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発行日：2016.4.28 広報専門委員会 

11月2日 
は 

キッチン・バスの日 

！ 

広めよう 賛助会員のご紹介 

201６.４ No 00７ 

技風堂々 

【写真】 世界文化遺産 韮山反射炉（静岡県伊豆の国市）／提供：島崎喜和（事務局） 
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ＤIC株式会社 

ニッコー株式会社 

株式会社パロマ 

三菱レイヨン・クリンスイ株式会社 

株式会社渡辺製作所 

今号でご紹介する賛助会員  
（社名五十音順） 
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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7  

       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こと 

      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。 



■所在地：東京都中央区日本橋3-7-20 ディーアイシービル  ■電話番号：03-6733-3000  ■ホームページ： www.dic-global.com 
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わが社の自慢 

こんなお話も 

 1908年、印刷インキの製造と販売で創業したDIC（ディーアイシー、旧 

大日本インキ化学工業）は、その基礎素材である有機顔料、合成樹脂

をベースとして事業領域を拡大し、樹脂着色剤、繊維着色剤、接着剤、

改質剤、液晶材料、工業用粘着テープ、特殊磁気テープ、包装用多層

フィルム、内装建材、加飾製品、インクジェットインキ、中空糸膜モ

ジュール、プラスチック成型品、ヘルスケア食品などの様々な分野に事

業を展開してきました。 

 そして現在、それぞれの製品・技術がグローバル市場での確固たる地

位を築き、DICグループは印刷インキ、有機顔料、PPSコンパウンドで世

界トップシェア。各事業分野において持続的社会に貢献する新製品・新

技術の開発に取り組み、地球環境の保護と豊かな社会づくりに貢献し

ています。DICグループは現在、世界64の国と地域の174のグループ会

社とともに、グローバルに事業を展開しています。 

DIC 
DIC DIC 

印刷インキ 有機顔料 PPSコンパウンド 

DICの世界トップシェア製品 

世界64の国と地域に17４社のグローバルネットワーク 

千葉県佐倉市の 

DIC川村記念美術館 

スーパーフードとして話題の 

DICスピルリナ 

色見本帳のスタンダード 

DICカラーガイド 

折り畳み式防災用ヘルメット 

IZANO（イザノ） 

オリジナル内装フネン化粧板 DIC200シリーズを幅広く展開 FRP複合材料を保有する成形メーカーとして全国で展開しています 

DICフネン WO DICフネン ソリッドカラー 

DIC化工本社（滋賀） SMC・BMCﾌﾟﾚｽ成形設備 

【SMC/BMCを使用した主な製品】 SMC製造 

浴槽 

人造大理石 

浄化槽 

http://www.dic-global.com/
http://www.dic-global.com/
http://www.dic-global.com/


■所在地：石川県白山市相木町383  ■電話番号：076-276-2121  ■ホームページ： www.nikko-company.co.jp 
                  バンクチュールブランドサイト：www.baincouture.jp 
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こんなお話も 

わが社の自慢 
 

 ニッコーは1908年に陶磁器を製造する目的で金沢で産声をあげた会社です。 

 この100数年の間にいくつかの事業が加わり、現在は創業期の陶磁器事業部に加え、ご家庭の排水

をきれいにする水創り事業部、地域や工場など大規模な水の浄化に取り組む環境プラント事業部、ご

家庭での安らぎのひと時をお風呂で味わっていただくバンクチュール事業部、身の回りにある様々な機

器に採用されている機能性セラミック商品事業部と体制を整えてまいりました。 

 

 

 陶磁器事業部は「食」の時間と空間を心豊かにお過ごしいただけるよう商品の開発に力を入れてまい

ります。 

 水創り事業部と環境プラント事業部は次世代までも安心して暮らせる環境を提案してまいります。 

 バンクチュール事業部は明日の活力につながるバスライフを提案してまいります。 

 どの事業領域においても新しい波を起こしていく企業を目指してまいります。 

右上／本社 白山工場（石川県） 
右中／埼玉工場（埼玉県） 
右下／東京本社（東京都） 明治時代の長町工場 （金沢） 

これまで。 

これから。 

オートクチュールの服を仕立てるように、お客様ひとり 

ひとりの夢を叶えるお風呂を創りたい。 

ＢＡＩＮＣＯＵＴＵＲＥ（バンクチュール）は 

「世界に一つだけの理想のお風呂」をお届けします。 

BAIN＝お風呂(仏) 発音：バン 

COUTURE＝高級な仕立て(仏) 発音：クチュール 

http://www.nikko-company.co.jp/
http://www.nikko-company.co.jp/
http://www.nikko-company.co.jp/
http://www.baincouture.jp/


■所在地：愛知県名古屋市瑞穂区桃園町6-23  ■電話番号：052-824-5121（販売部）  ■ホームページ： www.paloma.co.jp 
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わが社の自慢 

会社案内  
 
 株式会社パロマは1911年の創業以来、105年にわたってガス器具の

製造と販売に携わってまいりました。 

 料理や入浴など、ガス器具は毎日の暮らしの中で欠かせないもので

す。だからこそ弊社では、製品をお使いいただくお客様の一層の安全・

安心と快適を最優先に位置づけて、製品とサービスの品質向上に社員

一丸となって努めております。 

研修センターの拡充と講習内容の充実化 

 1962年より販売店従業員様向けの技能講習会として開始した「パロマ

学校」も半世紀を越える歴史を重ねることが出来ました。 

 2016年には九州研修センターも新設し、全国4箇所の研修センターに

て、これからもお客様の商品知識、販売力、技術力向上のお役に立て

るよう充実のメニューで全力でご支援させていただきます。 

～新たなスローガンに～ 

 2013年よりガス器具メーカーとしてお客様の生活に幸せをお届

けしたいという創業時からの変わらぬ思いと、その社会的な使命

を重く認識し、これからもガスに関わる企業として、その方向性を

明確にするために、「ガスの温もりを、かたちに。」を新たなスロー

ガンと致しました。 

 パロマは今後ともガス器具を通して、私どもの企業理念である、

「お客様の安全・安心で快適な生活の向上」に貢献していくことを

目指して参ります。 

こんなお話も 
 2016年4月に新発売する“ラ・クック”は、

グリル庫内の油汚れを約99％カットするた

め、日ごろのグリルのお手入れを“ラク”に

します。“ラ・クック”を使えば、焼き魚の他

にもタンドリーチキンやハンバーグ、餃子

やロールケーキなどのスイーツまで、料理

レパートリーが広がります。 

 また、より多くの方に“ラ・クック”をご使

用していただくため、パロマの両面焼きコ

ンロ100器種以上に対応しました。 

 さらに、カラーバリエーションも4色をそろ

え、普段の料理が「より楽しく」「よりラク」に

なりました。 

■使用シーン例 ■カラーバリエーション（4色） 

■汚れを大幅カット 

株式会社パロマ 

ガスコンロ用 波型深皿プレート 

http://www.paloma.co.jp/
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■所在地：東京都品川区大崎１－１１－２（ゲートシティ大崎） ■電話：03-6633-9000 ■ホームページ： cleansui.jp  

2016.4.28 

こんなお話も 

わが社の自慢 
 浄水器、医療用水処理装置の販売を主力事業としている当社では、グローバル市場での展開の強化を目指しています。そのためには、当社

の強み＜Made in JAPAN＞の高い技術力と確かな品質を展開エリアの消費者や販売関係者に理解してもらう必要があります。 

 日本のJIS規格同様世界には様々な製品規格や認証があり、展開国ごとに信頼されている認証の取得は販売展開には重要です。そこで当社

はこの度、国際的に認知されている「NSF認証」を取得しました。NSFインターナショナルは、世界の公衆衛生の向上を目的として1944年に米国

で設立された、独立した第三者認証機関です。NSFの試験評価は非常に厳しく、ＮＳＦの浄水器規格は多くの国や地域に採用されています。 

 クリンスイが今回取得（※写真参照）したNSF／ANSI規格はJIS規格よりも多くの検査項目が設定されており、「NSFマーク」のついた商品は浄水

器選びにおいて、世界の多くの国で高い信頼を得ています。 

NSFが信頼される理由 

1.家庭用浄水器の規格作成の 

 世界的リーダーである 

1973年に最初の家庭用浄水器の規格を作成し

て以来、NSFの浄水器規格は常に世界的に認

知されています。 

2.水関係では世界有数のラボを持ち、 

 常に厳格に製品をテストし、 

 結果を表記する 

NSFの評価は非常に厳しいことで知られ、それ

が故にNSFマークを持つ製品は市場で高く評価

されています。 

3.NSFは材質の安全基準を作成し、 

 多くの地域・機関に 

 受け入れられている 

アメリカでは、ほとんどの州で州法によって

NSF/ANSI規格に適合することが求められてい

ます。また多くの地域・国でNSF規格は受け入れ

られています。 

浄水器におけるNSF／ANSI規格とJIS規格の違い 

NSF／ANSI規格 

NSFが作成し、ANSIがアメリカ合衆国の国家基準として採用した規格 

JIS規格 

日本国内の工業製品の仕様などについての国家基準 

NSF／ANSI規格の試験（塩素、シスト、濁度において）に合格し、認証品となったアイテム 

ビルトイン型A501ENS ポット型CP005E 蛇口直結型 CB013E／CB073E 

１０２ 
物質 

１３ 
物質 

NSF/ANSI42規格＝20物質 
NSF/ANSI53規格＝82物質 

NSF/ANSI ４２・５３ 規格の除去試験対象物質数 
 
【NSF/ANSI 42】 塩素／残留物／クロラミン／塩化物／発泡剤／硫化水素／
鉄／マンガン／フェノール／硫酸塩／総溶解性蒸発残留物／亜鉛／微粒子な
ど 【NSF/ANSI 53】 シスト／濁度／鉛／アラクロール／アトラジン剤／バリウ
ム／ベンゼン／カドミウム／カルボフラン／炭素四塩化物／クロルデン／クロロ
ベンゼン／クロム／銅／ジブロモクロロプロバン／オルトジクロロベンゼン／p-
ジクロロベンゼン／1.2-ジクロルエタン／1.1-ジクロロエチレン／cis-1.2-ジクロ
ルエチレン／1.2-ジクロルエチレン／1.2-ｋジクロロプロバンなど 

JIS S 3201 規格の除去試験対象物質数 
 
遊離残留塩素／濁り（雑菌・固形鉛など）／総トリハロメタン／クロロ
ホルム／プロモジクロロメタン／プロモホルム／溶解性鉛／農薬
（CAT）／カビ臭（2-MIB）／テトラクロロエチレン／トリクロロエチレン
／1,1,1-トリクロロエタン 

 水の魅力を通してクリンスイのブランド価値を実感いただく場として、2013年12月に原

宿にオープンした「MIZUcafé PRODUCED BY Cleansui」。 

お冷はクリンスイの“浄水”“アルカリイオン水”“炭酸水”から選べ、こだわりのお水を楽し

んでいただけます。 

 café内には水にこだわる暮らしを提案する「MIZUcafé Lifestyle Store」も併設。 

今なら＜クリンスイの超軟水＞で仕込んだ数量限定の特別なクラフトビール

「Cleansui×COEDO Super Pure Pills」が飲めるかも？ 
MIZUcafé PRODUCED 

BY Cleansui 

Cleansui×COEDO  

Super Pure Pills 

4 

http://cleansui.jp/
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技風堂々No007編集委員 編集長：鈴木 優子(トクラス) 委員：井上 知春（ナスラック） 大崎 和美（東京ガス） 岡本 英昌（永大産業） 柴崎 和彦 （クリナップ） 滝川 光紀（積水ホームテクノ） 

田中 佐知子(三菱レイヨン・クリンスイ) 塚原 敏夫（パロマ） 土井 隆義（永大産業） 中島 宏文（タカラスタンダード） 藤田 東一（LIXIL） 松本 賢治（TOTO）  

高木 利一(事務局) 田中 朋子（事務局）  

2016.4.28 

■所在地：東京都中央区京橋1-6-11カンケン京橋ビル5F  ■電話番号：03-3538-6690 ■ホームページ： www.wtb.co.jp 

わが社の自慢 

こんなお話も 

 株式会社渡辺製作所は昨年（平成27年）の8月にレンジフードの生産

工場を新設し、太田事業所として稼働を開始いたしました。新工場では、

「特注品で量産品を超える品質の実現」を目標に掲げ、お客様一人ひと

りのご要望にお応えできるよう、一品一様のカスタマイズ体制にこだわ

りを持った工場となっております。 

 これまでも、お客様からいただいた絵コンテを図面に起こし、何度もや

りとりをしながら世界でたったひとつのレンジフードを創ってきました。こ

れからはその活動に一層の磨きをかけ、お客様の想像を超える商品を

ご提供して参ります。 

 太田事業所にはショールームも新設し、現在の商品ラインナップの他

に、次世代デザインのレンジフードもご覧いただけます。これらの製品

からは、渡辺製作所の将来目指している姿を体感していただけます。 

 ちなみに旧工場はグループ会社が後を引き継ぎ、樹脂関連の生産が

稼働しています。こちらには、BCP対策の一環としてレンジフードが生産

できる最低限の設備を残してありますので、有事であってもお客様にご

迷惑をお掛けすることのない生産体制が確保されています。 

 こちらは、群馬県太田市にあります「東毛産業技術センター」です。渡辺製作所の本部も

入っているこの施設は、太田市を中心に集積している、機械金属加工業、電機関連企業を

技術面から支援する県立の試験研究機関です。最先端の分析機器や設備が数多く導入さ

れ、我々に開放していただいています。 

 当社の新工場にも各種試験設備が導入されていますが、より高度な試験や検証が必要

になったときにこちらの設備を活用させていただいています。 

 オーダーメイドのレンジフードは規格品と異なり１案件毎に製品検証が必要となります。

特注対応を得意とする渡辺製作所では、無くてはならない施設となっています。 

群馬県立東毛産業技術センター 

株式会社渡辺製作所 太田事業所 
   

  ■所在地 
    群馬県太田市六千石町２１番地１ 
    TEL 0277-20-4700 ／FAX 0277-20-4710 
  北関東自動車道「太田・藪塚I.C.」よりお車で5分 

株式会社渡辺製作所 

http://www.wtb.co.jp/

