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発行日：2017.10.11 広報専門委員会 

11月2日 
は 

キッチン・バスの日 

！ 

広めよう 

201７.10  No 010 

【写真】 世界遺産 元離宮二条城 唐門  （京都市／2017年は大政奉還から百五十周年） 

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10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。 

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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■所在地：東京都千代田区一番町7-1 一番町ビルヂング6F                  ■電話番号：0120-074-744                 ■ホームページ：www.granddukes.com 

わが社の自慢 

こんなお話も 
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http://granddukes.com/lp/
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■所在地：東京都港区北青山2-11-3 A-PLACE青山 6F            ■電話番号：03-5775-7500             ■ホームページ：www.grohe.co.jp/ 

わが社の自慢 

こんなお話も 

◆世界中で愛され支持され続ける ドイツの水栓メーカー GROHE 
 

グローエは、創業者フリードリヒ・グローエの手により、1936年にドイツで誕生し、今

や世界130か国以上で支持される世界最大級のシェアを誇る水まわり製品のリー

ディングカンパニーです。 

“Pure Freude an Wasser”純粋なる水の喜び。 

シャワーを浴びる、手を洗う、料理をする・・・、そうした何気ない日常の一コマに、

使うたびに喜びが湧き上がるような製品を・・・。それが、グローエが創業以来大切に

していることです。卓越したデザイン、精緻な操作性、ドイツのクラフトマンシップが

宿る美しく精巧な仕上がり。それらの調和が水まわりを魅力的な空間へと導きます。 

また、日本市場でも安心してお使いいただけるよう、第三者認証を取得し、日本の

設置環境に適合する部材や部品の同梱、日本のニーズに応えた節湯C1機種の設

定などを行っております。24時間365日のメンテナンス受付体制を設けておりますの

で、ご安心ください。 

グローエと言えば水栓金具のイメージですが、バスルームアクセサリーやトイレま

で、上質な水まわりを創造するアイテムを取り揃えています。お近くに来られた際は、

ぜひ南青山のショールームにお立ち寄りください。 

◆フォーミュラ3に所属するデビット・ベックマン氏のスポンサーに 
 

グローエがスポンサー契約を結ぶドイツ出身のレーシングドライバー、デビット・

ベックマン氏は2015年にFIAフォーミュラ4ルーキーチャンピオンのタイトルを獲得。

2016年、16歳でFIAフォーミュラ3に入団、今シーズンはVan Amersfoort Racing 

Teamで最年少のフォーミュラ3ドライバーとしてレースを行います。 

グローエはドイツのザウアーラントを同郷とするデビット・ベックマン氏を通して、こ

れからモーターレーシング界で活躍する若者をスポンサーとしてサポートします。 

2017.10.11 

ロゴ 

創業者 Friedrich Grohe 
（フリードリヒ・グローエ） 

グローエCEOのマイケル・ラウターカスとデビット・ベックマン氏 

GROHE 南青山ショールーム 

グローエジャパン株式会社 

◆世界3大デザイン賞「iF DESIGN AWARD 2017」 「レッドドット・デザイン賞 2017」を受賞 
 

2017年、デザイン界で国際的に権威があるとされる2つの賞において、GROHE製品が多数受賞いたしました。 

中でも、スパレット一体型便器「センシア アリーナ」は、すっきりとした流線型のヨーロッパの洗練されたデザインと日本の最新技術を融合し

た製品として両賞とも受賞しており、グローエ製品のデザイン性の高さは、世界的な評価を受けています。 

また、今後日本で展開予定のシャワーシステム「スマートコントロール」や、水栓金具「リネア」「エッセンス プロフェッショナル」についても受

賞しております。今後の商品展開にどうぞご期待ください。 

センシア アリーナ（日本品とは仕様が異なります） シャワーシステム「スマートコントロール」 キッチン水栓「エッセンス プロフェッショナル」 

http://www.grohe.co.jp/
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■所在地：東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング         ■電話番号：03-6841-5290              ■ホームページ：www.nssc.nssmc.com  

わが社の自慢 

こんなお話も 

新日鐵住金ステンレス（株）は、世界2位の鉄鋼メーカーである新日鐵住金（株）の

ステンレス品種の事業分社会社で、ステンレス業界のリーディングカンパニーとし

て新たな価値の創造に取り組んでいます。 

今回、エコな省資源型ステンレス鋼の開発についてご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

＜受賞のポイント＞ 

・従来、鋼の製造性を阻害する不純物とされてきた錫（Sn）を世界で初めて、微量 

  添加することで、レアメタルの使用量を大幅に削減（最大40%）しつつ、従来ステ 

  ンレスの代替材となる新商品を開発したこと 

・レアメタルの削減、原料コストの削減と同時に原料価格変動による影響を軽減し、 

  かつ加工特性の向上を同時に達成したこと 

・耐食性・加工性に優れており、幅広い用途への適用が可能で、日本国内で汎用 

  基礎素材を生産し輸出することにより、国内産業の活性化に大きく寄与すること 

 

 

 

 

 

 

＜NSSC 2120Ⓡの特長＞ 

・汎用ステンレス（SUS304,316等）と同等の耐食性を持ちながら、2倍の 

 強度を有しており、薄肉設計もしくは同形状での強度向上が図れます。 

・高価なニッケル低減を実現し、価格安定性に優れています。 

・ダム・水門や海水淡水化プラントなどのインフラ分野をはじめ、太陽光 

 パネル架台、下水道設備、タンク、金具類等へ採用が拡大しています。 

2017.10.11 

 第４回ものづくり日本大賞 

内閣総理大臣賞 受賞 
【製品・技術開発部門】 

『レアメタルを画期的に削減し、錫を微量添加した 
      次世代汎用ステンレス鋼（NSSC FWⓇ )の開発』 

屋内での適用例 レアメタルの削減効果 

『社会インフラを支える世界初の 
省資源型高性能二相ステンレス鋼（NSSC 2120 Ⓡ ）の開発』 

 第６回ものづくり日本大賞 

経済産業大臣賞 受賞 
【製品・技術開発部門】 

構造用型鋼での軽量化の例 

http://www.nssc.nssmc.com/
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■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：www.takagi.co.jp 

わが社の自慢 

こんなお話も 

蛇口一体型浄水器、散水用品の製造・販売を行っている株式会社タカギです。世界

の人々の心地よい暮らしを水でデザインする企業を目指していきたい、との思いから、

2015年より「水をデザインする」をコーポレートスローガンに掲げています。 

浄水器業界で初めて浄水器をハンドシャワー水栓のグリップに内蔵し、これまで存在

しなかった蛇口一体型浄水器「みず工房」を開発しました。「毎日使うものだから、健や

かな水を上手に使っていただきたい」という願いが詰まっています。 

2017年の今年から、女子ソフトボール部「takagi 北九州 Water Wave」を創部しまし

た。昨年までは地元・北九州に拠点を置くクラブチームとしての活動を部分的に支援し

てきた中で、チームと地域がより発展していけるよう、企業チームとして受け入れる運

びとなりました。 

九州で唯一の日本女子ソフトボールリーグ加盟（現在2部に所属）のチームとして、「1

部リーグ昇格」並びに「2020年東京オリンピックの代表選手創出」という大きな目標に

向かってチャレンジしています。9/1（金）～9/3（日）の3日間、地元・北九州でリーグ戦

第3節が開催され、1,000人を超える観衆が大声援を送りました。公式のFacebookアカ

ウントにて随時最新の情報を配信しておりますので、是非フォローをお願いします。 

「takagi 北九州 Water Wave」公式HP：http://takagi-ww.com/ 

2017.10.11 

ロゴ 

中野坂上に東京ショール―ムをオープン！ 
 

2017年4月に弊社東京支店が中央区日本橋から中野区本町に移転しました。 

新しい支店にはオフィスと併設した体感型ショールームも設置し、浄水器の良さや浄水器を使った豊かな生活のご提案をしております。 

ショールームとオフィスが一体となった空間設計がされており、「誰にでもお立ち寄りいただけるフリースペース」や「ショールームから社員の

働いている姿をご覧いただけるオフィス」など様々な工夫が凝らされています。 

タカギは働き方改革にも積極的に取り組んでおります。ショールームとあわせて社内のコミュニケーションを増やす工夫を凝らしたオフィス

も是非ご覧ください。 

可動式ソファでフレキシブルなスペース。植物の側で来客面接やリフレッシュができる。 水栓が展示された壁面カウンターと中央にアイランドキッチンを設置。 

記念すべき開幕戦は13対1で大勝しました。 

株式会社タカギ 

takagi女子ソフトボール部の選手は13名。午前中は業務を
行い、午後から練習を行っている。皆が各職場で積極的に
他の社員とコミュニケーションを取り、元気がいいので職場
のムードメーカー的な存在になっている。 

富山で開催された女子ソフトボール部の開幕戦の応
援に、社員100名が全国から駆けつけました。 

http://www.takagi.co.jp/
http://takagi-ww.com/
http://takagi-ww.com/
http://takagi-ww.com/
http://takagi-ww.com/
http://takagi-ww.com/
http://takagi-ww.com/
http://takagi-ww.com/
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■所在地：東京都板橋区小豆沢3-4-3                ■電話番号：03-3969-6836                  ■ホームページ：www.tjm-rangehood.com/ 

わが社の自慢 

こんなお話も 

ＴＪＭデザインは、我が国にメートル法が普及をはじめた

1909（明治42）年に長さ計メーカーとして創業。我が国の

工業化・近代化・高度化の時代を高い精度で支えてきまし

た。製造品目は国内最大手のコンベックス、巻尺など長さ

計に加えて、レーザー墨出し器、レーザー距離計、電動ド

ライバー＆ソケット、安全帯、ＬＥＤライト、鋸、研削ツール、

墨つぼなど広範です。 

21世紀を目前に当社は、これまで培った信頼を基礎に

事業の多角化を図りました。創業のツール事業に加えて、

生活アメニティを提供する「住設事業」と「レンジフード事

業」を新たに創設、信頼の輪を大きく広げました。いまＴＪ

Ｍデザインが目指すものは「溢れるフロンティア精神」、レ

ンジフード事業分野においても開拓と革新をモットーに新

たな世界を拓きます。 

「レンジフード事業部さん、ファンを回転してヘル

メットの中を冷やす送風装置を作りたいので力を

貸してください」。こんなやり取りから生まれた商品

があります。建設現場の熱中症対策商品で商品名

は「風雅ヘッド」といいます。安全ヘルメットに小型

ファンを取り付け風を送り込んで熱を放出する仕

組みです。レンジで培った空気力学の知恵が生か

されています。建設ツール部門とレンジフード事業

がひとつのカンパニーで切磋琢磨することから生

まれたヒット商品のひとつです。 

2017.10.11 

本社 

MYS-90L 風雅ヘッド 

太田工場 

http://www.tjm-rangehood.com/
http://www.tjm-rangehood.com/
http://www.tjm-rangehood.com/
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■所在地：東京都中央区銀座1丁目9番5号池田ビル2F              ■電話番号：03-6228-6470             ■ホームページ：www.egger.com 

わが社の自慢 

こんなお話も 

弊社は1961年オーストリアのSt.Johannにて最初のパーティクルボード生

産工場にて木製ボードの生産を開始して以来、以降現在ではヨーロッパ全

土にて計17つの自社工場にて、PBにとどまらず、OSB,,MDF,HDF,などありと

あらゆる木製板材をあわせて年間790m3生産しております。 

日本市場向けにも30年以上前より定期的に生産させていただいており、

キッチン市場にもキャビネット、また扉材向けに低圧メラミンパーティクル

ボードを販売させていただいております。 

低圧メラミンパーティクルボードの特色といたしましては、 

ー メラミン樹脂含浸シートによる耐傷性 

ー 色シートの貼り合わせの手間がない 

ー 30種類以上のエンボス加工での手触り感の演出 

ー ヨーロッパのトレンドに合わせた300種類の色合わせが容易 

となり、キッチンシリーズの色合いの組み合わせを幅広くご提案可能です。 

また、弊社ではPBの生産工場だけにとどまらず、高圧メラミン、縁貼り

エッジテープも自社工場にて生産しており、低圧メラミンパーティクルボー

ドの色合わせにあわせて生産しておりますので、キッチン収納、扉向けに

も色合わせに困ることなく、トータルコーディネートが可能です。 

是非ヨーロッパのトレンドにあわせたキッチン製作にご活用ください。 

 

2015年より、これまでの通常のエンボスに加えて、深いエンボスにて無垢板のようなうづくり感を演出した、Feel Woodシリーズを販売開始させ

ていただいてます。 

板の表面はもちろんですが、それにあわせた縁貼りテープも通常のテープに加えて、切り出し口柄にあわせたテープも生産し、板表面だけでな

く、側面もあわせた無垢調の演出が可能になりました。もちろん同色目にて高圧メラミンも生産しておりますので、高級うづくり木目でのトータル

コーディネートが可能です。 

高級感あるキッチン製作を望まれている方には、最適の板材となります。どうぞご検討の程宜しくお願いいたします。 

2017.10.11 

St.Johann 事務所棟 St.Johann本社工場 

画像 画像 

画像 

キッチン扉使用 木目 

画像 画像 

低圧メラミンパーティクルボード うづくり調 深エンボス ＆ 切り出し小口 

画像 

Fritz Egger ＆ Michael Egger 

フリッツエガー株式会社 

http://www.egger.com/
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わが社の自慢 

こんなお話も 

丸一株式会社は、水廻り排水部材のメーカーとして、キッチン、洗面、浴

室の排水設備に欠かせない、排水トラップを中心とした製品を提供してお

ります。 

弊社の製品はキッチン・バス製品に取り付けされますと、お客様の目に

留まることはほとんどありません。しかし、このような部品であっても知恵と

工夫を詰め込んだ機能とデザインがあることを多くの方に知っていただき

たいとの思いから、グッドデザイン賞に応募し、過去いくつかの製品で受賞

させていただいております。 

2015年度に受賞した「マルカチット」シリーズに続き、本年度は自封式ト

ラップの「洗面･手洗い用ウォレス」が受賞いたしました。 

下水からの臭気や衛生害虫の侵入を防ぐトラップ。その機能は一般的に

は封水と呼ばれる溜水で担っておりますが、「ウォレス」では、メンブレンと

呼ばれるシリコーン製自己閉鎖膜を設置しています。これにより、水封式ト

ラップにて様々な要因で発生する封水切れが防止でき、コンパクト化にも

寄与しています。また、本製品は日本建築センターの技術評定も取得して

いますので、水封式同様の性能を認証いただいております。 

丸一株式会社は、これからも皆様に機能とデザインを兼ね備えた製品を

お届けできるよう、努めてまいります。 

近年は、展示会にも独自出展し、取引先様以外の多くの方に製品を見ていただける機会を設けております。本年度は、「管工機材･設備総合

展」（東京ビッグサイト：8/1～3、インテックス大阪：9/7～9）と「中国国際キッチン＆バス設備展覧会」（中国上海：5/31～6/3）に出展いたしま

した。いずれの展示会場でも多くの方にご来場いただき、感謝申し上げます。 

管工機材展では自封式トラップ「ウォレス」や泡逆流対策洗濯機防水パントラップを中心に展示し、管材商社の方のみならず、建築業者、設

備業者、管理会社の方より多くの関心を示していただきました。 

中国では、ワイヤー式ポップアップ排水栓を中心に展示し、多数の現地住設機器メーカーや建材代理店の方と知り合うことができ、日本品質

をＰＲすることができました。 

2017.10.11 

ロゴ 

優れたメンテナンス性 「ウォレス」の仕組み 

中国上海 大阪 東京 

■所在地：大阪市中央区北浜東2-10                   ■電話番号：06-6966-0101                 ■ホームページ：www.marutrap-maruichi.co.jp 

洗面用「ウォレス」 

「マルカチット」 
2015年度グッドデザイン賞
を受賞の水封式トラップ 

手洗い用「ウォレス」 

いずれも2017年度グッドデザイン賞受賞 

http://www.marutrap-maruichi.co.jp/
http://www.marutrap-maruichi.co.jp/
http://www.marutrap-maruichi.co.jp/
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■所在地：東大阪市今米1丁目13-8                     ■電話番号：072-967-2001                      ■ホームページ：yoshimoto-trading.jp/ 

わが社の自慢 

こんなお話も 

2017.10.11 

座って楽に料理ができるHS820シンク すっきりしたデザインのDA洗面カウンター 

すっきりしたデザインに機能性を追求 
したHS950シンク（開発中） 

高機能新素材「ULTRA SURFACE」 高級な空間を演出する 
V001オンボードボール（開発中） 

大阪本社プレゼンルーム 

私たち吉本産業は1976年に設立。1983年よりBMC系人工大理石事業を開始

し 今日まで35年間、住設メーカー様へOEM供給を続けております。 

高温高圧プレス成型により、一体型形状で生産されるBMC系人工大理石は、

短期大量生産により安定供給が可能となりました。バリエーションも豊富に取り

揃え、様々なプランニングにも対応。国内の人工大理石製キッチンカウンター

の普及に貢献したと自負しております。 

キッチンカウンターだけではなく、ボール一体型洗面カウンター、人工大理石

製シンクも販売。常に意匠性、機能性を追求した商品開発に取り組んでおりま

す。 

吉本産業は原料開発から2次加工まで一貫した開発、供給体制を有した国内

唯一の企業として、今後も活動してまいります。 

住宅市況が激変している昨今、用途にあわせたデザイン性の高い商品の提案

が求められております。 

吉本産業はそのニーズに対応すべく、デザインが高く、機能性も充実した商品

開発に日夜、取り組んでおります。 

末永く、快適にお使いいただける商品作りをモットーに！ 

そんな思いから開発した高機能新素材「ULTRA SURFACE」をはじめ、用途に

あわせた人大シンク、洗面ボールの新製品を発売する予定です。 

ご期待ください。 

http://yoshimoto-trading.jp/
http://yoshimoto-trading.jp/
http://yoshimoto-trading.jp/


技風堂々 

Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH  2017 

ウィズガスの旗の下、都市対抗野球に都市ガス三社が東京ドーム本

大会に出場！熱い戦いが繰り広げられ、キッチン・バス工業会会員有志

応援団も力の限り応援しました。 

今年は、西部ガス（３年連続出場！）、東京ガス（５年連続出場！）、東

邦ガス（３年ぶりの出場！）が本大会へと駒を進めました。しかし、勝負

の神様はどうして気まぐれなのでしょう。トーナメント1回戦から西部ガス

と東京ガスの激突となってしまい、駆けつけた我々応援団も２つに分か

れての応援となりました。試合は点の取り合いとなり、手に汗握る熱い戦

いの末、東京ガスが勝利を収めましたが、西部ガスの粘りもあり非常に

印象に残るものとなりました。試合後は、どちらのチームにもその勇姿に

温かい拍手が送られました。 

また、我々応援団は東邦ガスの応援にも駆けつけました。晴れ舞台に

相応しく、長短打交えた積極的な攻撃野球が披露され、熱いプレーの連

続に応援にも非常に力が入りました。 

今年も例年以上にひた向きなプレーと熱狂的な応援が合わさった都

市対抗ならではの盛り上がりを肌で感じることができました。出場チーム

の熱い情熱は、来年に向けてこれからも炎のごとく燃え続けるに違いあ

りません。工業会会員であるガス事業者4チームが揃い踏みすることを

期待しつつ、我々工業会応援団も、力となれるようこれからも応援を続

けていきたいと思います。 

都市対抗野球 

都市ガス三社が今年も出場！(西部ガス・東京ガス・東邦ガス) 

東京ドームは炎の熱気に包まれました 

西部ガス株式会社・東京ガス株式会社・東邦ガス株式会社 

9 

東京ガス パッチョ・電パッチョ ファミリー の応援！ 東邦ガス 戦国武将気質の応援！ 

■開催地：東京ドーム ■開催日：2017年7月14日～12日間 ■参加：32チーム ■ホームページ：www.jaba.or.jp/taikai/2017/toshitaikou/ 

2017.10.11 

西部ガス 博多愛を込めた応援！ 
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