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「K・B通信」第15号発行にあたり

平素は、キッチン・バス工業会の活動にご支援を賜り、誠にありがとうございます。
2017年度は、日経平均株価がバブル崩壊後の高値を更新する展開となり、十数年ぶりの商品値上
げが相次ぐなど、景気の回復がより鮮明になってきました。一方で、米国の中東、東アジア外交政策や
保護主義的な方針発表が注目を集め、また国内では、国会での法案の審議滞りなど、本年度に引き継
がれる景気動向の不安定要因も出てまいりました。このような状況下、当工業会会員皆様の、たゆまぬ
経営努力もあり、2017年度の出荷統計では、流し台・システムバス・洗面化粧台とも、前年度を上回る
結果となりました。特にホテル用途のシステムバスは、150％超となり、オリンピックを前にインバウンド
需要の一端を感じることができます。
また、5月の総会にて、林会長（TOTO株式会社）のもと、新たな体制での事業計画が示されました。今
後、各委員会・特別委員会などと共に、これらの事業を強力に推進してまいりたいと考えております。
当工業会及び会員企業のますますのご発展を祈念し、本誌の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 理事
株式会社長府製作所
代表取締役社長

橋本和洋
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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

平成30年度 第1回理事会開催
4月25日（水）に浜松町東京會舘にて、平成30年度第1回理事会が以
下の議事に従い開催されました。当日、役員体制審議において、林副
会長（TOTO）が新会長に選出されました。
１．審議事項
(1) 平成29年度事業報告及び平成30年度事業計画（案）
(2) 平成29年度事業収支決算報告及び平成30年度収支予算（案）
(3) 平成30年度役員体制（案）
２．報告事項
(1) 会員移動について〈入会、退会、社名変更、代表者変更〉
(2) 事務局の任期に関する件
３．特別報告
(1)運営諮問会議における会長特命事項について
・工業会の工事区分ガイドライン（第2版）について
(2)工業会コンプライアンスへの取り組みについて
(3)平成29年度自主出荷統計報告
(4)情報処理の実態調査に関するアンケート及び工業会ホーム
ページへのアクセス状況について
(5)事務局報告
・第14回川柳事業の件
・今後の行事日程〈公式行事・委員会開催日程他〉
・平成30年度総会案内及び懇親ゴルフ会のご案内
・第14回KB＆Gコラボ代表者会議 議事次第他
・その他

理事会の様子

第14回ＫＢ＆Ｇコラボ代表者会議開催
理事会終了後、引き続き日本ガス体エネルギー普及促進協議会との
第14回KB&Gコラボ代表者会議を開催しました。
同協議会高松会長のご挨拶の後、平成29年度活動報告と平成30年
度活動計画についての報告がされました。
続いて、医療法人社団充会 多摩平の森の病院 院長である髙橋龍太
郎氏から「高齢者の住環境と健康 ～入浴をめぐる話題を中心に～」と
題して、講演をいただきました。

長年従事された高齢者の健康生活に関わる臨床経験や研究成果、
日本の入浴文化など幅広い視点からご説明いただき、入浴中の死亡事
故防止には、お湯の温度や浴室等の室温を一定にし温熱環境を整えて
おくことなど、非常に参考になるお話をいただきました。
最後に大道会長からご挨拶をいただき、閉会しました。

大道会長の挨拶

代表者会議の様子
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11月2日はキッチン・バスの日

平成30年度 定時総会開催
5月31日（木）にホテルグランドパレスにて、平成30年度定時総会・全員懇談会が下記議事に従い開催されました。大道会長を議長とし、理事会
で選出された林新会長の人事のほか、議事が進行しました。
総会の席で、2年間、会長として工業会を導いてくださいました大道会長より、会長退任のご挨拶をいただきました。（※大道会長、2年間本当に
ありがとうございました！）
続いて、新任副会長・理事の方を含め、入会および社名・代表者変更された各社からご挨拶をいただき、85社の会員による、工業会の平成30
年度の新たな門出となりました。
総会終了後、経済産業省、国土交通省、内閣府、東京消防庁からご来賓をお迎えし、会員および関係団体の代表者の方々のほか総勢310名を
越える出席者による懇親パーティを盛大に開催しました。（※ご挨拶内容は4ページ）

■定時総会議事
1.審議事項
(1)平成29年度事業報告及び平成30年度事業計画(案)
(2)平成29年度事業収支決算報告及び平成30年度事業収支予算(案)
(3)平成30年度役員体制(案)

3.特別報告
(1)工業会コンプライアンスへの取り組みについて
(2)工業会の工事区分ガイドライン(第2版)について
(3)平成29年度自主出荷統計報告
(4)情報処理の実態調査に関するアンケート及びホームページ
アクセス状況報告
(5)事務局報告
・第14回川柳事業の件
・今後の行事日程<公式行事・委員会開催行事>

2.会員移動について【入退会・社名変更・代表者変更】

懇親パーティの様子

総会の様子

平成30年度 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30年 4月25日（水）

平成30年度 第1回理事会

・平成30年 5月 31日（木）

平成30年度 定時総会・第1回全員懇談会 （九段 ホテル グランドパレス）（実施済み）

・平成30年 6月 1日（金）

懇親ゴルフ会

・平成30年 9月20日（木）

理事会・第2回全員懇談会（京都 リーガロイヤルホテル）

・平成30年 9月21日（金）

懇親ゴルフ会 （京都 城陽カントリー倶楽部）

・平成30年 11月 2日（金）

「キッチン・バスの日」式典 第14回川柳優秀作品表彰式

・平成31年 1月11日（金）

新年賀詞交歓会

▼関連団体行事

行事内容

・平成30年 4月25日（水）

第14回KB＆Gコラボ代表者会議 （理事） （実施済み）

・平成30年 6月14日（木）

第13回ウィズガスCLUBシンポジウム・懇親パーティ （実施済み）

・平成31年 1月27日（日）

第12回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト

・平成31年 3月 （調整中）

第6回暮らし創造研究会

（浜松町 東京會舘） （実施済み）

（相模原ゴルフクラブ）（実施済み）

願成寺附属ばらの幼稚園園児の歌声
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（丸の内 日本工業倶楽部）

（東京會舘本館）
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前会長ご挨拶

11月2日はキッチン・バスの日

新会長ご挨拶

平成28年度～29年度

永大産業株式会社 代表取締役社長 大道 正人

平成30年度～

TOTO株式会社 取締役 常務執行役員 林 良祐

高円宮妃殿下によるテープカット

このたび大道前会長からご推薦をいただき、会長を務めさせていただ
くことになりました。
このキッチン・バス工業会という重責を担って、皆様方のご協力をい
ただきながら務めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いい
たします。
工業会は新しく2社を加え、85社の会員と共に成り立っております。工
業会の発展と事業のさらなる発展を私と会員の皆様と一緒になって盛
り上げてまいりたいと思います。
今、日本は海外から約2,800万人の方が来られており、今後4,000万
人は超えるだろうと言われています。このような中、われわれの環境の
みならず、関連工業会が多様な事業変化をしていきます。われわれメ
ーカーとしても様々な知見を取り入れながら、イノベーションを起こして
いきたいと思います。
そのイノベーションの中において、工業会が一致団結することによっ
て、日本のマーケットを盛り上げたいと思います。そして工業会の発展
と共に安全で健全なる社会に貢献していきたいと思います。
今年まず1年、新米ながらつとめてまいりますので皆様方のご指導・
ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
願成寺附属ばらの幼稚園園児の歌声

皆様、総会にご参集いただきまして誠にありがとうございます。
丸2年、会長を務めさせていただきました。過去には他の業界団体の
会長、副会長職などに就いたこともありましたが、キッチン・バス工業会
の会長職ほど多くを経験したことはありませんでした。事務局の後押し
なしには全うできなかったと思い感謝しております。また各委員会にお
いても、非常に熱心に活動しており、企業の垣根を越えて業界のために
一心不乱に取り組む様子に感服し、私も工業会会長の名に恥じぬよう
努めてまいりました。
2年間で任期を終える心境は、楽しくもあり悲しくもあり、ゆったりした
状態です。最近は心にゆとりができたのかもしれませんが、滝廉太郎作
曲の「花」（作詞：武島羽衣）の歌詞に登場する隅田川を先日散策するこ
とができました。「春のうららの隅田川 ～（中略）～ ながめを何にたと
ふべき」との歌詞を思い出しながら、自分は歌詞にあるような心境にな
るのか、ゆったりした人生を送れるのかなど、思いにふけるようにもなり
ました。
就任いただく林会長には、ご活躍いただけるものと期待しております。
また工業会が、より社会に貢献できるよう活動されることを望んでおり
ます。会員の皆様におかれましても今後とも引き続きのご支援のほどよ
ろしくお願いいたします。
これからも豊かな暮らし作りに寄与する工業会および会員の皆様の益
々のご発展を祈念いたします。
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平成30年度

11月2日はキッチン・バスの日

工業会役員体制

会員各社の代表及び幹部の皆様にご参加いただき、業界一丸となり活動しています。

平成30年6月20日現在
（敬省略）

会 長

ＴＯＴＯ(株)

取締役 常務執行役員

林 良祐

副会長

永大産業（株）

代表取締役社長

大道 正人

副会長

クリナップ（株）

代表取締役 社長執行役員

竹内 宏 （新任）

副会長

タカラスタンダード（株）

代表取締役社長

渡辺 岳夫

副会長

トクラス（株）

代表取締役社長

佐々木 良（新任）

副会長

(株)ハウステック

代表取締役社長

山口 晃

副会長

パナソニック（株）
エコソリューションズ社

ハウジングシステム事業部
水廻りシステムビジネスユニット長

小早川 益律

副会長

(株)ＬＩＸＩＬ

取締役 専務役員
LIXIL Water Technology Japan CEO

大西 博之（新任）

理事

積水ホームテクノ(株)

代表取締役社長

福井 一晃

理事

（株）長府製作所

代表取締役社長

橋本 和洋

理事

東京ガス(株)

暮らしサービス事業推進部長

佐藤 弘直（新任）

理事

ナスラック（株）

代表取締役社長

左右田 稔

理事

(株)ノーリツ

代表取締役社長

國井 総一郎

理事

富士工業(株)

代表取締役社長

柏村 浩介

理事

（株）ベルキッチン

代表取締役社長

高橋 雄二

理事

リンナイ(株)

代表取締役社長

内藤 弘康

監事

（株）トヨウラ

代表取締役社長

坂井 良行

監事

（株）和光製作所

代表取締役社長

西田 隆一

工業会常任 事務局長

高木 利一

常務理事 工業会事務局
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11月2日はキッチン・バスの日

新任役員ご挨拶
この度、クリナップ株式会社の社長に就任致しました竹内宏でござい
ます。キッチン・バス工業会の弊社代表への就任と同時に、弊社会長
の井上からバトンタッチする形で副会長を仰せつかることになりました。
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。
弊社は「住空間全体」の暮らし価値を探求し提供することで、その先に
ある“お客様の笑顔”をお届けすることを使命と考えます。
当工業会の発展に向け、微力ながら精一杯取り組んでまいりますの
で今後とも、ご指導、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま
す。

クリナップ株式会社
代表取締役 社長執行役員
竹内 宏
（たけうち ひろし）

この度、副会長に就任いたしました株式会社ＬＩＸＩＬの大西です。会員
企業の皆様には、平素よりキッチン・バス工業会に多大なるご尽力とご
協力を賜り、心より御礼申し上げます。
キッチン・バスは豊かな住生活の要となる空間です。社会的な変化を
先取り、また住宅行政と連携しつつ、機能やデザインを改善し続けるこ
とで生活価値を向上させることが工業会の使命だと認識しています。副
会長として工業会の責任と期待をしっかり受け止め、微力ながら尽力す
る所存です。
今後ともご指導ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

株式会社ＬＩＸＩＬ
取締役 専務役員
LIXIL Water Technology Japan
CEO
大西 博之
（おおにし ひろゆき）

この度、キッチン・バス工業会のトクラス株式会社代表に就任致しまし
た佐々木でございます。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。
当社は、「ずっと、こころに届くもの。」をブランドコンセプトとして、お客
様に当社のロングライフ商品をご愛用いただけるよう提案してまいりま
す。そして、昨秋発表した「くらしオーダー」は、「100のくらし、100のキッ
チン」をテーマに、お客様一人ひとりのくらしにより最適な生活提案を実
現いたします。
今後とも、微力ながら工業会の発展に貢献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。

トクラス株式会社
代表取締役社長
佐々木 良
（ささき りょう）

この度、キッチン・バス工業会の理事に就任いたしました、東京ガス株
式会社暮らしサービス事業推進部長の佐藤弘直でございます。
都市ガス会社にとりまして、進化したガス機器のご採用、厨房・給湯
分野での都市ガスご採用と、会員各社様には長年に渡りまして大変お
世話になっております。暖かな暮らし、美味しい料理のそばに寄り添うエ
ネルギー会社として、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
キッチン・バス工業会の発展に寄与できるよう、大変微力ながら精進
してまいりたいと存じます。今後ともご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願
い申し上げます。

東京ガス株式会社
リビングサービス本部
暮らしサービス事業推進部長
佐藤 弘直
（さとう ひろなお）
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11月2日はキッチン・バスの日

新規会員のお知らせ

株式会社ハーフェレ ジャパン

株式会社原田伸銅所

代表取締役社長
カール・ハーネ

代表取締役社長
原田 真理生
（はらだ まりお）

本社所在地

：神奈川県横浜市戸塚区上品濃14-17

本社所在地

営業所

：大阪

おもな製造品目：りん青銅板・条の製造販売

おもな取扱品目：家具／建具用金物、キッチンパーツ、

：埼玉県戸田市本町5-9-25

ホームページ ： http://www.harada-shindo.co.jp/

インテリア用品、電動木工工具、など
この度キッチン・バス工業会様に入会をさせていただきました株式会
社原田伸銅所と申します。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
弊社は今年で創業66年の銅合金メーカーで、埼玉県戸田市に本社
がございます。自動車やパソコン、スマートフォンなどの中に組み込ま
れている微細な電子部品の素材となる りん青銅の世界で唯一の専業
メーカーとしてその歴史を刻んでまいりました。現在は宮城県の仙台北
部中核工業団地内の工場にて一貫生産を行っております。
りん青銅は高い電気伝導度、ばね性、強度、加工のしやすさ等、数々
の特長から電子部品の素材として幅広く利用されて参りましたが、近年
はその優れた抗菌性が注目を集めております。
我が国が今後直面する本格的な高齢化社会の到来に加え、人々の
往来を含む経済・社会活動のグローバル化が更に進展する中、住生活
における設備の抗菌化へのニーズは今後益々高まると考えられます。
工業会様への入会と共に弊社は今後一層の研鑽を積み、安心・安全
かつ快適な住生活のための優れた素材を提供することを通じて、社会
の発展に更なる貢献が出来るよう精進してまいります。
皆様のご指導、ご鞭撻のほど、お願い申し上げます。

ホームページ ： https://hafele.co.jp/jp/

この度キッチン・バス工業会様に賛助会員として入会させていただき
ました株式会社ハーフェレ ジャパンと申します。
弊社はドイツに本拠を構え、主にドイツを中心としたヨーロッパの高品
質・高機能の家具建具金物やキッチン収納パーツを取り扱い、多くの
キッチンメーカー様にご愛顧いただいております。
この度の入会にあたり、会員の皆様と定期的に情報交換をさせてい
ただき、業界やマーケットについてご教授賜りたく、今後ともご指導ご鞭
撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

仙台工場

本社

登録社名変更のお知らせ
GROHEロゴを引き継ぎます

blisspa japan株式会社

SANEI株式会社

グローエジャパン株式会社の販売業務・サービス等をblisspa japan株
式会社に業務移管することになり、既存ブランドであるJAXSONとの有
機的な連携によってシナジーを創出し、水まわり領域におけるさらなる
事業拡大に取り組んでまいります。
‘GROHE‘のブランドについては、blisspa japanはコーポレートブランド
としての役割を持ち、お客様とのコミニュケーションは「GROHE」をプロダ
クトブランドとして活用していきます。
これまでお客様から高い信頼とご愛顧をいただいてまいりました
GROHEのブランド価値を引き継ぎ、さらなる発展をめざします。

平素は会員各社様には格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、株式会社三栄水栓製作所は、企業全体のアイデンティティー
として次の新たな段階へ踏み出すため「ＳＡＮＥＩ株式会社」に社名変更
致しました。
創業以来の理念はそのままに、新社名のもと社員一同、心を新たにし
皆様のご期待に添うべくより一層の努力をいたす所存です。
今後も会員の皆様とともに、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、よろしくお願い申し上げます。
7
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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

この度、キッチン・バス工業会の弊社代表に就任しました松本でござ
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。
弊社の企業理念である「技術、サービス、創造力の向上を図り、活力
とゆとりある社会の実現に貢献する」をモットーに、今後とも、工業会の
発展に微力ながら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。

三菱電機株式会社
電材住設スマート事業部長
松本 伸
（まつもと しん）

この度、キッチン・バス工業会の弊社代表に就任致しました加藤でご
ざいます。平素は、会員各社さま、また事務局の皆さまには大変お世話
になり、感謝申し上げます。
弊社は“エネルギーとくらし”のドメインでお客さまに“安全・安心・快
適” をお届けし、地域社会とともに発展していく企業を目指しております。
われわれは、常にお客さまに寄り添いながら、会員各社さまと協働して、
お客さまのお困りごとの解決に取り組む所存です。
今後とも、工業会の発展に向け邁進してまいりますので、ご指導のほ
ど、よろしくお願い申し上げます。

西部ガス株式会社
執行役員 営業本部 副本部長
加藤 卓二
（かとう たくじ）

この度、株式会社タカギの社長に就任致しました髙城英一郎でござい
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。
当社が、世に初めて蛇口一体型浄水器を投入したのが2000年。それ
から18年、お客様にご愛顧いただいたことで、今では利用者数が135万
件、新築での採用率は業界トップにまで成長することができました。タカ
ギはこれからも「水をデザインする」をスローガンに新たな価値を提供し
ていきます。技術、製品、仕組みに磨きをかけ、今後も工業会の発展に
寄与します。
今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

株式会社タカギ
代表取締役社長
髙城 英一郎
（たかぎ えいいちろう）

この度、一般社団法人 日本ガス協会の専務理事に就任致しました
沢田聡でございます。
弊協会は、都市ガス事業の健全な発展を図るとともに、エネルギーの
安定供給と保安の確保、環境問題への対応を通じて、社会的貢献を果
たすことを目的とする、都市ガス事業者の団体です。
2005年から、日本ガス体エネルギー普及促進協議会（通称：コラボ）
を通じて「KB&Gコラボ」を結成し、様々な施策をこれまで展開し、キッチ
ン・バス工業会様とともに歩んで参りました。両団体がこれからも今まで
以上に結束を強め、連携して参りたいと考えております。
引き続き、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

一般社団法人日本ガス協会
専務理事
沢田 聡
（さわだ さとる）
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11月2日はキッチン・バスの日

平成30年度 正副委員長名簿

平成30年5月16日現在

委 員 会
総務委員会

広報専門委員会

室内空気環境専門委員会

仮設住宅対策専門委員会
川柳事業専門委員会
材工課題専門委員会

営業企画専門委員会

技術委員会
キッチン・洗面技術専門委員会

浴室技術専門委員会

規格基準検討専門委員会
調査統計委員会

キッチン統計専門委員会
洗面統計専門委員会
浴室統計専門委員会
ＰＬ関連委員会

情報化推進委員会

消費者関連委員会

子育て支援特別委員会
中企税関連特別委員会
電気式浴室換気乾燥暖房機啓発委員会

委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員長
副委員長
副委員長
委員長
副委員長
副委員長
委員長（浴室）
副委員長（キッチン）
委員長
副委員長
委員長
副委員長
副委員長
委員長
副委員長
副委員長
委員長
副委員長
委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員長
副委員長
副委員長
副委員長
キッチン・洗面委員長
浴室委員長
委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員長
委員長
委員長
委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員長
副委員長
副委員長
委員長
副委員長
副委員長
副委員長
副委員長
委員長
委員長
委員長
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会 員 名
ＴＯＴＯ㈱
永大産業㈱
クリナップ㈱
タカラスタンダード㈱
トクラス㈱
㈱ハウステック
㈱ＬＩＸＩＬ
リンナイ㈱
㈱ＬＩＸＩＬ
ナスラック㈱
タカラスタンダード㈱
㈱ＬＩＸＩＬ
クリナップ㈱
永大産業㈱
㈱ハウステック
ナスラック㈱
OB（㈱ハウステック）
OB(ＴＯＴＯ㈱）
タカラスタンダード㈱
㈱ハウステック
㈱ベルキッチン
クリナップ㈱
トクラス㈱
パナソニック㈱
ＴＯＴＯ㈱
クリナップ㈱
クリナップ㈱
ＴＯＴＯ㈱
タカラスタンダード㈱
㈱ベルキッチン
㈱ハウステック
ＴＯＴＯ㈱
㈱ノーリツ
㈱長府製作所
日ポリ化工㈱
タカラスタンダード㈱
クリナップ㈱
クリナップ㈱
㈱ノーリツ
㈱ハウステック
ナスラック㈱
ＴＯＴＯ㈱
パナソニック㈱
㈱ＬＩＸＩＬ
タカラスタンダード㈱
クリナップ㈱
永大産業㈱
㈱ノーリツ
ナスラック㈱
㈱ノーリツ
㈱ＬＩＸＩＬ
㈱ハウステック
ナスラック㈱
タカラスタンダ－ド㈱
㈱ノーリツ
富士工業㈱
ＴＯＴＯ㈱
ＴＯＴＯ㈱
㈱ＬＩＸＩＬ
ＴＯＴＯ㈱

氏 名
中村 覚
土井隆義
柴崎和彦
中島宏文
伊藤久人
細入正樹
佐無田 譲
木住野 健
藤田東一
井上知春
中島宏文
大島一洋
吉田光宏
吉田尚生
石田浩文
神谷剛志
中山世一
柴山 勲
中島宏文
鈴木 正
山田秀雄
矢島道弘
小山雄一
馬路貴光
酒井博康
小林 桂
小林 桂
清水洋一
大原尚樹
野田佳正
郡司喜夫
酒井博康
平川 武
加藤哲夫
須田義一
大原尚樹
吉冨 賢治
柴崎和彦
平川 武
細入正樹
神谷剛志
猪狩 純
栗林羊次
垣田 賢
中島宏文
卯月 知
齋藤 敦
平川 武
岡部光朝
川島 博
加藤裕康
渡邊理一郎
神谷剛志
中島宏文
平川 武
小倉秀之
前田浩明
輿石英夫
藤田東一
駒谷直樹
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11月2日はキッチン・バスの日

2017年度（平成29年度） 自主出荷統計概況
調査統計委員会 委員長 柴崎 和彦（クリナップ）
新設住宅着工戸数が前年割れ（97.2％）でしたが、2017年度の自主出荷統計概況は以下の通りです。
キッチン総計はほぼ前年並み（100.6％）、システムキッチンが前年度比増、セクショナルキッチンが前年度比減です。洗面化粧台もほぼ
前年度並み（100.6％）、合成樹脂ボウルが構成比を伸ばす傾向が続いています。浴室総計は前年度比増（102.0％）、システムバスの集
合住宅用、ホテル、その他、単体浴槽素材別の樹脂・FRPが前年比増でした。

2017年度自主出荷統計概況
■キッチン
2017年度台数
1,766,912

2016年度台数
1,757,060

1,335,430
431,482

1,287,276
469,784

2017年度台数
464,143

2016年度台数
453,457

電気クッキングヒーター
ガス・ドロップインこんろ

360,688
587,646

355,449
585,240

101.5%
100.4%

+5,239
+2,406

29.0%
47.3%

浄水器総計

313,073

298,419

104.9%

+14,654

25.2%

2017年度台数
1,190,170

2016年度台数
1,251,212

シロッコファン
ターボファン

1,123,822
30,381

1,172,734
34,449

95.8%
88.2%

▲48,912
▲4,068

94.4%
2.6%

－
－

プロペラファン
換気フード

19,533
16,434

26,515
17,514

73.7%
93.8%

▲6,982
▲1,080

1.6%
1.4%

－
－

2017年度台数
1,844,170

2016年度台数
1,833,176

キッチン総計
システムキッチン
セクショナルキッチン

前年度比
前年度増減台数
100.6%
+9,852
103.7%
91.8%

構成比
－

+48,154
▲38,302

75.6%
24.4%

■ビルトイン機器
食器洗い乾燥機

前年度比
前年度増減台数
102.4%
+10,686

装着率
37.4%

■レンジフードファン
レンジフードファン総計

前年度比
前年度増減台数
95.1%
▲61,042

構成比
－

装着率
75.6%

■洗面化粧台
洗面化粧台総計
陶器

前年度比
前年度増減台数
100.6%
+10,994

構成比
－

479,180

512,857

93.4%

▲33,677

26.0%

金属・その他
合成樹脂

269,930
1,095,060

267,829
1,052,490

100.8%
104.0%

+2,101
+42,570

14.6%
59.4%

シャワー搭載数

1,233,238

1,237,883

99.6%

▲4,645

66.9%

2017年度台数
1,641,952

2016年度台数
1,610,441

■浴室
浴室総計
システムバス総計
戸建住宅用
集合住宅用
ホテル・その他

前年度比
前年度増減台数
102.0%
+31,511

構成比
－

1,494,132
764,200

1,462,362
769,499

102.2%

+31,770

91.0%

99.3%

▲5,299

46.5%

631,433

616,353

102.4%

+15,080

38.5%

98,499

76,510

128.7%

+21,989

6.0%

99.8%

▲259

9.0%

単体浴槽総計

147,820

148,079

ステンレス
鋳物ほうろう

18,149
2,860

18,550
2,946

97.8%

▲401

1.1%

97.1%

▲86

0.2%

人工大理石
樹脂FRP

12,187
114,624

13,637
112,946

89.4%

▲1,450

0.7%

101.5%

+1,678

7.0%

■新設住宅着工戸数
2017年度着工数 2016年度着工数
新設住宅着工戸数（合計）
持家住宅

前年度比

前年度増減台数

構成比

946,396
282,111

974,137
291,783

97.2%
96.7%

▲27,741
▲9,672

貸家住宅

410,355

427,275

96.0%

▲16,920

43.4%

分譲住宅
マンション（内数）

248,495
108,278

249,286
112,354

99.7%
96.4%

▲791
▲4,076

26.3%
11.4%

5,435

5,793

93.8%

▲358

0.6%

給与住宅
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11月2日はキッチン・バスの日

がんばってます 委員会・分科会！
会長報告会
総務委員会 副委員長 土井 隆義

（永大産業）

3月20日（火）、キッチン・バス工業会事務所にて大道会長への報告会
が開催されました。当日は平成29年度および30年度の委員長が出席し、
平成29年度委員会事業報告、平成30年度委員会事業計画（案）、および
平成30年度理事会と総会に向けての特別報告事項について事前報告が
行われました。
冒頭、会長より日頃の活発な委員会活動に対する労いと、平成30年度
も引き続き活発な工業会活動を行うようにとのお言葉をいただき、終始
和やかに行われました。
報告会では各委員長より、工業会ホームページを活用した取り組みに
ついて報告がありました。
この報告会を通じ、より多くの皆様に情報を発信することの大切さを改
めて感じ、これからも委員会活動などを通じて社会に寄与していくことの
必要性を認識することができました。

委員会

子育て

子育て支援パスポート事業全国展開に向けて
子育て支援特別委員会 委員長 輿石 英夫 （TOTO）

当工業会は、内閣府「子育て支援パスポート事業」に賛同し、会員企
業がショールームでお客様向けに行っている子育て支援サービス（授乳
室の利用、ミルク用のお湯の提供など）を、多くの子育て世代の方々に
も一層広く利用していただけるよう、ショールームの協賛店舗登録を推
進しています。推進にあたり、自治体ごとに異なる申請方法・書式を「全
国共通申請書」とすることで申請作業の簡素化を進め、ひいては、当工
業会以外の業種・店舗でも利用していただくことで協賛店舗を拡大すべ
く、業界団体として積極的に協力しています。既に京都府・大阪府・兵庫
県のご協力をいただき、2017年11月より先行展開として会員企業8社
の41ショールームが登録されました。（2018年5月末現在）
そして、次の展開として、2018年5月より関東圏・関西圏（上記3府県
以外）・九州圏についても、内閣府と当工業会で進めてきた「全国共通
申請書」による申請が可能となり、さらに7月には全国の自治体での使
用が認められる予定です。当工業会としては、会員企業への積極的な
登録申請をお願いすることで、子育て支援社会の推進に貢献したいと
考えています。

京都の例

兵庫の例

大阪の2例
「子育て支援パスポート事業」のスキーム

ショールーム入口での表示風景
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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・分科会！
委員会

消費者
ＰＬ

ホームページを更新しました
消費者関連委員会 委員長 神谷 剛志 (ナスラック）
ＰＬ関連委員会
委員長 中島 宏文 (ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）
安全・安心への取り組み

2018年3月にキッチン・バス工業会のホームページにおいて、消費
者の皆様向けに2つのコンテンツを公開しましたので、ご紹介します。
今後も適宜継続して更新してまいりますのでご活用ください。

目次のページ

ＰＬ関連委員会では、
消費者の皆様に快適で
安全な生活を続けてい
ただくために、誤使用、
お手入れ不足による不
具合、事故 事例7項目
をホームページに公開
致しました。

キッチン・バス工業会ホームページのトップページ

コンテンツ詳細

なんでも相談Ｑ＆Ａ
コンテンツ詳細

消費者関連委員会では、消費者の皆様のキッチン、
浴室、洗面化粧台に関する素朴な疑問にＱ＆Ａの形
式で解説するコンテンツを開設しました。
目次のページ
キャプション

12

Copyright © JAPAN ASSOCIATION OF KITCHEN & BATH 2018

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・分科会！
委員会

合同

株式会社長府製作所様 蛍遊苑・本社工場の見学会を実施しました
調査統計委員会 浴室統計委員長 垣田 賢 （ＬＩＸＩＬ）

2月2日（金）～3日（土）、山口県下関市にて、総務委員会・調査統計
委員会・子育て支援特別委員会・中企税関連特別委員会の4委員会合
同の移動委員会を実施いたしました。今回の委員会は、幕末・維新のま
ちである下関市に４委員会より総勢25名が集まり、長府製作所の記念
館と本社工場を見学させていただきました。

■本社工場見学
続いて同社の本社工場に移動。本社工場は8万坪の敷地に本社事務
所、工場、技術センターが建ち並んでいます。
まず、本社事務所内のショールームで製品群を見学。石油給湯器を
筆頭に、ガス給湯器、ヒートポンプ、太陽熱温水器、エアコン、暖房機、
システムバス、システムキッチン、洗面化粧台と幅広い製品を製造され
ていることに驚きます。また、一種でなく、石油、ガス、電気、太陽熱と
幅広い熱源を活用した機器をラインナップされているのが特徴です。
本社工場では、石油給湯器、ガス給湯器、太陽熱温水器、ルームエ
アコンを製造されているラインを見学させていただきました。ステンレス
板を丸めて缶体を作るところから、1体１体水槽に沈めて漏れがないか
の検査、バーナーの試運転、また基盤まで内製されていることや、太陽
熱温水器の3m近い大きな貯湯部を大型ブロー成形機で製造していると
ころなど、大変興味深く見学させていただきました。
本社事務所と工場建屋の全ての屋根には太陽光発電パネルが設置
されています。2013年の設置で、環境にも配慮された工場でもあります。

■蛍遊苑（長府製作所記念館）見学
城下町「長府」にふさわしい日本庭園を備えた蛍遊苑は、木をふんだ
んに使って建築されており、同社のあらましがわかる展示室、ミニコン
サートなども開ける多目的ホール、お茶会が開かれる和室等で構成さ
れています。また映画「八重子のハミング」のロケとしても撮影されまし
た。
戦後の同社の創業期は農機具メーカーとして出発されたことや、脱穀
後の穀物乾燥用のバーナーを活用して石油給湯器を開発、その後の多
熱源の給湯器への展開へと解説をいただきながら、同社の発展の歴史
がわかる展示を参加者一同、関心を持って見学させていただきました。
蛍遊苑の建っているエリアは、長府：長門の国の府（みやこ）ということ
で、奈良時代から長く続くまちであり、周辺には幕末に高杉晋作が奇兵
隊を挙兵した功山寺、毛利邸などの史跡も多く残っている歴史のあるま
ちでした。

参加メンバー（本社工場にて）
蛍遊苑について

■歴史的建造物の見学（門司）
下関は維新150周年ということで、まちのあちらこちらにのぼりが立っ
ています。源平時代の平氏の滅亡に縁のある赤間神宮、日清講和記念
館、講話条約が締結された旅館「春帆楼」、旧下関英国領事館、旧秋田
商会ビルなど歴史のある建物が集中しています。
下関の対岸、門司港側にも歴史を感じさせる建造物が多数あります。
旧門司税関、旧門司三井倶楽部、旧大阪商船、門司港駅（工事中）な
ど明治から大正期に建築された洋館が建ち並んでいます。いずれも天
井高が高く、ぜいたくな造りで建てられ、往時の活況が感じられます。
参加した委員一同、キッチン・バスを通じて業界の発展にさらに努力し
ようと決意し、交流し合う充実の2日間でした。

展示物の見学（蛍遊苑にて）
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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・分科会！
「キッチン・洗面化粧台・システムバス工事区分ガイドライン」の改訂

委員会

材工

材工課題専門委員会 委員長 中島 宏文

（タカラスタンダード）

「キッチン・洗面化粧台・システムバス工事区分ガイドライン」を改訂しました。
2008年9月に公開した「工事区分ガイドライン」も10年が経過し、現在もその方針を継続する一方、一部改正された建設業法の反映や洗面化粧
台工事区分を追加した「キッチン・洗面化粧台・システムバス工事区分ガイドライン」≪第2版≫をホームページに公開しました。当工業会では、今
後も関係業界団体及び、関係取引様等へ更なる周知・徹底を継続してまいります。皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

■目次
1．はじめに
2．建設工事・建設業外区分のフレーム
3．キッチン・洗面化粧台・システムバスの「取付・設置」と建設工事区分
4．契約形態の基本的な考え方
4．1 工業会会員企業（メーカー）向け
（1）分割搬入型商品の定義
（2）売買契約で受注する場合
（3）別途工事 の明確化
（4）請負契約で受注する場合
（5）工事区分の明記と使用語句の統一
4．2 流通店様（商社様、代理店様、販売店様）向け
（1）売買契約で受発注する場合
（2）請負契約で受発注する場合
① 一括下請負の禁止
② 建設業の許可
③ 技術者の配置
④ 請負契約の必須明記事項
⑤ 帳簿と添付書類の保存義務

5．キッチンの工事区分
（1）キッチンの「取付・設置」と工事区分
（2）キッチンの工事区分＜例示＞
（3）キッチンの施工区分事例（イラスト）
6．洗面化粧台の工事区分
（1）洗面化粧台の「取付・設置」と工事区分
（2）洗面化粧台の工事区分＜例示＞
（3）洗面化粧台の施工区分事例（イラスト）
7．システムバスの工事区分
（1）システムバスの「取付・設置」と工事区分
（2）システムバスの工事区分＜例示＞
（3）システムバスの施工区分事例（イラスト）

■キッチン・洗面化粧台・システムバスの「取付・設置」と建設工事区分
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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・分科会！
委員会

材工

株式会社ノーリツ様 本社工場の見学をさせていただきました
材工課題専門委員会 松本 類 （長府製作所）

1月26日（金）、材工課題専門委員会で明石市の株式会社ノーリツ本
社工場（通称NAMナム Noritz Akashi Messe）を見学させていただきま
した。甲子園球場3個がすっぽり入る12万㎡の広大な敷地に約1,500名
の職員が勤務し、技術開発・品質保証・製造部門の中核として機能して
います。
エントランスに入ると迎えてくれたのは「能率風呂」と大きく書かれた
真っ青な宣伝カー。ポンティアックの旧車です。そして正面モニタには
「歓迎！キッチン・バス工業会」の大きな文字が・・・感動ものです。社名
の由来が「能率風呂」から来ていたとは知りませんでした・・・。
本社工場の生産能力は1日5,000台。機種は20,000品種に上ります。
生産工程上で工場から排出されるCO2は、総排出量のわずか3％という
環境に配慮した工場です。独自のNRPS生産方式を採用し、受注生産と
後補充生産で「作りたて・在庫は少なく・高品質」を実現しているとのこと。
午後2時までの注文でその日のうちに在庫品の出荷が可能だなんて、
度胆を抜かれました。
ガス給湯器生産ラインは長さ108mのI型ライン。20以上の工程を経て
製品が組立てられていきます。作業員は最小限の動きで効率よく、テキ
パキと作業されていました。また何といっても女性が多い！ 作業員の7
割は女性です。給湯器って女性に支えられているんだなぁと痛感致しま
した。そして3Sの行き届いた清潔感を感じる工場でした。
その後、グループ会社である株式会社エスコアハーツを見学させてい
ただきました。2009年より障がい者の就労機会創出を目的として、給湯

委員会

川柳の季節が来ましたよ！

器リサイクル事業を推進している会社です。職員144名中42名の障が
い者が在籍し、福祉ではなく企業であることを前提に、個人の評価もしっ
かりと行い、目線を持たせることで、障がいをもっていても社会の一員と
して自立を促し、永続のための利益も追求しています。職員の方々の自
然と漏れる笑顔が、働くことへの喜びとして感じ取れた素晴らしい職場で
した。お風呂というものづくりから始まり「お風呂は人を幸せにする」の言
葉とともに情熱を絶やさず、幸せな社会の実現に向け積極的に取り組む
企業理念の壮大さと、その懐の深さに簡単しました。
ご説明をいただいた広報およびスタッフの皆様に、感謝を申し上げま
す。当委員会にとって大変有意義な1日になりました。

宣伝カーのポンティアック

参加メンバー

～川柳募集についてのお知らせ～

川柳

川柳事業専門委員会 委員長 中山世一 （顧問）
川柳は人間を詠むものですから、通勤時間はひょっとしたら最適の作
句空間かもしれません。少なくとも時間の無駄にはなりません。
これまでの作品で人間がよく出ている作品をいくつか拾ってみました。

今年もキッチン・バス工業会の事業の一つ、「台所・お風呂の川柳」の
募集（第14回目）が始まりました。奮ってご応募をお願いいたします。
昨年までは企業関係からの応募が多かったのですが、当工業会をよ
り広く知っていただくためには、一般の方々からの応募の拡大が望まれ
ます。そのためには、
友人やお知り合いの方々に川柳応募のＰＲをしていただく。
お子様やお孫様に応募していただく。
属しているクラブ活動や集まりなどでＰＲをしていただく。
ことなどが有効かと思います。
もし無理でなければショールームなどにパンフレットを置く方法も考え
られます。ご協力のほどお願い申し上げます。
川柳を作るコツは、ともかく言葉を5・7・5に並べてみることです。初め
からいい句を作ろうとしない事なんです。いい句は天からは授かるも
のなのです。
時間がないという言葉をよく聞きます。
そんな方々には通勤時間での作句をお勧めします。辛い、あるいは無
駄と思われる通勤時間は結構使えます。それに周りの人々をよく見てみ
ましょう。面白い発見があるものですよ。

がまんして おいしいと言う 父が好き パンダちゃん
まな板の 音でゴルフを 見合わせる プー太郎
リフォーム前 最後のキッチン 磨く母 おたふくまめ
いかがでしょうか？ご応募を心からお待ちしています。
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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。

第13回ウィズガスCLUBシンポジウム開催！
6月14日（木）、ホテルグランドパレスにて、第13回ウィズガスCLUBシ
ンポジウムが盛大に開催されました。
今年は「近未来、その先の住まいと暮らしについて～変わる豊かな暮
らしのカタチを求めて～」と題して4名の方に講演いただきました。はじ
めに、主催者を代表して、日本ガス体エネルギー普及促進協議会 高松
勝会長より、住まい・暮らし・サービス等の「未来の大きな潮流」を、今後
の活動や取り組みに生かしていきたいとのご挨拶をいただきました。
基調講演は、近畿大学 岩前学部長に、特別講演は国土交通省 山下
室長、フラワー・ロボティクス株式会社 松井代表、伊藤忠ファッションシ
ステム株式会社 川島取締役に講演をいただきました。
IoT・ビッグデータ・AI等のデジタル技術が進化する中、今後求められ
る住まいづくりや暮らし、変わりゆく生活者のライフスタイルなど、それぞ
れの視点で、大変示唆に富んだ内容でした。
最後にシンポジウムの閉会にあたり、一般社団法人日本ガス石油機
器工業会 内藤副会長より、今後も安全・安心かつ高効率化ガス機器の
普及に取り組んでいきたいとのご挨拶をいただきました。
その後の懇親パーティーではキッチン・バス工業会の林会長が中締
めを行いました。挨拶の中で、快適な住空間をこれまで提供してきたが、
今後は健康という視点も踏まえて商品の開発にもつとめていきたいとの
決意表明により閉会しました。

（一社）日本ガス協会 副課長 伊藤 嘉紘

■シンポジウム概要
◇開会挨拶 日本ガス体エネルギー普及促進協議会 会長 高松 勝
◇基調講演
「アンチエイジングな暮らしと住まい」
近畿大学 建築学部長 教授 岩前 篤 氏
◇特別講演
「IoT技術等を活用した次世代住宅の普及の促進」
国土交通省 住宅局 住宅生産課 建築環境企画室長
山下 英和 氏
「ロボットと暮らす未来のデザイン」
フラワー・ロボティクス株式会社 代表／ロボットデザイナー
松井 龍哉 氏
「『ライフスタイルを編集する』暮らしとは？」
伊藤忠ファッションシステム株式会社 取締役 ifs 未来研究所 所長
川島 蓉子 氏
◇閉会挨拶 日本ガス石油機器工業会 副会長
内藤 弘康

林会長の中締め挨拶

シンポジウムの様子

第5回暮らし創造研究会開催！
3月13日（火）に東海大学校友会館にて、第5回暮らし創造研究会が
開催され、下記の概要にて平成29年度の活動成果が示され、出席した
有識者、関連省庁からは「貴重な研究でありぜひ継続・発展させてほし
い」との意見がありました。

■研究成果の紹介（効果・効能研究部会）
脱衣室・浴室がより暖かい場合、入浴時の最高血圧の変動幅が小さく
なり、入浴死が起こりにくくなる可能性を確認しました。

■研究部会の進捗
2017年度に研究を開始した「暖房の健康影響研究部会」「ストック
住宅の省エネ化推進手法研究部会」の２つの研究部会の進捗と今後
の研究計画について説明されました。

■成果の発信・活用

第12回ウィズガス全国親子
クッキングコンテスト応募開始！

2016年度までに実施した「効果・効能研究部会」「暮らしの意識・行
動圏旧部会」「超高齢社会の居住環境研究部会」の研究成果につい
ては、テレビや新聞などのメディアや各種イベントなどを通じた普及が
推進されていることが説明されました。

願成寺附属ばらの幼稚園園児の歌声

ウィズガスCLUBでは、「第12回ウィズガス全国親子クッキングコンテ
スト」の応募受付を、「食育の日」である6月19日（火）より開始しました。
本コンテストは、親子が一緒に調理することで、料理の楽しさや食の
大切さなど食への関心を高め、家庭での食育を進めることを目的として
2008年度から毎年実施しており、昨年は58,234組の応募がありました。
全国各地で行なわれる予選大会・地区大会を勝ち抜いてきた出場親子
11組により、2019年1月27日（日）東京で全国大会が開催されます。
「チームワーク」「美味しさ」「わが家ならではの工夫」「ガスならではの
調理方法」の4つの観点からグランプリ・準グランプリの親子を決定しま
す。詳しくはホームページ(http://www.gas.or.jp/shokuiku/)をご覧くだ
さい。

研究会の様子
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VOICE

11月2日はキッチン・バスの日

今も探しています！！ジェット噴流バスの吸込口カバー

!

ジェット噴流バス協議会 事務局 田村 朗 （ノーリツ）

製品安全推進会議のひとつ、ジェット噴流バス協議会（以下JBK）から活動の報告と工業会会員会社の皆様へのお願いをさせていただきます。

■ JBK活動概要

■自主点検進捗状況（2018年3月末現在）

1）JBKは1992年と2000年にジェット噴流バスを使用中に女児が亡く
なるという事故がきっかけで2000年12月に設立されました。
（現在会員数：20社）

2017年度末の無料交換進捗状況は次の通りです。
①交換対象台数：229,697台
②交換完了台数：198,868台（残台数：30,829台）
③交換進捗率：86.6%
まだ世の中には30,829台が残っています。

2）主な活動は製品を安全にご使用頂くため、一定の基準に満たない
吸込口カバーの無料交換を最重要課題として、18年目の現在も地
道に活動を続けています。

■JBK捕捉啓発チラシをご活用ください！
1）JBKがおこなっている吸込口カバーの無料交換を早期に完了させ

3）また、現在の消費生活用製品安全法の浴槽用温水循環器・技術上
の基準策定の時には、JBK技術基準を基に原案を作成いただくな
ど、常に製品安全の観点で活動をおこなっています。

るため、捕捉啓発チラシを作成していますのでご紹介します。
URL：http://www.kitchen-bath.jp/wp-content/uploads/2016/01/JBK02.pdf
2）会員の皆様のご家族、ご友人・知人で対象のジェット噴流バスをお

KB工業会HPの専用ページでも詳しく紹介しています
http://www.kitchen-bath.jp/notice/jet/index.html

使いの方がいらっしゃいましたら、吸込口カバーの無料交換をおこな
っている事を是非ご紹介ください。

ジェット噴流バスチラシ
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11月2日はキッチン・バスの日

秋野顧問弁護士から ～改正民法で新たに導入された定型約款を
メーカーの保証書に活用しましょう！～
匠総合法律事務所代表社員 弁護士 秋野 卓生

１ 定型約款の規定新設
（改正民法548 条の2～548 条の4）

しかし、この契約を、敢えて定型約款に該当さ
せれば、以下の要件でインターネット等を通じて
契約内容を変更することも許されます。
定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適
合するとき（改正民法548条の4第1項第1号）、
契約目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更
後の内容の相当性、定型約款の変更をすること
がある旨の条項の有無等の事情を考慮して合理
的なものであるとき（同条第2号）

現代の取引社会において、いわゆる約款は大量の同種取引を迅速か
つ効率的に行うために広く利用され、必要不可欠なものとなっています。
例えば、鉄道利用規約やパソコンのソフトをインストールしたりする際の
利用規約等、不特定多数の人を相手方とした画一的内容の契約が定
型約款です。
現行民法は約款についての規定を設けておらず、約款が契約内容と
されるための条件などの重要な判断は、すべて解釈に委ねられていた
ため、改正民法は定型約款についての規定を新設することとしました。

２ 定型取引の定義

４ AI導入と共に画一的な取引は増え定型約款該当ビジネ
スが増える

定型取引の定義については、一般的な事業者間の取引で用いられる
契約書のひな型や、雇用契約が定型約款に該当しないことを明確にす
べきであるとの意見を踏まえ、「不特定多数の者を相手方とする取引で、
内容を画一的にすることが当事者双方にとって合理的なもの」を指すこ
ととされました。
1対１で締結する通常の建築工事請負契約約款や設計・監理業務委
託契約約款には定型約款は使えません。これは相手方の個性に着目し
て締結する契約であるからです。
しかし、メーカーの取扱説明書の末尾に添付されている保証書は、ま
さに「提供される財やサービスの性質や取引態様から、多数の相手方
に対して同一の内容で契約を締結することがビジネスモデルとして要請
される取引」に該当し、定型約款の活用が可能です。

契約の内容が画一的であることが通常であって、かつ、相手方が準備
された契約条項についてその変更を求めるなどの交渉を行わないで契
約を締結することが社会通念に照らして合理的である契約には、定型約
款が使えます。
まさに、AI導入により、画一的な対応を要する新しいビジネスには、定
型約款を活用する！という視点を改正民法施行段階(2020年施行予定)
では持ちましょう。

５ 定型約款活用のためには
定型約款に該当させるためには、定型約款のビジネスを提供したいと
考える定型約款準備者が、あらかじめ、定型約款を契約内容とする旨相
手方に表示することが必要です。
従って、サービス申し込みを受ける際に、「インターネット上に利用規
約を表示しますので、こちらを契約内容とします」と言う点について合意
を交わしておけば良いこととなります。

３ インターネット上の利用規約変更で保証内容を変更で
きる
定型約款のメリットは、契約内容変更の容易性にあります。
数十年にもわたる保証期間を定めた保証契約を締結した場合には、
たとえ10年後、20年後に社会の状況が変わっても、一方的に契約内容
を変更することはできません。一度した約束はきっちりと守り抜くことが
原則だからです。もしどうしても変更したいとなれば、例えば契約相手
が3,000人いる場合には、3,000人それぞれの同意を取り付けなければ
なりません。

改正民法施行のタイミングは、各契約書式の変更だけでなく、新しい
定型約款活用の是非、といった新たな視点も視野にビジネススキーム
の検討を進めていただきたいと思います。
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11月2日はキッチン・バスの日

平成30年度 第1回懇親ゴルフ会開催！

!

工業会事務局

総会の翌日6月1日（金）、神奈川県の名門コースである相模原ゴルフクラブにて、第1回懇親ゴルフ会を開催しました。
総勢20名にご参加いただき、優勝はSANEI株式会社 新田取締役 営業統括本部長様でした。当日は天候にも恵まれ、より会員同士の親睦が
図れた1日でした。
第2回懇親ゴルフは、
9月21日（金）に城陽カントリー倶楽部で開催
いたします。
多くの会員の皆様のご参加をお願いします。

相模原ゴルフクラブにて

VOICE

事務局からひとこと

!

常務理事 高木 利一

平成30年度の会員総数は新たに2社入会いただき合計85社となりま
した。会員が増えていくことは大変有り難いことだと深く感謝申し上げま
す。
事務局は、会員企業や関連団体の皆様と共に手を携えて、消費者の
皆様へ安全で安心をお届けする住宅設備機器関連団体の業界発展の
ために、一層の努力をしてまいります。
さて、工業会では昨年度三つの特別委員会を発足させました。
木材関連特別委員会では、クリーンウッド法に対する工業会会員製
品の解釈について、会員の皆様に一定の方向性を示す事ができたと判
断し29年度末でその活動を終息させました。
二つ目の中企税関連特別委員会からは、事務局が中小企業等経営
強化法にかかる証明書発行団体として発行業務を円滑に進める上で、

大きな力添えをいただいています。証明書発行業務は今年度も継続い
たします。
三つ目の子育て支援特別委員会では、内閣府の「子育て支援パス
ポート事業」に協力し、賛同される会員各社のショールームを自治体に
登録して活動を始めました。いよいよ7月から全国展開となり支援の活
動エリアを拡大していきます。
各委員会活動の詳細については、都度更新している当工業会のホー
ムページを是非ご覧下さい。11月2日は「キッチン・バスの日」です。11
月2日に表彰式典を執り行う第14回「台所・お風呂の川柳」は7月16日
が応募の締め切りです。これからは選考がいよいよ佳境に入り、9月末
の最終選考会を経て、入賞作品を決めていきます。入賞目指して奮っ
てご応募下さい。
第15号編集委員

編集
後記

5月31日の総会にて、林 新会長が就任され新体制となりました。
大道会長には2年にわたり、会長職をお務めいただき、ありがとうございました。
平成30年度の工業会の新役員体制も決まり、K・B通信を担当する広報専門委
員会も新メンバーが加わりました。
編集委員は、工業会と会員の皆様をつなぐ役割を担って、見えないところでも委
員会以外の時間にも（笑）、一所懸命に、みなさまへしっかりお伝えすべく、頑張っ
ております。
新会長のもと、その思いが伝わるようなK・B通信にしていけたらと思います。
今後とも、K・B通信にご期待いただけたら幸いです。
塚原 敏夫（パロマ）
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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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