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「K・B通信」第10号発行にあたり

平素はキッチン・バス工業会活動にご支援賜り、誠に有難うございます。
当工業会では、創立40周年を迎えた平成17年に「11月2日」を「キッチン・バスの日」と制定、こ
れを記念して、毎年「台所・お風呂での様々な思い出や出来事」を川柳として募ることに致しました。
この企画も早や11回、本年度も15万句を超える多数のご応募を頂戴し、11月2日に第11回川柳
入賞者の表彰式を開催致しました。学校関係の方々にも積極的にご活用頂き、23校から5千句を
超えるご応募を頂いております。
たくさんの句を拝見して今更ながら感じますのは、「台所・お風呂」は家族の団欒や一日の疲れ
を癒す場として、今も昔も常に生活空間の中心になっているということです。
生活空間の中心となるキッチン・バスを益々発展させていくべく、当工業会も本年50周年という
大きな節目を迎え、諸活動を一層充実したものにしてまいります。
皆様方の一層のご支援とご協力を宜しくお願い致します。
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キッチン・バス工業会 副会長
TOTO株式会社
取締役 専務執行役員

清田 徳明
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11月2日はキッチン・バスの日

「11/2 キッチン・バスの日」記念 第11回 川柳入賞者表彰式典開催
第11回目の応募総数は153,819句となりました。「台所・お風呂の川
柳」に毎年応募される常連の川柳愛好者や、新たに川柳にチャレンジさ
れる方から、多くの応募をいただきました。23校から5,171句と学校関係
からの応募も増えました。なかでも、川柳を国語教育に取り入れている
学校からの応募が年々増えています。
今回も「住生活月間」の協賛事業として取り組みました。また、内閣府、
経済産業省、国土交通省からのご後援ならびに12の協賛団体からのご
支援をいただきました。
式典では冒頭に有代会長から「明日3日は文化の日。その1日前の今
日は家庭文化の有様を家族みんなで考える日。家族の団欒に少しでも
役立てば幸いです」とのご挨拶がありました。続いて中山川柳事業推進
委員長による今回の応募句の傾向等が報告された後、各賞の受賞者
に対し表彰式を執り行いました。受賞挨拶では、受賞句に込められた思
いが披露され、ご家族を同伴された方はご一緒に登壇していただくなど、
喜びを分かち合う姿が印象的でした。まさしく当工業会が賛同する

「家族の日・家族の週間」にふさわしい笑いと喜びにあふれた、和やか
な表彰風景でした。表彰式後には、来賓として内閣府、経済産業省、国
土交通省からのご挨拶をいただき、家族の絆に結びつくこの川柳事業
の意義を再認識しました。最後に、受賞者、来賓、プレゼンターの皆様
による記念写真の撮影で式典は終了となりました。
懇親会に移る前には、最終選者のお一人である講談師の神田松鯉先
生に情熱的な語りを聴かせていただき、その引き込まれるような話芸に
一同、感動しました。
懇親会では、幡場松彦会長（日本ガス体エネルギー普及促進協議
会）によるご挨拶、井上俊之理事長（ベターリビング）よる乾杯のご発声
後、歓談が行われました。会場内では、受賞者とプレゼンター、受賞者
同士での川柳談義に花が咲き、大変賑やかな交流の場となりました。
受賞者の皆様は、口々に来年もこの場に戻ってきたいと話されていまし
た。最後は、瀧川充朗専務理事（日本繊維板工業会）の中締めで閉会と
なりました。

受賞者・選者・プレゼンター・ご来賓の皆様

★ご来賓の皆様から、ご挨拶をいただきました。
内閣府 少子化対策担当 政策企画調査官 鎌田 道世様

経済産業省 商務情報政策局 日用品室長 髙橋 政義様

表彰式を拝見し、非常に和やかな気持ちになりました。15万通を超え
る作品の中から「家族の日・家族の週間賞」を受賞された句からは、さま
ざまな心情や光景を思い浮かばせる川柳の力や魅力を改めて感じまし
た。まさに内閣府が伝えたい「新3本の矢」の中の子育て支援が盛り込
まれた作品もありました。多子世帯はおろか、2人兄弟も難しい時代にな
りましたが、仲の良い兄弟がいる家庭が増えることを望んでおります。

昨年も参加させていただきましたが、今年の作品も非常に良い作品が
多数あり、大賞作品はじめ、大変感激いたしました。経済産業省としまし
ては安心・安全を大切にしていますが、暮らしの安全・省エネ賞も大変
すばらしい句だと思います。

国土交通省 住宅局住宅生産課長 真鍋 純様
リフォームを進めて住生活を豊かで快適で健康なものにしていこうとさ
まざまな施策を打ちだしているところです。統計では、リフォーム動機の
3件に1件はキッチン・バスに関係があります。今回応募の句は将来に
思いを馳せたのではないかと思います。そのような思いが台所・お風呂
のリフォームに結びつき、日本経済の発展に繋がると期待しております。
内閣府 鎌田様
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経済産業省 髙橋様

国土交通省 真鍋様
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★受賞句とコメント
キッチン・バス大賞 梶浦さん（カジ）

三遊亭金遊賞 目黒さん（目黒）

「キッチンは 季節を学ぶ 母の塾」

「きゅうとうき（給湯器） 逆から読んでも・・
ん～惜しい」

この句は、自然に湧き上がってきた言葉を3つ連ねたものです。幼
いころから、四季の移り変わりの食材、旬を学び、魚介類、野菜の難
しい名前を覚え、漢字を覚え、それだけでなく、世の中の季節の変
化や国際情勢なども話題となり、塾といいますか、読み書きそろば
んをする寺小屋的存在がキッチンにあるのではないかと思い、素直
に詠みました。

私はガス関係の企業に勤務していまして、朝の通勤電車の中で
「きゅうとうき、きゅうとうき」と唱えていたところ、もしかして…と実際
に紙に書いてみると「ん～惜しい！」という気持ちを素直に川柳にし
てみました。

準キッチン・バス大賞 松永さん（さごじょう）

山遊亭金太郎賞 丹羽さん（ココット）

「握ってる 昔君の手 今手すり」

「革命は グリルの中で 起こってる」

市役所で手すりに補助金を出す仕事をしている関係もあってこの
句を思い浮かべました。応募して9年目になり、そろそろやめようか
と思っていたところ、準キッチン･バス大賞を取ることができました。
来年は大賞目指してチャレンジします。

我が家では魚焼きグリルの後片付けは私の担当で、汚れを落とす
のに苦労していました。我が家に導入したグリル調理器は、汚れが
少なく、しかも焼き魚以外にも使え、まさにこれは革命だと思って
作った句です。

家族の日・家族の週間賞 金田さん（金田）

神田松鯉賞 吉村さん（吉村）

「いい匂い うちだといいね お兄ちゃん」

「捨てるため だけに買われる ごみ袋」

この言葉は実は私の娘が幼い頃に発した言葉です。という訳で、
私が出かける際に娘が「私にも権利があるね」と言って、楽しみに
待っていますとの事でした。

出勤時に近所の人がゴミ袋を放り投げているのを見て、ふとゴミ袋
の気持ちになって思い付きました。同僚に披露したところ、「普通
じゃない？」と言われましたが、一見普通や当たり前に思われてい
る事でも裏から見ればどうかな？との思いを込めて作りました。

暮らしの安全・省エネ賞 中原さん（締め締め）
学校奨励賞 千葉県我孫子市立湖北台西小学校 篠原校長先生

「ガス栓と 家計きっちり 締める妻」

「めだまやき 父さんのだけ 泣いている」

この句は「ガス栓」と「家計」を締めるという意味ですが、どちらも忘
れると大変な事になってしまいますので、妻がいつまでも元気でい
てほしいと言う気持ちをこめた句です。

本校は第6回目から参加させていただています。今年度は3年生
～6年生まで200名以上の子供たちが素直に表現しようということで
書かせていただきました。家族のふれあいを子供らしい感性で、大
人には考えられないような感覚で、きらきら光る言葉で表現する力
にうれしく思っているところです。

豊かな住生活賞 沢渡さん（古希克己）

「『わきましたよ♪』男の声のが 欲しいわね」

和やかな雰囲気のなか行われた
懇親会風景
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ベターリビング賞 荻原さん（ふうたん）

日本バルブ工業会賞 星出さん（ハヤト）

「春の野を お浸しにする 母の膳」

「気にかける 嫁の機嫌と ガスの栓」

芹やよもぎを摘んでお浸しや胡麻和えにしてよく出してくれた、92
歳になる料理の得意な母への感謝の気持ちを表現してみました。
現在は体調を崩して入院していますので、賞状を持ってお見舞いに
行き、喜ぶ顔が見られそうで楽しみです。

日本琺瑯工業会賞 浅輪さん（マム）

「子を背負い 鍋ふる妻の 力こぶ」
4人家族の絆が希薄になりつつあると感じていた中、今回の川柳
募集。久々に次男も加わり、家族で考え、妻の力強さを思い出し、
詠みました。家族でお祝いをし、喜びを分かち合える良い機会を与
えていただき感謝しています。

住宅リフォーム推進協議会賞 及川さん（はるっぺ）

「リフォームに 長生きしろと 励まされ」
田舎の実家にいる母から「リフォームしてもらったので、長生きせ
んといかんねぇ」という言葉をもらったことを思い出して川柳にしてみ
ました。リフォームネタで受賞できたことでリフォームは素晴らしい
なぁと改めて感激しています。

ステンレス協会賞 金城さん（リョーマ）

「おかわりで 席立つ母の うれし顔」
小学4年生の長男の小食が気になっている妻。長男、次男がこの
句のようになってくれたらなと願望を込めた句です。（受賞代理 中
川様のコメント）

日本ガス協会賞 梅山さん（磯部まき）

「帰国して 荷を解くよりも 米をとぐ」

日本建材・住宅設備産業協会賞 徳重さん（とくさん）
日本LPガス団体協議会賞 杉本さん（笑司）

「リフォーム後 父も張り切る 台所」

「薄味は わたしの愛が 濃い証し」

キッチンを昨年リフォームし、機能的、開放的なキッチンに生まれ
変わり、全く料理しなかった父が積極的に作るようになりました。母
も喜んでおり、父が真剣にキッチンに向き合う様子を詠んでみまし
た。

川柳には薄味と書きましたが、実際の食卓は薄味ではありません
（笑）。でも、愛はあるから大丈夫ですよ。
日本ガス石油機器工業会賞 中根さん（華）

インテリア産業協会賞 小金さん（あまた）

「孫娘 未来のモデルと 入る風呂」

「『おいしいね』つくった妻が 暗示かけ」

職場の先輩に2歳の孫がおり、自宅に遊びに来て一緒に風呂に入
るのが楽しいと言われていたのがヒントになりました。私自身の4年
生の娘は一緒には入ってくれない･･･。孫にかけます。

おいしい料理をつくるコツではなく、作った料理をおいしく思っても
らう魔法の言葉を詠みました。不思議なことに、「おいしいね」と言っ
て食べるとなぜか本当に「おいしい」という気がするらしく、「おいし
い」といって食べてくれます。魔法にかけられたふりをしてくれている
隣の主人に、いつも感謝しております。
日本繊維板工業会賞 増田さん（年増のかぐや姫）

「人生は 湯に始まって 湯に終わる」
人生は産湯に赤ちゃんが浸かることから始まりますが、年齢を重
ねるごとにお風呂に入れる幸せを感じて詠みました。
リビングアメニティ協会賞 橋立さん（とっちん）

「かば焼きが 換気扇まで 元気にし」
日本繊維板工業会 瀧川専務理事による中締めのご挨拶

★プレゼンテーターの皆様からいただいた各賞へのコメントを一部ご紹介いたします。
ステンレス協会賞 鵜澤常務理事
「おかわりで 席立つ母の うれし顔」
なにげない情景が家庭の温かさや母親の愛を連想させてくれる句
です。家族の健康・成長のため、母親が立つキッチンは、ステンレス
製品なんだろうなと想像しました。ステンレスは少し冷たいイメージ
もありますが、このようなぬくもりのある温かい句に結びつけていた
だいたことに感謝しています。

リビングアメニティ協会賞 本多専務理事
「かば焼きが 換気扇まで 元気にし」
今回から初参加させていただき、新設いただいた賞です。当協会
は、住宅部品メーカーの集まりですので、句の中に住宅部品がある
といいなと思っていました。かば焼きの匂い漂う香りに、住宅部品で
ある換気扇まで元気になる、という内容で、私まで元気になるような
句でした。
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「第11回 台所・お風呂の川柳」の選考を終えて
川柳事業推進委員会 委員長 中山 世一
さて、選考にあたっては本選考（9月25日）に回した538句に至るまで
に、下選（10回以上か）、1次選考（6月19日、7月5日、7月28日、8月21
日）4回、2次選考（9月2日）1回と夏休みを挟んで大変な作業がありまし
た。これらの作業にはすべて川柳事業委員会の委員の方々が当たって
います。締め切り当日（いや翌日か？）朝2時、3時頃選考結果のメール
が入ってくるのも珍しくはないことでした。
委員の方々本当にご苦労様でした。ありがとうございました。

―15万句超の選句、委員の方々ご苦労様でした―
昨年の「レリゴー」や「割烹着」「増税」に比べて今年はパンチの効いた
流行語が少なかったようです。ラグビーの活躍やノーベル賞は7月15日
の締め切り後のことでしたので間に合いませんでした。少し残念！でも
来年に期待できるでしょう。
今年の応募句数は153,819句と昨年の177,716句に比べると少し少な
かったのですが、これは原因がはっきりとつかめているので余り心配は
していません。もう10年以上も経ったのですから、数の多さを競うよりも
質の良さを競うべき時期に来ているように思います。
毎年応募して下さる「台所・お風呂の川柳」のファンの方々も着実に増
えて来ています。表彰式で受賞者の方々のお話を伺っても、かなり世間
に当工業会の川柳は定着してきているようです。
今年はキッチン・バス大賞、同準大賞、家族の日・家族の週間賞、暮ら
しの安全・省エネ賞、豊かな住生活賞の選考において昨年と選考方法
が少し変わりました。
去年までは噺家の皆様、当工業会会長・副会長、ベターリビング那珂
顧問で行っていましたが、今年からはこの方々に加えて、各協賛団体に
も選考をお願いしました。幅広く業界全体のご意見を頂き参加意識を強
めたいと思ったからです。
今年も昨年に引き続き、内閣府、経済産業省、国土交通省のご後援
を得ることができました。また表彰式当日もこれらの各省庁の方々にご
出席賜り、ご挨拶を頂くことができました。川柳の世界ではこんなことは
まずないことかと思います。ひとえに当工業会の活動並びに川柳事業
が評価されてきたからではないでしょうか。

議論百出の最終選考会風景

平成27-28年度工業会公式行事
年間、下記の主要行事のほか、関連団体行事、各委員会行事など活発に活動しています。

▼工業会行事

行事内容

・平成27年 9月17日（木）

理事会/第2回 全員懇談会

・平成27年 9月18日（金）

懇親ゴルフ会

・平成27年 9月25日（金）

第11回川柳選考会 （実施済み）

・平成27年10月13日（火）

第11回川柳入賞作品発表 （実施済み）

・平成27年11月 2日（月）

キッチン・バスの日式典/第11回川柳入賞作品表彰式

・平成28年 1月 8日（金）

平成28年 新年賀詞交歓会

（浜松町 東京會舘）

・平成28年 4月28日（木）

平成28年度 第1回理事会

（浜松町 東京會舘）

・平成28年 6月 2日（木）

平成28年度 定時総会

・平成28年 6月 3日（金）

懇親ゴルフ会 （相模原ゴルフクラブ）

▼関連団体行事

（リーガロイヤルホテル京都） （実施済み）

（城陽カントリー倶楽部） （実施済み）

（日本工業倶楽部） （実施済み）

（丸の内 日本工業倶楽部）

行事内容

・平成27年 4月24日（金）

第11回KB＆Gコラボ代表者会議（理事） （実施済み）

・平成27年 6月11日（木）

ウィズガスCLUBシンポジウム・懇親パーティー（当工業会代表者）（実施済み）

・平成28年 1月24日（日）

親子クッキングコンテスト全国大会
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K B 通信 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ

11月2日はキッチン・バスの日

『キッチン・バス工業会 元会長 渡辺 六郎様のご逝去を悼む』
顧問 島崎 喜和
キッチン・バス工業会元会長 渡辺六郎様が2015年10月14日にお亡
くなりになりました。つつしんでご冥福をお祈りいたします。
享年91歳、昭和40年の工業会設立にご尽力され、創立50周年を迎え
た今日まで、キッチン・バス業界の業容拡大を見据えて、ご活躍されて
いただけに、この訃報に驚きを隠しえません。渡辺六郎様が眼力・決断
力・胆力を持った稀有な方であっただけに、当工業会活動へのご指摘を
更にいただきたかったという思いです。
直近で、工業会事務局が呼びかけ、渡辺六郎様のお話を聴けたのは
2010年12月24日（金曜日）でした。
工業会設立当初から工業会でご活躍されてきた方々との懇親会を事
務局が呼びかけ、ご参加いただきました。
ご出席者は、渡辺六郎様（タカラスタンダード）、柏村敬二様（富士工
業）、坂井康亨様（トヨウラ）と、奥様の坂井節子様、奥山雅士様（富士工
業）、事務局 島崎、田中
以上の7人での参加となりました。
丁度クリスマスイブの催しで賑う大阪リーガロイヤルホテルにお集まり
いただきました。ホテルロビーは、クリスマスイベントで賑々しかったの
ですが、懇親会開催場所としたホテル内の「神戸吉兆」は渡辺六郎様が
お気に入りだっただけに、老舗料亭の雰囲気を醸し出す落ち着いたお
部屋でした。

全てに凛として向きあった渡辺六郎様

【 エピソード 】
当日の懇談の中での会話の一部です。お話も終盤に差し掛かっており
ましたが、お話の一端をご紹介いたします。
渡辺 ところで坂井さんの水戸の話で思い出したが、私は水戸とは深
い関係があるんだよ。最近亡くなったが、作曲家の三木たかしの親父は
水戸の家老で、私の母親とはいとこの関係らしいんだ。うちは前橋の高
崎藩で、先祖の墓は新田義貞の金山城がある金山にある。親父は芸大
を出て日劇の舞台演出をしていたが、叔父は軍人で水戸連隊が永かっ
たから、水戸にはよく遊びに行った。
坂井 それは水戸とは縁が深いですね。
田中 渡辺会長はお生まれはどこですか。
渡辺 東京生まれだよ。チャキチャキの江戸っ子さ！
（爆笑）
でもうちの墓は京都の大徳寺にある。細川ガラシャとか足利尊氏のお
墓があるんだが、一番すごいのは細川家の墓。燈篭で出来ているんだ
が、千利休の弟子だったのでその燈篭は利休からもらったもので死んだ
ときに墓にしたそうだ。燈篭の裏側が切れて壊してあるので何でそうな
のかと思ったら、そこには哲学があって、完全なものは駄目だ！という戦
国を生きるサムライの哲学なんだな。
それを見て私は人生観が変わりましたね！
島崎 業界を担ったお三方の話は本当に重みがありますね。
坂井 今日はいいお話ができました。これからもどんどん前向きにやり
ましょう！引退なんかしていられませんぞ！
（爆笑）

お集まりいただいた方々は、渡辺六郎様（1924年生まれ）と同世代で
柏村敬二様、坂井康亨様とも会社設立から今日に至るまでの波乱万丈
のご苦労と、秘話をご披露いただき、懇親会は大いに盛り上がりました。
18時から2時間程度と予想した懇親会ですが、やがて4時間にもなる懇
親の場となりました。
皆様のパワーは、飲むほどに、食べるほどに御元気なるご様子に事務
局も驚きました。特に渡辺六郎様は、日本酒を美味しそうに何杯も飲み
干すごとに、お話しも饒舌となり、そのお声はますます艶と張りが出てく
るのが、印象的でした。
でも予定時間を2時間も過ぎたところで、さすがに事務局としても皆様
の体力的ご負担を考え、惜しまれつつも中締めとさせていただきました。
その後皆様からはぜひ続きを開催してほしい、とのお話が何度かあっ
たのですが、翌年の2011年3月の未曾有の東日本大震災に伴うお仕事
の多忙さから実現できなく、六郎元会長の艶のあるお声を聞けなかった
事が残念であり、申し訳なく事務局として悔やんでおります。

大阪リーガロイヤルホテル内 神戸吉兆にて、2010年12月24日
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11月2日はキッチン・バスの日

キッチン・バス工業会 平成27年度全員懇談会開催
事務局
9月17日（木）にリーガロイヤルホテル京都にて平成27年度第2回全員懇談会が、以下の議事に従い開催されました。
今年は工業会創立50周年を記念して、東京大学 副学長 野城教授による特別講演が実施されました。
また全員懇談会終了後に、懇親会も開催され、盛況のうちに終了しました。

【議事・特別報告】
①会員移動の件（代表者変更）
②ホームページリニューアルの件
③工業会創立50年記念事業推進の件
④社会保険未加入対策説明会実施の件
⑤「技風堂々」掲載記事のご協力依頼について
⑥出荷統計概要報告
・概況報告
・キッチン統計専門委員会報告
・洗面統計専門委員会報告
・浴室統計専門委員会報告
⑦キッチン、洗面ＪＩＳ 改定・公募制度申請について
⑧情報処理の実態調査アンケートについて
⑨「第11回川柳募集」経過報告
⑩今後の行事日程、その他
有代会長のご挨拶

【50周年記念特別講演会】
タイトル 「キッチン・バス業界への期待」
講師 東京大学 副学長 東京大学生産技術研究所 教授
野城智也 様
◇特別講演での主なお話
大量生産や部品化が進む中で、「温故知新」、「使用価値」をテーマに最近のＩＴ技術
も絡めた業界への非常に示唆に富んだお話をしていただきました。
中でも「豊 益 潤 福」という野城先生のお考えをお聞きし、一同非常に感銘を受けた
講演会となりました。
野城教授のご講演

全員懇談会風景
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11月2日はキッチン・バスの日

代表者変更のお知らせ

関西電力株式会社
お客さまリビング営業グループ部長
福本 恵美

平素は当社事業に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
関西電力グループは、エネルギーを中心にお客さまのくらしの基盤
を支える様々なサービスを提供し、一人ひとりのお客さまの生活に安
心をお届けしたいと考えております。
エネルギー事業者としての知見を活かしながらキッチン・バス工業
会さまの発展に貢献すべく精一杯努力してまいりますので、今後とも
何卒よろしくお願い申し上げます。

（ふくもと めぐみ）

東京電力株式会社
住生活事業部長
大野 浩司
（おおの こうじ）

東邦ガス株式会社
常務執行役員
家庭用営業本部長
林 貴康
（はやし たかやす）

一般社団法人リビングアメニティ協会
専務理事
本多 直巳
（ほんだ なおみ）

この度、キッチン・バス工業会の弊社代表に就任いたしました大野
です。
平素は、会員各社の皆様には格別のご高配を賜り、厚く御礼申し
上げます。
弊社は、エネルギー事業者として、電気だけではなくさまざまな分
野を通じて、「お客さまの暮らしを豊かにする」サービスを提供してま
いりたいと考えております。
今後とも、会員の皆様とともに、工業会の発展に向け、微力ながら
精一杯取組んでまいりますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願
い申し上げます。

この度、キッチン・バス工業会の弊社代表に就任いたしました林で
ございます。平素は会員各社の皆様には格別のご高配を賜り、厚く
御礼申し上げます。
弊社はエネルギー事業者として、愛知・岐阜・三重の3県において
都市ガスを供給しており、ガス機器、リフォームの販売店「ENEDO」と
ともに、地域のお客さまに最新のキッチンやバスをご提案しておりま
す。
キッチン・バス工業会のますますの発展に向け、今後も精一杯取り
組んでまいりますので、ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上
げます。

この度、リビングアメニティ協会の専務理事に就任しました本多で
す。キッチン・バス工業会の皆様には平素より大変お世話になってお
り、厚くお礼申し上げます。
当協会は、「優良な住宅部品の普及により快適な住生活の改善を
図る」という目的に沿って活動を続けており、機能的で良質な住宅部
品の供給促進と快適な住空間作りのための調査研究及び情報交換
を推進しています。
今後とも、微力ながら工業会のお役に立てればと思いますので、ど
うぞよろしくお願いいいたします。
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11月2日はキッチン・バスの日

2015年度 自主出荷統計概況
調査統計委員会 委員長 神谷 剛志（ナスラック）
平成27年度も上期を終え、下期に入りました。
消費税増税の反動減の影響も薄れ、６月からシステムキッチン、洗面化粧台、システムバスとも前年増へ転じました。ただしまだ力強さ
はなく、9月にはシステムキッチン、システムバスが再び前年割れ、システムキッチンは10月も継続して前年割れとなっております。
出荷動向の先行指標の一つである新設住宅着工戸数も今年の3月から9月まで前年増を継続しましたが、10月には前年割れとなり、
他の多くの経済指標も伸び悩んでいます。
現在、調査統計委員会では、必要な情報を正確、かつ継続的に収集できるように自主出荷統計の要綱の見直しを進めています。
今後も会員各社の企業活動の支援のため、今まで以上により正確な情報をタイムリーに提供し有益な情報共有ができるように努めて
まいりますので、ご協力の程よろしくお願いします。

システムキッチン
４月

（台）
５月

６月

７月

８月

９月

上期計

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

下期計

年間計

１３年度

92,806

92,408

98,599

110,142

100,742

115,479

610,176

112,305

119,944

122,677

100,177

115,362

121,351

691,816 1,301,992

１４年度

107,273

103,013

106,364

113,605

92,557

109,526

632,338

109,144

109,201

108,608

92,853

108,073

114,195

642,074 1,274,412

１５年度

97,012

94,485

106,985

115,862

94,016

107,082

615,442

107,220

107,220

722,662

前年比

90.4%

91.7%

100.6%

102.0%

101.6%

97.8%

97.3%

98.2%

98.2%

97.5%

セクショナルキッチン

（台）
１０月

１１月

１２月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

上期計

１月

２月

３月

下期計

年間計

１３年度

39,221

39,639

39,169

41,696

39,543

40,046

239,314

43,455

43,231

38,963

40,719

45,738

52,154

264,260

503,574

１４年度

40,768

40,274

38,304

41,626

34,677

40,660

236,309

41,947

39,636

40,999

37,436

45,521

46,005

251,544

487,853

１５年度

37,794

35,197

40,162

39,770

34,227

38,156

225,306

42,256

42,256

267,562

前年比

92.7%

87.4%

104.9%

95.5%

98.7%

93.8%

95.3%

100.7%

100.7%

96.2%

洗面化粧台

（台）
４月

５月

６月

７月

上期計

１０月

１１月

１２月

148,419

846,846

158,211

162,408

159,939

144,945

167,078

188,728

981,309 1,828,155

148,873

856,090

154,502

150,118

153,763

138,167

155,010

161,081

912,641 1,768,731

129,181

149,330

863,524

155,658

103.2%

100.3%

100.9%

100.7%

８月

１３年度

133,578

134,997

137,879

157,188

134,785

１４年度

153,439

135,712

141,386

151,447

125,233

１５年度

140,021

132,560

150,944

161,488

91.3%

97.7%

106.8%

106.6%

前年比

９月

１月

２月

３月

下期計

年間計

155,658 1,019,182
100.7%

システムバス

100.8%

（台）
４月

５月

６月

７月

８月

９月

上期計

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

下期計

年間計

１３年度

105,801

110,094

118,665

126,768

110,035

117,280

688,643

130,477

134,620

125,839

118,032

121,161

126,069

756,198 1,444,841

１４年度

114,604

110,976

116,326

121,510

101,612

116,479

681,507

128,386

121,749

119,088

110,126

111,347

109,038

699,734 1,381,241

１５年度

111,077

105,697

123,398

128,319

105,304

114,196

687,991

132,894

132,894

820,885

96.9%

95.2%

106.1%

105.6%

103.6%

98.0%

101.0%

103.5%

103.5%

101.4%

前年比

単体浴槽
１３年度

（台）
４月

５月

６月

７月

８月

９月

上期計

21,042

20,677

20,718

21,192

17,941

19,543

121,113

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

下期計

年間計

117,783

238,896

24,063

20,976

17,782

17,339

17,409

20,214

14,938

14,340

13,716

13,866

14,585

１４年度

15,720

14,205

15,056

15,093

12,029

14,577

86,680

16,763

88,208

174,888

１５年度

13,992

12,319

13,663

13,859

11,884

12,968

78,685

14,693

14,693

93,378

前年比

89.0%

86.7%

90.7%

91.8%

98.8%

89.0%

90.8%

87.7%

87.7%

90.3%

注. 下期、年間計の前年比： 下期、年間計の前年比は10月までの前年累計に対する比率
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がんばってます 委員会・WG！
異業種交流勉強会
委員会

消費者

田町スマエネパ－ク見学会
－街全体で熱と電気を地産地消／官民一体で取り組む省エネ、節電、ＣＯ２削減の街－
消費者関連委員会 委員長 越道 昭徳 （クリナップ）

消費者関連委員会では、11月12日（木）定例の本委員会終了後、総
勢13名でＪＲ田町駅改札に集結致しました。改札で待ち合わせた東京
ガス(株)渡邊様（当工業会委員）のアテンドにより、田町駅から徒歩5分
との至近距離にある「田町スマエネパ－ク」へと向かいました。
この「田町スマエネパ－ク」は官（港区）と民（東京ガスを中心とした企
業）が連携協力し、街中の建物をスマートエネルギ－ネットワ－クでつな
げ、さらにエネルギ－の有効利用を可能とする街づくりです。『つくる』
『つながる』『みえる』をキ－ワ－ドに、働く人や訪れる人が安心・安全・
快適に過ごせる「低炭素で災害に強いまちづくり」を可能としています。
3つのキ－ワ－ドの意味するものとは・・・。
『つくる』：ガスコ－ジェネレ－ションシステム（CGS）を核に、再生可
能・未利用エネルギ－を最大限活用し、街全体でエネル
ギ－を創っています。
『つながる』：街全体を熱・電気・情報のネットワ－クでつなぎます。
『みえる』：省エネ効果などをリアルタイムで見える化を可能にして
います。
以上のような最先端の施設でありながら、近年人口が増加している港
区の事情を勘案し、パ－ク内には周産期医療専門の病院や区立の保
育園など、地域に根ざした環境づくりを始めています。
他にパーク内の施設としては、大型カルチャ－センタ－として『みなと
パーク芝浦』や消費者センタ－があり、トレ－ニングセンタ－、プールの

設備なども全て、ＣＧＳを駆使した暖房・冷房（ミスト機能）で集中コント
ロ－ルされており、区民の快適な空間として活用されています。
今後は、同パ－ク内にホテルなども建設予定されており、ますます活
用の幅が広がるものと思われます。

上／参加メンバー 左下／常用ガスエンジン発電装置の内部構造 右下／説明会風景

委員会

広報

下水道展’１5東京に、キッチン・バス工業会コーナーを出展
GKP・KB広報連携WG リーダー 柴崎 和彦（クリナップ）

昨年に引き続き、（公社）日本下水道協会様とGKP（下水道広報プラッ
トフォーム）様のご協力の下、当工業会は、7月28日から4日間にわたっ
て開催された下水道展’15東京・スイスイ下水道研究所ブースに当工
業会コーナーを出展。会期中の来場者は92,300人。同ブースには、社
会科見学を目的とした小学生やその親を中心に一般来場者も含めて、
確認できただけでも約5,000人が訪れました。
丸一（株）様に製作いただいた排水トラップの実物大模型、当工業会
概要、キッチンのむかしと今や台所・お風呂の川柳等のパネル展示を行
い、台所文化が排水トラップの進化で変わってきたことや、川柳事業を
来場者に紹介しました。
昨年の大阪会場と展示物に大きな変化はありませんが、今回は広報
専門委員会と総務委員会、工業会事務局から、同コーナーの説明員を
選出し来場者と交流できたため、多くの新たな発見がありました。
高学年の小学生の中には、デジタルカメラで実物大模型やパネルを
撮影し、持ち帰って研究レポートにまとめて、社会科の自由研究として
提出するお子さんが多くいました。
ご一緒に見学されているお母様方も、私たち業界人には当たり前でも、
排水トラップに封水機能があることをはじめて知った方もいらっしゃいま
した。業界の常識は社会の常識でないことを認識。このような展示会に
参加する意義を実感しました。
また、当工業会活動にご協力いただいている花王（株）様が、同ブー
ス内キャンバスステージで、最新の洗濯洗剤は使う量もすすぎ水も

少量で汚れをきれいに落とす実証実験を行い、参加者は現在の洗濯洗
剤は汚れ落としの威力だけでなく、省資源に寄与することを体験されま
した。
来年度は名古屋で開催予定。継続は力なり。

上／高木常務理事自ら、コーナーの説明を行う 左下／排水トラップの進化に関するメモをと
る男子小学生 右下／洗濯石鹸の実証実験風景
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K B 通信 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ

11月2日はキッチン・バスの日

がんばってます 委員会・WG！
委員会

異業種交流勉強会

技術

台所の“エネルギー供給源”へ潜入探検 ・・・ 「LNGプラント」見学会
キッチン・洗面技術専門委員会 委員長 木下 敬介（パナソニック）

10月8日（金）午後の秋晴れのもと、地元近隣ながら海浜を間近に望
む「川崎 扇島地区」にて、東京ガス（株）のLNGプラントを見学させてい
ただきました。東京湾内最大のLNG上陸貯蔵基地であり、一角に120万
kW級の発電所を有する「世界でも数少ない」施設とあって、普段は、製
品の技術課題や2年がかりで「JIS規格改定」に奮闘している当委員会技
術者メンバーにとっては、格好の「遠足」となりました。
都市ガス用資源（LNG）の輸入受け入れ～巨大な地下埋設タンクによ
る一次貯蔵～家庭・企業へ向けての供給と併せて、“昔日の石炭火力
発電”の印象を見事に覆す“クリーン静寂”、我々の製造事業所とは桁
違いの“Big is Beautiful”な製造工場から創出される“電力”が、実は、
対岸の“少し以前まではライバル”の企業に向けて一直線に供給。

丸いガスタンクが並び、海山を越えて遠路張り巡らされた送電線とは
正反対の光景を呈するこの「現場」が、港湾地区の「鉄鋼製造プラント」
島の向こうに広がる姿を目の当たりにし、“エネルギー事業の新時代”に
ついて、改めて認識を深めた次第です。
施設の詳細紹介などは割愛しますが、会員・委員の皆様方も、是非と
も機会を見つけて、この時期に、お住まいの近くのエネルギー生産現場
を覗かれてはいかがでしょうか。

参加メンバー

左／LNG 陸揚げ海中桟橋（シーバース） 右／地下貯蔵タンク

委員会

移動委員会

室内

室内環境学会学術大会（沖縄）に参加
室内空気環境特別委員会 副委員長 吉良 悟（TOTO）
翌日午前中は「沖縄建築と住環境の視察ツアー」に参加。首里城を見
学しましたが、完全に修学旅行生にまぎれ込んでしまった感が否めま
せん。それでも、見晴らしのよい立地や曲線的な塀のつくり、朱色できら
びやかな城郭には、当時の琉球王国の威厳を感じることができました。
次に訪問した沖縄ワールドでは城下町建築を視察。屋根の上には
シーサー、周りを石塀で囲まれた平屋の建築のそばにはガジュマルの
木があり、幹からたれた根が集まって大きな幹をつくり、根が広がってい
ました。これなら、台風が来ても大丈夫といわんばかりです。
室内空気環境研究の最前線と沖縄文化を勉強した、充実した移動委
員会でした。

室内空気環境特別委員会では、これまで、室内空気を汚染する化学
物質としてホルムアルデヒド、4VOCに取り組んできましたが、未だに解
消しないシックハウス問題に注目しています。今どんな事が研究されて
いるのか、委員会の精鋭メンバー？＋事務局でこの問題に関する発表
テーマの多い、室内環境学会の学術大会に参加してきました。
大会は2015年12月3～5日、沖縄コンベンションセンター会議棟Bで開
催されました。当日は快晴で気温もまずまずでしたが、皆さんすぐそば
のエメラルドブルーの海に目もくれず、熱心に講演に耳を傾けていました。
会場は3つに分かれており、A会場では「におい評価・制御」、「環境調
査・暴露評価」、B会場では「発生・暴露評価」、「快適性・知的生産性・環
境計画」、C会場では「対策技術」、「測定・評価」、「汚染・制御」に関する
テーマ発表がありました。各自自由聴講としましたが、委員会メンバー
は比較的「環境調査・暴露評価」と「発生・暴露評価」に集まっていたよう
に感じました。
興味を引いたテーマとしては、新たな原因物質としてのハウスダスト
やMVOC（微生物揮発性有機化合物）の濃度、TVOCの計測、家庭用品
由来のVOCなどがありました。これら口頭発表の他にも、たくさんのポス
ター発表があり、評価手法をはじめ、研究テーマも多岐にわたっていま
した。参加者は、大学関係者（学生含）、研究機関、建築関係（空気調和
衛生）、関連メーカーのほか、医療関係者も参加されているようでした。

左／室内環境学会学術大会の発表を聴講 右／参加メンバー
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K B 通信 キッチン・バス工業会と会員の皆さんを繋ぐ

11月2日はキッチン・バスの日

がんばってます 委員会・WG！
移動委員会
委員会

情報

｢天城ホームステッド｣にて、日本IBMセミナー
情報化推進委員会 委員長 渡邊 理一郎（ハウステック）

去る10月4日（日）、5日（月）の2日間に亘り、平成27年度第4回情報化推進委員会を、昨年度同様日本IBMの研修施設である｢天城ホームステッド｣
（静岡県伊東市） で開催しました。日頃、忙しい方々が一堂に会することが難しい故、日曜日からとなりました。
定例委員会後は、日本IBM社と中橋システム社より、委員会の今年度テーマに掲げたIT最新技術動向（ロボット技術）と経営戦略の２テーマについて、
「最先端ロボット技術動向～WatsonとPepperが起こす革命～」（日本IBM）と、「当業界に特化したERPパッケージの事例紹介」（中橋システム社）の講
演を受け、活発な意見交換も行われて盛況のうちに終了いたしました。

１．IBMセミナー① （10月4日）
「最先端ロボット技術動向 ～WatsonとPepperが起こす革命～ 」
講師：日本アイ・ビー・エム（株）成長戦略営業統括本部
理事 西村 大輔 様

２．IBMセミナー② （10月5日）
「当業界に特化したERPパッケージの事例紹介」
講師：中橋システム（株）
常務取締役 寺本 敏継 様 ・ 営業部 部長 砂山 由美子 様

ソフトバンクと日本IBMの両社は、ソフトバンクのロボット「PEPPER」（以
下ペッパーとする）にIBMの人工知能の「Watson」（以下ワトソンとする）
を組み合わせた対話型接客サービスについて、現在は大手家電量販
店も参画して研究されていると説明がありました。
講演では、実際に家電量販店の店舗におけるお客様役との接客テスト
を行うペッパーの映像を見ることができました。 テレビ売り場において、
ペッパーがお客様役とのご挨拶を行うところから始まり、ペッパーは会
話の内容や質問を瞬時に理解して、商品説明や、通常会話での受け応
えなどを行っている記録映像でした。 これらの会話はとてもスムーズ
で、質問に対する応えも的確な答えを返しており、人間が応対するイ
メージと比べても全く違和感の無いものでした。
ワトソンは知能をつかさどるため、映像に登場はしていませんが、ペッ
パーから得たお客様の映像より、性別判定、年齢予測を行い、同時に
会話から得られた情報よりお客様の趣味・趣向・傾向などの分析を、瞬
時に行っているとのことです。そして、ワトソンはその分析結果を元に
ペッパーに指示して、ペッパーから自発的にお客様への問い掛けを行う
など、能動的に対話をリードする場面があったことには、参加者全員が
驚きを感じました。
この会話のキャッチボールの裏では、ペッパーとワトソンの中で役割別
に相当な仕掛けが瞬時に動いているとのことです。
ペッパーは、相手の話しを聞き取り（耳）、単語レベルの解釈（簡易的な
頭脳）、お客様の映像を取る（目）、おしゃべりをする（口）、身振り手振り
を交える（身体）、感情の表現（目や身体全体）、そのほか、瞬きもします
し相手の目を見て会話をするといった、より人間に近い表現の動作を行
います。
一方、ワトソンは人工知能であるため、言語判定（英語、日本語など）、
自然語の文章理解と意味の把握、質問に対する答えの抽出、また、相
手の情報の取得とその情報の蓄積、そして蓄積した相手の情報から傾
向などの分析を行います。そして、分析した回答結果や逆に問い掛け
内容をペッパーに伝え応対してもらうのです。
この講演を聴講した私たちは、ほんのひと昔前に考えられていたSFの
世界がもう現実のものとなっていることを実感した時間となりました。
今後のロボットのゴールはというと、IBM社曰く、直近では人のサポート、
特にヘルスケア分野での活用と効果を期待して取り組んでいるとのこと
でした。ただし、未だ進化を続けるワトソンの利用範囲は、新しいユニー
クなビジネスやサービスが生まれる、と確信しており、広く一般からも研
究参加を募って現在も研究を続けているとのことでした。

中橋システム社のパッケージソフト「Expert-NS」は、当業界に特化した
販売管理システムであり、充実した機能や導入実績の事例の説明を受
けました。 特に当業界の商流は、得意先、問屋、販売店、工務店など
複雑な商流が存在し、製品の部品構成の点数が膨大であり、多くの製
造業よりも複雑になりやすい。また、製品以外に、設置・取付の施工の
工程管理や、売上計上も納品時と設置・取り付け時点の売上計上など、
世の中のパッケージでこれだけの機能を有する最適なパッケージは殆
どありません。
その中で中橋システムは、元はタイル施工業を営む会社から派生した
システム会社のため、自社グループの工事工程・売上管理を中心に開
発を開始し、その工事の案件を管理する機能と、深い商流のマスタを用
意するという発想から作り上げたパッケージであるため、当業界にも横
展開が可能と考え、現在は当業界の中でも数社の導入実績を誇ってい
るとのことです。
講演では、具体的な機能紹介や業務効率向上の成果などが紹介され
ました。工業会の会員各社でも検討なされてはいかがでしょうか。

セミナー①講師の西村様

IBMセミナー参加メンバー
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11月2日はキッチン・バスの日

TOPICS！
いろいろな話題をお届けいたします。

「住生活月間中央イベント/スーパーハウジングフェア

ｉｎ 神奈川」に参加して
事務局 業務担当部長 田中 朋子

10月17日（土）、キッチン・バス工業会が協賛している第27回「住生活
月間（後援：国土交通省ほか）」「住生活月間中央イベント／スーパーハ
ウジングフェア in 神奈川」に参加し、「住生活月間・住生活月間中央イ
ベント合同記念式典」にも、技術委員長、調査統計委員長と事務局の計
４名で出席させていただきました。
出展団体がブース展示をした横浜産貿ホールでは、高円宮妃殿下の
ご臨席のもと、テープカットセレモニーが行われ、引き続き、当工業会が
構成メンバーであるウィズガスCLUBのブースで妃殿下は、熱心にご説
明をお聴きになっておられました。

そのブースでは、昨年に引き続き今回も、日本ガス協会様のご厚意で
「第11回川柳入賞作品のパネル」を展示させていただきましたが、来場
された方々には、大変好評でした。
その後、はまぎんホールでの記念式典にも、高円宮妃殿下はご臨席さ
れ主催者である那珂住生活月間実行委員会会長、和田住生活月間中
央イベント実行委員会委員長や、来賓のご挨拶、高円宮妃殿下のお言
葉、住生活月間功労者表彰、住まいのリフォームコンクール表彰などが
行われました。

高円宮妃殿下のご臨席のもと行われたテープカットセレモニー

日本ガス協会様と参加メンバー

TG-NEXPO 2015
広報専門委員会 副委員長 中島 宏文（タカラスタンダード）
TG-NEXPO 2015は10月20日から23日までの4日間、新宿パークタ
ワーで開催されました。
入場すると例年通り、10分程度のビデオ上映があり、新築住宅着工戸
数80万戸時代が到来し、競争の激化が予想される新築市場において、
東京ガスグループとして「ガス、電気、エネルギー事業の自由化」をお
客様のチャンスに変えるという強いメッセージが伝わってきました。
「住まいとエネルギーの未来とともに」をキーワードに「NEXT HOME」
「NEXT FIELD」「NEXT ENERGY」の「3つのNEXT」で住まいとエネルギー
を展望するテーマ展示があり、「NEXT HOME」のコーナーでは東京ガス
が主催する「住まいの環境デザイン・アワード 2015」の受賞作品が写真
展示され、生活者のニーズを実現するための数々の提案が来場者の興
味を引いていました。「ゆる食・装飾世代の家(27～38歳)」「40代・単身
女性の家」では、それぞれのライフスタイルに合った住宅が展示され、
洗面のミラーに設置された装置で、登録された家族の健康状態を始め
とする情報が写しだされるコーナーでは、来場者が次々にミラーの前に
立ち、操作待ちの状態が続いていました。
同時に開催されたセミナーも盛況で、私が聴講した、「住宅の未来を
読む！ ～住宅・不動産政策と首都圏のマンション動向～」では、講師
の方が3年前に提唱した「第5次不動産ブーム」の到来予測の4つの条
件と、その

4つの条件が現状、どう変化しているか、この第5次不動産ブームがどう
すれば続くのかなど、非常に興味深い講義となりました。
全体として、来年4月にスタート予定の「エネルギー事業の自由化」に
対して、東京ガスグループのビジョンや新たな取り組みを強くアピール
する展示になっており、お客様のニーズに合致した商品やサービスを提
供していく決意が感じられるTG-NEXPO 2015でした。

多くの来場客で賑わう TG-NEXPO 2015
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VOICE

11月2日はキッチン・バスの日

『秋野顧問弁護士から』

!

匠総合法律事務所代表社員 弁護士 秋野 卓生

住宅会社の訴訟代理人弁護士として、東京・大阪・名古屋・仙台・福岡
の5拠点で幅広く活動しておりますが、このほど、「住宅会社のブランド
価値向上のためのクレーム対応術10のポイント」（新建新聞社）を発刊
しました。
クレーム対応は、ここ10年の間に、インターネット上の誹謗中傷など、
情報化社会における企業のブランド維持という観点から大きく変容して
います。顧客から不満足の意思の表明がされた時（クレーム発生時）の
初期対応が極めて大事であり、クレーム対応の質を上げることにより
「あの住宅会社は、ちょっとした事でもすぐ対処してくれる。やっぱり良い
会社だな。」と高評価にするような努力が必要となってくるでしょう。
「やっぱり、あんな住宅会社で家を建てなければ良かった」と後悔され、
その悪い口コミをインターネット上で評価されると、ブランド価値は下が
ります。本書は、情報化社会におけるクレーム解決力をテーマ毎に解説
した新著です。巻末には、新建新聞三浦社長との対談記事も掲載して
います。

VOICE

目次
はじめに
① クレーム対応に住宅会社の力量の差が出る
② ありがたい声とわがままを区別する
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『事務局からひとこと』

!

常務理事 高木 利一

キッチン・バス工業会では、永年の活動による有益な掲載情報の再整
理と発信力強化を図ること、さらにIT技術進歩への対応等のために工業
会のホームページをリニューアルする事としました。7月にホームページ
WGを設置し、8月には入札にて開発業者を決めました。新ホームペー
ジは来春（4月）からの運用開始を目標としています。現在はWGメン
バーと各委員長が中心となり、各委員会別に掲載情報の再編の見直し
作業中です。勿論開発業者と連携の上です。来年6月発信の「K・B通
信」第11号では、皆様にリニューアルをしたホームページの紹介ができ
ることを楽しみとしています。

来年は、干支の9番目の「申年」です。検索すると「申」は「呻（うめく）」
の意味で、草木が伸びきり、果実が成熟して固まっていく状態を表して
いるとされているとの事です。後に覚え易くするために、動物の猿が割り
当てられたとの事です。
愛知県西春日井市にある日吉神社は申神社とも言われていて、この
地で誕生したので豊臣秀吉は、幼名を日吉丸（猿似）と名づけられたと
の事です。日吉神社は特に申年に参拝者が増えるそうです。興味があ
る方は初詣に行かれたらどうでしょうか？申年生まれの方の特徴は「器
用で臨機応変」です。当たっていますか？余談ですが、私は羊年です。

今年の「キッチン・バスの日」記念 第11回「台所・お風呂の川柳」入賞者表彰式典
は、正に11月2日当日の開催となりました。休日の間の月曜日となりましたが、各
地から多数の入賞者が式典にご参加下さいました。受賞の皆様のコメントからは、

編集
後記

受賞句ができあがった背景にある、ほのぼのとしたエピソードが紹介され、参加い
ただいた方々の心を暖かくして下さいました。何人かの方から「来年こそは！」や
「来年も又！」という強い意志も感じられました。今年はキッチン・バス工業会の50
周年という節目の年でもありましたが、来年も当工業会の皆様にとって幸多い年に
なる事をお祈り申し上げます。

第10号編集委員
編集長：鈴木 優子(トクラス)
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）
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 大樹（永大産業）
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）

中島 宏文(タカラスタンダード)

島崎 喜和(事務局)
田中 朋子（事務局）

発行日：2015.12.22 / 発行責任者：広報専門委員会 委員長 松本 賢治

工業会のホームページは情報の宝庫です！

「Ｋ・Ｂ通信」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

キッチン・バス
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