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技風堂々

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

ぎ

技 風堂 々

！

ふう
どうどう

50th
Anniversary
5月21日（木）
50周年記念式典開催
（日本工業倶楽部）

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5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。

【写真】 東京駅正面 1914年（大正13年）創建当時の姿に （設計：辰野金吾）

（企業訪問以外 社名五十音順）
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技風堂々

大阪ガス株式会社

わが社の自慢
大阪ガス株式会社は、2015年1月30日、弊社発祥の地である大阪市
西区の岩崎地区に、食と住まいの情報発信拠点「hu+g MUSEUM」（ハグ
ミュージアム）をオープンいたしました。「hu+g MUSEUM」の名称は、こ
れからも人（human）とガス（gas）が出会う場であり続けたいという思いを
込めて命名したものです。
このハグミュージアムは、従来のガス機器の展示・体感だけでなく、食
や住まいに関する幅広い情報をご家庭のお客さまをはじめ、プロのお客
さまにもご提供・体感していただける施設です。最新のシステムキッチ
ンやシステムバスなども多数展示しており、リフォームを検討中のお客
さまからご好評をいただいています。
また、岩崎地区では、熱と電気をその場でつくり、京セラドーム大阪さ
まやイオンモールさまなど地域全体で融通しあう「スマートエネルギー
ネットワーク」を構築しています。ハグミュージアムには、ガスコージェネ
レーションシステムや熱供給プラントが設置されており、ネットワーク構
築の一躍を担っています。
大阪へお越しの際は、ぜひ、お立ち寄りください。

□住所
〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2-59
□開館時間/休館日
1～4階 10：00～18：00／水曜日（祝日除く）、年末年始
5階（完全予約制） 10:00～17：00 ／土日祝、年末年始
www.osakagas.co.jp/company/efforts/hugmuseum/index.html

２階 Ｇａｔｅ＋

１階 Ｅｎｅｒｇｙ＋

近未来のエネルギーシステムとともに皆さまをお出迎え

保安を中心とした大阪ガス
の事業活動をご紹介

ちょっと未来の暮らしが体験できる「スマートハグハウス」

３階 Ｌｉｖｉｎｇ＋

大阪ガスの緊急車両の乗車体験も

４階 Ｋｉｔｃｈｅｎ＋

皆さまのより良い住まいづくりに貢献

料理の楽しさを体感、食に関する様々な情報を発信
日本最大級のキッチンスタジオ

リフォーム検討のお客さまが実例展示
を体感できる「ビフォーアフター」

若手デザイナーによる
「ライフスタイルギャラリー」

５階 Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｐｒｏ
業務用厨房に関する様々な情報を発信

様々な厨房設備実演体感が可能

最大約250人着席できる「ハグホール」

6メーカーさまの最新のキッチンが揃う「キッチンギャラリー」

■所在地：大阪市中央区平野町4-1-2 ■電話番号：06-6205-4544 ■ホームページ：www.osakagas.co.jp
2015.4.10
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技風堂々

わが社の自慢
弊社は、北海道江別市内を流れる石狩川沿いにある工業団地に拠点
を置き、雪国、北海道の地域に密着したメーカーとして、キッチンとホー
ムタンクを中心に製造販売しています。
間口1,500mmの全槽シンクが特徴のセクショナルキッチンや、自然な
木の優しさが伝わる無垢の扉や色彩豊かな各種化粧扉を用いたシステ
ムキッチンなど、お客様の要望に応じた物づくりを目指しています。
冬の北海道の必需品でもある灯油用ホームタンクは、1000ｔ・500ｔな
どの油圧プレスや多種の工作機械により、加工・溶接・紛体塗装・出荷と
製造から販売まで一貫した生産体制に取り組んでいます。
これからも地域の役に立つ、愛される道産子企業を目指し、今後も
日々努力を重ねてまいります。

灯油用ホームタンク

1000ｔプレス機

紛体塗装ライン

こんなお話も
江別市はこんなところ
＜歴史＞
江別に最初に移住したのは、明治4年、宮城県涌谷から来た76人の農
民でした。その後、明治政府の開拓使府令により屯田兵が入植し計画
的な開拓が進められました。昭和29年には市制が施行され江別市とな
り、昭和30年後半から40年代にかけて、札幌市への人口集中の影響で
隣接する江別市も人口が急増していきました。

＜煉瓦＞
江別市は、別名「レンガの町」とも言われ、市内には、赤いレンガを
使った建築物が多数あります。また、札幌市に観光などで訪れた時、一
度は観たことがあると思いますが「旧道庁赤レンガ庁舎」や「サッポロ
ビール旧札幌工場」、「小樽の倉庫群」などもこのレンガが多く使われて
いるそうです。今では、北海道で唯一のレンガ生産地で、国内でも有数
な生産量を誇り、北海道遺産にも登録されています。
各会員の皆様も札幌に来られることがあれば、
ちょっと江別まで足を延ばして散策してみては
いかがでしょうか。
旧道庁赤レンガ庁舎（札幌市）

■所在地：北海道江別市工栄町25-3
2015.4.10

■電話番号：011-382-7744

■ホームページ： www.sunrise-kt.co.jp
2
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ドゥーマンズ株式会社

わが社の自慢

お客様と打合せたPCデータを、そのまま製造連携させる事で、大幅な
省人化とコストダウンを実現しながら、お客様のライフスタイルにあわせ
たオーダー商品を提供可能とする新たなサービスとなります。

収納設備の範囲は広く、ニーズも多様なことから、多くの場合、大手設
備メーカーが限定したカテゴリと、限られたスペックで、既製品として生
産販売を行っていますが、必ずしもお客様のニーズを満足させている
訳ではありません。一方、オーダーメイドで収納設備を製造するには、
職人工場が膨大な人手と時間を掛けねばならないことから、高額な商
品となってしまいます。
ドゥーマンズ株式会社では、多くのケーススタディーと10年の研究開
発を経て、商品開発に必要な作図や加工情報の作成などの前工程を
自動生成し、圧倒的な省力化と、別注や特注生産を可能とする製造連
携を実現する「ファニチャーメーカー」システムを開発し、大幅な省人化
とコストダウンを実現しました。
これは単に「業務の効率化」だけにフォーカスしたシステムではなく、
これらを自動生成し製販を一体化する事で、お客様毎に異なるライフス
タイルに対して、「カスタマイズすることを前提としたサービス」や、「オー
ダーメイドすることを前提とした商品開発」も、可能となります。
共通したシステムの特徴は、
①設計はCADを一切使用せず、PC上でドラッグ＆ドロップするだけ
の操作性、
②システムは製品図・見積・CG・プレゼンシートを自動生成するばか
りでなく、部材加工図や「NCデータ」をも自動生成します。
③従ってドラッグ＆ドロップﾞして設計したものが、人手を介さずにその
まま製造連携を実現できます。

ドラッグ＆ドロップ
するだけ
！

すべてを
自動生成
！

こんなお話も
ドゥーマンズでは、もっと沢山の人に収納をオーダーする楽しさや喜
びを提供するために、「ファニチャーメーカー」システムとインターネット
技術を利用して、商品そのものの提供も行います。
大手メーカー及び地域の職人工場と製造連携をしており、システム提
供と合わせて、オーダー家具の提供も可能にしています。
これは、もっと自由に、もっと簡単に、自分らしい暮らしを実現したいと
願う生活者のために、家具を選ぶ楽しさと造る喜びを提供できるサービ
スとなります。

■所在地：東京都渋谷区代々木3-28-6 ■電話：03-5354-7671 ■ホームページ：www.domans.co.jp
2015.4.10
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わが社の自慢
当社は表面処理鋼板、特殊鋼、ステンレス鋼などの薄板に特化した 呉製鉄所（広島県）
旧・日新製鋼とステンレス鋼専業である日本金属工業の経営統合に
より、2012年10月に日新製鋼ホールディングスとして誕生しました。さ
らに2014年4月にはこの3社が改めて合併し、新生“日新製鋼”として
新たなスタートを切りました。
日本におけるステンレス鋼の歴史は、1932年に日本金属工業が最
初にステンレス鋼の国産化に成功したことから始まります。1958年に
は、旧・日新製鋼が日本で初めてセンジミア・ミルを導入し、ステンレ
ス量産時代の道を拓きました。それ以来、当社は常に新しい技術の開
発、設備の合理化、用途の開発につとめ、国内外にステンレス鋼を普
及させたパイオニアとして、ステンレス業界をリードし続けています。 東予製造所（愛媛県）
本合併により、これまでグループ各社で培ってきた製造技術、商品
開発、販売ネットワークの強みを掛け合わせ、さらなる統合シナジー
の最大化を図ってまいります。
そして、当社経営理念であるお客様中心主義に基づき、鉄を通じて
お客様の夢と理想を実現するお手伝いをするため、価値ある商品・技
術・サービスを提供し、お客様とともに新たな市場を創造して豊かでゆ
とりある社会の発展に貢献してまいります。

【社章】月星マーク

周南製鋼所（山口県）

市川製造所（千葉県）

堺製造所（大阪府）

大阪製造所（大阪府）

衣浦製造所（愛知県）

こんなお話も
本社尼崎工場（兵庫県）

ステンレス鋼管は当社のコア製品であるステンレスの中でも、オン
リーワンの商品を数多く揃える特徴ある製品の一つです。将来のステン
レス鋼管事業における総合力国内No.1実現を目指し、新生“日新製鋼”
の発足にあわせ、旧・日新製鋼の尼崎製造所と日本金属工業の子会社
である日金工鋼管を統合・再編し、ステンレス鋼管の製造会社「日新製
鋼ステンレス鋼管株式会社」として新たにスタートいたしました。
本統合により、グループ内のステンレス鋼管製造拠点を集約・一体運
営することが可能となり、生産効率化によるコスト競争力の強化を実現
しました。また、2015年4月1日より、当社からステンレス鋼管販売機能
（自動車向け等を除く）を日新製鋼ステンレス鋼管へ移管し、製造・販売
一体化により相互連携の深化および経営の迅速化を進めています。
「お客様中心主義」を強化し、今後もより一層「お客様に喜んでいただ
ける会社」を目指してまいります。

飲料プラント用配管

ＥＧＲクーラー
熱交換器

■所在地：東京都千代田区丸の内3-4-1（新国際ビル）
2015.4.10

■電話番号：03-3216-5566 ■ホームページ：www.nisshin-steel.co.jp/
4
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日立アプライアンス株式会社

わが社の自慢
当社は、白物家電事業、総合空調事業、環境新分野事業の3つを事
業領域とする製造・販売会社です。
日本国内はもとより、中国・台湾地域、東南アジア、インド、ブラジル、
欧州などにも製造販売拠点をもち、国内でのコア技術およびコア商品
の開発を基盤として、グローバルに「地産地消」｢プレミアム戦略｣に基づ
いた事業展開をしています。

栃木事業所：栃木県栃木市
多賀事業所：茨城県日立市

清水事業所：静岡県静岡市
土浦事業所：茨城県土浦市

■国内事業所

■事業内容

青梅事業所：東京都青梅市

白物家電事業：
冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電子レンジ、ジャー炊飯器、
空気清浄機などの開発・製造・販売

総合空調事業：
家庭用エアコン、店舗・オフィス用エアコン、
産業用途のチラーユニット、冷凍機、
地域冷暖房向けの大型冷凍機などの
開発・製造・販売

環境新分野：
照明製品(住宅用LED照明器具・施設用LED照明器具・LED電球・蛍光
ランプなど)、IHクッキングヒーター、電気給湯機(家庭用エコキュート・業
業務用エコキュート・電気温水機など)、
太陽光発電システムなどの
開発・製造・販売

こんなお話も
３商品が平成26年度省エネ大賞を受賞！
このたび一般財団法人省エネルギーセンターが主催(後援:経済産業省)する平成26年度
「省エネ大賞」の製品・ビジネスモデル部門において、ルームエアコン「ステンレス・クリーン
白くまくん」Xシリーズ(RAS-X40E2など計15機種*1)が「経済産業大臣賞」を、家庭用エコ
キュート(BHP-FV46PDなど計75機種*2)が「省エネルギーセンター会長賞」を、LED照明(住宅
用LED照明器具「LEDシーリング」LEC-AHS1810Cなど30機種、「LED電球」LDA13L-G/100C
など19機種、施設用LED照明「高天井用LEDランプ」LME2101MNなど3機種の計52機種*3)
が「省エネルギーセンター会長賞」を、それぞれ受賞しました。
なお、家庭用エコキュートとLED照明は、2年連続の「省エネ大賞」受賞＊4となります。
＊1
＊2
＊3
＊4

受賞製品の詳細は日立の 「ルームエアコンホームページ」 参照。
受賞製品の詳細は日立の 「家庭用エコキュートホームページ」 参照。
受賞製品の詳細は日立の 「LED照明ホームページ」 参照。
平成25年度は、家庭用エコキュートが「省エネルギー庁長官賞」を、
LED照明が「省エネルギーセンター会長賞」を受賞。詳細はホームページ参照。

■所在地：東京都港区西新橋2丁目15番12号 日立愛宕別館 ■電話番号：03-3502-2111 ■ホームページ：www.hitachi-ap.co.jp
2015.4.10
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わが社の自慢
”水からすてきな生活をつくる”社名に込めた意志です。
”水からすてきな生活をつくる”社名に込めた意志です。
株式会社水生活製作所は、1954年、水栓バルブ発祥の地、岐阜県山
県市美山地区で創業し昨年60周年を迎えました。
清流と山々に囲まれながら、水栓、浄水器、節水器具、ガーデニング
製品などの「水まわりの便利品」を製造しています。
暮らしにうれしいアイデアと技術で、コーポレートスローガンである”水
からすてきな生活をつくる”を実現します。

【鋳 造】

【加 工】

【研 磨】

【メッキ】

主に青銅合金の砂型鋳造を 鋳造品の表面加工、ねじ切 美しさや強度を上げる独自 全自動メッキ装置で、ニッケル・
行っています。
り、穴あけ加工と、真鍮棒材 の研磨で、高品質に仕上げ クロムメッキと、銅合金表面の鉛
切削も行っています。
ます。
低減（NPb）処理を行っています。

【工程紹介】 その１滴のために、誠実につくる。
【商品開発】

【組立・検査】

アイデアをCAD図面に落とし
込み、3Dプリンターで試作を
繰り返し製品化しています。

出来上がった製品を組立
て、全品を厳しく検査して
います。

【ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ金型製造】 【ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ射出成形】
最新鋭の金型工作機械を
異材・黒点不良が発生しない
導入し、樹脂金型設計・製造 工場環境でプラスチック成形
を行っています。
を行っています。

【取扱商品】
・浄水器・浄水器パーツ・業務用フィルター・節水器具
・給水栓・水栓パーツ・止水栓・分岐栓・各種継手・配管部品
・ガーデニング製品

浄水器専用水栓JF121

こんなお話も

IDEA
IDEA is
is QUALITY
QUALITY

『ミズロック』は、ダイヤル錠を水栓ハンドル
につけた世界初の「いたずら防止水栓」。

『Paddle(パドル）』は、ユニバーサルデザイン
の思想を取り入れた、公園や公共施設に設
置する自閉式水飲み水栓。

JF141

家庭用浄水器 「磨水Ⅳ」

2015年 世界3大デザイン賞 ダブル受賞！
「ｉＦデザイン賞」（ドイツ） 3製品受賞、 「レッドドット・デザイン賞」（ドイツ） 2製品受賞

●ミズロック横水栓151型

『3Ｄスプリンクル』は、地面から30ｃｍほど頭
を出す、庭などの外部専用の短い水栓柱。

●UD水飲みハンドル Ｐａｄｄｌｅ

●３Dスプリンクル

■所在地：岐阜県山県市東深瀬94-2 ■電話番号：0581-23-4132 ■ホームページ：www.mizsei.co.jp/
技風堂々No005編集委員 編集長：東原 徹(ハウステック) 委員：井上 知春（ナスラック） 岡本英昌（永大産業） 小谷浩和（トヨウラ） 木住野 健(リンナイ)
柴崎 和彦 （クリナップ） 島崎 喜和(事務局) 鈴木 優子(トクラス) 高木 利一（タカラスタンダード） 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)
田中 朋子（事務局） 藤田 東一（LIXIL） 松本 賢治（TOTO） ＊50音順
2015.4.10
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