広報専門委員会

11月2日
は

キッチン・バスの日

！

広めよう

201７.４ No 009

【写真】 大井川鐡道 井川線 奥大井湖上駅につながる鉄橋 （静岡県接岨峡）

平素より工業会活動にご支援を賜り、誠にありがとう

ございます。

年２回発行している【K・B通信】とは別に、提供情報の

充実を目的とした、賛助会員をご紹介する

【技風堂々】第9号を発行いたします。

キッチン・バス・洗面の製造販売には、賛助会員の

部品・部材・機器・エネルギー供給なしには、

成り立つことはありません。

【技風堂々】の中で、製品・技術などの情報を

提供していただく事により、さらに理解を

深め、会員相互の連携強化をはかって、

キッチン・バス工業会を盛り上げて

いきます。

ＭＲＣ・デュポン株式会社

関西電力株式会社

株式会社キョーライト

ヘティヒ・ジャパン株式会社

丸玉産業株式会社

原稿募集中！
次号の原稿を募集しています。
事務局までお問い合わせください。
kitchen.bath@nifty.com
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※基本的にいただいた原稿を

そのまま掲載しています。

賛助会員のご紹介

技風堂々



■所在地： 東京都港区南青山1-15-9 ■電話番号：03-5410-8551 ■ホームページ：www.dupont-corian.net
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ＭＲＣ・デュポン株式会社

立山連峰をのぞむ富山工場

東京本社ショールーム

こんなお話も

2017年4月、9色の新色が発売。

常に進化し続けるMRC・デュポンから、今年も新色が発売され

ました。

特別な個性を放つ新シリーズ「エトワール」の３色を始め、新

たに9色をラインナップ。どの色柄も、デュポン™コーリアン®の

技術と特性を最大限に活かして生み出されました。ほかにはな

い存在感で、デュポン™コーリアン®でなければ表現できない世

界観を創り出します。

煌めきのようなインスピレーションを、

求めていた佇まいを、

理想のままをカタチにできる比類なき空間創造素材。確かな

品質とともに世界各国で長く愛されるデュポン™コーリアン®は、

2017年も進化し続けます。

わが社の自慢

ＭＲＣ・デュポン株式会社は、1986年にデュポン株式会社と

三菱レイヨン株式会社（現 三菱ケミカル㈱）の合弁会社として

誕生しました。人工大理石デュポン™コーリアン®の日本におけ

る製造・販売会社であると同時に同製品の総輸入販売元でも

あります。

1965年にアメリカで誕生。

世界が認める信頼のブランドを国内生産で。

1965年、米国デュポン社の研究・開発によって生まれたデュ

ポン™コーリアン®。日本での発売は1979年、その後弊社の設

立により国内富山で製造を開始致しました。富山工場では、お

客様の需要に柔軟に対応する生産計画により、タイムリーな生

産を可能にしています。また、工場建設以来、無休業災害記録

をゼロで維持（2017年1月末日時点で10,900日）するなど安全

活動にも力を入れています。今後もより良い製品をご提供でき

るよう社員一丸となって取り組んで参ります。
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（詳細はこちらから！→→→→https://kepco.jp/gas）

詳しくはWEBで
ご確認ください！

（詳細はこちらから！→→→→ http://kepco.jp/smart_denka/）

■いざという時は、関西電力のサポートで安心！
「突然家の中の電気が消えた」「ブレーカーがよく落ちる」
「漏電が心配」等の電気のお困りごとに対して、お客さまのもと
に駆けつけ、24時間365日いつでも 無料 で対応します。

当社は、平成２９年４月のガスの小売全面自由化に合わせ、
ご家庭のお客さまをはじめとする、新たに自由化の対象となる
お客さまに当社のガスをお届けします。

電気に加え、ガスをお届けすることにより、新たな価値をご提
供し、総合エネルギー事業者として、お客さまに最適なエネル
ギーをお選びいただけるよう、取り組んでまいります。

■ご契約いただいているお客さま（契約者さま）に、離れて暮らす
そのご家族等（利用者さま）の電気使用状況から日々の生活リ
ズムを確認し、電気使用量が一定割合変化したことや生活リズ
ムの異変をお伝えするサービスです。

■「電気使用量データを用いたサービス」「冷蔵庫の開閉履歴
データを用いたサービス」の２つを提供しております。

◆「エコキュート」「はぴｅタイム」「はぴｅみる電」を組み合わせた「スマート電化」のご提案

関西電力は、ヒートポンプ給湯機「エコキュート」を中心とした省エネ性能に優れた機器やシステム、電気を“見える化” できるWEBサービス

「はぴｅみる電」、おトクな電気料金メニュー「はぴｅタイム」を通じ、エネルギーをより上手に使う生活「スマート電化」をご提案しています。

◆お客さま一人ひとりに合った多彩なサービスのご提供

関西電力では、お客さまそれぞれのライフスタイルに合わせた料金メニューのご用意に加えて、暮らしのさまざまな場面で役立つサービス

を提供しております。

× ×光熱費を大幅削減したい方におススメ！
エコキュート等の夜間蓄熱式機器を
ご利用されるお客さま向けメニュー

電気料金や使用量を「見える化」し、
確認できるＷＥＢサービス

省エネ給湯器

エコキュート
太陽の熱であたためられた空気中の
熱を有効活用！だから省エネ！

電気料金メニュー WEBサービス

私たち、関西電力グループは、お客さまや社会から信頼され、お選びいただくために、「power with heart」 “まごころと熱意を込めたサービス

で、お客さまや社会の『力』になりたい”という想いを胸に、エネルギー新時代を迎えました。電気、さらにガスも含めたエネルギーを中心に、これ

まで以上にグループの力を合わせ、お客さまの暮らしに「安心、快適、便利、経済性」と楽しさを広げる「はぴｅライフ」をご提案します。

そのために、お客さまを第一に考えた対応はもちろん、お客さまとつねに向き合い、お客さまの声をお伺いし、より良いサービスを生み出し続

けることをお約束します。

関西電力株式会社
わが社の自慢

2

■所在地：大阪市北区中之島３丁目６番１６号 ■電話番号：06-7501-0221（リビング営業計画グループ） ■ホームページ：www.kepco.co.jp/

こんなお話も
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■所在地： 京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町39 ■電話番号： 075-311-6521(代) ■ホームページ： www.kyolite.co.jp
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わが社の自慢

弊社は現在、主にキッチン前の不燃塗装化粧板を製造し、キッチン・バス工業会会員のお会社様

8社をはじめとする住宅設備会社様に納入をさせていただいております。

現在主力は窯業基材にダイレクト印刷と塗装を駆使した色柄が豊富で上質感のあるキッチンパネ

ルをお会社各社のご要望に対応した、オリジナルデザイン化粧板をご採用いただいております。

弊社の原点は、80年前に伝統産業のまち京都市で京友禅の型紙屋として創業し、捺染（なっせん）

印刷、シルクスクリーン、ロータリースクリーンと印刷畑を歩み、客船フェリーの和柄印刷の不燃内装

材、ついでユニットバスの塗装窯業壁材と時代とともに生産品目を変えてまいりました。

そして、現在の主力商品は窯業基材にスクリーン印刷技術とUV塗装を駆使して立体的で深みのあ

る質感を表現した化粧板や質感表現の美しさを追求し超鏡面仕上げが美しい化粧板などダイレクト

印刷と塗装を駆使した色柄が豊富で上質感のあるキッチンパネルであります。また最近では、お手入

れ性が抜群に良い「撥油機能付き化粧板」や磁石の付く「マグネット化粧板」など、意匠性に機能性を

付加した新商品も多数生産して、多くのキッチン・バス工業会会員のお会社各社に多品種少ロット生

産の印刷技術を活用しご要望に対応し、オリジナルデザイン化粧板をご採用いただいております。

手彫りによる精密な型紙彫刻技術から特殊印刷技術へ。その技術と多彩な表現への美意識は、内

装化粧板として、今日まで受け継がれています。

また、近年は組織横断型商品企画プロジェクトを推進し、毎年春に最新商材の内覧会も開催してお

ります。今年春には第14回目の発表もございますので、ぜひ新商品をご覧いただければと思います。

私たちは、伝統の「こころ」と「技」と「美」を受け継ぎ、魅力あるカタチとして、新たな分野へも挑戦し

続けます。

高級分譲マンションでのご採用例

マグネット化粧板

撥油機能付き化粧板

光沢が美しい佇まいを演出する「オペラパールホワイト」小紋化粧板「麻の葉」

こんなお話も
独自の高精度・高密度印刷技術を用いて、精密な柄・デザインパターンをアクリル樹脂やポリ

カーボネート、合成樹脂フィルム、不織布などの素材を問わず、再現性の高い印刷で「建材向け

精密印刷商品」も製造しております。

また、自己温度制御機能を持つPTCヒーターを熱源に用いたPTC式床暖房も展開しております。

アクリルデザインパネル 金属蒸着した調色ミラー樹脂板
鉄道車両の車椅子スペースに
採用されているPTC式ヒーター



■所在地：東京都千代田区神田小川町3-8-5 駿河台ヤギビル2階 ■電話番号：03-5283-2941 ■ホームページ：www.hettich.com

わが社の自慢

ヘティヒ・ジャパン株式会社（代表取締役社長 マーティン・ブリックマン）は、

昨年２０１６年１０月３日を以って設立２５周年という区切りの年を迎えることが

できました。

そして１２月８日には、駐日ドイツ大使のご厚意によりドイツ大使館公邸にお

客さまをお招きして、記念式典と心ばかりの小宴を催させていただきました。

当日は、ドイツ本社ヘティヒ・ホールディングス最高経営責任者（CEO）のア

ンドレアス・ヘティヒ夫妻とヘティヒ・ジャパン代表マーティン・ブリックマンによ

る入口でのお出迎えから始まり、式典１５分前より世界的にも有名な奏者によ

る三重奏で、皆様をおもてなしさせていただきました。

その後、アンドレアス・ヘティヒによるスピーチ、ドイツ大使と御来賓のお客

様のご祝辞をいただいた以外は、全てを歓談の時間とし、皆様にゆったりと時

を過ごしていただきました。
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ヘティヒ・ジャパン株式会社

（左）ハンス・カール・フォン・ヴェアテルン大使 （右）演奏風景

ブリックマン ・ ドイツ大使夫妻 ・ ヘティヒ夫妻

設立２５周年を記念して

パーティーの様子

ヘティヒ・ホールディングスCEO アンドレアス・ヘティヒ

Photo:Katsumi Yanagiya Photo:Katsumi Yanagiya

Photo:Katsumi Yanagiya

Photo:Katsumi Yanagiya

Photo:Katsumi Yanagiya

このひと時を皆様と共有できたことは、私たちにとって非常に価値ある一日

であったと感謝の気持ちでいっぱいです。

また、皆様のご指導をいただきながら次の２５年を共に繁栄しそして迎える

事を社員一同楽しみにしております。

ヘティヒ・ジャパン（株） 設立２５周年 誠におめでとうございます！

この記念すべき日をお迎えになられましたのは、ひとえにマーティン・ブリックマン社長はじめ
社員の皆様の御努力の賜と存じます。

１２/８にドイツ連邦共和国大使、並びにヘティヒ社CEO共催によるレセプションにお招きいた
だき、ゲストとしてとても温かく迎えていただきました。

美味しいドイツ料理に舌鼓を打ちながら皆様と歓談することができ、大変有意義な時間を過
ごさせていただきました。

会場となりました大使公邸は、格調高い中にもさりげなく配置された家具・調度品があり、ド
イツから運ばれたという大きな窓には目を奪われました。

次の５０周年に向けて、さらなるご繁栄をお祈りしております。
（上記写真の三重奏のビオラ奏者はブリックマン社長夫人です。）

キッチン･バス工業会 事務局

ヘティヒ・ホールディングスCEOの
アンドレアス・ヘティヒのスピーチより

私は、ヘティヒ・ジャパンの２５年間を共に形成し
ていただいた、従業員、経営陣、そしてお客様や
パートナーの皆様を誇りに思います。

そして、これまでの成功の歴史は、ご臨席賜りま
した皆様方や企業の方々に、信頼と多大なるご支
援をいただいたことにつきます。ここで心より御礼
申し上げます。



■所在地：茨城県小美玉市上玉里2256 ■電話番号： 0299-26-5141 ■ホームページ： www.marutama-ind.com/

わが社の自慢

丸玉産業株式会社はキッチンメーカー様に扉・キャビネット部材として木

質の化粧ボードを納入させていただいております。

わが社の合板製造には100年以上の歴史があります。

元々はマッチの軸木製造から始まり、その製造工程において木製のロー

タリー機での生産開始以降、時代のニーズや環境にあわせて、現在も合板

を造り続けております。

合板を造る時代の中で海外向けに広葉樹合板を大量生産していた時代

もありましたが、現在は国内向けに特化し国産針葉樹合板を製造しており

ます。

針葉樹合板は厚みが9.0mm以上ある合板業界で言う「厚もの」が主流で

すが、当社は業界に先駆けて反りやねじれの少ない厚み5.5mmの『中厚』

針葉樹合板を北海道の津別工場で製造し、その上に茨城工場で特殊シー

トを貼り合わせた「内装用針葉樹化粧板」を開発しました。（2012年）

その後も現在にかけて、針葉樹の木目をそのまま意匠に活かした化粧板

や針葉樹特有の木目や節を抑えてプリント紙をラミネートした天然木目調

意匠の化粧板（リアルプリント）、字が書けて消せる用途の商品（おえかき

ボード）、有孔加工による壁収納用途の商品（シャビー有孔）などお客様の

ニーズに合わせた様々な仕様の針葉樹化粧板を世に送り出してきました。

現在、針葉樹化粧板がキッチン・バス業界に使用された実績はありませ

んが、今後、新しい用途展開に向けて切磋琢磨し、加工技術が更に向上し

ていくことでキッチン部材としての利用を目指しております。
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茨城工場（茨城県小美玉市）

Photo:Katsumi Yanagiya

丸玉産業株式会社

おえかきボード シャビー有孔 リアルプリント

こんなお話も
茨城工場では、工場敷地内に『桜の園』（平成23年～）と『梅の園』（平成27年～）を設けており、

それぞれ桜は15種×5本ずつで75本、梅は「水戸の六名木」を5本ずつで30本植樹しています。
まだまだ若い木々たちですが、将来的に従業員や地域の皆様の眼を楽しませてくれることでしょう。

事務所の前にも「好文木」（梅）
勉強を続ける思いをこめています

桜の園では季節に応じて様々な桜が開花します
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