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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4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！

「技風堂々」に関する

お問い合わせは下記
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。 Ｅメールへお願いします。
事務局までお問合せ下さい。
事務局までお問合せ下さい。 kitchen.bath@nifty.com

【写真】 旧筑後川橋梁（筑後川昇開橋） 重要文化財・機械遺産
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＊

いにしえの「たたら」の心を今に継ぐ、
大和重工様 訪問記

会社概要
大和重工株式会社
（広島市安佐北区可部一丁目21番23号 ）
設 立 大正9年（1920年）3月7日
資本金 6億5,100万円
代表者 代表取締役社長 田中 保昭

広報専門委員会 松本副委員長（TOTO株式会社）
10/10（金）、広島県北部の安芸高田市吉田町にある創業180余年、
鋳造技術一筋に歴史を刻んできた大和重工㈱様を訪ねました。同社
の主たる事業は、鋳物ホーロー浴槽の製造とともに高い鋳造技術力を
活かした工作機械機器やディーゼルエンジン鋳物部品の製造です。工
作機械機器やディーゼルエンジン鋳物部品の製造は創業の地である
本社工場が担っています。本社工場のある安佐北区（あさきたく）は8
月の豪雨による土砂災害により被災。車中、山肌の土があわらになっ
ていた箇所があり、災害の大きさを垣間見ました。復旧には大変なご
努力とご苦労があったことだろうと思いました。今回の訪問は、そんな
厳しい状況の中、快く受け入れて頂きました。
訪問させていただいたのは鋳物ホーロー浴槽を生産する吉田工場。
現在、日本国内の鋳物ホーロー浴槽の生産は同社一社のみ。今回
は大変貴重な製造現場を拝見させていただきました。
吉田工場は、40,800㎡の敷地にあり、昭和37年に稼働、従業員は65
名。鋳物ホーロー浴槽のほかにも、五右衛門風呂、数は少ないながら
マンホール、鋳鉄の振動を吸収する性能を活かした、ゴルフのパター
も製造しています。源は高い鋳造技術にあります。
当工場には鋳造工程とホーロー工程があります。鋳造は、まず鋳鉄
の溶解からスタートします。鋳鉄は炭素を含み、錆の進行が遅く、融点
が1,150℃のためエネルギーを少なくすることができます。熱源は電力
を活用します。そのため、東日本大震災後は、土日や深夜といった生
産体制の変更を余儀なくされました。その経験から、現在では省エネ
の取り組みも行っています。溶かした鉄は3分間で保持炉へと移動させ
る間、温度が100℃低下するため時間との勝負になります。音を合図
に、周囲への警告をしています。型をつくる造形作業では、きれいな鋳
物の表面にするため愛知県産の非常に細かい砂、レプロフィルムと呼
ばれる非常に薄い特殊フィルムを使用し、空気の減圧で密着させ固め
ていきます。雄雌の型枠の合わせは数㎜のズレも許されません。機械
を用いながら2名の息のあった共同作業で行われます。4角が合わさる
音の感覚で調整するという経験の領域です。型に130Kgの溶かした鉄
を流し込む鋳込作業では、保持炉からの移動と流し込みも時間との勝
負。ここでも30秒音楽を流し、移動と流し込みを行い、温度低下による
ばらつきをなくす工夫をしています。鋳造工程では同社の高い技術力
を見ることができました。

営業品目
・住宅関連機器：鋳物ホーロー浴槽、ユニットバス、
マンホール鉄ふた、景観製品、化成品、その他日用品鋳物
・産業機械関連：機器工作機械周辺機器及び機械物部品、
ディーゼルエンジン鋳物部品、機械加工
鋳造工場は粉塵、夏場には45度以上にも達するという高い室温、大
きな音など大変厳しい作業環境です。しかし、従業員の姿からは日本
で唯一の鋳物ホーロー浴槽を手掛けているという、ものづくりへの誇り
と熱い思いを感じました。工場に流れる音楽は重厚な工場の雰囲気を
和ませてくれています。
↓炎と熱

工場の一角には、昔ながらの「まわしがた」という製造方法が展示さ
れており、この製造方法で羽釜等製造していました。今では少量生産
となっているそうですが、2名の専任職を育成し、技術承継を行ってい
ます。日本で唯一の伝統技術を絶やすことなく、高い技術力やノウハ
ウを伝えていく経営者のものづくりへのこだわりと企業姿勢の表れだと
感じました。鋳物ホーローバスの特徴は、表面が堅くキズがつきにくい
こと、美しい色彩を表現できること、汚れが付きにくいこと、高い保温性
能、そして重厚感と高級感です。このような高い品質と技術力、デザイ
ン力により、京都リッツカールトンや大阪マリオットホテルなどの著名高
級ホテルへ数多く納入した実績を持ちます。納入されたホテルの鋳物
ホーロー浴槽に入ってみたい―。そう思いながら工場を後にしました。

＊「たたら」とは日本古来の製鉄法のこと

伝統の羽釜→

↑大和重工の皆さんと訪問したメンバー

↑ホーロー浴槽

↑現代版「五右衛門風呂」

↑パターも商品です

■所在地：広島市安佐北区可部一丁目21番23号 ■電話番号：(082)814-2101 ■ホームページ：www.daiwajuko.co.jp/
1

Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH 2014

技風堂々
企業訪問

2

進化を続ける風呂ふた、
東プレ様 訪問記

会社概要
東プレ株式会社 （東京都台東区台東1-31-10）
設 立 昭和35年（1960年）4月
資本金 5,000万円
代表者 大髙 修作

広報専門委員会 鈴木委員（トクラス株式会社）
10/10(金、)爽やかな秋晴れの日、進化を続ける風呂ふたの生まれ

営業品目

る現場を見学するため、広島県にある東プレ（株）様を訪ねました。

・住宅関連商品：風呂ふた・すのこ・ミラー・サニタリー用品等
・工業用部品：強化プラスチック成型材料及び成型品

同社は、昭和35年設立、大和重工（株）様の五右衛門風呂を支える
底板の製造を起源に、現在では風呂ふたやサニタリー商品、工業用部
品の製造・販売をされています。なかでも馴染み深い風呂ふたは、住
設メーカーだけでなく、小売業やユーザーへの直販も行われており、そ
のシェアは、断熱ふたでトップを、他についても40%超を誇ります。
今回訪れた「甲田工場」は、約90人の従業員の方々が働く、同社のメ
イン工場。主に、風呂ふた（断熱ふた・巻きふた）の製造工程を見学さ
せていただきました。断熱ふたは芯材と表材を圧着し、1昼夜寝かせて
硬化した後、全品加温検査で品質を保持されています。巻きふたは、
押出成形で、構成する1本1本を成形した後、組立てられていました。
驚くことに、生産を支える設備のほとんどを製造管理部長自ら企画・
設計されているそうです。写真の「断熱ふたのエッヂ装着ロボット」もそ
の1つ。導入前後で生産効率は約6倍に上がったといいます。
同社が得意とするのは、商品の製造だけではありません。

↑東プレの皆様と訪問したメンバー

世の中にない画期的な商品の開発も、積極的に行われています。
商品企画課だけでなく開発課や営業も加わりアイデアを出し合うこと
で、これまでにも、洗いやすい形状の巻きふた「イージーウェーブ」や、
お子さまでも安心して使える「割れないミラー」などが誕生しました。そ
の技術力の高さや商品の独自性は海外からの注目度も高く、商品をイ
ンターネットへ掲載すると直ぐに問合せが入るほどだそうです。
同社は、平成23年に自動車・産機部品・環境・エネルギー分野の事
業展開を行うケィ・マックグループに加わりました。今後は金属加工も
含め様々な提案ができるのではないかとのこと、ますます他にない製
品を日本や世界に発信されることでしょう。

↑東プレ様よりご説明を受ける参加メンバー

↑洗いやすいウェーブフォルムの「イージーウェーブ」。
押出形状が丸に近い為なかなか規定のサイズに収ま
らず、開発に約9ヶ月を要した。

■所在地：東京都台東区台東1-31-10

↑左/同社のヒット商品、「割れないミラー」と
「ウロ コ汚れ落としパッド」。
右/「割れないミラー」は、軽さと衝撃への強さが魅力。

■電話番号：03-5818-0351

↑断熱ふたのエッヂ装着ロボット。
生産性が飛躍的に向上。

■ホームページ：www.topre1.co.jp
2
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西部ガス株式会社

わが社の自慢
西部ガス株式会社は、九州の都市ガス会社で福岡市、北九州市、熊
本市、長崎市、佐世保市、島原市のお客さまに都市ガスをご利用いた
だいております。
平成26年4月16日に、福岡市博多区に西部ガスショールーム「ヒナタ
福岡」がオープンしました。「ヒナタ福岡」は家庭用・業務用の基幹ショー
ルームであり、その規模は九州最大級（延床面積約3,100㎡）。フロアご
とのゾーン構成となっており、2階は料理教室「西部ガスクッキングクラ
ブ福岡」、3・4階は家庭用ショールーム、5階は予約制の業務用ショー
ルーム「ヒナタプロ」となっております。最新のガス機器の展示はもちろ
ん、天然ガスの可能性や、先進的で快適な暮らしを体験・体感・比較で
きるショールームとして、新たな提案を行なっていきます。

↑3Ｆ 【ヒナタラウンジ】
←2Ｆ 料理教室
【西部ガス
クッキングクラブ福岡】
教室は3部屋。2部屋は仕切り
を外して最大42名まで対応可。
初心者が参加しやすい90分
コースなどの新規講座も開設。

↓4Ｆ 【創エネガーデン】
エネファームやエコウィルを全機
種展示。マイホーム発電や太陽光
とのダブル発電の仕組みやメリッ
トをご紹介。
↑3Ｆ
【キッチンギャラリー】
ガスコンロ全機種や最新
のシステムキッチンを展
示。

↑4Ｆ 【あったかリビング】
ガス温水式床暖房の魅力や施工方法をご
紹介。「あったかラボ」では床暖房と電気エ
アコン、ガスと電気の浴室暖房を比較・体
感が可能。

↑5Ｆ 業務用ショールーム
【ヒナタプロ】（予約制）
最新のビル空調や厨房など、プロフェッ
ショナル向けのソリューションをご提案。

こんなお話も
未来を担う「ひびきＬＮＧ基地」
「ひびきＬＮＧ基地」は、北九州市若松区響灘地区に建設される、世界
最大級の大型ＬＮＧタンカーを受け入れることが可能な大型ＬＮＧ基地
です。敷地面積約32万6,000㎡に容量18万キロリットルの地上式ＬＮＧ
タンク2基を建設し、当社のパイプラインネットワークを通じて、安定的
かつ効率的に天然ガスを供給し、北部九州における今後の天然ガス需
要増加に対応していきます。また、九州で最大のＬＮＧローリ出荷拠点
にもなります。なお、「ひびきＬＮＧ基地」は、当社90％、九州電力㈱
10％の出資割合で設立した「ひびきエル・エヌ・ジー株式会社」が建設
し、平成26年 11月の運用開始を予定しています。

■所在地：福岡県福岡市博多区千代1-17-1（パピヨン24） ■電話番号：092-633-2307 ■ホームページ：www.saibugas.co.jp
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ジャニス工業株式会社

わが社の自慢
ジャニス工業株式会社は、おかげさまで来年2015年 創業80周年を
迎えます。
衛生陶器のメーカーとして愛知県常滑市にて洗面ボウル・トイレ等を
製造しております。
以前には、下水道に使用する土管（セラミックパイプ）や外装床陶板・
硬質レンガ等の景観資材も製造販売をしておりました。
現在は、創業当時の衛生陶器専業となっております。
80年の間に、衛生陶器業界も大きく様変わりをしております。また、製
造している洗面ボウルも経済の成長に伴い、生活が豊かになるにつれ
変化をしております。
洗面器から洗面化粧台へ「サイズ」も「機能」も充実化しております。
ジャニス工業は、｢やきもの」メーカーとして「やきもの」の可能性を探
求し、これからも次代をみつめながら、お客さまの声に耳をかたむけ、必
要とされる「ものづくり」をし、｢商品」としてご提供してまいります。

↑洗面器

↑初期（1966年頃）の洗面化粧台

↑サブ洗面として

こんなお話も
■社名の由来

■ジャニスのその他製造商品紹介

ジャニス・・・女性名称ということもあり、よく質問されることがあります。

「フロントスリムトイレ」
トイレ掃除と聞くと、みなさん手間・大変というお声があります。その中
でも便器先端は、のぞけないことからお掃除がしにくい場所１位でした。
（2012年3月当社調べ）
カタチから見直そうと、便器先端のフチを完全になくし｢まる見え」にな
り、先端が薄くなったことで、｢つまんで」簡単にお掃除が出来るように
なりました。

ジャニス工業株式会社は、3社の合併会社です。（1979年1月）

・西浦製陶（nishiura-seito）
・・・衛生陶器
・愛知陶管工業（aichitokan-kougyou) ・・・土管
・常磐西浦製陶（Jouban nishiura-seito) ・・・衛生陶器
この3社の頭文字を組み合わせ

（J+a+nis）

と名づけられました。

■所在地：愛知県常滑市唐崎町2丁目88番地

■電話番号：0569-35-3151 ■ホームページ：www.janis-kogyo.co.jp
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ＪＦＥスチール株式会社

わが社の自慢

1951年、戦後わが国で初めて、銑鋼一貫の臨海製鉄所として建設さ
れました。以来、首都圏を代表する製鉄所として、常に最先端の技術を
駆使することで、最高級の鉄鋼製品を生産しており、その商品は産業
界のみならず、皆さまの身近でも活躍しております。現在の総面積は、
東京ドームのおよそ164倍、約765万平方メートルと非常に広大です。

JFEグループは2002年、NKKと川崎製鉄が持株会社「JFEホールディ
ングス」を設立して発足いたしました。当グループは鉄鋼、エンジニア
リング、商社と事業分野毎に分かれており、当社は鉄鋼事業を手がけ
るグループの中核企業です。世界トップクラスの生産規模と高い技術
力を有し、増大する高級鋼の需要に応えていきます。
ステンレス鋼板の製造拠点である東日本製鉄所（千葉地区）は、東
京から電車でわずか40分の京葉工業地帯のまん中に位置しています。

知多製造所
・世界有数の鋼管⼯場
・鋼管品揃え世界⼀

⻄⽇本製鉄所
・世界最⼤級の⼀貫製鉄所
・主要製品：薄板、厚板、電磁鋼板、線棒、形鋼
倉敷地区

京浜地区

福⼭地区

千葉地区
↓第6溶鉱炉（千葉）

東⽇本製鉄所
・⾼級鋼製造を得意とした都市型製鉄所
・主要製品：薄板、ステンレス、厚板、鉄粉、鋼管

こんな話も ～たゆまぬ技術開発～
～たゆまぬ技術開発～
JFEスチールは世界で唯一のクロム系（フェライト系および
マルテンサイト系薄板）に特化した一貫ステンレス鋼メー
カーです。当社はSUS304と同等の耐食性を有するクロム系
のステンレス鋼であるSUS443J1を開発し、累計の出荷実績
が20万トンを達成いたしました。
SUS443J1は、クロムの含有量を21％まで高めて耐食性を
向上させたステンレスです。SUS304に使用されているニッ
ケルを一切使っておりませんので、コストに関しては安定並
び削減に寄与出来ると考えております。
【SUS443J1の歩み】
2005年 商品化
2010年 SUS443J1のJIS認証 取得
2012年 （財）日本建築センターより建設技術審査証明書（建築技術） 取得

↑日本建築センターより
『SUS304ステンレス鋼と
同等以上の耐食性を証明』

↑SUS443J1カタログ
詳しくはJFEスチール株式会社
までお問い合わせください。

2013年 平成25年版 公共建築工事『標準仕様書』 追加明記

■所在地：東京都千代田区内幸町2丁目2番3号（日比谷国際ビル） ■電話番号：03-3597-4030 ■ホームページ：www.jfe-steel.co.jp/
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技風堂々

デニカ株式会社

わが社の自慢
デニカ株式会社は、ブルム社（オーストリア）の日本代表として、すべ
てのお客様にメリットのある革新的なキッチン機能金物を、お届けして
きました。
ブルム社は、オーストリア・アルプスのふもと、風光明媚なボーデン湖
近くに位置します。1952年に馬の蹄鉄用のスパイクで創業。新しいもの
に挑戦し、1964年に家具用金物に進出。キッチン用引き出し、ヒンジ、
フラップ金具に特化して、革新的な機能を追求。世界108か国以上に定
期的に製品を販売するグローバルプレイヤーとなりました。
(従業員6,187人、売上14.4億ユーロ、約1,987億円 1ユーロ=138円として）

イノベーション 2013年ヨーロッパ発明賞受賞
現在1,200以上の有効な国際パテントを保有しています。新規パテント
数では、オーストリア国内で2位です。
また、ブルモーション（扉や引き出しが、静かに優しく閉まり、生活を快
適にするダンパー機能）は、2013年のヨーロッパ発明賞の工業部門で
一位になりました。

ブルム品質
ブルム社は、キッチンが使用されている間は金具は壊れてはいけない
という、強い信念を持っています。キッチンの平均使用年数とされる20
年での、扉は20万回、引き出しは10万回の開閉で機能に問題がないこ
とを、繰り返しテストしながら製品開発をしています。ブルム製品を使っ
ていれば、ご安心いただけます。

ＩＳＯ５０００１
ブルム社は、次の世代の子供達のために美しい環境を引き継ぐことは、
私たちの世代の義務だと考えています。業界初のISO14001取得はもち
ろん、最新のエネルギー削減規格ISO50001も取得しました。

こんなお話も
ブルム職業訓練学校と技能オリンピック
ブルム社は、社内に1970年代から職業訓練高校を持っています。毎
年、中学を卒業した若者が4年間かけて最新の技術と社会性を学び、
同時に高校卒業資格が得られます。彼らの高い技術力が、ブルムの製
品開発に生かされていきます。同時に、地域の若者の雇用にも貢献し、
勉強以外の能力のある若者も、しっかりと育てていきます。（現在の生
徒数は279人）彼らは、技能オリンピックで多くのメダルを受賞していま
す。静岡で行われた2007年の第39回国際大会でも見事に金メダル・銀
メダルを獲得しました。

他者への思いやり
東日本大震災では、ブルム社長自ら見舞いの電話があり、被災者の
ために、即座に30万ユーロの義援金が赤十字に送られました。
日本人として大感謝です。

■所在地：千葉県船橋市葛飾町2-474-8 ■電話番号：047-437-0310 ■ホームページ：www.denica.co.jp
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技風堂々

三菱電機株式会社
製造会社 三菱電機ホーム機器株式会社

わが社の自慢

三菱電機ホーム機器株式会社は、三菱白物家電の企画・開発・製造・
販売を行っている家電専門メーカーです。 1984年に三菱電機から独立
し、今年で30周年を迎えます。炊飯器、掃除機、IHクッキングヒーター、
ビルトイン食器洗い乾燥機、除湿機、ふとん乾燥機、レンジグリルな
ど・・・みなさんの生活に非常に身近な家電製品を作っています。

■当社の製品開発はここが違う！
当社では、蒸気の出ない「蒸気レス」炊飯器
や、なべ底の分割加熱を実現した「びっくリン
グコイル」など、業界初の”オンリーワン製品”
を多く生み出してきました。そんな当社の高い
商品開発力の理由とは？そこで今回は、その
理由の一部である、当社のユニークな取り組
みをご紹介します！

■若手の自由な発想活かす

その結果、 2014年6月、2年目に
して「若手プロジェクト」から2名の
アイデアが掃除機・炊飯器に採用
され、発売されました！（↓下記事でご紹介）
まだまだ駆け出しのこのプロジェクト、
今後もどのようなアイデアが飛び出す
のか、目が離せません！

「若手プロジェクト」

2013年1月、「もっと自由な発想で、自分が欲しいモノを創って欲しい」
―ある技術部長の熱い思いから当プロジェクトは始まりました。
入社9年目までの若手社員が有志で集まり、与えられた約100万円の
予算と1年間の期間の中で新製品を開発する・・・若手の自由な発想を
製品開発にそのまま活かそうという試みです。
プロジェクトが始まった半年後の報告会では、各々の持つユニークな
アイデアがチームの中に埋もれてしまい、これ！という提案がありませ
んでした。そこからは、「本当に自分が良いと思うものを情熱をもって創
ろう」というコンセプトで個人での活動も重視し、開発を進めました。

こんなお話も

■経験も部門も関係なし！
全社をあげたものづくり「アイデア報告会」
当社には、経験も部門も関係なく、誰でも
商品のアイデアを提案できるチャンス、「アイ
デア報告会」があります。技術者だけでなく、
職種を超えて誰もが参加でき、「自分が欲し
い商品」を自由にアピールします。
「アイデア報告会」は、始まった2007年当
初は部門や機種も限定しており、アイデアも
40程度しか出ませんでしたが、8年目となる
今では、年に全部で500以上ものアイデアが生み出されているんです。
その中で商品に採用されるのは選りすぐりのわずか約10％･･･それで
も毎年多くの社員が「売れる！」と思ったアイデアを持ちより、会社全
体で積極的にものづくりに取り組んでいます。
最後に、誰のアイデアでも無駄にせず、商品化への道をつくる･･･ひ
とりひとりが積極的にものづくりに関われるこの風土が、オンリーワン
商品を生み出す秘訣の1つなんですね！

～若手プロジェクトから生まれた商品～
～若手プロジェクトから生まれた商品～

●お掃除をもっと楽しく…「カロナビ」

●視覚障がい者でも水の入れ量がわかる「しゃもじ」

家事の中でも「最も嫌わ
れがちなお掃除をもっと楽
しく」というコンセプトの元、
掃除機とスマートフォンを
連携させて、掃除した際
の消費カロリーや運動量、
掃除した面積を表示す
る，業界初の機能を
家電製品技術部
クリーナー技術課 Fさん 搭載しました。
今後も、若手プロジェクトからの提案を元に製品化できるアイデアを
実績として積み上げていき、当社の若手社員が積極的にアイデア提案
を行える文化を築いていきたいと考えています。

■所在地：埼玉県深谷市小前田1728-1

家電製品技術部
調理機器技術課 Fさん

若手が視覚障がい者の方々
に直に声を聞かせてもらう機会
を頂きました。多く意見を頂い
たのは「内釜の目盛りに凸凹が
なくなって不便」 というものでし
た。ご飯をおいしく炊くためには，
水量の調節は非常に重要です。
そこで、触ったときに目安にな
る凸の目盛り用リングをしゃもじ

に付け、水位を確認する方法を製品化しました。
このように，使い勝手が良くなる様なアイデアを
次々と若手が提案できる会社です。

■電話番号：048-584-1231 ■ホームページ：www.mitsubishielectric.co.jp/works/mhk/
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都市対抗野球

東京ガス株式会社・東邦ガス株式会社・大阪ガス株式会社

『都市対抗野球に、都市ガス三社が
2年連続出場！ (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。』

熱い応援

なんと2年連続！ウィズガスの旗の下、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かけつけ、全力

！

で応援いたしました。
特に今年は各社の健闘が光り、三社合わせて7つの勝利を勝ち取りま
した。我々会員各社から有志の方々が全部で10試合の応援に駆けつけ
て頂きました。どの試合も熱戦につぐ熱戦でしたが、なんと6試合が１点
差の勝負でしたので応援団の熱狂も類を見ないものでした。選手のが
んばりはもちろん、それに輪をかけた応援団の汗、スタンドの熱狂がと
ても印象的でした。試合終了後の、勝っても負けても両スタンドのエー
ル交換に今年も感動を覚えました。
来年も応援に駆けつけたいと思います。

一丸となって

！

↑大阪ガス応援団副部長 山内正嗣氏の勇姿！

大阪ガス頑張れ！

東邦ガスいけいけ！

↑名古屋からゆるキャラもかけつけて！

次の試合も

！
東京ガスチャンスだ！
■開催地：東京ドーム ■開催日：2014年7月18日～12日間 ■参加：34チーム

■ホームページ： www.jaba.or.jp/taikai/2014/toshitaikou
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