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「K・B通信」8号発行にあたり
いつも工業会活動にご支援いただき有難うございます。
今年も「11/2 キッチン・バスの日」普及目的の「台所・お風呂の川柳」を実施し、表彰
式を11月4日（火）に開催しました。応募数は前年を大幅に上回り、18万句に届きそうな
ほどの過去最高数となりました。特に小学校、中学校からの応募が増加し、回を重ねる
毎に活動の裾野が広まっていくことを改めて感慨深く受けとめた次第です。
今回より「暮らしの防災賞」など新たな賞を設けて、より活動を盛り上げる取り組みも行
いました。ご応募作品は、例年と変わらず「ほのぼのとした生活感あふれる」作品や
「ハッとさせさられる」作品など様々なアプローチからキッチンとお風呂に繋がる素晴らし
いものばかりでした。今後も回を重ね本活動が更なる発展を遂げるよう皆様方と活動し
てまいります。
平成27年には当工業会は50周年という大きな節目を迎えるため、記念誌を始めとす
る推進活動を進めております。これまでの諸活動とあわせて、皆様方の一層のご協力を
お願い申し上げ、巻頭のご挨拶とさせていただきます。
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キッチン・バス工業会 副会長
永大産業株式会社 代表取締役社長

大道 正人
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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10回 川柳入賞者表彰式典開催
～家族の絆を育むキッチン・バスへの想い、18万句に届く勢い！～
応募総数は177,716句！前回を10％上回り過去最高数となりました。
熱心な川柳愛好者の変わらぬ応募意欲と、今回も住生活月間普及・啓
発事業の一環として、また内閣府、経済産業省、国土交通省の後援、
11の協賛団体のご支援をいただき事業を推進し、当工業会会員企業の
精力的な募集活動が功を奏しました。また、ここ数年力を注いでいる学
校関係からの応募も25校から5，474句（前回比60％増）あり、川柳を国
語教育に取り入れていただく学校が増えてきました。
式典は、島崎常務理事の開会宣言、有代会長による川柳事業開始の
経緯説明を主とする挨拶、中山川柳事業推進委員長による応募句の傾
向分析報告後、22名の受賞者に対してプレセンターによる表彰が行わ
れました。受賞者の中にはご家族を同伴された方もおられ、ご一緒に登
壇いただき、賞状・賞金と副賞を贈呈。また、受賞句を作った時から生
活環境が変化し、その状況を関連句としてひねり、紙に書いて持参し、
発表する方も。

それぞれの思いで表彰式典を楽しんでいました。
表彰後、荒木陽子政策企画調査官（内閣府）、髙橋政義日用品室長
（経済産業省）、成田潤也住宅ストック活用・リフォーム推進官（国土交
通省）から挨拶をいただき、当事業が果たす役割の大切さを改めて認
識することができました。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。懇親会に移る前に恒例となってい
るお笑いを一席。今回は山遊亭金太郎師匠で特別に形態模写も披露さ
れ、来場者は大いに笑って式典の緊張感をほぐしました。
懇親会場では、幡場松彦会長（日本ガス体エネルギー普及促進協議
会）による挨拶、那珂正理事長（ベターリビング）による乾杯後、受賞者
を中心にした歓談があちこちで行われしばし楽しんでいただいた後、富
田育男専務理事(日本建材・住宅設備産業協会）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 荒木 陽子様

経済産業省 日用品室室長 髙橋 政義様
日用品室には100以上の関係団体がありご招待いただいています
が、本日ほど楽しい会はありませんでした。大賞受賞作品は秀逸で、
今後の家族生活の参考にしたいと思わせる句でした。

受賞者の方々のコメントが大変ユーモアあふれるもので、笑顔の絶え
ない楽しい表彰式でした。少子化は喫緊の課題で、待機児童の解消や
ワークライフバランスの推進など行なっていますが、やはり家族の絆が
大切だと感じています。受賞句は理想の住まい方や住居など、家族の
絆を表現されたすばらしい句ばかりでした。
国土交通省 住宅局 住宅ストック活用・リフォーム推進官 成田 潤也様
受賞者のコメント一つ一つをとってもユーモアと発想の豊かさを感じま
した。普段、省エネ対策や耐震改修といった非常に堅い仕事をしている
わけですが、ユーモアをもった思考も参考にし、施策・業務に生かして
いきたいと感じました。国交省では住生活月間ということで日本各地で
イベントを行なっています。川柳事業についても協賛させていただいて
おり、引き続き支援させていただければと思います。

↑荒木様（内閣府）
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↑成田様（国土交通省）

↑高橋様（経済産業省）
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★受賞句とコメント
キッチン・バス大賞 松崎さん（KHG-K1）

「環境・省エネ賞」 中島さん（niffy）

「もう一本 おまえの料理が 上手すぎる」

「残り湯で 地球を冷やす 夕涼み」

まさかこんな大賞をもらえると思っていませんでした。
普通に我が家の状況を句に表したものです。
これからも良い家庭を築いていきたいと思います。
今回の川柳は20句の応募をしました。現在、福知山に単身赴任して
います。家族は奥さんと4人の子供で、下の子は高校2年生です。
単身なので、家に戻って食事の時に、奥さんの手料理に幸せを感じ、
また、子供たちの近況などの会話があり、もう1本となりました。
おまえの料理が 「美味すぎる」ではなく、「上手すぎる」にした所が良
かったと思います。奥さんの手料理は、手際・盛り付け・味がすべて良く、
単に美味しいだけではないところが表現出来ました。
賞金は奥さんと子供たちに・・・。
大賞の受賞で、家族も喜んでいます。
ありがとうございました。

5年程前から川柳の応募をしており、今年も5句応募し、受賞した句は
自信作でした。この句には、温暖化対策について「個人でやってもしょう
がない」と思われてしまうかも知れませんが、家庭のちょっとした事でも
温暖化対策に繋がっている。という思いを込めした。また、日本の古き
良き時代の涼の取り方の「打ち水」という言葉を使わずに「打ち水感」を
出すことにこだわりました。
この受賞で温暖化対策に寄与できれば良いと思います。ありがとうご
ざいました。
暮らしの防災賞 竹森さん（ばんば）

「元栓を しめろと妻は カギ忘れ」
三遊亭金遊賞 杉本さん（湘路）

「納豆を こねて憲法 思案する」
18万句近い応募があった中で１句に選んでいただきましてありがとう

準キッチン・バス大賞 芦田さん（あしやん）

ございます。私が唯一つやっている家事が、朝食の時に納豆をこねるこ
とでこれ以外は何もやってないんです。毎朝納豆をこねながら、テレビ
では政治とか国際問題とか色々とやっている。そんな中で憲法につい
て考えてみて、この句が浮かびました。川柳をやり始めて3年で、以前
NHKへ応募し、入選したこともありますが、全くの自己流でやっています。
今回も100句ぐらい出しましたが、その中でもこの句は一番自分でも良
いと思っていました。
山遊亭金太郎賞 岸田さん（SHIN）

「アヒルなし 船も無くなり 今、手すり」
家族を思い浮かべ、お風呂の中で思いついた句です。妻、子ども3人、
母親の6人家族。子どもの成長や母親が年老いていく時間経過や歴史
を綴ってみたものです。
家族の日・家族の週間賞 竹内さん（ピコタン）

「食卓に 幸せ並べる 子の帰省」

受賞のご連絡をいただいたときは、宝くじに当たったような驚きでした。 「新婚時 『上げ膳』 『据え膳』･･･ 今セルフ」
娘達は既に嫁いでおりますが、家が近く、よく遊びにきます。
今回の川柳応募は職場でかなり盛り上がりました。職場は25人くらい
普段主人とふたりですと、いわゆる”エコ料理”ですが、孫が来るとテー
ですが、みんなで句を作り、見せ合ったりしました。自分が受賞した他
ブルの上が見えなくなるほど。そんな日常を句にしました。
に次点が2人いました。自分は今回は半月で80句くらい作りました。自
豊かな住生活賞 川根さん（ヨーデルよっちゃん）
信作が3句ありましたが、その内1句が本句です。川柳を作るときは、通
勤電車などで思いついたネタを都度書き留めておき、仕事の始業前や
帰宅前にさあ作ろうと決めて作ります。これまで社内の川柳コンテストは
3年前から川柳の応募を初め、今年は155句を投句。中でも最も気に
何度か応募したことはありましたが、キッチンバスの川柳応募は去年か
入っていた句で受賞できました。約10年前営業で携わった実話をもとに
ら始めました。受賞できて本当にうれしく思います。
しています。ご主人を亡くされたご高齢のお母様。リフォームが、お母様
神田松鯉賞 柳本さん（ペパーミント）
の明るさまで取り戻しました。ずっと年賀状のやりとりは続いているので、
ぜひ受賞の報告をしたいと思います。

「リフォームを 拒んだ母が 笑ってる」

「里帰り 九九を覚えた 風呂に入る」

まさか入選できるとは思ってもいませんでしたので、受賞出来て大変
光栄です。楽しい会に出席させて頂き心より感謝申しあげます。

暮らしの安全・安心賞 堤さん（堤）

「自動風呂 何度も見回る おばあさん」
ご本人から色々と話を伺って参りました。句の発想は大変疑り深い性
格のおばあさんで、勝手にお風呂のお湯張りが止まる訳が無いと、何度
も見に行ってしまう様子からできた句だそうです。今回の受賞もまだ（お
ばあさんは）信じていないそうで、賞状を見せて喜んでもらいたいとの事
です。ちなみに堤さんは今回300句応募され、うちの会社で2位の応募
句数でした。実は1位は私でして、まさか代理で賞を受け取ることになる
とは思いませんでした。次回は自身の句で受賞できるよう、頑張りたい
と思います。（受賞代理 井野様のコメント）

★学校奨励賞（代表句） サマー！さん 東京都府中市立小柳小学校

「かつおぶし おこのみやきで おどってる」
（他55句）

小学校の授業で｢日本の伝統を学ぶ｣ということで俳句・川柳に取り組
んでおり、1年に5、6回川柳を詠んでいます。
今回は小学5年生で取り組みました。来年は１年生から6年生までの
全校生徒で取り組みたいと思います。低学年の生徒からおもしろい句が
出てくるかも知れないので楽しみです。ありがとうございました。
東京都府中市立小柳小学校 茂呂 陽子先生
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ベターリビング賞 本橋さん（スキップ）

日本ガス石油機器工業会賞 蓜島さん（さくら）

「二世帯を 行ったり来たりの 古土鍋」

「それでいい 風呂場の鏡 ちょい曇り」

住宅リフォーム推進協議会賞 岡さん（りーぱぱ）

ステンレス協会賞 中野さん（理屈じゃないのよ

「リフォームで Ｖ字回復 家族の和」

「キッチンが 家族みんなの ハブ空港」

仕事上リフォームに関わっているので、応募を機に「仕事もＶ」、「奥
さんの信頼もＶ」と想いを込めて考えました。

家の中を客観的に見ているとキッチンを中心に家族が集まっているこ
とに気付き、ありのままに表現しました。受験生2人を抱え、やや殺伐と
した空気でしたが、今回の受賞は家族で久しぶりに喜びあえる出来事で
した。

日本ガス協会賞 大塚さん（はなまる太郎）

「家族増え グリルのさんまも 川の字に」

涙は）

日本建材・住宅設備産業協会賞 保坂さん（良馬）

今日は主人の代理で出席させていただきました。子供が生まれ、家
事も洗濯ものも増え忙しい毎日ですが、ある日グリルで魚を焼いてい
る時にふと気づいた光景を主人と相談して句にしました。まさかこのよ
うな光栄な賞をいただくとは思っておりませんでしたので、大変驚いて
おります。また家族みんなで大喜びしました。
今日は本当にありがとうございました。（副賞のコシヒカリで）また美
味しいご飯を家族でいただきたいと思います。

「うまいかと 聞かれて斜めに 首を振り」
インテリア産業協会賞 鈴木さん（花ひらく）

「風呂上り 酒で供養の 喉仏」
賞をいただきありがとうございました。今回、私と娘の両方の応募作が
最終選考に残り、今日も一緒に来られたらいいね、と話していたのです
が娘の方は残念ながらだめでした。
私の妻は川柳ネタを提供してくれる宝庫で、今回のネタも妻が私の晩
酌に『毎日毎日よく続くわね』と少々嫌味っぽくつぶやいたのを受けてす
ぐ出来たものです。リタイアしている身ですが、休肝日は週1日、それ以
外は毎日風呂上りに2合の酒を晩酌しています。

日本ＬＰガス団体協議会賞 辻さん（coco）

「朝見ずに 開けて楽しむ お弁当」
本日はどうもありがとうございます。主人や娘のお弁当を長年作って
きましたが、今回の受賞で「お母さん、いつもありがとう」と言う言葉を
娘からもらいました。何よりの親孝行をもらいました。ありがとうござい
ました。
日本バルブ工業会賞 中村さん（ワイさん）

『晩酌は酒の供養なんだよ、喉仏の供養なんだよ』と妻の嫌味に対す
る言い逃れとして出来た句です。またもうひとつ、酒は健康のバロメー
ターでして、体調が悪いと2合が美味しく飲めないので、ちょっと身体に

「水と湯の 仲人つとめる 混合栓」

気を付けようかな、と思う、との言い訳も込めております。本日は本当に
ありがとうございました。

住宅にまつわる水廻り機器にも関わりががあり、その知識で今回の
句を作りました。また川柳に関してはほぼ素人のレベルなんですが、
つい最近、近所の商店街の畳屋が主催する川柳会に応募し、入賞し
ました。但し、賞品はタオル一本でした。今回の本川柳募集は、畳川
柳の入賞の自信と景品のリベンジに燃えて応募しました。

日本繊維板工業会賞 中森さん（チャラ男）

「猛暑日も プラスに変える 太陽光」
ガス機器のアピールと同時に、気持ちも前向きになる句を作りたいと、
夕ご飯を食べながら妻と一緒に作りました。まさか自分の句が入選する
とは思ってもいなかったので、正直驚いております。と同時に、このよう
な賞を頂く事が出来て大変光栄に思っております。

日本琺瑯工業会賞 清水さん（すみれ）

「焦げ付きは 避けたい鍋と 貸した金」
キッチン・バスの川柳は大好きで毎年応募していました。なかなか入
賞出来ずに“つれない相手”と思っておりましたが、今回の受賞は嬉しく、
本当に夢のようです。この句は実体験をもとに作りました。
★プレゼンテーターの皆様から、式典の感想をいただきました。
日本ガス協会 川岸常務
川柳を作るには、家族の日常性や共感などを日頃から書き留めてお
くことが大事だと思いました。来年は、ぜひ自分でも応募したいと思い
ました。

日本琺瑯工業会 野間事務局長
毎年表彰式への参加は楽しみにしています。 昨年16万句を超えて
すごいなと思っていたら今年はさらに応募数が増えて感心しました。
工業会の皆さんの熱心なＰＲ活動のたまものだと思います。 来年以
降も期待していますのでぜひ永く続けてください。

住宅リフォーム推進協議会 庄司事務局長
日本LPガス団体協議会 葉梨専務
従来応募数の多かったガス企業体だけでなく、学校の応募が増えた
ことで、 裾野が広がってきたと感じている。 子供さんは未来の消費
者なので、ぜひ学校の行事や教育カリキュラムとして入れてもらえる
ようになるといいですね。
事業のPRや応募についても、ソーシャルメディアなどのITツールを
活用して、 口コミ効果も含めてより参加しやすいものになる事を期待
しています。

外国生活が長かった経験から、国際人になるためには外国語より日
本語をしっかり学ぶことが大事です。川柳は17文字にいろんな意味を
凝縮して作るので日本語の基礎を学ぶには、最適だと思います。

●第10回すべての優秀作品は、右記URLでご覧ください。 http://www.kitchen-bath.jp/public/senryu/2014.11.04/2014.11.html
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「第１０回 台所・お風呂の川柳」を終えて
川柳事業推進委員長 中山 世一
～今年は記念すべき第10回目の表彰式～
昨年は“じぇじぇじぇ！”でしたが、今年は“こぴっと”皆さん頑張りました。
今年の川柳応募数は177,716句でした。またまた新記録です。家庭内
の出来事に限っていてもこんなにあるのですから驚きです。今年は昨
年からの経済産業省、国土交通省の後援の他に内閣府の後援もいた
だくことができました。
今年の川柳入賞者は常連さんと違った新しい方々が多かったと思い
ます。これは川柳の常連でも油断はできないという、ハイレベルの競争
になってきたということではないでしょうか。
後援を頂いている関係省庁の皆様、応募いただいた川柳愛好の皆様、
そして協力団体の皆様方のおかげで10年間も続けて来ることができま
した。本当にありがとうございます。
今年は表彰式の会場が変わりましたが、日本工業倶楽部をお借りす
ることができました。JR東京駅の直ぐ前にある伝統的な建築物で、格式
を感じさせる建物です。表彰式では当工業会の有代会長の挨拶に続き、
表彰式が行われ、そのあと選者である3人の噺家の方々より心のこもっ
た講評が行われました。
この様子はP2～4の写真やコメントから窺えると思います。ご来賓から
ご挨拶と励ましの言葉が頂け、来年も頑張るべく会場の雰囲気が盛り
上りました。

入賞作品は既に工業会のホームページや小冊子で発表されています
が、表彰式当日はこれらの中からキッチン・バス大賞の松崎さん（ペン
ネーム）、準キッチン・バス大賞の芦田さん、ほか21人と、学校奨励賞
を代表して東京都府中市立小柳小学校の茂呂陽子先生に表彰状と副
賞が手渡されました。学校からの応募は事務局の努力もあって、年々
数が増えてきており今年は5,474句でした（昨年は3,514句）。
今年は賞として暮らしの防災賞と佳作が追加されています。
表彰の際には受賞者に受賞の感想を伺うのですが、その感想がなぜ
か年々上手くなってきているのには驚かされました。表彰式の後、隣の
会場で和やかにも楽しい懇親会が行われ、来年のキッチン・バス工業
会50周年記念事業へ向けての希望と期待を膨らませつつ解散となりま
した。

177,716句
↑議論伯仲の選考委員会

平成26年度工業会公式行事
年間を通して、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26年 4月25日（金）

第1回理事会 （実施済み）

・平成26年 5月22日（木）

定時総会

（東京丸の内 東京會舘）

第1回全員懇談会

キッチン・バスの日記念

（実施済み）

（東京丸の内 東京會舘）

（実施済み）

・平成26年 5月23日（金）

懇親ゴルフ会

・平成26年 9月18日（木）

理事会/第2回 全員懇談会

・平成26年 9月19日（金）

懇親ゴルフ会

・平成26年 9月25日（木）

第10回川柳選考会

・平成26年10月10日（金）

第10回川柳入賞作品発表 （実施済み）

・平成26年11月 4日（火）

キッチン・バスの日式典/第10回川柳入賞作品表彰式

・平成27年 1月 9日（金）

平成27年 新年賀詞交歓会

・平成27年 4月24日（金）

平成27年度 第1回理事会

・平成27年 5月21日（木）

平成27年度 定時総会・第1回全員懇談会/創立50周年記念式典

（相模原ゴルフクラブ）

（実施済み）

（京都 リーガロイヤル）（実施済み）

（城陽カントリー倶楽部）

（実施済み）

（メルパルク東京）

（実施済み）
（実施済み）
（東京丸の内 日本工業倶楽部）

（東京丸の内 東京會舘）
（浜松町 東京會舘）

（東京丸の内 日本工業倶楽部）

▼関連団体行事

行事内容

・平成26年 4月25日（金）

第10回KB＆Gコラボ代表者会議（理事） （実施済み）

・平成26年 6月12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26年12月11日（木）

あんしん高度化ガス機器普及開発研究会（会長・関係行政・消費者団体）（実施済み）

・平成27年 1月25日（日）

親子クッキングコンテスト全国大会 キッチン・バス賞授与（会長）（大阪）
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キッチン・バス工業会 平成26年度全員懇談会開催
事務局
9月18日（木）にリーガロイヤルホテル京都にて平成26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。
同時にキッチン・バス工業会の法律顧問をお願いしている秋野弁護士

による、住宅業界の法的課題に関する講演会が実施されました。全員
懇談会終了後に、懇親会が開催され、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
②工業会創立50年記念事業推進の件
③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
④3R推進活動報告
⑤キッチン・浴室・洗面の長期使用に関するアンケート調査
⑥工業会の情報発信ツール【KB通信・技風堂々】
⑦請負工事契約に伴う社会保険の標準見積書導入の件
⑧「第10回川柳募集」経過報告
⑨今後の行事日程、その他

【講演会】 タイトル 「住宅業界が直面する法的課題」
講師 匠総合法律事務所 秋野卓生弁護士
第一部 住宅・設備業界の拡大するリフォーム事業における法的論点
第二部 ビッグデータ時代の個人情報保護と
マイナンバー法（番号法）の住宅ビジネスへの活用可能性

会長・副会長・理事の皆様

総会会場全体

有代会長挨拶
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がんばってます
がんばってます 委員会・WG
委員会・WG！
！
委員会

法令遵守への取り組み ～改正３法の概要と対応について～

総務

総務委員会 委員長 藤田 東一（LIXIL）

総務委員会では、毎月の委員会において事業活動に関わる様々な情
報の共有化や対応協議等を行っていますが、10月度は環境省 地下
水・地盤環境室 大河原環境技官、経済産業省 環境指導室 苦瓜課長
補佐、同省 日用品室 関澤課長補佐にお越しいただき、改正水質汚濁
防止法についての勉強会を開催していただきました。また、11月度は改
正景品表示法と改正フロン法について、外部説明会に聴講者を派遣し
て得た内容を委員会で共有化。確実に対応していくことを確認しました。
■改正水質汚濁防止法について（2015年5月までが対応期限！）
【勉強会概要】
内容：改正水質汚濁防止法の概要（構造等規制制度とは）
日時：2014年10月24日（金）
場所：キッチン･バス工業会 会議室
講師：環境省 水・大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室
環境技官 大河原 弘樹 様
経済産業省 産業技術環境局 環境指導室
課長補佐（水質・土壌担当） 苦瓜 作 様
【法改正のポイント】
◇改正の背景
・トリクロロエチレン等の有害物質の漏えいによる地下水汚染事
例が地下浸透規制制度等の導入以降も毎年確認されている。
・生産設備や貯蔵施設等の老朽化や作業ミスが原因の大半。
◇改正概要
・対象施設の拡大（※貯蔵指定施設も対象に！）
・構造等に関する基準の遵守義務
・定期点検の実施、記録の保存の義務 等
⇒非意図的な漏えいや、床面等からの地下浸透を防止！
【会員企業での対応】
・新設、既存施設別の構造基準・点検事項・点検頻度の理解。
・既存施設への適用期限が2014年5月末なので確実な実施を。
・各地方公共団体への個別相談、融資制度活用など。
※詳細は環境省ＨＰ参照
http://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012.html
以下は環境省HPの講習会テキストより引用

■改正景品表示法について（2014年12月1日施行）
【説明会概要】
内容：最近における景品表示法の運用状況
日時：2014年10月20日（月）
場所：マツダホール（東京都中央区）
講師：消費者庁 表示対策課 課長 真渕 博 様
【法改正のポイント】
◇改正の背景
・レストラン等でのメニューの食品表示偽装の多発が契機。
◇改正概要
・事業者のコンプライアンス体制の確立（※従前体制でも可）
・監視指導体制の強化（※権限の一部を都道府県知事に付与）
・課徴金制度の検討 等
⇒事業者意識向上と監視体制強化による公正表示推進！
【会員企業及び工業会での主な対応】
・法の周知、啓発。
・表示等の管理担当者を定めること。
・不当な表示等が明らかになった場合の迅速かつ適切な対応。
※詳細は消費者庁ＨＰ参照
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/guidelines.html
■改正フロン法について（2015年4月1日施行）
【説明会概要】
内容：フロン排出抑制法の概要 ～改正法に基づく今後の取組～
日時：2014年11月14日（月）
場所：経済産業省 会議室
講師：経済産業省 製造産業局 化学物質管理課
オゾン層保護等推進室
【法改正のポイント】
◇改正の背景
・現行法対象の回収・廃棄時だけでは漏えい対策として不十分。
◇改正概要
・フロン類製造輸入業者への対策強化（※詳細省略）
・フロン類使用製品製造輸入業者への対策強化（※詳細省略）
・冷凍空調機器ユーザー（※業務用エアコンなど多くが対象）
⇒フロン類の漏えい削減！
【会員企業での対応】
・機器の管理者の決定、点検実施。
※早期の設備リストアップと対応を！
・漏えい時の国への報告義務。

管理者による日常点検のほか、
「十分な知見を有する者」による
定期点検（専門業者に依頼等）を。

※(一社)日本冷凍空調設備工業連合会の説明会資料より引用
※詳細は経済産業省ＨＰ参照
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/index.html
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がんばってます 委員会・WG
委員会・WG！
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委員会

情報 情報化移動委員会にて、ＩＴ・経営戦略の研修会を開催しました
情報化推進委員会 大島 宏幸（LIXIL）
11月9日（日）、10日（月）の2日間にわたり、情報化推進委員会の移動
委員会を、日本ＩＢＭ様の協力を得て、エグゼクティブ向けの研修施設
である「天城ホームステッド」にて開催しました。ここでの研修は3回目と
なり、毎回日本ＩＢＭ様より、ＩＴ及び住宅に関する貴重なご講演をいただ
いております。今年度も下記のような先進的な内容についてのご講演を
いただき、活発な質問・意見交換も行われました。
また、2日目は、何度もここを訪れている人でも珍しいと言っていまし
たが、富士山がきれいに見えるという僥倖にも恵まれました。しかしな
がら、出席予定をされていた何名かの委員が業務の都合により不参加
となったのは残念でした。（ＩＴ部門の宿命？）

【講演会１】 11月9日
「ビッグデータ利活用がもたらす変革への第一歩」
ＩＢＭグローバル・ビジネス・サービス事業 マネージャー
鈴木 至 様

↑晴天の中庭で記念撮影（後方に富士山がくっきりと）

最近ビッグデータというキ－ワードが、もてはやされてきています。あ
らゆるものがネットに繋がり、それがもたらすデータが爆発的に増加す
る中で、4つの主戦場である、「デバイス／インフラ・データ資源・プラット
フォーム・ユーザー体験」での戦い方、アナリティクスを活用して、企業
の変革を成功に導く事例等についてご講演を頂きました。アナリティク
スとは、データから新しい洞察を導くための数学的あるいは科学的な手
法であり、単なるテクノロジーではなく、ビジネスのやり方そのものであ
るという格調高いお話でした。
最後に、クイズ番組で人間に勝ったという、＊WATSON(ワトソン)につ
いての話もあり、自然語での質問を正しく理解し、正しい回答を出すとい
う試みについては、今後コールセンター業務等への応用も考えられ、興
味深い内容であることから、質疑も活発に行われました。
＊WATSON(ワトソン) ： www.ibm.com/smarterplanet/jp/ja/ibmwatson/

【講演会２】 11月10日

↑ＩＢＭ天城ホームステッド研修室

「家・コミュニティーを核にした社会、政府、企業動向」
「エネルギー、くらし価値の向上に向けて（更新版）」
成長戦略バリュー・クリエーション事業部 部長 池田 一昭 様
昨年に引き続きのテーマであり、最新版にバージョンアップされた内
容でお話を伺いました。この分野に関しては、過去から色々な取り組み
がされてきていますが、最近の進化には驚きを感じました。世界中の多
くの都市の＊スマーターシティー化を支援するソリューションの紹介と、
I ｏＴ（Internet of Things）時代として全ての物がネットに繋がり、その
データを見える化し活用していくプラットフォームを提供する立場で、Ｂ
ＥＭＳ、ＨＥＭＳといった仕組みの普及に力を入れているという事で、住
宅設備機器業界として、各委員も大変関心の高い講演内容でした。
ＨＥＭＳに関しては、利用者のメリットがもう少し分かり易くなる事が普
及のカギになるという意見が寄せられました。

↑ＩＢＭ

ＷＡＴＳＯＮ

＊スマーターシティー：
http://www-06.ibm.com/innovation/jp/smarterplanet/cities/
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調統

調査統計委員会平成２６年度の自主出荷統計の状況
調査統計委員会 委員長 神谷 剛志

平成26年度も上期を終え、下期に入りました。懸念されていた消費税
増税の影響は、今のところ比較的小さなものとなっています。システム
バスは6月、洗面化粧台は7月、システムキッチンは8月からそれぞれ前
年割れに転じましたが、累計ではまだ前年並み以上が維持されていま
す。前年の消費税増税前の駆け込み需要に対する反動減はある程度,

（ナスラック）

避けられないものとみられますが、そういった影響の少ない前々年との
比較では確実に増加傾向にあるといえます。
消費税再増税の延期が決定し、今後の経済対策等を含め市場動向が
注目される状況にありますが、今まで以上にタイムリーかつ有益な情報
の共有に努めていきます。

システムキッチン
１２年度
１３年度
１４年度
前年比
リフォーム率

（台）
４月

５月

６月

82,868
92,806

81,725
92,408

92,397
98,599

７月

97,373
110,142

107,273 103,013 106,364 113,605
115.6% 111.5% 107.9% 103.1%
39.4%
37.6%
37.0%
36.2%

８月

88,591
100,742

９月

98,649
115,479

上期計

１０月

１１月

541,603
610,176

99,152
112,305

108,768
119,944

１２月
103,903
122,677

１月

85,085
100,177

２月

103,364
115,362

３月

108,492
121,351

92,557 109,526 632,338 109,144
91.9%
94.8% 103.6%
97.2%
33.1%
33.7%
36.2%
38.7%

下期計

608,764 1,150,367
691,816 1,301,992
109,144 741,482
97.2% 102.6%
38.7%
36.6%

セクショナルキッチン
１２年度
１３年度
１４年度
前年比

（台）

４月

５月

６月

７月

８月

９月

上期計

１０月

39,059
39,221
40,768
103.9%

38,692
39,639
40,274
101.6%

40,108
39,169
38,304
97.8%

40,236
41,696
41,626
99.8%

38,242
39,543
34,677
87.7%

40,743 237,080
40,046 239,314
40,660 236,309
101.5%
98.7%

42,200
43,455
41,947
96.5%

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

42,324
43,231

１２月
37,810
38,963

１月

２月

３月

下期計

37,546
40,719

46,542
45,738

46,702
52,154

253,124 490,204
264,260 503,574
41,947 278,256
96.5%
98.4%

１２月
144,515
159,939

１月

２月

３月

下期計

洗面化粧台
１２年度
１３年度
１４年度
前年比

123,680 122,617 132,203 137,354 123,371 137,953 777,178 144,539
133,578 134,997 137,879 157,188 134,785 148,419 846,846 158,211
153,439 135,712 141,386 151,447 125,233 148,873 856,090 154,502
114.9% 100.5%
102.5%
96.3%
92.9%
100.3%
101.1%
97.7%

１１月

154,626
162,408

126,603
144,945

149,294
167,078

158,052
188,728

５月

６月

７月

８月

９月

上期計

１０月

96,630 100,215 111,846 113,115 104,789 109,969 636,564 121,194
105,801 110,094 118,665 126,768 110,035 117,280 688,643 130,477
114,604 110,976 116,326 121,510 101,612 116,479 681,507 128,386
108.3%
100.8%
98.0%
95.9%
92.3%
99.3%
99.0%
98.4%
40.7%
41.6%
44.0%
40.5%
37.7%
39.1%
40.7%
42.7%
27.5%
28.0%
27.5%
24.4%
23.8%
24.4%
25.8%
25.1%

１１月

127,481
134,620

１２月
119,823
125,839

１月

100,639
118,032

２月

109,044
121,161

３月

106,661
126,069

単体浴槽
１２年度
１３年度
１４年度
前年比

年間計

877,629 1,654,807
981,309 1,828,155
154,502 1,010,592
97.7%
100.6%

（台）
４月

前年比
リフォーム 戸建
率
集合

年間計

（台）
上期計

システムバス
１２年度
１３年度
１４年度

年間計

４月

５月

６月

７月

８月

９月

上期計

１０月

21,982
21,042
15,720
74.7%

21,959
20,677
14,205
68.7%

22,075
20,718
15,056
72.7%

20,743
21,192
15,093
71.2%

18,309
17,941
12,029
67.0%

20,767
19,543
14,577
74.6%

125,835
121,113
86,680
71.6%

25,357
24,063
16,763
69.7%
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１１月

23,298
20,976

１２月
20,144
17,782

下期計

年間計

684,842 1,321,406
756,198 1,444,841
128,386 809,893
98.4%
98.9%
42.7%
41.0%
25.1%
25.7%
（台）

１月

２月

３月

下期計

19,559
17,339

21,217
17,409

22,040
20,214

131,615 257,450
117,783 238,896
16,763 103,443
69.7%
71.3%

年間計
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11月2日はキッチン・バスの日

がんばってます
がんばってます 委員会・WG
委員会・WG！
！
委員会

総務

パナソニックセンター “Wonder Life-BOX 2020” 見学会
総務委員会 委員長 藤田東一（ＬＩＸＩＬ）

9月26日（金）に総務委員会を中心としたメンバーで、6月7日に一般公
開されたパナソニック株式会社の“Wonder Life-BOX 2020”（パナソニッ
クセンター東京）を見学させていただきました。同施設は、「パナソニック
が考える、クラウドを活用した、『2020年のより良いくらし』“A Better
Life, A Better World”をひと足先に体感できるコーナー」とのことで、コ
ンセプトの『憧れの豊かなくらし ～自分らしく、快適に～』が示す通り、先
端技術によるこれまでにない体験や驚きをもたらしてくれました。
具体的には、音声によって火加減や水量をコントロールしてくれたり、
食材の良さを引き出すレシピを紹介してくれるキッチンや、鏡の前に立
つだけで体重・体脂肪・心拍数を計測、さらにバーチャルでメイクをして
くれる洗面化粧台など、ワクワク感満載の展示群でした。

VOICE
!

ご相談は： akino@takumilaw.com

秋野顧問弁護士からひとこと

キッチン・バス工業会の法律顧問をお願いしている、弁護士法
人匠総合法律事務所 秋野卓生弁護士から事務所拡張移転及
び開設のお知らせです。

大阪事務所は昨年11月25日（火）より業務を開始し、また、名古屋事
務所につきましては、平成27年1月13日より業務を開始致します。
依頼者の皆様のご期待にお応えすべく、所員一同より一層努力する
所存でございますので、今後とも倍旧のご厚誼、ご鞭撻をお願い申し上
げます。

この度弁護士法人匠総合法律事務所は、業務拡大に伴い下記の通り
移転及び新事務所を開設する運びとなりました。

名古屋事務所開設のご案内

大阪事務所移転のご案内

平成27年1月13日より、下記事務所にて業務を開始致します。

平成26年11月25日より、下記新事務所にて業務を開始致しました。

弁護士法人匠総合法律事務所 名古屋事務所

弁護士法人匠総合法律事務所 大阪事務所

弁護士法人匠総合法律事務所 大阪事務所
〒541-0042 大阪市中央区今橋二丁目3番16号
ＭＩＤ今橋ビル8階
地下鉄堺筋線・京阪本線「北浜」駅より徒歩3分
地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋」駅より徒歩5分

弁護士法人匠総合法律事務所 名古屋事務所
〒466-0044 名古屋市昭和区桜山町3-51-2
愛知県建設センター4階
地下鉄桜通線「桜山」駅より徒歩5分
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VOICE
!

11月2日はキッチン・バスの日

事務局からひとこと
常務理事 島崎 喜和

「続けることに、意義がある」
「油断大敵」（油を断やさないで）
「油断大敵」（油を断やさないで）
朝晩めっきり寒くなり、今年も残り少なくなってきたことを肌で実感する
今日この頃である。
「続けることに意義がある」と、ある識者からいわれた（反面あきらめが
肝腎と説く人もいるが）。キッチン・バス工業会は、1965年（昭和40年）
に創立し、2005年（平成17年）に創立40周年を迎えた。
この40周年を記念し、「キッチン・バスの日」を制定、期日を11月2日と
定めた。またその記念イベントとしてはじめた「台所・お風呂の川柳」募
集も共に10年目を迎えた。
国の文化に思い致す記念日が11月3日「文化の日」と定められている
が、国の文化の前に家庭文化の醸成を、との想いを抱きその前日の11
月2日を「家庭の日」とし、家庭文化のありようを家族みんなで考える
「キッチン・バスの日」として制定した。
この記念日を普及させる目的で、同時に「川柳募集」にも取り組んだ。
10年前の第１回応募句数が1万2千句であったが、今年（2014年11月）
で10回目を迎え応募句が17万7千句を超えた拡がりとなり、職場でも､
学校でも、家庭でも､多くの方々に続けて取り組みをいただいた結果で
ある。応募者からは、来年も続けて欲しい、一方関係者は続けて良かっ
た、との気持ちを抱き新たな出会い、取り組みが始まっている。
来年で、工業会創立50周年を迎える。

また具体的なその時々の課題に対して、献身的な委員会活動を続け
ていただいた会員企業の委員及び委員長の方々である。改めて感謝致
す次第である。
この工業会活動を周囲を照らす「蝋燭と法灯」で喩えるならば、蝋燭の
ように、「委員会活動のリーダーが己の身を削って周囲を照らす（成果を
求める）活動」では、やがて身が無くなることになる。
法灯は、「ずっと消えずに、消さずに照らし続けるもの」として、委員会
活動を又リーダーを皆で支え、（灯火）絶やさないよう菜種油を継ぎ足し
続ける委員会活動が望ましい。
キッチン・バス工業会というささやかな法灯の灯りを絶やさぬよう委員
の皆様の自主的な取り組みにご期待し、次の50年に向け、油を絶やさ
ないでいただきたい。続けることに意義がある。
「油断大敵」である。（油を断やさないで）

半世紀にわたる業界団体活動であるが、来春に記念式典を開催すべく、
「50周年記念事業推進委員会」を立ち上げた。
現在ここ10年の旬な委員会活動を切り取り、50年記念誌として発刊す
べく、奮闘中である。来春発刊するが、続けて良かった報告が満載であ
る。是非ご期待いただきたい。
他の団体と比べて遙かに小規模であり、人、物、金の余裕が無い中、
半世紀にわたり、存在感を示す活動の灯りを灯しつづけられたのは、こ
れもひとえに、歴代の理事・役員の皆様方が、台所・お風呂に関連する
製品の開発・製造・販売に並々ならぬ情熱を捧げ、キッチン・バス業界
といわれるまでに育て上げた結果であり、その熱い思いのおかげである。
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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。

ディスポーザ勉強会他で、連携強化を推進
広報専門委員会GKP・KB広報連携WG リーダー 柴崎 和彦（クリナップ）
10月8日（水）に開催した第4回GKP・KB広報連携WGで、今後の本格
的な連携強化に向けた意見交換を行いました。
これまで両団体の行事に参加したり、下水道施設や工業会参加企業
のショールーム見学等を実施し、両団体が社会に貢献する役割を確認
しあっていますが、ここで何を持って「WIN・WINの関係」とするかの方針
を固めていこうという作業にステップアップしました。
様々な意見が出る中、連携の目的を「循環型社会構築に向けた社会
貢献」とすることで進みつつあります。
連携目的は今後も議論を深めていきますが、この中で実行可能な事
案が２つあり、すぐに実施することになりました。
1つは11月6日（木）にGKP主催で開催された「第14回わいがやトーク」
への講師派遣です。ショールーム来場者への対応力に関して、クリナッ
プ㈱新宿ショールーム・小林正樹所長に、洗剤の有効利用に関して花
王㈱生活コミュニケーションセンター技術・渉外部・深澤純一部長にそ
れぞれ講演をお願いし、実施しました。
もう1つは、11月20日（木）に開催したディスポーザ勉強会です。ディス
ポーザと下水道の融合に関して下水道グローバルセンター・森田弘昭
氏に、排水設備等規格適合評価・製品認証制度に関して（公社）日本下
水道協会・友部秀久氏よりご説明いただき、日本社会におけるディス
ポーザの現状を勉強しました。
今後も継続して意見交換を行いながら、両団体が合意する連携目的
を整理し、次年度以降の活動に結びつける予定です。

↑花王 深澤氏（11/6）

↑クリナップ 小林氏（11/6）

▲「わいがやトーク」
▲「わいがやトーク」
▼「ディスポーザー勉強会」
▼「ディスポーザー勉強会」

↑熱心に聴講中（11/20）

↑下水道グローバルセンター 森田氏（11/20）

↑島崎常務理事の質問（11/20）
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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 広島」に参加して
広報専門委員会 委員長 田中 佐知子(三菱レイヨン・クリンスイ)
10月11日（土）、キッチン・バス工業会が協賛している「第26回住生活
月間（後援：国土交通省ほか）」「第26回住生活月間中央イベント スー
パーハウジングフェアin広島」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」に参列させていただきました。
出展団体がブース展示をした広島産業会館では、ウィズガスCLUBの
ブースで日本ガス協会様のご厚意で第10回川柳入選作品のパネルを
展示させていただきました。テープカットセレモニーにご臨席され、その
後各団体の展示ブースを視察された高円宮妃殿下にも、入選作品をご
覧いただき、大変ご興味を示していただけたことに 、参加した関係者一
同とても嬉しく感じました。
リーガロイヤルホテル広島に場所を移した記念式典にも高松宮妃殿
下はご臨席され、主催者の那珂住生活月間実行委員会会長、樋口住
生活月間中央イベント実行委員会委員長や、来賓の上野国土交通大
臣政務官、湯﨑広島県知事のご挨拶、高円宮妃殿下のお言葉、住生活
月間功労者表彰式、住まいのリフォームコンクール表彰、家やまちの絵
本コンクール表彰などが行われました。
絵本の表彰では、受賞されたお子さんの誇らしげな表情が印象的な
セレモニーでした。

↑工業会メンバーと川柳の展示

↑高円宮妃殿下によるテープカット

内閣府 平成26年度「家族の日」フォーラム に参加して
事務局 業務担当部長 田中 朋子
11月16日（日）、平成26年度「家族の日」フォーラムが横浜市みなとみ
らい駅直結のクイーンズスクエア横浜１Ｆクイーンズサークルにて開か
れました。この会場は、吹き抜けのオープンエリアでしたのでベビーカー
連れの家族で賑わっていました。
当工業会では、内閣府の「家族の日」「家族の週間」の趣旨に賛同し、
また、内閣府から川柳事業の後援をいただいていることから、会場での
川柳作品集の紹介や、配布資料にも入れていただきました。
当日は、事務局と広報専門委員（奥様も参加）の3名で参加いたしまし
た。オープニングは、願成寺附属ばらの幼稚園園児による合唱でしたが
元気でかわいらしい歌声に、心が温まり、我が子のステージ写真をビデ
オに収める父親・母親の姿が「家族の日」にふさわしく微笑ましく思いま
した。

↑願成寺附属ばらの幼稚園園児の歌声

主催者挨拶には、小野田内閣府大臣官房審議官、吉川神奈川県副
知事、柏崎横浜市副市長がご登壇され、各行政の少子化対策の取組な
どのお話があり、引き続き、「家族や地域の大切さに関する作品コン
クール」の表彰式がありました。最優秀賞の作品は、心がグッと響き目
頭が熱くなりました。その後は、「大切にしたい家族の絆、地域の支え」
と題してパネルディスカッションが行われましたがパネリストのお一人で
タレントのユージ氏は、仕事も多忙の中、子育て・家事に積極的に関わ
れている様子がとても頼もしく思われました。
今後も「家庭文化のありようを家族みんなで考えること」を趣旨として
行っている川柳事業と併せて、「家族の日」「家族の週間」の普及啓発を
ＰＲしていきたいと思います。

↑作品コンクール表彰式

↑川柳冊子の提供
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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。

新会員のお知らせ

株式会社トッパン・コスモ
代表取締役 社長
石田 義行

福伸電機株式会社
代表取締役社長
宮内 康伴

この度キッチン・バス工業会様に入会させていただきました「福伸電
機株式会社」と申します。今後とも何卒よろしくお願いいたします。
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おります。
この中でシステムキッチン用電動昇降ラックなど、自社開発した商品
を多くのキッチン・バス工業会会員の皆様に御採用頂いております。
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。 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、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。
入会とともにこれからは工業会様での勉強を通じ、より良い商品を開
発し、住設メーカー各社様の御期待に答えられるよう、これまで以上に
努力して参りたいと存じます。
皆様の御指導、御鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

トッパン・コスモは、印刷を核とした先端のテクノロジーにより、さまざ
まなニーズに対応した高い機能性を持つ商品開発を行っています。
またC-Lab.（クリエイティブ・ラボラトリー）による独自のデザインマーケ
ティングやコンセプト発信を、商品開発に繋げております。
こうした技術力とデザイン力を背景に、各種の化粧シートや、それらを
加工した建材製品を、住宅市場はもとより、病院やホテル、オフィスなど
に向け、お客様のニーズに合わせて提供しております。また、オリジナ
ルブランド化粧シート「101」シリーズを核とし、高耐候化粧シートとアル
ミ基材を組み合わせた不燃内･外装ルーバー「フォルティナ」、深い凹凸
による美しい陰影効果で壁面を彩る不燃型押し化粧板「アリアデコ」な
ど、オリジナルブランド商品のラインナップを拡大させております。
さらにこうした事業活動は日本国内にとどまらず、米国、欧州、アジア
など世界に広がる販売、生産拠点のネットワークを活かし、化粧シート
や加工製品の輸出入（3国間貿易）や海外資材調達など、グローバルな
展開を図っています。
キッチン・バス工業会を通じ、市場の要望商品の開発に繋げ、各お得
意先様のお役に立てる様、精進して参りますので、何卒ご指導の程、よ
ろしくお願い申し上げます。
本社所在地
支
店
工
場

：東京都港区芝浦3-19-26 トッパン芝浦ビル
：大阪・名古屋
：埼玉県幸手市、千葉県柏市
米国ジョージア州、ペンシルバニア州
おもな製造品目：各種化粧シート、化粧板、壁紙など建材商品の
製造・販売
ホームページ ： http://www.toppan-cosmo.jp

本社所在地
：兵庫県神崎郡福崎町福田447-1
工
場
：兵庫県内10カ所
おもな製造品目：キッチン用電動昇降ラック・照明機器
住宅機器関連部品、自動車用電装部品、
産業機器部品、金融機器部品、医療機、電動車、他
ホームページ ： www.felco．co.jp
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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

TOPICS！
いろいろな話題をお届けいたします。

新会員のお知らせ

「住む」をエンターテインメントに
する企業（株）トーヨーキッチンスタイル
事務局 業務担当部長 田中朋子

トーヨーキッチン＆リビング（株）様は、創業80周年を迎え、会社理念
とブランドの方向性をより一致させるため社名を（株）トーヨーキッチンス
タイルに変更されました。
11月21日、名古屋にある大型ショールーム「トーヨーキッチンスタイル
この度キッチン・バス工業会様に入会させていただきました「大日本印
ザ・ハウス」の特別内覧会のご案内をいただきましたので、出席させて
刷株式会社（住空間マテリアル事業部）」と申します。今後とも何卒よろ
頂きました。
しくお願いいたします。
このショールームは「天空のショールーム」と名付けられ800坪を超え
ＤＮＰ大日本印刷は、国内外の約3万社の顧客企業や生活者に対し、
るキッチンとインテリア空間は、素晴らしく、その外観は浮遊感、透明感
1876年の創業以来培ってきた印刷技術などを強みとして、出版印刷や
に溢れていました。
商業印刷から、包装や建材、ディスプレイ製品や電子デバイスなど幅広
キッチンを中心としたＬＤＫ空間をより体感できるステージ方式のプレ
い事業分野で多様な製品やサービスを提供しています。当事業部では、
ゼンテーションや、ベネツィアンモザイクで表現された創業者の渡辺三
住宅やオフィス、医療・介護施設、自動車や鉄道車両など、”住空間“に
郎氏の絵画の特別展示などもあり、まさにホームエンターテインメント空
関わる国内外のあらゆる課題を解決する企業として｢機能性」｢デザイン
間を堪能させていただきました。
性｣に優れた製品を開発・製造・販売しています。
本社：〒465-8670 愛知県名古屋市名東区一社2-21
当社独自の「ＥＢ」テクノロジーを軸に開発した環境配慮型製品は、生
TEL：052-709-0180（代表）
活者や顧客企業の皆様方より高いご評価をいただき、キッチン・バスな
URL www.toyokitchen.co.jp/ja/
どの水周りのみならず、床・壁・ドアなど住宅の様々な部位にご採用い
ただいております。
今後は、工業会様での活動を通じて、生活者の声や会員企業各社様
大日本印刷株式会社
住空間マテリアル事業部長
吉川健詞

の課題をお聞きしながら、キッチン・バス製品の価値向上につながる開
発を目指したいと考えています。会員企業の皆様のご指導、ご鞭撻の
ほどお願い申し上げます。
本社所在地

：東京都新宿区市ヶ谷加賀町1-1-1

営 業 拠 点 ：東京・大阪・名古屋・福岡
工

場

：埼玉・岡山・神奈川・大阪

おもな製造品目：住宅内装用化粧シート・化粧金属パネル
（ＵＢ用壁面パネル パネル用フィルム キッチン・洗面用
扉・ＢＯＸ材料・住宅建材用フィルム・壁紙）
（玄関ドア用鋼鈑、車両内装用加飾フィルム・外装パネル）

ホームページ ： www.dnp.co.jp/lifestyle

住空間マテリアル事業部
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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

TOPICS！

代表者変更についてのお知らせ

いろいろな話題をお届けいたします。
この度、富士工業株式会社社長に就任致しました柏村浩介と申します。
平素は会員各社の皆様に大変お世話になり厚く御礼申し上げます。
弊社の主力製品である家庭用換気扇は、開発、製造、販売からアフ
ターサービスまで一貫した体制のもと､キッチンメーカー様をはじめ多数
ご採用いただいております。
今後とも工業会の発展に微力ながら貢献できるよう努めてまいる所存
ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。

富士工業株式会社
代表取締役社長 柏村 浩介
（かしむら こうすけ）

この度、キッチン・バス工業会の弊社代表に就任しました五十嵐です。
『「かしこく住まう」をつくる。』を理念とし、キッチンやバスにおける困り
ごとを解決する商品とサービスを提案することで、お客様の豊かで快適
な生活創りに貢献してまいります。
今後とも、微力ながら当工業会の発展に取り組んでまいりますので、
ご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

株式会社ハウステック
専務取締役 五十嵐 稔
（いがらし みのる）

この度、三菱レイヨン・クリンスイ株式会社の社長に就任致しました池
田宏樹でございます。平素は、会員各社様には格別のご高配を賜り、厚
くお礼申し上げます。
当社の主力商品である浄水器「クリンスイ」は、おかげさまで今年発売
30周年を迎えました。1984年、世界で初めて中空糸膜フィルターを浄
水器に採用して以来、クリンスイは安心でおいしい水を通して、生活を
豊かにできるよう努力してまいりました。
人々の暮らしに役立つ水の可能性を通じて、今後も工業会の発展に
寄与できるよう精進したいと存じます。ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお
願い申し上げます。

三菱レイヨン・クリンスイ株式会社
代表取締役社長 池田 宏樹
（いけだ ひろき）

編集
後記

今年の川柳表彰式典は、由緒ある丸の内の日本工業倶楽部にて開催されました。
出席された皆様は、その重厚な建築様式を目の当たりにされたことと思います。
この建物は「倍返し」のセリフのドラマの撮影現場となったそうです。
今回のＫ・Ｂ通信にもあるように、現在当工業会では、平成27年の創立50周年に向
けた記念誌や式典の準備を進めています。この式典も日本工業倶楽部で開催されま
す。この編集後記の執筆中は衆議院選挙で多くの人とお金が動いています。動いて
いるといえば、今年は御嶽山や阿蘇山の噴火があり、今後はどこで何が起こってもお
かしくない状況です。
来年が当工業会の会員の皆様にとって幸多い安全な年になることをお祈りいたしま
す。よい新年をお迎えください。
タカラスタンダード㈱ 高木 利一

第8号編集委員
編集長：東原 徹(ハウステック)
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）
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)
藤田 東一（LIXIL）
松本 賢治（TOTO）
小谷 浩和（トヨウラ）
岡本 英昌（永大産業）
福森 健（積水ホームテクノ）
滝川 光紀（積水ホームテクノ）
島崎 喜和(事務局)
田中 朋子（事務局）

発行日：2014.12.20 / 発行責任者：広報専門委員会 委員長 田中 佐知子
工業会のホームページは情報の宝庫です！

キッチン・バス

検索

「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

http://www.kitchen-bath.jp/
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