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広めよう

賛助会員のご紹介

11月2日
は
キッチン・バスの日

！
平成２７年は工業会創立５０周年
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今号でご紹介する賛助会員
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6号を発行いたします。

（企業訪問以外 社名五十音順）
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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

日ポリ化工株式会社・・・・・・・・・・・・・・・5

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

株式会社ハーマン ・・・・・・・・・・・・・・・・6

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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都市対抗野球観戦記・・・・・・・・・・・・・・8
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【写真】 芝大神宮（東京都港区芝大門） 例大祭
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技風堂々
企業訪問

「工場はショールーム」信頼に応えるものづくり
ムラコシ精工様 訪問記

会社概要

広報専門委員 田中佐知子（三菱レイヨン・クリンスイ株式会社）
秋晴れに恵まれた10/14（水）、（株）ムラコシ精工様の山梨事業所を
訪問し、笛吹市にある２つの工場（御坂工場、一宮工場）を見学させて
いただきました。同社は1918年の創業以来、一貫して時代が求める高
品質・高性能のニーズに応えるものづくりを実践され、現在では自動車
部品を主要商品とするＦＣ（ファインコンポーネンツ事業部）と、住宅設
備に欠かせない内装用機能性金具を取り扱う住インテリア事業部、もの
づくりを国内外で支えるグループ会社から構成されています。
今回訪れた御坂工場は平成9年から、一宮工場（同社の創業の地）は
昭和59年から稼働しており、どちらも住インテリア事業部が展開してい
る住宅内装用機能金具を製造しています。驚いたのは、どちらの工場も
見学ＮＧのエリアが無く、来訪者は希望すればすべての製造ラインを見
学できること。通常メーカーの製造ラインはノウハウの宝庫であり、『ここ
はちょっとお見せできないんです』と言われるのが当たり前だと思ってい
ました。同社は開発コンセプトに「 3プラス」 を掲げ、Silent（静か ）、
Safety（安全）、Smooth（なめらか）の3つの基本性能でエンドユーザー
のSatisfaction（満足）を実現できるよう様々な努力を重ねられています。
そのため製品の至る所に独自の工夫が施されており、それを製造する
機械そのものも自社で開発されている事から、『見てそのまますぐに真
似できるものではない』のだそう。
御坂工場で稼働する23台の自動製造機からは、収納扉やキッチン扉
の開閉を支えるスライドヒンジや折り戸用センターヒンジ、折り戸用ロー
ラー、耐震ラッチが次々と完成品となって生み出されています。工場内
に設けられた製品展示スペースでは、消費者の住生活の変化に合わ
せて同社の技術がどう発展してきたかを見る事も出来、＜創造・情熱・
挑戦＞を持って開発に当たられてきた同社の歴史を垣間見る事が出来
ます。一宮工場では、同社を代表する家具用ジョイントシステム「鬼目
ナット」のダイキャスト鋳造ラインが歴史と信頼を物語っているだけでな
く、24時間試験が可能な耐久試験設備や、耐震性能を計測できる三次
元加振試験室と言った最新の試験施設も兼ね備えています。これらの
試験設備で行われている耐震・耐久性能試験の様子は、WEBカメラを
通じて同社の新宿ショールームで見学できるそうで、まさしく「工場（製
造現場）はショールーム」と言う同社の姿勢に一同大いに感心しました。

株式会社ムラコシ精工 住インテリア事業部
（東京都小金井市緑町5-6-35）
設立 昭和51年（1976年）10月
資本金 90,000,000円
代表者 代表取締役社長 村越 政雄

営業品目
・木工用ジョイントシステム、スライドヒンジ、扉機能金具、耐
震ラッチ、ドアレバー、 アルミフレーム扉

開発コンセプトである「3プラス」

整然と並ぶ自動製造機。精密さに感動する一同

開閉作業を繰り返す耐久試験

ムラコシ精工の皆さんとメンバー

■所在地：東京都小金井市緑町5-6-35
2015.10.30

鬼目ナットなどの商品を、相澤常務よりご説明いただく

■電話番号：042-384-0330

三次元加振試験室で耐震性能を試験

品質情報も掲示板で常に開示

■ホームページ： www.murakoshiseikou.com
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わが社の自慢
当社は、1939年の創業以来、水栓金具一筋に事業を展開してきまし
た。経営環境が大きく変化する中にあっても、専業メーカーとして培った
強みをフルに活かし、時代を先取りする高付加価値商品を提案し続け
ております。
これからも、「お客様とともに“快適な水まわり空間”を創る」ことを合言
葉にモノづくりを通して、持続可能社会の実現に貢献するとともに、引き
続き企業価値の向上に努めてまいります。

KF3060
快適な散水範囲
爽快感・温まり感を実現した
オーバーヘッドシャワー水栓

KM6061EC

E1700L

エレガントで美しい曲線美
グースネックシングルレバー水栓

狭い空間でもスッキリ
コンパクトでシンプルなセンサー水栓

こんなお話も
当社が飛騨古川工場を構える岐阜県飛騨市古川町では、毎年4月
19日と20日の二日間に渡り、重要無形民俗文化財にも指定される「古
川祭り」が催されます。「起し太鼓」の呼び名でも知られるこの祭りのハ
イライトは町の辻々で繰り広げられる大太鼓と付け太鼓の競り合いです。
我れ先にと大太鼓に突っ込む町内各組の付け太鼓、それを防ごうとす
る大太鼓の護衛の攻防は深夜にまで及びます。
岐阜県で祭りというと真っ先に思い浮かぶのは、飛騨市の隣りの高山
市で春と秋の年2回開催される「高山祭」ですが、この古川祭りも見所満
載で、見物客も年々増加の一途を辿っています。又、祭り期間中の昼
間に行われる、飛騨の匠の手による絢爛豪華な「屋台」の曳き揃えも見
ごたえ十分です。機会があれば、是非、一度お越し下さい。

■所在地：岐阜県岐阜市黒野308番地
2015.10.30

■電話番号：058-239-3111

■ホームページ： www.kvk.co.jp
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わが社の自慢
来年4月、東京電力は生まれ変わります。
東京電力は、2016年4月の電力全面自由化とホールディングカンパニー制への移行に伴い、新しいコーポレート・スローガンとシンボルマー
クを設定しました。
新たなスローガンは「挑戦するエナジー。」
「挑戦」とは、責任を果たすために競争に勝ち抜いていくという決意であり、「エナジー」には、電力・ガスのエネルギーに加えて、あふれる情
熱や一人ひとりの挑戦を応援するという意味を込めています。
今後も、電力の安定供給を維持しながら、福島への「責任」を果たし、お客さま一人ひとりのくらしやニーズに積極的にお応えしていきます。

こんなお話も
空調・換気設備を推奨する新たな取り組みを開始。
浴室換気暖房乾燥機も対象です。
東京電力では、一定水準以上の省エネ性に加え、「快適性」や「清潔性」などの機能を兼ね備
えた設備を「東京電力スマートウェルネス設備」として第三者の立場から推奨する取り組みを始
めました。
対象設備は、浴室換気暖房乾燥機をはじめエアコンや第一種換気設備など５機種。推奨する
設備にはメーカーさまのパンフレットや販売店さまの店頭などで「推奨ロゴマーク」をお使いいた
だいております。

330万会員突破！
わが家の電気を、もっとおトクに。

このマークが目印です！

でんき家計簿

検索

「でんき家計簿」は、毎月の電気のご使用量と料金をはじめ、お客さまのライフスタイルに合っ
た料金メニューや省エネアドバイスをご確認いただけるインターネットサービスです。
“わが家の電気を、もっとおトクに”と考えているお客さまに是非ご案内ください。

ライフスタイルに合わせた
省エネ術を知りたい！

電気の使用量が
ひと目でわかる！
わが家の家電情報
をいつでも、どこでも
かんたんチェック！

よく似たご家庭と
使用量を比較！

わが家にぴったりな料
金メニューをチェック！

お引っ越しのお手続も
かんたんに！

■所在地：東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 ■電話：03-6373-1111 ■ホームページ：www.tepco.co.jp/index-j.html
2015.10.30
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わが社の自慢
当社はエコシートを中心とした高意匠・高機能な化粧シートのトップメーカーとして、
生活空間全体の「快適さ」「環境配慮」「機能の高度化」を形にした製品群を、国内だけ
ではなくグローバルマーケットに向けて提供しております。
また、デザインマーケティングから企画・制作、生産、販売まで一貫した対応と新規ソ
リューションの提案により、お客様の課題解決に貢献する「パートナー企業」を目指して
おります。
技術開発面においては、製版技術、各種のコーティング技術など、印刷テクノロジー
を駆使した新製品開発や、高機能な産業資材品の開発にも注力しております。
これからのトッパン･コスモは、「イノベーション」、｢グローバル｣、「サスティナブル」の3
つの視点を持ち、企業コンセプトとして掲げる「あしたを、ここちよい空間(セカイ)へ」を
キーワードとして、彩り豊かな暮らしづくりに貢献してまいります。

101エコシート

コーディネーションフロア レプリア

マテリウム

フォルティナ

こんなお話も
市場向け商品のみならず、ホテル・商業施設等の新たな市場に向け
た商品を、実際の空間を想定して展示しています。
2020年の東京五輪開催に向け、拡大が見込まれる新築・改装需要
を見据え、市場を牽引する魅力的な商品提案や情報発信を行ってい
きます。

当社は今年7月1日に、統合10周年を迎えました。この節目の年に、
お客様とのコミュニケーションを円滑にし、新しいビジネスを創造出来
るよう、1階の接客ゾーンと2階のショールームを大幅に改装し、5月末
に完成致しました。
1階接客ゾーンでは、明るく開放的な空間で当社のオリジナル商品を
体感していただけます。また2階ショールーム” FOREST "では、住宅

PHOTO:ナカサアンドパートナーズ

PHOTO:ナカサアンドパートナーズ

■所在地：東京都港区芝浦3-19-26 トッパン芝浦ビル ■電話：03-5418-3500 ■ホームページ：www.toppan-cosmo.jp
2015.10.30
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わが社の自慢
日ポリ化工は、ユニットバスの専門メーカーとして昭和37年に創業、
同時にオールFRPのユニットバスの製造を開始いたしました。以来、
FRP素材にこだわり続け、あらゆる角度から、その技術開発に取組ん
でまいりました。そして、ユニットバスへの需要が飛躍的に高まる中で、
つねに第一線にてFRPの品質改良、ユニットバスの先進化にたゆまぬ
努力を注いでまいりました。その後、FRPのみならず、天然石や磁器質
タイルなどの素材を取り入れた高級感のあるユニットバスづくりを行い
ました。さらにキッチンカウンター、洗面化粧台の天板の製造など、こ
れまで地道に積み重ねてきた技術力の蓄積がサニタリー商品を中心
としたFRP総合メーカーとしての基盤を広く形づくるにいたっております。

第一号ユニットバス

思えば、当社のこれまでの歴史は、いつも「初めてのもの」「新しいも
の」への挑戦でした。「独創力」を成し遂げる精神力こそが、当社の今
日までの道程を導いてきた原動力であり、新技術、新商品の研究開発
は、つねに日ポリ化工ならではの「独創力」を基に邁進してまいりまし
た。
現在も新商品開発は進めており、近い将来、次代に望まれる、人々
の暮らしに新しい流れを創り出す商品となって、皆様に貢献できるもの
と、熱い思いを胸に抱いております。どうぞ、これからの日ポリ化工に
深いご理解をいただけますことを、心よりお願い申し上げます。

大型プレス機による量産体制

高級感漂うユニットバス

こんなお話も
2015年4月に奈良県の山添工場に新事務所棟が完成しました。老朽
化していたトイレ、食堂を一新し、従業員の憩いの場となっております。

弊社では、毎年年末には全社挙げての餅つきを行っています。力持
ちの工場作業員達がつきあげる餅は本当においしいですよ！ご近所さ
んにもお餅を配らせていただいており、大変喜ばれています。
一年頑張った後の正月休みは、コタツでおいしいお餅を食べて、また
一年頑張れるんですね！

■所在地：奈良県香芝市磯壁1-950
2015.10.30

■電話番号：072-990-2300（代表） ■ホームページ：www.nippori.co.jp
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わが社の自慢
業界初の技術に
挑戦し続ける
1930年（昭和5年）前身の（株）陽栄製作所（ダン
ホット）が創業して以来、私たちは豊かで住みよい
社会のため、そしてご家庭で便利に安心してお使
いいただけるガス機器のご提供を目指して取り組
んでまいりました。
さらに、私たちは魅力的で特長のある新製品開
発に注力してまいります。
しかし、「技術」だけでは、いくら革新的であっても、
心まで豊かにできるとは限りません。そこには「人」
とのバランスのとれた「調和」があってこそ、本当に
喜んでいただける製品になると思っております。

1966年

1970年

圧電点火式コンロを
開発し、太田賞を受賞

両面焼グリル付
コンロを開発

ガスコンロの革命！
マッチ点火から自動点火へ

魚を裏返す手間を省き、
片面焼の半分の時間で
焼きあがる両面焼

1978年

1981年

システムキッチン用
ビルトインコンロを開発

業界初の後方排気式
グリル付コンロ
「クリサット」を開発し、
太田賞を受賞

現在のメイン事業となった
ビルトインガスコンロは、
業界初

私たちは、これからも人と技術の調和する「生活
環境の創造」で、「暮らしに新たな喜びと感動」を提
供し続け、社会に貢献いたします。

グリル排気が後方なので、
お鍋の取っ手が溶けたり、
熱くならない

2014年
次世代ガスコンロ、スマートコンロを開発
2014年度グッドデザイン賞BEST100を受賞
指先ひとつで思いのままに炎を操作、点火スイッチ
着脱可能、グリル革命の先導となるマルチグリル搭載、
コンロで初めてスマートフォン連動機能を搭載

こんなお話も

今日も「おいしさ」のいちばん先へ。

焼き網から
「プレートパン」「キャセロール」へ
浅型と深型の専用容器を使って、
焼く・煮る・蒸すなどの幅広い調理が可能
になりました。

【プレートパン】

【キャセロール】

マルチグリルのノンフライ調理で
カロリー、脂質を大幅カット！
揚げ油を使わず調理できるから、
揚げもの料理を手軽に食卓へ。
プレートパンを使ったノンフライ調理なら、
カリッとヘルシーに仕上がります。

こだわりのお手入れ性能で毎日キレイ
『親水アクアコート』採用
ガラストップに親水性コーティングを採用。
水を垂らしておくと、こびりついた汚れもスッ
キリ落としやすく、お手入れが簡単です。
■所在地：大阪市此花区春日出南3-2-10
2015.10.30

■電話番号：06-4804-8630（代表） ■ホームページ： www.harman.co.jp
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福伸電機株式会社

わが社の自慢
弊社は1957年（昭和32年）の創業以来、「技術の高度化」をテーマに、
新技術の開発、製造に努めてまいりました。
現在、自社商品の製造・販売の他、受託製品として、自動車部品、住
設機器、医療機器、金融機器、産業機器等を製造しています。
また、システムキッチン用の電動昇降ラックを開発し、現在多くの
キッチン・バス工業会会員の皆様に御採用いただいております。
お客様の要望に真摯に対応し確かな製品を提供することこそ、弊社
の使命だと考え、受託生産はもとより、商品の研究、開発、品質保証
体制の確立に至るまで幅広い取り組みをおこなっております。
お客様の信頼が弊社の発展の基盤になり、逞しく成長していくことで、
皆様のお役に立ち、ひいては社会への貢献に繋がればと願っております。
お客様の「もっとこうなれば…」を実現するために。
現状の製品や製造工程を解析し、課題を発見、そしてその課題を解
決する。そうした私たちのVA/VE活動は、これまで多くのお客様の現
場や製品において成果をあげています。品質の向上はもちろん、生産
の効率化やコストダウン、あるいは新製品の開発まで。
FUKUSHINの提案・開発力から、新たな価値が生み出されています。
電動昇降ラック

生産性向上・省人化を目指す自動組立ライン

住設機器部品

産業機器部品

自動車用部品

金融機器

完全無人化を目指すプレス加工ライン
コイル材の自動投入からプレス加工
と検査・洗浄工程を一つの生産ユ
ニットと捉え、より高度な無人化を目
指しています。また、高精度の平行
制御可能なサーボプレス機により、
従来は複数のプレス機で生産してい
た高負荷工程と低負荷工程が混在
する加工を一台のプレス機での加
工で実現しています。

社内にある自動組立ラインは、すべ
て、自社の専用機製作部門が、設計
から製作まで行っています。
今まで、人間の手によって行われて
きた組立作業を機械に置き換える
「部分自動化」を設計段階より盛り込
み、生産効率の高いラインを構築し
ています。

こんなお話も
幅広い分野で活躍する「FUKUSHIN」の自社製品
さまざまなユーザーのニーズに応え続けているFUKUSHIN。
商品の企画、デザインから設計、生産、さらに販売・サービスまでを一貫して行っています。私た
ちの築き上げたトータル技術で社会に貢献するオリジナル製品を提供しています。
電動カート
「進行する高齢社会。高齢者の方々にとって一日一日が楽しいものであってほしい。」この想いを
実現するために、弊社では、日常生活を楽しんでいただくための「スーパーポルカー」を開発・製
造しています。より安全、安心、快適な機能を追及し、外出することへの支援が、健康と人生のサ
ポートにつながるように考えています。
自動給餌機
1970年代に自社製品として養殖漁業用投餌機を実用化し、以来、数十年間にわたり、海で働く
人をFUKUSHIN製品が影から支えてきました。今日ではFUKUSHIN製自動給餌機は、全国の漁場
で人気No.1の圧倒的な支持を得ています。また産学官共同で積極的に環境負荷低減に取組み、
新しい給餌システムの開発にも成功しました。
■所在地：兵庫県神崎郡福崎町福田447-1 ■電話：0790-23-0811 ■ホームページ：www.felco.co.jp
2015.10.30
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技風堂々

都市対抗野球

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）

『祝準優勝！大阪ガス！！
西部ガス、東京ガスも熱い戦いを繰り広げました』
例年恒例となっている都市対抗野球の応援に、会員有志で都市対抗
野球の聖地東京ドームへ駆けつけました。
今回、本大会に出場している工業会会員企業は、大阪ガス・西部ガ
ス・東京ガス3社。何と大阪ガスと東京ガスが初戦で対戦するという運
命のいたずら。有志応援団も初めて2つに分かれることになりました。試
合は手に汗握る大接戦となり、2-1の投手戦を制したのは大阪ガス。初
戦の厳しい試合に勝利したことで勢いづいたのか、その後、決勝までコ
マを進めました。大阪ガスは悲願の初優勝に向け、同じ大阪市代表の
日本生命と対戦。惜しくも敗れてしまいましたが、堂々の準優勝です。
また今回が初出場の西部ガスは、2011年の創部からわずか4年目で東
京ドームへ。初戦で優勝した日本生命と当たる不運もありましたが、初
得点も上げ、応援席の盛り上がりは最高潮に達しました。
我々有志応援団は6試合の応援に駆けつけて、ガスの炎のような熱
い声援を送り、選手・応援団とともに熱く戦って参りました。プロ野球で
は味わえない社会人野球ならではの熱狂的な応援は毎回のことながら、
心が熱くなります。
今回は惜しくも優勝を逃してしまいましたが、工業会会員チームが優
勝できるように、来年も熱く応援したいと思います。

大阪ガスが見事「準優勝」！

西部ガスの「フーパ」も一緒に応援

東京ガスグループ 一丸となった力強い応援！

■開催地：東京ドーム ■開催日：2015年7月18日～12日間 ■参加：32チーム ■ホームページ： www.jaba.or.jp/taikai/2015/toshitaikou
技風堂々No006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） 岡本 英昌（永大産業） 木住野 健(リンナイ） 柴崎 和彦 （クリナップ） 高山 雅巳(ハウステック)
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) 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）
2015.10.30
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