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広報専門委員会

11月2日
は

キッチン・バスの日

！

広めよう

技
風
堂
々

技
風
堂
々

ぎ

 

ふ
う

 

ど
う
ど
う

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3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。

今号でご紹介する賛助会員

（企業訪問以外 社名五十音順）

①ヒカリ厨器株式会社

 

※企業訪問

②株式会社タカギ

③東邦ガス株式会社

④ニーニー技研産業株式会社

⑤富士工業株式会社

⑥富士高分子株式会社

⑦ヘティヒ・ジャパン株式会社

⑧マックス株式会社

⑨リンナイ株式会社

（錦帯橋・山口県）

平成２７年は工業会創立５０周年

原稿募集中！
次号の原稿を募集しています。
事務局までお問合せ下さい。

原稿募集中！
次号の原稿を募集しています。
事務局までお問合せ下さい。

「技風堂々」に関する

お問い合わせは下記

Ｅメールへお願いします。

kitchen.bath@nifty.com

賛助会員のご紹介

201４.４

 

No 003

技風堂々

mailto:kitchen.bath@nifty.com


去る2月12日（水）ステンレス流し台の原点がある工場を探し求めて、

 

ヒカリ厨器（株）様の八尾工場を訪問し、工場見学をさせていただきま

 

した。同社は、近鉄の八尾駅から車で10分ほどの落ち着いた住宅街に

 

ありステンレス製の流し台シンクを主力に製造している会社です。

設立は、昭和40年で、キッチン・バス工業会と同じ49年の歴史があり

 

ます。設立当初よりステンレスの加工に取り組まれ、厚み0.3ミリのステ

 

ンレスシンクを作ることができたり、厚みが違うステンレス板でも設備

 

を変えずに生産することが可能など、ステンレス流し台の歴史と共に

 

様々な生産技術のノウハウを蓄積してきた老舗のステンレストップ・シ

 

ンクメーカーです。

また、その優れた生産技術を今後も継続していくために、技術継承が

 

難しいとされる昨今、設備の工夫や更新により職人と呼ばれる人でなく

 

ても生産ができる、作業者に優しい職場作りをされてきました。

実際に工場にて、流し台の材料であるステンレスの板から完成品が

 

出来上がるまでの工程を拝見させていただくと、各工程の中で物作り

 

における様々な工夫がされており、昔から変わらない部分と、最新の部

 

分とを上手く融合させながら作られていく光景を見ていると流し台の歴

 

史の深さも垣間見ることができ、大変貴重な経験をさせていただくこと

 

ができました。
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技風堂々

ステンレス加工技術が冴え渡る、
ヒカリ厨器様

 

訪問記
ステンレス加工技術が冴え渡る、

ヒカリ厨器様

 

訪問記

同社では、約10年前から海外より研修生の受け入れを行っています。

 

1年目の早い段階から主要な作業に従事されているのに見学者一同

 

驚きましたが、そのような作業ができるのも同社が取り組まれてきた

 

技術の継承を設備で補完している効果の表れかと感じました。

また、地域の特別支援学校の職場実習にも協力されており、毎年生

 

徒さんに職場経験の場を与えられているとのことでした。地域との関

 

係を大事に考えておられる同社らしい取り組みであると感じました。

↑ステンレスの折り加工工程 ↑研磨工程 ↑溶接工程

↑写真左から：常務取締役

 

西脇

 

善郎様
代表取締役

 

宮崎

 

幸吉様
営業部部長

 

河村

 

一明様

↑ヒカリ厨器様社屋の前で、参加者全員で記念撮影
２列目右から二人目が寄稿者の岡本委員（永大産業株式会社）

企業訪問

会社概要
ヒカリ厨器株式会社
（大阪府八尾市八尾木1丁目203番地）
設立

 

昭和40年（1965年）6月
資本金

 

90，000，000円
代表者

 

宮崎

 

幸吉

営業品目
ステンレストップ、ステンレスシンク
人工大理石、各種カウンター
天然石、洗面カウンター
オリジナル／OEM 流し台
システムキッチン
システム洗面化粧台
厨房用設備機器

広報専門委員会

 

岡本委員（永大産業株式会社）

■所在地：大阪府八尾市八尾木1丁目203番地

 

■電話番号：03-3873-4126 ■ホームページ：http://www.hikari-chuki.co.jp
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株式会社タカギは1961年、九州の福岡県北九州市に創業。

プラスチック射出成型金型の製造からスタートし、家庭日用品の製造

 

販売に事業内容を拡大してまいりました。

主力商品である園芸散水用品はホームセンターなどで皆様も見かけ

 

たことがあるのではないでしょうか。

昨年発表した新商品のプログリップは、国際的デザイン賞

『iF

 

Design Award』を受賞しました。

2000年に弊社が日本で初めて発売した、蛇口一体型浄水器「みず

 

工房」は、キッチンメーカー様からの採用拡大により、キッチン水栓の

 

新しいカテゴリーとして広がっております。

「毎日使うものだから、安心・安全な水を使っていただきたい」という

 

思いから浄水器事業に参入いたしました。

そして現在では、住環境への影響も考慮した製品が求められるよう

 

になりました。弊社も節湯対応（C1）商品を今後の主力商品に盛り込

 

み、「エコシャワー」との相乗効果でCO2削減効果の高い住宅供給に貢

 

献していきます。

これからも商品を通じて水に役割を与え、皆さまの暮らしに快適と潤

 

いをお届けしていきます。

弊社は生産拠点として本社のある北九州市と、成長著しいベトナムに

 

も生産拠点を置くことができました。

現地法人のタカギベトナムは2008年に設立し、2009年12月に稼働い

 

たしました。

生産拠点を日本とベトナムにおくことで、生産リスクを分散し、安定し

 

た品質で最適価格の商品を提供できる体制を目指します。また、販売

 

拠点を海外にも広げており、ガーデニング大国であるドイツのデュッセ

 

ルドルフに駐在員事務所を開設。「COOL JAPAN」のスローガンのもと、

 

弊社の商品品質を武器に販路を拡大中です。

↑タカギヨーロッパ駐在員事務所
（ドイツ

 

デュッセルドルフ）
↑タカギ

 

ベトナム
成長著しいベトナムに生産拠点をおくことで、リスクを分散

技風堂々

■所在地：福岡県北九州市小倉南区石田南2-4-1 ■電話番号：093-962-0941 ■ホームページ：http：//www.takagi.co.jp/

↑iF

 

Design

 

Award授賞式の様子

←園芸散水用品「PRO GRIP」

↑蛇口一体型浄水器「みず工房」

2

わが社の自慢わが社の自慢

こんなお話もこんなお話も

株式会社タカギ



■所在地：愛知県名古屋市熱田区桜田町19－18 ■電話番号：052-872-9218（リビング計画部

 

マーケティング第三Ｇ）
■ホームページ：http://www.tohogas.co.jp
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■原料調達の多様化

2014年1月、米国キャメロンプロジェクトからのＬＮＧ調達契約を締結

 

しました。これにより、本プロジェクトの生産開始から20年間にわたり、

 

年間約30万トンのLNGを購入。調達先はこれで6か国となり、価格交渉

 

力や調達安定性の向上が期待できます。

より広い地域のお客さまに「低廉なエネルギー」を安定してお届けするよう取り組んでまいります。

■原料受け入れ体制および広域供給体制の強化

柔軟かつ効率的に原料を受け入れるため、知多緑浜工場では、現

 

在3基目のタンクの建設を推進しています。

また、伊勢湾を挟んで対岸に位置する知多地区の工場と四日市工

 

場を結ぶ「伊勢湾横断ガスパイプライン」が、中部電力株式会社との

 

共同事業として、2013年9月に完成しました。

東邦ガス株式会社は、地域に根差したエネルギー企業として、愛知

 

県・岐阜県・三重県において、230万件のお客さまに都市ガスをご利用

 

いただいております。おかげさまで皆さまに支えられながら、一昨年に

 

創立90周年を迎えることが出来ました。今後も地域との信頼の絆を大

 

切にし、成長・発展を目指してまいります。

サービスショップ「リベナス

 

エネドゥ」は、当社の事業を支える地域密

 

着のパートナーで、現在、94店舗あります。ガス機器の販売・修理から

 

住宅リフォームまで、きめ細かいサービスでお客さまのご要望にお応え

 

しています。

特に最近ではリフォームに注力し、キッチン、バスといった水回りに加

 

えて、エネルギーの専門家という強みを活かしたエネファーム、太陽光

 

発電など創エネ機器の提案も積極的に行っています。

「リベナス

 

エネドゥ」は、快適性、利便性、省エネ性にこだわり、お客さ

 

まのより豊かな住まい環境づくりにこれからも努めてまいります。

↑「リベナスショールーム」
最新のキッチンやバスの展示のほか、ガスと電気の比較体験

 

コーナーなど、ガスのある豊かなくらしをご提案。

↑「エネファーム」
都市ガスから取り出した水素と、大気中の酸素を化学反応させて、

 

電気とお湯を同時につくるエネファーム。これからの環境調和社

 

会に向けた先進の発電システムです。

↑「リベナスでリフォーム」ＴＶＣＭ

技風堂々
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ｷｬﾒﾛﾝLNG基地

ﾙｲｼﾞｱﾅ州

わが社の自慢わが社の自慢

こんなお話もこんなお話も

http://www.tohogas.co.jp/?cid=t_header


■所在地：東京都千代田区神田紺屋町１１

 

■電話番号：03‐3254‐9061

 

■ホームページ：http://ni-ni.jp/
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真空成形業界の

 

リーディグカンパ

 

ニーを目指して

弊社が追求し、磨き上げ

 

て来た真空成形という技

 

術。それをさらに進化させ

 

ることで、

 

切り開くことの

 

できる新たな未来。

弊社は業界のリーディン

 

グカンパニーを目指して、

 

弛みない努力と挑戦を続

 

けています。

このたび弊社は、新事業の開拓として真空成形では困難とされるポリ

 

カーボネート樹脂を素材に、iPadを落下時の衝撃から守るケース

 

「iBody+Guard」を開発しました。本製品は様々なビジネス・シーンを意

 

識し、iPadを落下時の破損から守る衝撃吸収性能と、持ち運び時に負

 

担が無い軽量性という相反する二つの性能を両立実現しました。

【製品動画】http://youtu.be/7m8zm7nrd-E
【性能動画】http://youtu.be/Msz_Nh9eNO8

ニーニー技研産業株式会社は、創業以来、多種多様な住宅設備機

 

器などの生産を通して、皆様の楽しく豊かなアメニティライフをサポート

 

して参りました。多くの住設メーカー様に洗面ミラーキャビネットを供給

 

し優れた品質管理、無駄なく省力化された生産設備など、全社員がひ

 

とつになり取り組んでいます。

その間、積極的な製品開発など新しい付加価値を生み出すことで、

 

社会の成長と共に多くの事をノウハウとして蓄積する事が出来ました。

 

驚くほどのスピードで技術革新が進む昨今、常にクオリティアップが求

 

められる製造業界にあって、弊社は常に流通ネットワークを考慮し、新

 

技術を駆使した生産設備の拡充と、フレッシュで開発精神旺盛な人材

 

育成を柱に、強力な会社体質作りに励んでおります。

↑iPadを落下時の衝撃から守るケース
「iBody+Guard」

↑iBody+Guardを紹介する記事

技風堂々

↑ニーニー技研産業株式会社

↑流通ネットワーク ↑真空成型の収納棚
（洗面化粧台）
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わが社の自慢わが社の自慢

こんなお話もこんなお話も

企業向けにレベルの高い『真空成型加工』技術で製品を提供して来

 

た弊社が、その技術を応用して製品化したiPadケースという事で、業

 

界新聞に取り上げられるなど、産業界も注目されている製品です。



■所在地：神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9

 

■電話番号：042-753-1001（代

 

表）042-768-3754（販売部門）
■ホームページ：http://www.fjic.co.jp/

富士工業株式会社は、「レンジフード内を『汚さない』」という新発想の

 

もと、業界初となる新機能「オイルスマッシャー」を開発しました。

「オイルスマッシャー」の効果により油煙に含まれる油を90%捕集し、

 

内部の油汚れを大幅に低減。これまで苦労していたファンやレンジフー

 

ド内部のお掃除を不要にしました。

「オイルスマッシャー」はディスク、ディスクを高速で回転させるモー

 

ター、捕集した油の飛び散りを防止して油を回収するためのオイルガー

 

ドで構成されます。調理中に発生する油煙がオイルスマッシャーを通過

 

する際、油煙に含まれる油を高速回転するディスクが粉砕。ディスクに

 

付着した油を遠心力でオイルガードに回収します。

弊社では、長年培われてきた換気の技術を用いて2012

 

年9月6日に、画期的なダイニング照明「cookiray（クーキレ

 

イ）」を発売しました。

テーブルでの調理時に、気になる煙や油・ニオイを真上

 

で吸い取り、空気をきれいにすることで部屋を汚れにくくし

 

てくれる、新発想のダイニング照明です。「日経トレンディ」

 

やTBS「がっちりマンデー!!」など、様々なメディアでご紹介

 

いただいております。

2013年5月には待望のLEDモデルも販売を始めました。

これからも空気をきれいにする未来の照明クーキレイは、

 

新しいテーブルライフを提案し続けます。
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日常のお手入れも簡単。オイルガードとディスクの着脱はワンタッチ

 

で、誰でも簡単に行えます。オイルスマッシャーのディスクには親水

 

系コートが施されているので、3ヶ月に一度流水で楽に油汚れが落と

 

せます。

オイルスマッシャー搭載レンジフードは「LED照明」と「DCモーター」、

 

「エコラン運転」を採用した、従来品の66%以下の消費電力を実現した

 

ecoフードです。どんなキッチンにも調和するシンプルなデザインを実

 

現しました。

富士工業は、今後も人々の生活により豊かさ快適さを提供できる企

 

業を目指して参ります。

↑オイルガード、ディスクはワンタッチで着脱可能。
お手入れも簡単！

ディスクを外す↓

オイルガードを外す↑

富士工業株式会社
〒252-0206
神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目1番9号
事業所：本社／相模原工場、白河工場、札幌支店、

大阪支店、九州営業所
設

 

立：昭和16年（1941年）

 

12月30日
年

 

商：224億円（平成25年グループ実績）
従業人：850名（平成25年4月現在

 

グループ全体）

技風堂々

↑ダイニング照明「cookiray（クーキレイ）」

↑オイルスマッシャー搭載レンジフード
「CLRL-ECS」シリーズ
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わが社の自慢わが社の自慢

こんなお話もこんなお話も



↑ショールーム

写真右→
システムキッチンや洗面

 

化粧台の扉に使用する

 

タップ樹脂などの高分子

 

化学の固有の技術を生か

 

し、身の回りから新幹線に

 

至るあらゆる工業材料の

 

開発と商品化に取り組ん

 

でいます。
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技風堂々

■所在地：京都府城陽市寺田大谷135-1 ■電話番号：0774-53-3131

 

■ホームページ：http://www.f-kobunshi.co.jp

↑真剣を使って、居合抜き（田代社長） ↑日本一の和太鼓クラブ（京都・橘高校） ↑舞妓さんによる

 

「祇園小唄」 ↑キッチン・バス工業会

 

賀詞交換会
（景気づけのパッパ踊り）

↑恒例のFK会ゴルフコンペ
（信楽cc田代コース

 

２０組）
↑女性だけのビール早飲み競争 ↑プロによるジャズライブ

（清水ひろみ＆神田芳郎トリオ）
↑大納涼祭でもパッパ

↑社員の意識改革を掲載（自己啓発運動）

↑新人に対して、あなたは！

上司・先輩は

 

→
ここに気をつけて！

新入社員入社式の記念
写真（初々しい社員です）

仕事初、年度初に役員・組合役員
全員で社員の出勤時挨拶をします

新入社員歓迎式
全社員でのバス旅行もあります

ISO14001認証（H13年4月6日取得）
ISO9001認証（H16年1月9日取得）

富士高分子株式会社（Fuji Polymer CO,.LTD.）

〒610-0121 京都府城陽市寺田大谷135-1
事業所：本社・東京営業所・名古屋営業所
設

 

立：昭和41年（1966年）6月
年 商：31億円
従業人：150名
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写真で綴るわが社の自慢写真で綴るわが社の自慢

こんな写真もこんな写真も
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アンドレアス・ヘティヒ博士、2013年OWLの選ぶ企業家の顔に
ヘティヒ社グループCEOであるアンドレアス・ヘティヒ博士は、2013年企業家の顔として

 

選出されました。

隔年で選考が行われるこの賞は、ドイツの東ヴェストファリア地域の同族経営企業を対

 

象とした、画期的、革新的な経営と商品開発をした企業経営者に対して与えられるもの

 

です。

過去の受賞者全てが、地域発展に貢献するボランティア活動や社会的活動を率先して

 

いる人たちばかりです。

明日を考え、今日行動する
私たちは世界の現状に責任を負っているとヘティヒは考えています。

 

その一環として各生産拠点には独立した環境委員会を設けています。

 

長年に渡るこうした環境への取り組みはドイツ環境省からも高い評価を

 

いただいています。また、法が定める基準は最低レベルとの認識に立っ

 

て主要施設では環境に対して最も厳しいEMAS（ECの環境管理制度）の

 

基準を適用しています。

具体的な例としては、本社敷地内に完成したオフィスビルとショールー

 

ムを兼ね備えたエコロジービル「ヘティヒ・フォーラム」があります。環境

 

に配慮したさまざまなアイデアを取り入れたこのビルは、ナショナル・グ

 

リーン・ビルディング賞（National Green Building Award）を受賞し今後

 

世界中で建設されるヘティヒの社屋の新しい基準になっています。

そしてこれからもエネルギーや原料を節約するための努力を、

ヘティヒは継続していきます。

ヘティヒ・ジャパン株式会社は1888年創業の世界最大の総合家具金

 

物メーカーです。

本拠地はドイツ家具産業の中心地であるヴェストファーレン州キルヒ

 

レンゲルンという町にあり、ドイツの家具産地のほぼ中心に位置してい

 

ます。

さまざまな家具金物のアイデアはここから生まれました。

世界各地に販売網をもち、現在の総従業員は約6,000名です。

2013年には創業125周年を迎えることができました。

4つのスローガンを掲げて
ヘティヒは次の4つのスローガンを掲げてより洗練

された家具金物の開発に取り組んでいます。

Quality

長い年月をかけて培われた高品質

Innovation

家具金物に特化した技術で家具生産の進歩に貢献

Closeness to customers

常にお客様のニーズにフォーカスをあて

Reliability

お客様からの信頼を何よりも大切に

技風堂々

■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：http：//www.hettich.com

ヘティヒ・ジャパン株式会社

↑ヘティヒ・フォーラム外観
ナショナル・グリーン・ビルディング賞（National Green Building Award）を受賞

↑ソフトクローズ搭載のヒンジ「ゼンシス」

↑引出し用レール「クアドロV6」 ↑ドイツ・ヴェストファーレン州にある本拠地
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マックス株式会社は1942年に零式戦闘機の尾翼部品メーカーとして

 

創業しました。戦後は「平和産業に徹し、文化に貢献する」と掲げ、ホッ

 

チキスの生産を開始しました。

文具から建築市場へ

～更なる技術の展開～

1952年、日本で初めてハンディタイプのホッチキスを販売。以来、当

 

社はホッチキスのトップメーカーとしての地位を確立します。

その後、ホッチキスの「とじる」技術を応用し、建築用工具の開発をス

 

タート。1962年には国産初のエア式ネイラを発売し、住宅建築市場の

 

生産性向上に広く貢献してきました。

キッチンから出る調理くずなどの生ゴミを細かく破砕し、処理槽を通じ

 

て台所排水と一緒に下水道に放流する

 

「ディスポーザシステム」。面倒

 

な生ゴミ処理の手間が省けるとともに、キッチンを衛生的に保つことが

 

できる利便性などが評価されています。

2013年SUUMO新築マンションの調査では、使える設備として2位にラ

 

ンクインするなど、新築マンションを中心に導入が進んでいる人気の設

 

備。当社でも2005年より販売を開始しました。

「マックス・ディスポーザ」は、バスケットを取り出して丸洗いできる機

 

能(PAT.)をはじめ、枝豆などの日本特有の繊維質の多い食材まで細か

 

く破砕する「回転ブレード破砕方式」を搭載。破砕開始直後の大きな音

 

や振動も抑えました。また、ディスポーザ本体の全高を267mmに抑え

 

たコンパクトな設計のため、

 

スライドキャビネットのキッチンでも収納ス

 

ペースを有効に活用できます。
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↑国産初のハンディタイプホッチキス

↑国産初のエア式ネイラ

＊ネイラ：「釘」や「ステープル」を打つ道具

現在では浴室暖房換気乾燥機や換気システム、床暖房、ディス

 

ポーザシステムなど、さまざまな住環境設備を手掛け、快適な住まい

 

づくりをトータルで提案しています。

マックスはこれからも”お客さまの声”をもとにした製品開発を通じ、

 

業界の発展に貢献していきたいと考えています。

技風堂々

■所在地（本社）：東京都中央区日本橋箱崎町６－６

 

■電話番号：03-3669-8112

 

■ホームページ：http://www.max-ltd.co.jp/

↑マックス株式会社

 

吉井工場

↑マックス株式会社が提供するディスポーザーシステム

↑浴室暖房換気乾燥機
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●●マレーシアマレーシア
●●タイタイ

香港香港 ●●
●●ベト ナムベト ナム

●●シンガポールシンガポール

●●インド ネシアインド ネシア

●●ニュージーランドニュージーランド

●●台湾台湾

●●イギリ スイギリ ス

アメ リ カアメ リ カ

●製造/製造販売会社 ●販売会社

●●オースト ラリ アオースト ラリ ア

中国中国 ●●

韓国韓国 ●●

ブラジルブラジル ●●

●●カナダカナダ

●●イタリ アイタ リ ア

●●日本日本

注1・・・一次エネルギーとは、石炭・石油・天然ガスなどの自然界にあるままの姿のエネル

 

ギーを一次エネルギーといいます。私たちはこの一次エネルギーを電気や都市ガス・プロ

 

パンガスなどの使いやすいカタチに変えて利用してきました。さらに給湯器の場合、電気

 

やガスを熱エネルギーに変換し「お湯」を得ています。投入した一次エネルギー量に対し、

 

どれだけのお湯を得られたかを比率で示したものを「給湯器における一次エネルギー消

 

費効率」と呼びます。
注2・・・低炭素建築物の認定基準の給湯設備一次エネルギー消費量比較

■所在地：愛知県名古屋市中川区福住町1-6-6 ■電話番号：052-361-8211（代表）
■ホームページ：http://www.rinnai.co.jp/

給湯における一次エネルギー注1消費効率は国内No.1の注2、

 

「電気×

 

ガス」のハイブリッド給湯・暖房システム「ECO

 

ONE」

 

が平成25年度の省

 

エネ大賞最高賞の「経済産業大臣賞」（製品・ビジネスモデル部門）を受

 

賞いたしました。

「ECO ONE」は、ヒートポンプユニットとガス給湯暖房機を組み合わせ

 

た給湯・暖房システムで、ヒートポンプが低温(実際の給湯に使用する

 

お湯の温度)でお湯を沸きあげ、ガス給湯器が瞬間的に高能力な給湯

 

を可能にします。また学習制御機能により余分なお湯をためる必要が

 

なく、給湯に必要なエネルギーを削減しています。

給湯における一次エネルギー消費効率125％を達成したことが評価さ

 

れ、今回の受賞に至りました。

リンナイ株式会社は1920年（大正9年）に創業し、総合熱エネルギー機

 

器メーカーとして住生活の質の向上に資するべく、給湯器や厨房製品の

 

開発・製造・販売に努めてまいりました。

『熱』を通じて『快適な暮らし』を社会に提供することを企業理念とし、

 

日本を中心に海外でも事業を展開しています。

国外とのつながりは、1923年（大正12年）のガスコンロの輸出にはじま

 

り、1958年（昭和33年）ドイツのシュバンク社との技術提携など、古くか

 

らかかわりを持っており、リンナイグループの技術革新や事業拡充につ

 

ながっています。

現在は海外での現地生産も活発で、16カ国に事業所を展開し、製品

 

の販売・輸出先は約80カ国にのぼります。

海外事業では『現地社会への貢献』を目指し、日本の技術をベースに

 

省エネ性や安全性・耐久性を追求しながらも、現地ニーズに応える商品

 

開発に取り組んでいます。

《海外事業は“現地生産・現地販売”を軸に》
国や地域によって、お湯の使い方や調理方法は多様性に富んでお

 

り、現地の生活様式ごとに異なる製品を提供しています。

例えば、中国ではシャワー利用など、家庭で大量のお湯を使用する

 

機会が増え、省スペースかつ省エネ性の高いガスタンクレス給湯器

 

が人気となっています。インドネシアでは一般家庭で利用するエネル

 

ギーが灯油からガスへシフトし、ガスコンロが普及しました。現在イン

 

ドネシアではリンナイだけで年間約700万台のコンロを生産し、約6割

 

の高い市場シェアを有しています。

また、現地パートナーと連携したエリアごとの販売戦略も、海外事業

 

の成長を牽引してきました。

引き続き、品質を追求したリンナイ製品を世界各地でご提供できる

 

よう、ものづくりを追求してまいります。

リンナイでは、家庭でのエネルギー消費量の50%を占める給湯・暖

 

房利用において省エネ化を推進するため、1999年の潜熱回収型高

 

効率ガス給湯器の販売にはじまり、2010年には家庭用ハイブリッド給

 

湯・暖房システム「ECO ONE」を商品化。その後も寒冷地向け仕様や

 

狭小地・集合住宅でも設置可能な小型タイプ、給湯に加えて床暖房

 

にもヒートポンプの熱を利用するタイプ等のラインアップを拡充させて

 

きました。

今後も、省エネ性に優れた商品開発を継続し、地球環境に配慮した

 

事業を推進してまいります。

「ECO ONE」 スケルトンイメージ

《技術の展開：リンナイコリアの事例》
韓国では、2014年1月からガスコンロ全口への温度センサー取付けが法制化されました。
義務化に伴う新商品を、世界に先行する日本のSiセンサーの技術をベースに、韓国で開発・製造しています。

センサー付ガスコンロ(韓国)

技風堂々
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小型タンク 大能力の
ガス給湯
暖房機

高効率なヒートポンプ省エネ大賞「経済産業大臣賞」を受賞

わが社の自慢
～現地に根ざした世界展開～

わが社の自慢
～現地に根ざした世界展開～
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