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賛助会員のご紹介
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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
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２号を発行
する運びとなりました。
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、

どうどう

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。
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。
事務局までお問合せ下さい。
PHOTO by T.HIGASHIHARA

ふう

キッチン・バス・洗面の製造販売には、

ぎ

ございます。

技風堂々

技風堂々

広めよう

11月2日
は
キッチン・バスの日

！
今号でご紹介する賛助会員
（社名あいうえお順）

①MRC・デュポン株式会社
②株式会社三栄水栓製作所
③株式会社シモダイラ
④株式会社伸晃
⑤新日鐵住金ステンレス株式会社
⑥株式会社パロマ
⑦丸一株式会社
⑧株式会社渡辺製作所
⑨都市対抗野球

「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
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技風堂々

ＭＲＣ・デュポン株式会社

わが社の自慢
ＭＲＣ・デュポン株式会社は、1986年にデュポン株式会社と三菱レイヨ
ン株式会社の合弁会社として誕生しました。人工大理石デュポン™コー
リアン®の日本における製造・販売会社であると同時に同製品の総輸入

↓東京本社ショールーム

販売元でもあります。

1965年にアメリカで誕生。
世界が認める信頼のブランドを国内生産で。
1965年、米国デュポン社の研究・開発によって生まれたデュポン™
コーリアン®。日本での発売は1979年、その後弊社の設立により国内富
山で製造を開始致しました。富山工場では、お客様の需要に柔軟に対
応する生産計画により、タイムリーな生産を可能にしています。
また、工場建設以来、無休業災害記録をゼロで維持（2013年7月26日
時点で9615日）するなど安全活動にも力を入れています。今後もより良
い製品をご提供できるよう社員一丸となって取り組んで参ります。

↑立山連峰をのぞむ富山工場

↑treform

こんなお話も
環 境 に も 、 品 質 は 必 要 だ と 思 う
常に進化し続けるMRC・デュポンから、環境への新たな歩みが始まり
ました。それが、植物由来の新しい人工大理石「バイオサーフェス® 」で
す。環境保全の高まりから、さまざまな分野で注目を集めるバイオマス
（生物資源）。しかし、私たちが考えるバイオマスは単なるCO2削減だけ
の代替品ではありません。美しいこと、強いこと、加工しやすいこと。
MRC・デュポンの技術力を集結し、高い品質を保持したまま、環境へ
の配慮をも両立した質の高い素材の開発に成功しました。まずは、ニー
ズの高い洗面ボウルからスタートします。

バイオサーフェス→

■所在地（本社）： 東京都港区南青山1-15-9 ■電話番号：03-5410-8551 ■ホームページ：www.dupont-corian.net
1

Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH 2013

技風堂々

わが社の自慢
今日、水まわりの定番になっているシャワー付湯水混合栓はSAN-EIが
日本で初めて製品化したものです。1967年のことですから、今から50年
近くも前になります。その後もSAN-EIは、生活空間という視点から人と水
との新しい出会いを創造する企業として、ひとりひとりに優しい機能・心
地よいカタチ、そして資源である水を無駄にしない工夫を積み重ねてき
ました。
特に節水に対しては早くから積極的に製品開発を進め、節水・節湯水
栓や節水シャワーヘッドは数多くのバリエーションを揃えています。今年
からは、お水の出る範囲を広げ、無駄なお湯使用を防止するシングル
混合栓「＋ｅｃｏ（プラスエコ）」シリーズを販売開始。今までよりもさらに
「エコ＆節約機能」にこだわった製品として、大変ご好評を得ています。

また、限りある水資源を有効利用するために「雨水・中水活用システ
ム」を広くご提案しています。これは雨水や生活排水を貯めてトイレの水
や緑化用の散水に利用するシステムです。当社の活用システムは水の
有効利用により水道水の使用料を節減できることに加え、ポンプ・抗菌
装置・タンクなどをユニット化したことが高く評価され、おおさかエコテッ
クの「ゴールド・エコテック」にも認定されました。
SAN-EIは1954年に創業し、おかげさまで来年60周年を迎えます。これ
からも「人類ある限り水は必要である」との理念のもと、人・暮らし・環境
との新しい関係づくりを追求してまいります。

おおさかエコテック
以下は、ホームページより。
当研究所（地方独立行政法人 大阪府立環境農
林水産総合研究所）は、大阪発の優れた環境技術
の普及を通じて環境保全を推進するため、大阪府
内の中小・ベンチャー企業等によって開発された先
進的な環境技術・製品を技術評価し、その結果を広
報する「おおさかエコテック」を平成15年度から実施
しています。
雨水注水活用システムは、平成22年度に受賞。
特に優れたものは、大阪府知事より表彰をうけ、
ゴールドエコテックと表記できる。
www.kannousuiken-osaka.or.jp/kankyo/shien/etech/

雨水注水活用システム

こんなお話も

Design
また、「Ｋｉｗｉｔａｐ」シリーズはプロダクトデザイナー喜多俊之氏とのコ
ラボレーション。水滴や水アカが溜まりにくく、掃除をしやすくするために
全体的に丸みを帯びたカドが無いデザインになりました。使いやすさだ
けでなく、メンテナンスのしやすさも追求した水栓です。
建築家の鈴木エドワード氏とともに製品化した「EDDIES」シリーズは、
フラット吐水を採用することで滝の流れのような水流を実現。流れる水
の様子とその水音で 「いやし・安らぎ・心地よさ」をお届けします。
この水栓は、流れる水までもデザインするという新しい発想で生まれ
たものです。

森田恭通

喜多俊之

SAN-EIは世界的に活躍するデザイナーの方々とのコラボレーション
により、付加価値の高い多彩なデザインの発信やクオリティーの向上に
も力を注いでいます。
デザイン混合栓「ＳＵＴＴＯ」シリーズは、空間デザイナーの森田恭通
（やすみち）氏によるもの。新製品のキッチン用水栓は、プロが使う厨房を
思わせる存在感のあるデザインです。
オープンキッチンへの設置を考え、どの角度から見られても美しい
フォルムに仕上げました。サイレントホースやプッシュ切替ボタンの採
用など、デザインと機能性を両立させています。
同じく森田氏デザインの「ＴＯＨ」シリーズは、水栓を陶器で覆うという
画期的な製品で、見事に和と洋の融合を表現しました。

森田恭通

鈴木エドワード
「ＳＵＴＴＯ」シリーズ

「ＴＯＨ」シリーズ

「Ｋｉｗｉｔａｐ」シリーズ

「EDDIES」シリーズ

■所在地：大阪市東成区玉津1-12-29 ■電話番号：06-6972-5921 ■ホームページ：www.san-ei-web.co.jp
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わが社の自慢
弊社は、昔から新しいものをジャンルに拘らず取り入れて販売してきま

その他にも時代の要求に答え、地震においてキャビネットの扉が開い

した。今では一般的になっている家具用アルミ枠開き戸、及び引戸をい

て収納物が飛び出す危険を予防するために、「感知式地震対策ラッチH

ち早くイタリアから輸入し、販売しました。また、デザイナーの要望に答

型」を開発、販売しました。現在も多くの受注を頂いています。

えオリジナルとして国産化してきました。それが、「アルミフレーム45」、

環境、エコ対策に、水銀灯の置換え用LED照明や、断熱防水塗料とし

「アルミフレーム20」、「LINEA」等の商品群です。現在も好評につき、多

て「キルコート」等の販売も開始し好評を得ています。

くの受注を頂いております。

今後も、時代を先取りし、敏感に商品化していける企業として発展して

また、建具等で間仕切りに使いたいとの要望に答え「セグエルタ」、

いけるように努力していきます。

「ルース」等のアルミ枠建具を開発しました。その後、建具を静かに閉じ
るようにしたいとの要望から、ひとつの装置で閉じる時と開けるときの両

↓アルトロ（ドア）

方でソフトクローズできる「アルトロ」という商品に発展させました。
クローザー単体の商品も作り、木建具でも使用できるようにしました。
キッチンにおいても、某社向けキッチン収納庫用の開閉じ両方向に働
くソフトクローザーを開発しました。
その商品は、お客様に

↓感知式地震対策ラッチH型

多大な好評を頂く商品
となりました。
その商品を開発した
際に取得した特許は、
EUを始め中国、韓国
等に国際特許として
登録されました。

↓アルミフレーム４５

こんなお話も
タレント事務所の写真を飾るパネルや、コンビニで使われ
る、ゴミ投入口の金物。店舗に飾った金属製のオブジェな
ど、弊社は特注の制作金物も広く手がけてきました。
過去には、空港のカウンターや、手すりを製薬会社の本
社ビル、重役室等の豪華な内装金物も制作したこともあり
ました。
最近は、そのような夢のある、創造的な仕事も少なくなり、
制作できる職人も少なくなってきましたが、技術は継承され
ており、いつでもご依頼ください。

■所在地：東京都台東区下谷3丁目13番11号 ■電話番号：03-3873-4126 ■ホームページ：www.shimodaira.co.jp
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わが社の自慢
株式会社伸晃は各キッチンメーカー様に排水トラップを中心にキッチ
ン部材でお世話になっております。
当社はキッチン・バス・サニタリーなどの水回り製品で得たノウハウと
素材にこだわらないフレキシブルな発想で、「水」「風」「光」に関する
様々な製品を開発しています。
その中でも、自社ブランドである「Ｂｅｌｃａ」（ベルカ）製品は、暮らしを見
つめるアイデア製品や、生活に快適さをお届けする製品を続々と誕生さ
せています。
以前、「週刊ダイヤモンド」誌の特集記事「ニッポンの発明トップ100」
において弊社Ｂｅｌｃａ製品「伸縮式置棚」（押入れフリーラック伸縮式）が、
話題の「青色発光ダイオード」に次ぐ、発明力で第２位という栄誉ある評
価を頂きました。
創業から半世紀「家の中を見渡せば当社の商品がどこかにある！」そ
のようなメーカーであることを願い開発・提案を続けていきます。
↑押入れフリーラック伸縮式

こんなお話も

東大阪ブランド
http://www.higashiosakabrand.jp/
東大阪市は、東京都大田区・新潟県燕三条と並ぶ中小企業の都市型複合集
積地です。多くの中小企業が独自の技術力をもって製品作りをしており、世界的
に有名な技術のある企業があるところです。東大阪市には6.000社を越える製造
事業所があり、業種を越えた多彩なネットワークを活用したサプライチェーンによ
るモノづくりが行われています。
この様なモノづくりのまち東大阪市で生ま
れ、ナンバーワン・オンリーワン・プラスαの
高い基準をクリアした製品が「東大阪ブラン
ド」として認定される制度があります。
東大阪ブランド認定製品は、各企業が魅
力的な製品づくりを行うため、試行錯誤を繰
り返してオリジナル性等を高めて切磋琢磨
し、企業の熱い「想い」の詰まった製品で溢
れています。
当社の製品「レンジフードフィルター」「排
水かご」「レンジガード」の３点もオンリーワン
製品として認定頂いております。

■所在地：大阪府東大阪市角田２丁目４－２１

■電話番号：072-963-8181 ■ホームページ：www.shinko-inc.co.jp/
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わが社の自慢
弊社は、世界２位の鉄鋼メーカー、新日鐵住金のステンレス事業分社
会社です。
＜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製品を開発。
・レアメタルの削減、原料コストの低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。
・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
大きく寄与できる。

第４回ものづくり日本大賞
【製品・技術開発部門】

内閣総理大臣賞
内閣総理大臣賞 受賞
受賞
Sn添加・省資源型高純度フェライト系ステンレス鋼
Sn添加・省資源型高純度フェライト系ステンレス鋼
NSSC
NSSC®®FWシリーズ
FWシリーズ

↓表彰式

↑表彰状
↑野田総理

↑盾

↑枝野大臣

浸漬試験：168時間後の外観
＜ＮＳＳＣ ＦＷシリーズ用途例＞
・キッチンシンク、天板、キャビネット、フード等
・建材、金物等
・鍋、釜、洋食器等
・冷蔵庫、洗濯機、炊飯器等の家電類、ガス器具

微量Sn（スズ）添加

14Cr（比較材）

こんなエコなお話も

14Cr-0.1Sn

高強度・省資源型二相系ステンレス鋼

NSSC®2120／ASTM S32304
＜省資源型二相系ステンレスの特徴>
・従来からの汎用ステンレス（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
、薄肉軽量設計、及び同形状での強度向上が図れます（右写真の場合。重量で40％軽量化が可能）。
・良好な耐孔食性を持ち、ニッケル低減により価格安定性にも優れてます。
・国土交通省新技術情報システムにも登録、公共物件にも採用されてます。

NSSC2120
H150×150×6
/6×300

SUS304

NSSC2120

H150×150×8
/10×300

Φ89.1×ｔ3mm

SUS304

Φ114.3×ｔ4mm

■所在地：千代田区大手町2-6-1朝日生命ビル２Ｆ ■電話番号：03-3276-4816 ■ホームページ： www.ns-sc.co.jp
5
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株式会社パロマ

わが社の自慢
1911年の創業以来、パロマは102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。
弊社は、主力商品のガスコンロをはじめ、家庭用・業務用を問わず多
彩なガス器具の開発・製造・販売・サービス活動を一貫して手がけてお
ります。
この活動では常にお客様の視点に立ち、技術や営業といった部門を
超え活発なコミュニケーションを交わすことにより、迅速かつ柔軟に対応
し、お客様の満足向上へと繋げるべく日々取り組んでおります。
また毎年、弊社製品を取り扱いいただく代理店様、販売店様をご招待
して行う、パロマ主催の大型展示会「パロマフェア」の開催、販売店従業
員様向けの技能講習会「パロマ学校」等により、密接な商品提案や業界
発展を側面から支援するサポート体制を整えております。
アフターサービス体制としては24時間修理受付や修理発生時の専任
スタッフを全国に配置し、きめ細かいサービスを行いつつ、アフターサ
ービス時にいただいた声を大切な教
訓として開発や生産工程の改善に活
かしております。
今後も「お客様品質へ、全力で」を
合言葉に、より安全・安心に、より快
適にご愛用していだたけるよう走り続
けてまいります。

こんなお話も
今秋発売予定の新商品、crea（ｸﾚｱ）は“新たな料理を作りだしたくなる
洗練されたコンロ”をコンセプトにしたプレミアムクラスのビルトインコン
ロです。
「煮物がうっかり焦げついた。」なんてことはありませんか？
ｃreaなら“煮もの機能”を搭載。火力を自動調節し焦げつきを低減しつ
つ長時間煮込むことができます。また炊飯機能には“炊き込みモード”も
搭載しています。

■所在地：愛知県名古屋市瑞穂区桃園町6-23

グリル部分は、取手を上側につけたことでフラットな印象を持たせつつ、
かがまず楽に操作いただけます。また、グリルガラス部分の温度を従
来品より約48％低減し、お子さまがいるご家庭でも、より安心してお使
いいただけるよう配慮しました。さらにダッチオーブンでのお手軽料理も
可能にし、グリル調理の幅が広がります。
より安心して、自身の好みや使いやすさに合わせた設定ができ、ご家
族どなたが使っても快適に楽しんでいただけること間違いなしの商品で
す。

■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
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。
弊社は1963年8月に設立いたしましたが、この度、お陰様で設立50周
年を迎えることができました。これもひとえに会員企業皆様のご支援、ご
協力により、歩んでこれたものと感謝しております。
これまでの50年と異なり、経済の低成長時代となった現在、これから
の50年に向けて、弊社では新たな価値観を創出するものづくり企業とし
て、今までと異なる商品や営業活動で、会員企業様並びに、設置組立
業者や消費者の皆様にも、安心してご使用願える製品を提供したいと
考えております。
そうした観点から、この度立ち上げた施設が、その名も「夢工房」です。
営業部が在籍する本社地下倉庫を、いつでもすぐに商品イメージを具
現化できるようにする最新の試作室に改装しました。
もちろん、詳細設計や試作は三重県の亀山工場内にある開発研究所
で行うことは変わりありません。

しかし、これからは、営業マン自らがCADや3Dプリンターを使いこなし、
商談初期段階から、お客様に目で見て触って確認していただけるサン
プルを提供できるようにしていきます。
私たちは、世の中の変化やお客様からの声に素早く対応し、会員企業
様の商品開発期間を少しでも短縮できるよう、取り組んで参ります。弊
社営業マンまで何なりとお申し付け下さい。お待ちしております。

亀山工場
亀山工場

こんなお話も
弊社は、キッチン・バス・洗面のトラップ関連製品の他に、オリジナル
商品の開発も行っています。
例えば、空調機用ドレン排水トラップの“ウォレス”。トラップメーカーで
ある丸一が、水を必要としないトラップを開発しました。
自己閉鎖膜（自封式）により防臭防虫に優れ、なおかつメンテナンス
が容易にできます。通常時は、自己閉鎖膜が密閉して、臭気や害虫を
シャットアウト。排水時のみ自己閉鎖膜が開いて円滑に排水します。
また、トラップ以外にも、排水についての経験を活かした、雨水貯留タ
ンク“まる”は雨水を140L貯水することができ、貯まった雨水を、家庭菜
園、ガーデニング、打ち水に有効利用できます。

丸一は、今後も、研究開発提案型企業として、水廻りに関する新しい
提案を行ってまいります！

■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
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株式会社渡辺製作所

わが社の自慢
渡辺製作所は1967年、群馬県新田郡新田町（現 太田市）に創業した
レンジフードメーカーです。
創業当時は、試作・金型・金属プレス板金加工を中心としたものづくり
に取り組んでおりました。当時から「ものづくりは価値を創り出すもの」と
して、お客様の信頼と満足を追求してまいりました。
この頃に培った板金加工技術を活かし、今では量産品の他にオー
ダーメイドのレンジフードもご提供させていただいております。
お客様が想い描くデザインを、確かな品質のもと1台から形にしていく
スタイルが渡辺製作所の大きな特長のひとつです。
今後も、お客さまとの信頼関係のカギとなる「品質」向上に向けた取り
組みを継続し、お客様の期待を上回る「価値」をお届けし続けられるよう
に努めてまいります。
レンジフードの工場のある太田市は、東京から100km圏内で群馬県の
東南部に位置しています。市のほぼ中心にはまちのシンボル「金山（か
なやま）」とそれに連なる八王子丘陵が北西に走るほか、東には渡良瀬
川のせせらぎ、西には肥沃な新田の大地、南には雄大な坂東太郎利根
川の流れ、そして北には日光連山を望むことができます。
渡辺製作所は、こうした水と緑に恵まれたまちで創られた商品を全国
に発信いたします。

こんなお話も
渡辺製作所の営業部門では毎年基礎体力強化研修を行なって
います。
昨年の富士登山研修では、参加者のほとんどが初めての富士登
山のなか、ひとりのリタイア者も出さず無事登頂することができまし
た。あいにく雲がかかっていてご来光は拝めませんでしたが一足先
に世界遺産を体感してまいりました。
普段と全く異なる環境で、声を掛けあい励ましあいながら登頂し
たときの爽快感、足が痛く悲鳴をあげながらも下山できたときの達
成感はそれまでの苦労を一度に吹き飛ばしてくれました。

■所在地：群馬県太田市新田上田中町1259-8 ■電話番号：03-3538-6690（営業直通） ■ホームページ：www.wtb.co.jp
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東京ガス株式会社・東邦ガス株式会社・大阪ガス株式会社

都市対抗野球

『都市対抗野球に、都市ガス三社が出場！
(東京ガス・東邦ガス･大阪ガス）

暑い、熱い、厚い応援が展開されました。』
ウイズガスの旗の下、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・バス工業会会員各社も応援にかけつけ、全力で応援い
たしました。
どの試合も熱戦につぐ熱戦でしたが、選手のがんばりや、それに輪を
かけた応援団の汗、スタンドの熱狂が印象的でした。勝っても負けても
両スタンドのエール交換に感動を覚えました。
来年もお声かけて頂けましたら、応援に駆けつけたいと思います。

村木副社長のごあいさつ
（東京ガス）

怒涛の応援！！！
（東京ガス）

役員の方々も熱心に応援
（東京ガス）

↑大阪ガス応援団副部長 山内正嗣氏の勇姿

9回表に奇跡の同点！スタンドは大熱狂！
だが延長10回で・・・（大阪ガスVS東芝)

本荘副社長のごあいさつ
（大阪ガス）

名古屋の地元ゆるキャラも応援！
（東邦ガス）
栄光は我に 大阪ガス
作詞・作曲: 鶴田博己
謡おう声雄々しく 勝利の歌を 燃やせ熱く轟轟と
大阪ガス いざや進め大阪ガス 永久に輝やけり

闘志の炎を 今だ倒せ
栄光我にあり

熱い応援

！

■開催地：東京ドーム ■開催日：2013年7月12日～12日間 ■参加：32チーム

■ホームページ： www.jaba.or.jp/taikai/2013/toshitaikou

技風堂々No002編集委員 編集長：東原 徹(ハウステック) 委員：阿部 淑美(ヤマハリビングテック) 井上 知春（ナスラック） 木住野 健(リンナイ) 柴崎 和彦 （クリナップ）
島崎 喜和(事務局) 高木 利一（タカラスタンダード） 田中 佐知子(三菱レイヨン・クリンスイ) 田中 朋子（事務局） 藤田 東一（LIXIL） 松本 賢治（TOTO） ＊50音順
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