
令和元年も残すところ 1か月となりました。30年前の改

元は、昭和天皇が崩御され自粛ムードの中での重々しい幕

開けでしたが、令和の幕開けはお祝いのムード一色であっ

た事が印象的でした。もし、30年前に生前退位が認められ

たのかと考えると、難しかったのではないかと思います。

この 30 年で、是非を問う常識や価値観に大きな変化が起

こっている現れではないかと感じています。 

その昔、生物の進化は、カンブリア紀のある時代（5 億

4200万年から 5億 3000万年前）に一気に多様性を増した

とされており、この事は「カンブリア爆発」とも言われて

います。原因には様々な説があるものの、古生物学者のア

ンドリューパーカーの著書「眼の誕生」で、カンブリア紀

に生物が大進化した謎を新仮説で説いている「光スイッチ

説」があります。この時期の化石が短期間で爆発的に多様

化した様に見えるのは、生物が「眼」＝「光」を得たこと

により、生存する上で大事な補食が容易になり、食べられ

る側は身を守るために硬い殻に身を覆うなど進化の淘汰圧

が、急激に働いた事によるものと推定している内容で、私

には「眼（情報を得る術）を得たことで、眼を持っていな

い者は淘汰される」と言われている様で大変興味深いもの

でした。 

数年前から、当社では業務の一環として「探索活動」を

行う時間を取る事が推奨されています。探索活動とは、知

らない物事に興味を持ち、それがどんなものなのかを確か

め、自身の眼で知ろうとする活動のことです。この活動を

通じ、営業戦略や業務改善を始め開発商品のアイデアなど

多くに効果が現れ始めています。 

今年、新発売された屋外向け据置型手すり「たよレール

SOTOE」についても、高齢者の住環境の改善に一翼を担

っておりますが、この製品についての企画開発にも探索活

動の取り組みが非常に役立っています。当然、開発をスタ

ートするにあたり、市場性の調査や仕様についてのリサー

チを行うのは当たり前ですが、これまでの「探索活動」の

取組みによる情報が、製品仕様の決定における重要な原資

になっています。また、当社が取り組んでいる「お絵かき

手すりプロジェクト」も探索活動から生まれた取り組みの

一つです。高齢者に介護が必要になった原因の多くに「転

倒・転落」があるにも関わらず、手すりを取り付けない理

由が、「年寄扱いされたくない」と考える高齢者が多く居ら

れる実情が見えてきた事から、本プロジェクトの様な、取

り付けたくなる手すりの開発に繋がっています。お陰様で

本年度のグッドデザイン賞を頂くことが出来ました。 

日本の高齢化が確実に進んでいる中で、これまでの常識

や価値観が知らず知らずの間に変化しています。これから

も、探索活動を通してこれまでの常識や価値観に囚われな

い広い視野と深い探求で、皆様に新しい発見と喜びをご提

供できる様に努めて参る所存で御座います。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。 

 

執行役員 開発営業部　部長 

桑田 貴喜

2019年 

12月 1日 

【 探索活動 】

】
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高
さ
調
整

最大

22
cm

DRHW-1200

42
cm

幅広タイプ

※図はステンレス製　60.5Φ・76.3Φ

長谷川工業 株式会社

バクマ工業 株式会社

カネソウ 株式会社
後付タイプ  ステンレス製  車止め　EA-A

角型超スリムフード付き換気口
給気用　SK-KV・SKD-KV
排気用　SK-HV・SKD-HV

ルームエアコン室外機据付架台

足場台　DRH/DRHW

あと施工アンカーで固定できる、支柱にベースプレートを
溶接固定した「後付けタイプ」です。スチール製もございます。

N
フックなし

RC
両フック付

RE
片フック付

MSXS-M MSXO-P

使用場所に合わせ
●把手のロック機構の有無　●屋内外用モルタル充填用
●屋内用樹脂タイル張物用　をお選びいただけます。

MSXS-M、MSXS-P、MSXO-M、MSXO-P
呼称 400、450、500、600 に加え、小口径用の
呼称 200、250、300、350 を設定しています。

フロアーハッチ　MSXシリーズ

両手で上部操作レバーをにぎると４脚同時に伸縮可能
立ったままレバー操作で片手で両脚、片脚が伸縮できます

片脚

両脚

脚部の伸縮が立ったまま自在にできる

高
さ
調
整

最大

31
cm DRH-1000

DRH-1000
天板寸法：100×30cm
天板高さ：0.65～0.96m
質量：7.8kg

DRHW-1200
天板寸法：120×42cm
天板高さ：1.01～1.23m
質量：9.8kg

NEWNEW

超薄型のスリムフード、建物の美観を損なわずスマートなデザイン
下からの吹き上げに強く、雨水の浸入を軽減。

各種取付方法に対応した据付架台

給気用

23mmSK-KV・SKD-KV

排気用

45mmSK-HV・SKD-KV

平地高置・増設用架台

平地・傾斜置用架台
平地・段差置用架台 壁面用架台

天吊り用架台

M12あと施工
アンカー固定
（別途）
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https://www.mazroc.co.jp/
oekakitesuri/

誰でも簡単に注文できる、
お絵かきキットのご注文はこちらから

発売中！

チョコレート

様々なシーンにご使用いただける高級感のある手すりシリーズです。

▲
ショットブラスト
仕上げ
（SB）

▲
鏡面
仕上げ
（MI）

ブラケットは表情の異なる２種類の
仕上げからお選びいただけます。

屋外用の樹脂巻手すり棒、
オールステンパイプを取付けること
ができます。

木目Mブラウン

手すり棒 ブラケット
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55～70

φ
82

（単位：mm）

上がりかまち用手すり
■かまち側のみを木ねじで固定します。
■かまち側のプレートにはカバーが付いているので安心です。
■土間側の脚はアジャスター付でガタつき調整ができます。
■手すり部分は握りやすいφ34mm。手に優しい樹脂被膜です。

介護
保険 改修

土間側の脚は
伸縮させて
長さを決めた後
ねじで固定します。

L型

※カバーを
　はずした状態

カバー付

伸
縮

F型

※カバーを
　はずした状態

カバー付

伸
縮

後入れ

●縦、横向きどちらでも使えます。

●スライドさせて後入れできます。●15mmの
　出幅調整が可能。

壁付ブラケット縦型

新商品新商品 仕様変更仕様変更＆ で

ステンカラー色

ダークブロンズ

後入れが
できる！
後入れが
できる！ 上部１点どめに！ ※順次切替

エンド支柱（ブラケット）への手すり棒固定が
ねじ止め
1か所！
ねじ止め
1か所！

Before
両側1か所ずつ
合計2か所で
ねじ止め。

After 上部1か所でねじ止め。
壁ぎわでも施工
しやすくなりました！

対象アイテム
【支柱】
　埋め込み式エンド支柱
　E埋め込み式エンド支柱
　ベースプレート式エンド支柱
　Eベースプレート式エンド支柱
　勾配対応式エンド支柱
【ブラケット】
　支柱付エンドブラケット
　E壁付エンドブラケット

性能・施工性

UP！
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弊社では、月間で最も優秀な成績を残した社員を『月間ＭＶＰ』として表彰しています

月間ＭＶＰは
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金物建材営業部　福岡支店
主幹　池尻　智（平成１６年入社、平成２６年より現職）

この度は、１０月度の月間ＭＶＰ賞に選出頂き

有難うございます。今回受賞できましたのは、

得意先様、仕入先様、関係部署の皆様、福岡支店の

皆様からのご支援の賜物と、心より感謝して

おります。今後もあらゆる事で皆様のお力を

お借りするとは思いますが、ご指導ご鞭撻の程、

何卒宜しくお願い申し上げます。

冬はノロウイルスによる食中毒が増える時期です。
少量でも手や指、食品などを介してノロウイルスが
口から入ると、体の中で増殖し、腹痛やおう吐、下痢
などの症状を引き起こします。予防として、普段
から丁寧な手洗いを心掛ける、食品を85度以上で
90秒以上加熱してから食べる、等を行いましょう。

今年、中学校に入学した長女が部活でソフト

テニスを始めました。よほど楽しいのか、私が

休日の早朝や夕方に練習の手伝いをしています。

しっかりと日焼けし健康的なふくらはぎを見て

頼もしさを感じると共に、子供に負けないよう

体力作りと、子供と共有できる時間を大切に

したいと思っております。

株式会社  アサヒペン

株式会社 福彫

JOINT-LOCK/JOINT-LOCK+plus（静音タイプ）

ＶＩＰ

サッシの
開け閉めが
重い…

※お取替えの際は、２個同時の
　お取替えをおすすめします。

アミ戸から玄関引戸まで幅広くサイズを品揃えしています。
アルミサッシ用取替用戸車

サッシの溝幅と深さを測り、
はめ込むだけ

12S平（10個入り）　12S丸（10個入り）
12D丸（10個入り）

他サイズお問合せください

はめ込戸車

●用途：テラス戸袋（中・重量用）
●高さの調整：6mmまで可能
●耐荷重（2個）：12S 平、12S 丸 40 ㎏
 　　  ：12D 丸 20 ㎏

材質　●本体はすべてステンレス製です

例：１２Ｄ丸
（車の材質）Ｄ＝樹脂
　　　　　Ｓ＝ステンレス

自立式サイン　エクセラ＆ステンレス
イタリア製大板タイルを使用した彫刻サイン
彫刻の凹凸が映える洗練されたデザイン

ANX-201　1000H（全高 1300）×500Ｗ×21Ｄ（mm）

お店の看板、社銘板として好評。各種サインご相談ください。

接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工の床材
取りはずしができるので、賃貸住宅もＯＫ
キズにも強いので、商業施設やオフィスなど、土足の場所もＯＫ

６柄（共通）
幅183mm×長さ915mm×厚さ4mm
幅183mm×長さ915mm×厚さ5mm（plus）


