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11月2日
は
キッチン・バスの日
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技風堂々

技風堂々

今号でご紹介する賛助会員

ふう

（あいうえお順）

①アイカ工業株式会社
②関西電力株式会社
③グランドデュークス株式会社
④グローエジャパン株式会社
⑤丸玉産業株式会社

どうどう

⑥三菱レイヨン・クリンスイ株式会社
⑦吉本産業株式会社

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。
Ｅメール：kitchen.bath@nifty.com

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】を発行する運びとなりました。
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。
今回、【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。
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技風堂々

アイカ工業株式会社

わが社の自慢
当社は平成２４年４月から、商業施設トイレ向け商品の開発を目的に、
女性目線の商品開発プロジェクトチームを結成し、商品の企画・開発を
行っています。「トイレを外出先のマイルームに」をコンセプトに、女性な
らではの細やかな商品設計、およびそれらが納まった理想的なトイレ空
間を提案することが目的です。
プロジェクトリーダー（入社12年目）を筆頭に、女性４名が商品の企画・
デザイン・販促までを担当しています。なお、開発面については男性3名
の技術者がサポートしています。
例えば、女子トイレは混雑し、行列ができている場合が多いが、それを
待つ時間にストレスを感じさせないようなデザインミラーを開発。マグ
ネットが付く機能をもたせて、イベントのチラシや販促のPOPも展示でき
る工夫を付加しています。
トイレブースは、多くの荷物をもった女性が出入りしやすい引き戸ブー
スを開発。従来の開き戸しか設置できなかったスペースに設置できるよ
う、戸袋を左右ブースで共有にする工夫を施しています。
女性の不満が最も集中した洗面スペースについては、「水濡れ」「荷物
置き場」問題を解決する為に、立上りがついたライニングカウンターや、
ナナメに設置したカウンターなど、狭い空間でも水で濡れていない面に
荷物を置きやすい設計にしています。

パウダーコーナーについても、鏡・照明・荷物・スペースに配慮したカ
タチを提案。それらを用いてアイカ大阪ビルのトイレを改修し、JAPAN
SHOP 2013でもその内容を発表しました。
今後も、正式商品化・物件への納入を目指し、女性を中心に
活動していきます。

■所在地：愛知県清須市西堀江2288番地 ■電話番号： :052-409-8000
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■ホームページ：www.aica.co.jp
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技風堂々

電力の安全・安定供給に向けた
取組みのご報告

関西電力株式会社

平素は、弊社事業に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 今後も、最大の使命である電力の安全・安定供給に向けて、国内外の
東日本大震以降、皆さまには再三にわたる節電のお願い、さらには火 知見を積極的に取り入れながら規制の枠組みにとらわれず、世界最高
力燃料費の増加等により、この度電気料金の値上げを実施させて頂くこ 水準の安全性を目指してまいります。
今後とも弊社事業にご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
ととなり、多大なるご負担をおかけすること深くお詫び申し上げます。
弊社は、昭和２６年の設立以来、今日まで半世紀以上にわたり、お客
さまの電力需要にお応えできるよう電力の安全・安定供給に努めてまい
りました。
戦後の高度経済成長期には、社運を賭け、ピーク調整能力を持つ黒
部川第四発電所を建設し、二度にわたる石油危機以降は、電源の多様
化を進めるとともに、火力燃料についても石油以外にＬＮＧや石炭を安
定調達できるよう、様々な取組みを進めてまいりました。
また、電気を安定的にお届けするために、送電網の整備・強化に努め
ています。電気は「使う量（需要）と送る量（供給）」をぴったり調整しなけ
れば、電圧や周波数が崩れ、産業活動や暮らしに影響を及ぼしてしまう
ことから、中央給電指令所での２４時間３６５日の需給調整をはじめ、太
陽光発電など新エネルギーの普及にも対応できる系統運用・制御技術
の研究にも取組みながら “関電印の電気”として、世界最高水準の品質
を維持しております。（年間停電時間なども世界各国に比べ大幅に短く
なっております）
一方、我が国のエネルギー自給率は４％であり「Ｓ＋３Ｅ（安全確保
＋エネルギーセキュリティの確保・経済性・地球環境問題への対応）」の
観点から、安全確保を大前提に、現在停止中の原子力プラントの再稼
動に向けて全力を尽くしております。
原子力の安全性対策につきましては、これまでに、地震や津波が発生
した際にも冷却機能を失わないための対策として「電源確保」、「水源確
保」、「機器の浸水対策」を実施してまいりました。

こんなお話も

↑需要に合わせ必要な発電量を
発電所に指示する中央給電指令所

←原子力発電所の安全性対策（例）
（構内の空冷式非常用発電機）

《電気ご使用量を見える化する「はぴｅみる電」のご紹介》
みる電レポートとは

お客さまに、目に見えない電気エネルギーを、より身近に“省エネ・省
ＣＯ２・省コスト” を意識しながらご利用いただけるよう、電気ご使用量
のお知らせ照会サービス「はぴｅみる電」を、従前の電気ご使用料のお
知らせ（検針票）に代えて、ＷＥＢでご提供しています。（無料）
この「はぴｅみる電」は、過去の電気代をグラフ形式で分かりやすく確
認できたり、よく似たご家庭と光熱費やＣＯ２排出量をランキング形式で
比較できたり、それらの情報を分かりやすくレポート形式にまとめてメー
ルでお知らせする機能など、省エネライフのサポートに役立つ機能が満
載のサービスです。

「はぴｅみる電」マイページＴＯＰ画面より「みる電レポート」
をお申し込みいただくと、お客さまに毎月レポート形式にま
とめてメールでお知らせ！

お申し込み方法
当社のホームページや携帯電話からご登録いた
だけます。
●パソコンからは、「はぴｅみる電」で検索、
他のよく似たご家庭と
比較でき、また1ヶ月ごと
の電気の使い方が
詳しく分かる！

●携帯電話からは、http://kanden.jpまたは右の
コードからアクセスして下さい。
※弊社と電気契約を頂いている一般ご家庭のお客さまが対象となります。

具体的な省エネの
アドバイスや季節の
トピックスが書かれており、
今後の省エネの
参考になる！

■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（省エネルギー企画グループ） ■ホームページ：www.kepco.co.jp/
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技風堂々

グランドデュークス株式会社

わが社の自慢
グランドデュークス（株）は、“シーガルフォー浄水システム”の日本総
代理店です。
米国ゼネラルエコロジー社製の浄水システムは、世界各国の航空業
界、公共施設、交通機関、救助・救援団体でも多数採用実績があり、世
界最高峰の浄水能力を誇ります。
開発のコンセプトは、「蛇口から出る水を、湧出した瞬間の天然の状態
に戻すこと」。人体に有害な細菌や化学物質だけを取り除き、味覚と健
康に有用なミネラルは原水のまま残します。
独自の浄化媒体「ストラクチャード・マトリックス」は、米国の叡智を結
集した科学技術が採用されており、分子レベルで物質を振り分け、確実
に除去します。
安全なナチュラルウォーター、そしてシンプルなフォルムと、使いやす
さを備えたシーガルフォーは、料理の世界でも信頼を獲得してきました。
日本を代表する料理人たちの間に口コミで広がり、“水にこだわるプロが
選ぶ浄水システム”として、広く知られています。
また、先の東日本大震災では、放射性物質除去試験を実施。シーガ
ルフォーの放射性物質除去能力の実効性が証明され、ゼネラルエコロ
ジー社から日本赤十字社に、800台の「ファーストニード（緊急災害用携
帯タイプ）」が寄贈されました。
生命の基本である“水”に関わる製品、サービスを扱う企業として、これ
からも進化を続けてまいります。

こんなお話も
グランドデュークスでは、耳が不自由な方の大切なパートナーとなる
“聴導犬”の育成を応援しています。
年に一度開催している、シーガルフォーユーザー様を対象とした「シー
ガル倶楽部 チャリティ食事会」では、会費の一部を“日本聴導犬協会”へ
の寄付としてお預かりしています。このチャリティ食事会は、シーガル
フォーをご愛用くださっているトップシェフにボランティアで協力を頂き、
昨年ついに第21回目を迎えることができました。
その他にも、シーガル倶楽部では、シーガルフォーのあるレストランを
ユーザー様と訪れてスペシャルな食事を楽しむ「グルメ探訪」など、楽し
く美味しい食イベントを開催し、お客様からご好評いただいております。

↓シーガル倶楽部 チャリティ食事会

グルメ探訪→

■所在地：東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿607 ■電話番号：03-5909-8200 ■ホームページ：www.granddukes.com
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技風堂々

グローエジャパン株式会社

わが社の自慢
GROHE（グローエ）は1936年創業のドイツの水栓金具メーカーで、キッ
チン、バスルーム用の水栓金具とシャワー製品を世界130カ国以上へ
提供しているグローバルカンパニーです。
グローエジャパン株式会社は日本法人として1990年に設立されました
。それ以前も商社などを通じてグローエの製品は日本へ輸入されており
、造船業界において外洋船に取り付けられたことを始めとして、初代パ
レスホテルにも採用されるなど、50年近くも日本でビジネスをさせてい
ただいております。
グローエ製品は、美しいデザイン、優れた機能性、高い耐久性などか
ら、確固たる高級品として位置付けられ、日本でも一流ホテルや高級マ
ンション、注文住宅などで多く採用されています。
製品は日本グッドデザイン賞をはじめとして国際的なデザイン賞を多く
受賞しており、2011年にはグローエのデザインチームが「レッドドット・デ
ザインチーム・オブ・ザ・イヤー」を獲得しました。
この賞は、世界で最も権威のあるデザイン賞のひとつであり、毎年1社
の社内デザインチームへ贈られます。グローエは継続的な優れたデザ
イン、企業戦略に沿ったデザイン哲学などがグローエのブランド価値を
強化したことを評価され、水まわり製品のメーカーでは初めて、この栄
誉ある賞を受賞しました。
その信頼と実績をもとに、ヨーロッパでは最大規模、そして世界を代表
する水栓金具ブランドとして高い評価を得ています。

こんなお話も
仕事もプライベートも情熱的に楽しむグローエジャパンの社員です。
社長をはじめとするメンバーが、音楽にスポーツに活躍しています。
例えば、社長はロックバンドを主催。定期的にライブを行っています。
インド出身のDさんは、ギターに初挑戦。社長の手ほどきも受けながら、
先だって写真の通り共演を果たしました。
また、スポーツでは今年は2名の社員が東京
マラソンに出場。常連のMさんは自己ベスト
タイムを更新しました。初フルマラソンの
Kさんは、4時間42分で完走。
沿道の大きな声援に感動したそうです。

（右から）社長・マーケティングDさん・営業Kさん

■所在地：東京都大田区平和島6-1-1

■電話番号：03-3298-9685 ■ホームページ：www.grohe.co.jp
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技風堂々

わが社の自慢
弊社茨城工場はキッチンの木質部材を生産し、多くのキッチン・バス
工業会会員会社様にご使用いただいており、大変お世話になっておりま
す。
その中でも特徴的な製品が「鏡面シートを貼った木質化粧板」で主に
キッチン扉としてご使用いただいております。
その貼り合わせに使用しているのが「PUR接着剤」で、従来の方法に
比べ平滑性が高く、凸凹の木質材料を使用しているにも関わらず塗装
に近い「ピカピカ」の扉を生産しております。

茨城工場
茨城工場

このPURとは湿気硬化型のウレタン系ホットメルトで業界内でもいち早
く、１０年以上前に専用の設備を導入しました。当時は溶剤系の接着剤
が主流だった中、環境に優しい（脱溶剤）として採用を決めました。
しかし、立ち上げ当初はその「ピカピカ」であるが故に欠点が目立ち、
それまでは全く問題にならなかった様な小さな凹みなども「不良」となり
大変苦労しました。今ではその苦労を様々な改善活動で克服できたお
かげで、キッチン・バス工業会員会社の皆様に広くお使いいただけてい
ると自負しております。
鏡面シート貼り木質化粧板はキッチン扉として、根強い人気がありライ
ンナップには必要不可欠と考えており、末永くご使用いただけることを
願っております。今後もより一層【品質重視】を心がけ、ものづくりを進め
てまいりますので、宜しくお願い致します。

PUR
PUR

接着剤にPUR（ポリウレタンリアクティブホットメルト）を使
用していることで、熱軟化せず、100％固形分で、基材特
有のチップ膨れがなく、有害なVOCの発生もありません。

木質バイオマスコージェネレーション設備

こんなお話も
私たち、丸玉産業は北海道津別町に本社を置き、北海道の広大な
森林で作られた100％国産材のカラマツ・トドマツの構造用合板も作っ
ています。
北海道では戦後の林業施策に沿って、マツの植林がすすめられまし
た。この持続可能な資源を活用することは、森林サイクルを循環させ、
地域の林業を守ることにつながっています。
また製造工程で出た木屑は、木質燃料としてバイオマス発電に利用
され、津別工場の熱・電気エネルギーのほぼ全量を供給しています。

① 地球樹Mクロス
北海道産トドマツを使用した、手すりなど“ビス”を取り付けるため
に下地補強された、クロス下地用合板。
② ニドムエコ
基材に北海道産トドマツを使用したシートフロア。

① 地球樹Mクロス

② ニドムエコ

■所在地（茨城工場）：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/
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技風堂々

わが社の自慢
三菱レイヨン・クリンスイでは、「コップ一杯の水をきれいに」というコン
セプトのもと、高性能な浄水器から人工炭酸泉装置まで様々な水に関
する製品を提供しており、今では日本にとどまらずアジア、欧米など世
界中に販売をしています。
1984年、世界で初めて中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器
「クリンスイ」を開発したことから始まり、その後ビルトイン浄水器、業務
用浄水器など業界に先駆け様々な浄水器を開発し続けています。
三菱レイヨンの繊維の技術で開発された「中空糸膜フィルター」という
ろ過材は、浄水器によく使用されている「活性炭」だけでは除去できない
赤サビや雑菌も除去できる非常に高性能な浄水器で、現在も浄水能力
No.1(※1)を誇っています。
また、ビルトイン浄水器では国内シェアNo.1(※２)を誇り、市場に対応
した製品づくりやきめ細やかなサービス体制を構築し、時代が求める住
宅設備として多くのキッチンメーカー様のパートナーとして採用されてい
ます。
(※１)ビルトイン浄水器除去物質数において

クリンスイコンセプトビジュアル

(※２)スパウトイン型を除く

赤サビ ろ過実験
ビルトイン浄水器

中空糸膜

←ろ過前→

←ろ過後→

こんなお話も

クリンスイ Ｎ３０３

クリンスイタンブラー

クリンスイ
ウォーター

三菱レイヨン・クリンスイでは、安心な水を提供するという企業理念の
もと、市場のニーズを捉え新しい商品の開発・販売を行っています。
ビルトイン浄水器では、住まいや間取りに合わせ、アンダーシンク型・
スパウトイン型・カウンターオン型・アルカリイオン整水器とフルライン
ナップ致しております。
また最近では、外にも持ち出せる携帯型浄水器「クリンスイタンブ
ラー」やマイボトルに給水できるウォーターディスペンサー「クリンスイ
ウォーター」、また非常用の5年長期保存水や定期宅配水など様々な
ニーズにあった商品やサービスを提供しています。

長期保存水

■所在地：東京都中央区日本橋小網町14-1 ■電話番号：03-3669-4750 ■ホームページ：http://www.cleansui.com
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技風堂々

吉本産業株式会社

わが社の自慢
キッチン・バス工業会様には日頃より大変お世話になり誠にありがとう
ございます。
僭越にも寄稿依頼を受け、自慢するようなものが何もない会社ですが
東大阪の中小企業の若者もハツラツと元気に頑張っていることをお伝
えしたいと思い、写真を添えて発信させて頂きます。
仕事は厳しく息つく間もないですが、休日の気分転換は非常に大切だ
と思います。
２ヶ月に1度のペースで、レクリエーション活動を行っています。
会費制で、ちょっぴり、会社の補助もいただいて、若者中心の自主運
営で活動しています。
あるときは、近隣のテーマパークで、またあるときは花見や紅葉を楽し
み、ときとして文化文芸に触れ、奮発して日帰り旅行、大奮発して24時
間弾丸トラベラーも敢行しています。

↑①
大阪府立体育館
春場所

写真の1枚目は大相撲の写真です。去年3月の大阪府立体育館の春
場所の風景です。
なにぶん予算の都合上、マス席とはいかずイス席で後方からの観戦
でしたが大相撲の雰囲気は十分味わえました。
2枚目の写真は去年6月の落語会の写真です。大阪天満の繁昌亭に
行きました。落語だけでなくマジックあり、講談ありで、またサプライズで
なんと鶴瓶の飛び入り出演ありでした。

←②大阪天満
繁昌亭

3枚目の写真は去年9月の宝塚歌劇の写真です。宝塚歌劇もそうです
が、大相撲大阪場所も、大阪天満の繁昌亭も近くで開催されているので
すが、大半の社員が初めての観覧でした。
レクリエーションはやる気の源泉です。これからも活発にやっていきま
す。（業務課員より）
吉本産業株式会社は、創業以来、合成樹脂原料、合成樹脂製品、住宅設備
機器の部材・素材を提供する商社として歩み続け、 特にBMC系人工大理石に
おいては、世界で最も早く量産技術を開発し、その普及に貢献してきました。

③宝塚歌劇→

こんなお話も
東大阪市で会社を営んでいますが、この町は中小企業あり大きな企
業ありで、関西の一大工業地域となっています。キッチン・バス工業会
の会員企業の伸晃様と弊社は1キロ位の距離にあります。さて、東大阪
市は花園ラグビー場で有名ですが（弊社から2キロ位です）、余り知られ
ていないかも知れませんが、「司馬遼太郎記念館」という、司馬遼太郎
の自宅と安藤忠雄さん設計の建物で構成された敷地2600㎡の記念館
があります。
■ 第22回大阪まちなみ賞・大阪府知事賞受賞
■ 第44回建築業協会賞受賞
現在、6月9日まで「竜馬がゆく」展を開催中です。
入館料は大人500円です。
興味を持たれた方は、穏やかな気候になってきましたので是非、足を
向けられては、と思います。

■所在地：大阪府東大阪市今米1-13-8

■電話番号：072-967-2001

■ホームページ：www.yoshimoto-s.com
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