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発行日：2016.11.08 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 

201６.11 No 008 

技風堂々 

【写真】 厳島神社五重塔 （広島県廿日市市） 
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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8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。 

株式会社伸晃 

富士高分子株式会社 

アイカ工業株式会社 

株式会社三栄水栓製作所 

富士工業株式会社 

リンナイ株式会社 

都市対抗野球 

今号でご紹介する賛助会員  
（企業訪問以外 社名五十音順） 
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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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企業訪問 

業界初！環境にやさしいべラスコートは 
完全無機 親水性塗装 

伸晃様 訪問記 

 会社概要  会社概要 
株式会社 伸晃 

本社     大阪府東大阪市角田2-4-21 

恵那工場  岐阜県恵那市武並町新竹折２１番地  

設立          1965年(昭和40年) 

資本金        2000万円 

代表者 代表取締役社長 瀧本 忠夫 

 営業品目 

レンジフード用フィルター、ベラスコート塗装および関連製品、 

Belcaブランド家庭日用品など 

広報専門委員 柴崎 和彦 （クリナップ株式会社） 

 株式会社伸晃様は、昭和40年、大阪市で「伸晃金属工業株式会社」と

して設立し、樹脂成型による住まいの収納部品、セラミックによる親水

性塗装・ベラスコートの技術を生かした部品、キッチン・バス・サニタリー

などの水まわり製品の部品を生産・販売されています。また、「ベルカ」

ブランドのコンパクトレンジガード、レンジ上ラック、シンク下フリーラック

など暮らしを見つめるアイデアで新しいライフスタイルの提案をおこなわ

れています。 

 シンナー・アルコールを使わず環境に優しい親水性無機塗装ベラス

コートのゴミカゴ／レンジフード用グリスフィルター／レンジガードは東

大阪ブランド＊として、認定されています。 

 また、「ベルカ」ブランドの押入れフリーラックは、2009年、週刊ダイヤ

モンド 日本の発明 トップ企業100で2位の評価を受けています。 

 

 生産拠点は恵那工場の他、東大阪市に本社／工場があり、国内営業

にとどまらず、香港と上海にも進出されています。 

 社名の由来は、先代瀧本社長が、光り輝き伸び行く企業をイメージし

て考え出したものと伝えられています。 

＊東大阪ブランド：東大阪市のモノづくりは、江戸時代から始まり、時を
経ることで高度な技術を蓄積して職人気質とモノづくりへの情熱を継承し
てきたことから、同地域での多彩なネットワークを構築し、多種多様なモ
ノづくりが行われています。同地域で生まれる優れた製品をナンバー1・
オンリー1・プラスα別に設定された高い基準をクリアした製品を都市ブ
ランドとして伝えていく活動です。 

ベラスコート塗装ラインと成型工場 

 10月14日（金）、広報専門委員会と工業会事務局を中心に、総勢11名

が、株式会社伸晃・恵那工場を見学させていいただきました。  

同工場は、ベラスコート塗装ライン、フィルター製造ライン、プレスライン、

組立ライン、 成型工場からなり、1989年に設立されました。 

 まずは座学。瀧本社長より、百済常務、松田工場長、北埜課長代理を

ご紹介いただいた後、会社概要を説明する映像を見ながら、松田工場

長による会社の沿革、生産商品群の特長、恵那工場施設の説明を聞き、

予備知識を頭に入れてから、ベラスコート塗装ライン、成型工場を中心

に見学させていただくことになりました。 

 ベラスコートは、基盤にセラミックス系の親水性無機塗装を吹き付け

ることで、耐汚染性、耐摩耗性（高硬度）、耐候性、耐薬品性、耐食性、

抗菌性、耐熱性、不燃性等に優れた基盤表面となる、業界初の次世代

塗装です。多くの工業会傘下企業が、レンジフードまわり等に採用させ

ていただいている技術です。工程は、脱脂⇒塗装⇒焼き付け⇒検査。

塗装する基盤は超音波洗浄を2槽で念入りに行ったあと、ショットブラス

ト研磨で脱脂され、スプレー塗装・焼き付けが行われます。検査は目視､

触手で行い基盤表面がザラザラしていた場合、研磨され完成品となりま

す。（2ページへつづく） 

ベラスコート 「ベルカ」ブランドの押入れフリーラック 



ベラスコートの明るい将来 

 ベラスコートは金属に塗装されますが、樹脂にも塗装を可能とする研究が進められており、近い将来実現されそうです。そうなると、キッチン、バス、

洗面化粧台でこれまで以上に大きな役割を果たすでしょう。実現が待ち遠しい！ 

技風堂々 
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■所在地：大阪府東大阪市角田2-4-21    ■電話番号：072-963-8181(代表)   ■ホームページ：www.shinko-inc.co.jp 

（1ページからのつづき） 

 続いて成型工場。LEDや蛍光灯の照明がセル方式で生産されていま

す。樹脂製品の製造場所では、キッチンキャビネット内部で使用する部

品や、様々な生活シーンで使われる収納部品が生産されていました。

その一つである押入れフリーラックは、押入れ空間を無駄なく効率的に

収納するためのもので、普段目にしません。こういった場所で使用する

ものは基盤表面を綺麗にお化粧する必要がないことから、資源の有効

活用という側面も考慮し、ペットボトルを回収して再資源化した原料を使

用しています。品質と環境のISOを取得され実業に生かされていました。 

 【質疑応答】 

 予定した見学を終え、事務所に戻り、質疑応答の時間をいただきました。 

 Q.ベラスコートの耐久性はどの程度ですか？ 

 A.塩水噴霧を1500時間行ったが問題ありませんでした。2000年よりある得意先の敷地で曝露試験  

    が行われているが現在でも品質に問題ありません。 

 Qベラスコートに洗剤は使用してよいのですか？ 

 A.レンジフード用グリスフィルターなどの汚れはお湯に付ければほとんど落ちます。洗剤を使うことで 

  汚れ落としの時短にはなるでしょう。洗剤によるベラスコートに変化はありません。 

 Q.ベラスコートを含む廃液処理はどのようにされていますか？ 

 A.最終的には人体に無害の泥となり適正に処理しています。 

 Q.ベラスコートのカラーバリエーションはどの程度あるのですか？ 

 A.グリスフィルターなど、黒色や透明で使用されるケースが多いですが、実は用途に応じ50カラーあ 

    ります。 

松田工場長 北埜課長代理 

百済常務取締役 

瀧本社長 

 この度は、弊社恵那工場にご来社を頂き、誠にありがとうございました。 
 弊社恵那工場は平成元年に開業し、今年で28年目を迎える弊社の主力工場であります。恵那市は岐阜県の南
東部に位置し、名峰『恵那山』をいただく山紫水明の豊かな自然に恵まれており、この時期が旬の『栗きんとん』で
も有名な地域であります。これらの豊かな自然を背景とし、常に環境に優しい工場を目指して参りました。 
 その成果が弊社独自技術である『ベラスコート』であり、有害物質を一切含まない無機質、無公害の親水性塗
装として結実しました。そのベラスコート専用一貫ラインを有する唯一の工場であり、それが当工場の最大の特徴
でもあります。 
 昨年、弊社はおかげさまで創立50年を迎えることができました。これを一つの節目として、今後ともベラスコート
をはじめとした独自技術や様々なアイデアを活かしながら、魅力ある製品づくりへの挑戦を続けて参ります。今後
とも、引き続き皆様のご指導、ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。 

2016.11.08 

瀧本社長よりメッセージ 

http://www.shinko-inc.co.jp/
http://www.shinko-inc.co.jp/
http://www.shinko-inc.co.jp/
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■所在地：京都府城陽市寺田大谷135-1    ■電話番号：0774-53-3131(代表)   ■ホームページ：www.f-kobunshi.co.jp 

企業訪問 

 会社概要  会社概要 
富士高分子株式会社 

本社     京都府城陽市寺田大谷135-1 

設立          1966年(昭和41) 

資本金        3000万円 

代表者 代表取締役社長 田代 加平 

 営業品目 

DAP含浸用樹脂、DAP含浸紙、一般建材用化粧板、熱硬化

性積層板、木工加工品、工業材料関連商品など 

    事務局  

創立５０周年おめでとうございます！ 

５０周年記念式典 
富士高分子様 訪問記 

 10月15日（土）に、富士高分子株式会社様（代表取締役社長 田代 

加平）が創立50周年記念式典を本社第1工場内特設会場で開催され、

事務局も参列いたしました。 

 この特設会場は自社のありのままを、参列した皆様に知っていただき

たいとの思いから、田代社長が筆頭となり社員の皆様が「手作り」で設

営された会場とのことでした。 

 式典には当工業会会員企業から大道会長をはじめとし、多数の方々

が来賓として参列されました。また、有代前会長が株式会社LIXILとして

来賓祝辞を述べられました。 

 田代社長からは、これを機に役員・社員一同、気持ちを新たに次の50

年に向けてベクトルをひとつに精進して参る所存との力強いご挨拶があ

りました。 

 

 式典終了後、場所を工場構内の旧駐車場特設会場（屋外）に移して、

社員の家族や近隣の方々も多数参加され、創立50周年記念 第２部レ

セプション 秋祭り「収穫祭」が開催されました。 

 この秋祭りは毎年開催されていますが、今回は50周年記念として来賓

の皆様が多数参加され、大変盛大でした。秋祭りは全て田代社長の進

行にてユーモラスに執り行われました。 

 

 秋祭りのアトラクション 

① 京舞踊 祇園小唄（宮川町・芸妓、舞妓） 

② ＪＡＺＺ Ｌｉｖｅ(プロバンド) 

③ ビール早飲み競争（女性） 

④ バナナ早食い競争（子供・女性） 

⑤ 和太鼓演奏 

⑥ 大抽選会 

⑦ 忘れてはならない、田代社長のパッパ音頭 

 

 田代社長、役員・社員の皆様大変お世話になりました。 

田代社長よりご挨拶 

2016.11.08 

http://www.f-kobunshi.co.jp/
http://www.f-kobunshi.co.jp/
http://www.f-kobunshi.co.jp/
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■所在地：愛知県清須市西堀江2288番地    ■電話番号：0120-525-100（問合せセンター）    ■ホームページ：www.aica.co.jp 

わが社の自慢 

こんなお話も 

機能材料 

住器建材 建装材 化成品 

化学メーカーとしての技術基盤と、独創性のあるデザイン力を活かし、３つの事業を展開 
おかげ様で80周年 

本社（愛知県清須市） 

※SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 

1983年より、メセナ活動として継
続している 
“アイカ現代建築セミナー” 
国内外の著名な建築家をお招き
し住宅・環境・都市空間など幅広
い分野にわたってレクチャーして
いただく文化活動です。2016年
には、講師に伊東豊雄氏をお招
きし、第62回を開催。(写真は第1
回ポスター) 

臭い対策や感染対策が施された「安心な空
間づくり」を実現する、「消臭・抗菌機能のつ
いた壁材」 

高齢者の転倒時の安全性に配慮し、「安全な空間づくり」
を実現する、「より衝撃吸収性の高い床材」 

意匠性と視認性を両立させた空間デザイン
で、利用者と働く人双方の要望に対応した
「快適な空間づくり」 

 当社の歴史は、日本初のユリア樹脂接着剤の開発に端を発します。以降80年間は、化学技術を基盤に、その

時代のニーズや環境にあわせて様々な事業にチャレンジしてきました。現在の化粧板事業の基礎となった製

紙事業(1946～1971)、機能材料事業の基礎となったプリント配線板事業(1984～2014)などの他にも、点火栓、

陶磁器、システムキッチンなどが挙げられます。また、海外市場の開拓も1947年(終戦の2年後)の陶磁器の対

米輸出に端を発し、1962年に化粧板輸出を開始し、1972年に初の海外関係会社アイカ アメリカン社を設立す

るなど、非常に古い歴史を持ちます。様々な事業領域や販売チャンネルに挑戦し、そこで創造性を発揮するこ

とで現在の事業の技術や販路を築いていったのです。1976年に、現在の社是である｢挑戦と創造｣がスローガ

ンに定められましたが、その前からアイカは新しいビジネスに挑戦し、市場を切拓いてまいりました。 

 現在の当社の強みは、化学合成技術、接着技術、積層技術、木材加工技術、化粧板加工技術、エレクトロニ

クス技術など多岐にわたります。日本国内においては、木材用接着剤、意匠性塗り壁材、エポキシ樹脂塗り床

材、住宅ベランダ用FRP防水材、メラミン化粧板、ポリエステル化粧合板、キッチンパネル、ポストフォームカウ

ンター等において高いシェアを誇ります。それらをベースに化成品や建装・建材など主力事業における軸足を

強固なものにする一方、自動車部材用樹脂や電子材料など機能材料分野を柱に非建築分野の展開も積極的

に進めています。また、アジアを中心とした海外展開にも力を入れています。 

 医療・介護分野は、世界に先駆けて超高齢社会に突入する日本国内における成長分野であると捉え、その取組みを加速

しています。2009年より名古屋大学大学院に寄附講座を開設し、老年学分野での第一人者である岩尾聡士教授とともに、

これまでの病院医療とは一線を画した、街全体で看守る「思いやり」の新しい仕組みである「CBMヘルスケア・イノベーション

IWAOモデル」を提唱しています。現場の声を活かしたモノづくりサイクルを通し、 「思いやりの化学」をキーワードに新商品

を開発・提案しています。 

2016.11.08 

http://www.aica.co.jp/
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■所在地：大阪府大阪市東成区玉津1-12-29    ■電話番号：06-6972-5921（代表）    ■ホームページ：www.san-ei-web.co.jp 

水をデザインする 

 SANEI は1954年の創業以来、独自の技術と柔軟な感性で、数々

の画期的な製品を提供することはもちろん、水まわりから快適な暮

らしを追求してまいりました。 

 水は味もなければ、色も匂いもありません。しかし、日々私達が水

に感じることは、心地よさであったり、美しさであったり・・・目や耳や

肌から伝わってくる水の質感。そこには、きっと「デザイン」の力があ

ります。 

 「人と対象の間により良い関係をつくること」－それがデザインの役

割だとするならば、その役割を具象化したものこそが、「水栓」だとい

えます。水栓をカタチにしていくプロセスこそ、水をデザインするプロ

セスそのものなのです。 

 SANEI は、「水をデザインする」ことを真摯に見つめ直し、人々の

暮らしがより豊かで楽しいものへと進化するよう、これからもより良

い製品をお届けしてまいります。 

近未来の水栓  toccata（トッカータ） 

 2016年新製品 「toccata（トッカータ）」の語源は、イタリア語の TOCCARE ＝ふれる。語源のと

おりタッチ式のサーモワンホール洗面混合栓です。水栓を正面から見ると、まるでパネルが浮

いている様。デザイン・機能とも、まさに近未来の水栓です。  

＜操作性＞ 

■吐水と、水量や湯・水の切替操作はタッチパネルにふれるだけ。 

■水は、パネルで設定した時間が経過すると自動的に止まりますが、手動でも止められます。 

■アクリル製操作パネルを採用し、透明性・高強度・耐久性を実現しました。 

＜発光品位＞ 

■吐水時は、ふんわり明るく手元を照らします。 

■待ち受け時（止水時）は、蛍のようにON/OFF部が点滅し、夜間の手洗い時の明りになります。 

流れる水までデザインした水栓 

幅広のフラット吐水で、心地よい水の流れや音を実現。
流れる水までデザインした「EDDIES」シリーズ 

レトロでモダンな水栓  ｃｙｅ（サイ） 

＜「cye」は、再編集の再、コントラストの彩＞ 

 日常にかかせないものだからこそ、とことんシンプルに。 

 合理性を追求したらどこか懐かしくて新しいカタチの水栓が生まれ

ました。必要最小限のインダストリアルな要素をモダンに「再」編集

することで、キッチンや部屋に「彩」を演出。  

 このヴィンテージ感あふれる水栓のデザインは、谷尻誠氏、吉田愛

氏率いるSUPPOSE DESIGN OFFICEによるものです。 

 こちらも2016年の新製品です。 

わが社の自慢 

こんなお話も 

2016.11.08 

http://www.san-ei-web.co.jp/
http://www.san-ei-web.co.jp/
http://www.san-ei-web.co.jp/
http://www.san-ei-web.co.jp/
http://www.san-ei-web.co.jp/
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 モダンリビング先進国イタリアのデザインに、日本の技術を融合さ

せたプレミアムレンジフード。 

 その代表ともいえる「フェデリカ」シリーズは、好評を経た前モデルを

継承し、かつ先進的にモデルチェンジをおこないました。 

 つぎ目のない、シンプルかつシャープな薄さ35mmのユニボディフォ

ルム。オイルパネルとフード部を一体化することで、フード部下面から

つぎ目・段差・ねじを取り除き、より高い清掃性とデザインを実現致し

ました。 

 

 富士工業は、今後も人々の生活により豊かさと快適さを提供できる

企業を目指して参ります。 

こんなお話も 

 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、空気を清浄すること

で部屋を汚れにくくしてくれる、ダイニング照明「cookiray（クーキレイ）」のBEタイプが、世

界的なデザインアワードである「reddot賞」と「iFデザイン賞」を受賞致しました。これからも

クーキレイは、新しいテーブルライフを提案し続けます。 

 世界中にハイクラスのイタリアンデザインフードを供給し続けるエリカ社と、常に厳しい品質を要求される日本で確固たる信頼を誇る富士工業

との合弁会社であるアリアフィーナがスタートして、もうすぐ15年を迎えます。 

2016.11.08 

http://www.fjic.co.jp/


わが社の自慢 
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 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、厨房機器を主力製品と

して開発･製造･販売に努めてまいりました。 

 昭和30年代後半には公団住宅やアパートが急速に拡

大したことにより、キッチンに合わせたグリル付ガスコン

ロが普及しました。さらに昭和38年、コンロのコンパクト化

を図るため、コンロバーナーとグリルバーナーを一体化し

た56ｃｍ幅サイズのガスコンロ(R-2G)を発売し、業界初

の爆発的な人気となりました。このコンロの人気が「厨房

のリンナイ｣と言われる土台を造りあげました。 

 その後昭和49年に業界初のグリルにシュバンク式ガス

赤外線バーナーを搭載したR-3GIを発売し、販売台数の

月間記録を更新しました。この頃から家庭では台所の洋

風化に伴いセクショナルキッチンからシステムキッチンへ

変化し、コンロもテーブルコンロからビルトインコンロへシ

フトしていきました。 

 当社としてもシステムキッチンの市場増大を予測し、本

格的にビルトイン機器の開発を始め、その後も様々に形

を変え現在のデリシアへと進化を遂げています。 

こんなお話も 

[R-2G] [R-3GI] 

● 
昭和38年 

業界初シュバンク式ガス
赤外線バーナー搭載 

● 
平成12年 

内炎式バーナー発売 

● 
昭和55年 

本格的にビルトイン 

コンロ販売開始 

● 
平成19年 

DELICIA発売 

昭和49年 昭和37年 
● ● 

ガステーブルコンロ 

を本格発売 

「厨房のリンナイ」 

と意識付けた商品 

http://rinnai.jp/delicia/app 

 2016年8月1日にモデルチェンジをしたDELICIA(以下デリシア)を発売しました。乾電池タ

イプの機種にも大型液晶表示を採用し、業界初となる５種類の定番メニューが自動調理

できるコンロオートメニューを搭載しました。また食のスペシャリストのアイデアとデリシア

の優れた調理機能を融合させるため誕生したデリシア専用アプリとコンロを連動させるこ

とで、豊富なレシピのご提案と調理時間や火加減を自動でコントロールする調理サポート

機能により、さらに便利においしく料理を楽しめます。またグリルの汚れを大幅に抑え、直

火で手間なく美味しく仕上げる”ココット“と素材本来の味を楽しむ”ココットダッチオーブ

ン”もさらに皆様に使いやすいようココットは22％の軽量化、ココットダッチオーブンは22％

の容量アップと進化致しました。 

 

 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。 

2016.11.08 

http://www.rinnai.co.jp/
http://rinnai.jp/delicia/app
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 ウィズガスの旗の下、都市対抗野球・地域代表の都市ガス三社の応援

にキッチン・バス工業会会員有志も駆けつけ、全力で応援いたしました。 

 本大会へは、大阪ガス・西部ガス・東京ガスの3社が2年連続出場！昨

年以上に熱戦に継ぐ熱戦が繰り広げられました。 

 今年健闘が光ったのは1981年以来の4強入りとなった東京ガス。1回

戦は完封勝ち、2回戦は延長サヨナラ勝ち、準々決勝は終盤の大逆転勝

ちと、野球の醍醐味を遺憾なく発揮。その快進撃に応援席の盛り上がり

は最高潮に達しました。また、大阪ガス・西部ガスも粘りのある健闘を見

せ、結果、1回戦で敗れはしたものの、今後に繋がる実りある試合となり

ました。三社とも昨年にも増した魂の入った戦いを繰り広げ、興奮の熱は

冷めることはありませんでした。 

 我々有志応援団は6試合の応援に駆けつけ、ガスの炎のような熱い声

援を送り、選手・チーム応援団とともに熱く戦って参りました。熱狂的な

応援はさることながら、試合後のスポーツマンシップに則ったエール交

換など、プロ野球では味わえない社会人野球ならではの興奮と感動を

覚えました。 

 来年も工業会会員チームが出場することを期待し、勝利に貢献すべく

応援をしたいと思います。 

都市対抗野球 

都市ガス三社が2年連続出場！(大阪ガス・西部ガス・東京ガス) 東京ガス ４強入り！ 

炎のごとく熱い戦いが繰り広げられました 

 大阪ガス株式会社・西部ガス株式会社・東京ガス株式会社 
 （社名五十音順） 

西部ガスの熱い応援！ 大阪ガスの力強い応援！ 

■開催地：東京ドーム ■開催日：2016年7月15日～12日間 ■参加：32チーム ■ホームページ： www.jaba.or.jp/taikai/2016/toshitaikou/ 

火ぐまのパッチョ 

電パッチョ 

東京ガスが見事「4強入り」！ 

2016.11.08 

http://www.jaba.or.jp/taikai/2016/toshitaikou/

