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八尾のガラス工場から発信 !!

KG 通信

2018

コダマガラスニュースレター

油 ・ 水 ・ 煙 から お部屋を守る !! 『強化ガラス製オイルガード』 特集
コダマガラスでは、 台所での調理中に発生する油はねや水はねなどをガードする 『強化ガラス製オイルガード』 を販売しています。 主に対面式キッチンカウンターやアイランドキッチンのほか
飲食店などで使用されており、 そのタイプは、 ガラスで全面仕切る 『ウォールタイプ』 のほか、 金具でガラスを固定する 『固定式ディバイダー』 とビス止めが不要な 『可動式ディバイダー』
の 3 種類あります。 今回は、 ３タイプあるオイルガードについて、 それぞれの特徴（メリット ・ デメリット）及び選び方のポイントについてご紹介いたします。

強化ガラス製オイルガードは３種類！

オーダーでありながら既製品と同等の価格で提供でき、 ガラスの種類や金具仕様が選べ
るのも特徴です。 固定式 ・ 可動式タイプは、 別荘などをお持ちの方、 デザイナーズ住
宅にお住まいの方からの人気が高いく、 固定式の場合空間を仕切らないため開放的で

ウォールタイプ

デザイン性の高い室内環境を演出できま
す。 可動式に関してもビス止めしないの
で、 賃貸にお住まいの方でも簡単に設
置可能です。 こちらも同様にガラスの種
類や金具仕様が選べるのも特徴です。

固定式

日常的にキッチンをご使用になるご家庭

可動式

で重宝されています。

メリットと特徴
当社で扱っている強化ガラス製オイルガードは 『ウォールタイプ』 『固定式ディバイダー』 『可
動式ディバイダー』 の３種類です。

耐久性

頑丈で
洗剤等の薬品にも強い

用途はどれも同じで、 台所での油はねや水はねなどの汚れから、 カウンターの天板やお
部屋を守ります。 また、 ウォールタイプは、 リビングへの煙侵入も防ぎます。

詳しくは▶▶
YouTube で

耐熱性
ウォールタイプ

固定式

ウォールタイプは、 日々調理が欠かせない一般のご家庭や飲食店でよく使われています。

②

150 ～ 200 度
程度の耐熱性がある

可動式

オイルガードが選ばれる理由 ニーズはコレ !!

①

利便性

特に新築やキッチンリフォームでのニーズが高く、 既製品ではなくサイズオーダーができるの
で、 新築でもリフォームでも施工後に後付けが可能となっています。

③

お掃除簡単
衛生的で取り扱いが楽

強化ガラス製オイルガード３種類に共通す
るメリットは、 ガラスが 『耐久性 ・ 耐薬
品性に優れている』 『150 ～ 200 度程
度の耐熱性がある』 『掃除のしやすさ』
です。 個々の特長では、 ウォールタイプ
は間仕切りがガラスなので、 キッチンとリビ
ングなどの間に一体感が生まれます。
固定式ディバイダーは、 抜群の安定感を
誇りつつもガラスが取り外し可能なので簡
単に洗えます。 可動式も据え置きのため、
丸洗いができます。

々♪

お手入れ楽

いつもありがとうございます。
2018 年春、 新メンバーが 5 名コダマガラスに入社します。

ここ 1 年以内に 3 名が退社しましたが、 出会いも別れも必然です。 退社したメンバーはコダマガラスでは実現できなかった
役割を果たすべく退社し、 新メンバーは今のコダマガラスに必要な役割を果たすために入社しているはずです。
また、 新しい出会いは会社や個々メンバーにとっても成長の起爆剤となります。

メンバーが増えることで新しい何かが生まれ、 また今までできなかった新しい事ができるように
なれると期待しています。 これからも今日より良い明日を目指して変化し続け、
児玉雄司 こだまゆうじ 43 歳
血液型／Ａ型

より一層皆様の役に立てるよう努力していきます。

出身／大阪府八尾市

好きな言葉／一心不乱

仕事におけるモットー／スピード

チャレンジ

ポジティブ

趣味／仕事、 読書

こだま
ことだま
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「ガラスのことなら どんな事でも お気軽にご相談下さい」
株式会社コダマガラス

〒581-0054

大阪府八尾市南亀井町 4-1-2

TEL：072-940-6084

FAX:072-991-6380

ＫＧホットニュース
強化ガラスで OK!!

オイルガードに最適なガラスとは？

コダマガラス 2018 年４月 『新メンバー入社』
春といえば、学校では入学式、企業では入社式が行われる時期です。 わがコダマガラスにも、

オイルガードは火を使う場所に設置するため 【耐熱ガラス】 耐
熱温度が 450℃のテンパックス、 750℃のファイアライトを使用
されることが多いです。
火の上がるコンロ、 高温な機械のカバーとして使う場合、 耐熱
ガラスをお勧めしています。
また、 一般住宅のコンロ前など、 ガラスに直接火があたる所に
設置するのであれば、 耐熱温度 150 ～ 200℃の強化ガラスを
お勧めしています。

３～４月にかけて新しい仲間が加わりました！
新たなスタッフとともに今年度も、 お客様に喜んでいただけるよう一同頑張りますので、 皆様、
よろしくお願いいたします。（採用：女性 4 名、 男性１名）
ある日の業務風景

新メンバーと一緒に

ある

ガラス
サブロクで
どのくらい
するの？
６
×尺の板を

サブロク板って

３尺

言うんだよ

ガラス業界で

サブロク

サイズの板は

１
×８２９㎜

覚えておいて！

９１４㎜

フロストガラス（タペストリーガラス）で製作
しますので、 汚れにも強くどんな雰囲気で
も相性◎メモや写真を挟んでオリジナルパ
ッドとしても楽しめます！
---------------------------------------Ｗ：約 210mm ・Ｈ：約 170mm
厚：3 ～ 5mm

「お客様からの投稿コーナー！」 に

長野県松本市Ｍ社Ｎ様
強化ガラスのオイルガード

【ガラス製

マウスパッド】

をプレゼントいたします！

お写真をお送りいただく際は、 必ず 「ＫＧ通信を見た」 と一言お願いします !!

助かった …

ありがとう
ございます！

※当選は発送をもって発表となります。 ※形や大きさはご指定いただけません。

ハイ！

コダマガラスです

うわぁ！

さっそくきたよ

サブロク板の問い合わせ！

制作部隊裏 !!
＝カメラマンに聞きました＝

ガラス

サブロク板での

金額おしえて

もらえますか？

撮影カメラはコレ☝

制作部隊 ・ 撮影編集担当の S です !!

当社で動画撮影や素材撮影で使用しているカメラはキャノンの中堅クラスのカメラです。 撮影班ノモットーはわかりやす
く、明るくシャープな映像や画像を撮るように心がけています。 社内に専用スタジオも完備し、快適な撮影環境で日々
いろいろなガラスに関する素材を撮影しています。 用意された機材の中でいかに効率よく形にして、 お客様に届ける
か創意工夫しております。 当社では毎週木曜日に動画を公開しておりますが、 自社スタジオや作業場などで当社

れ新
人

シッシッシッシハチ？

取るって何を

何かの道具？

頑張

シハチで取れる

板ってある？

日々勉強！！

お客様からの写真

■ガラスマウスパッド＋すべり止めゴム

お写真をお送りいただいた方に抽選で

そして

！？

ドプレ
パッ
ゼ
ス

新感触の高級感と特別感！
ガラス製マウスパッドもらえる！

ント

ハイ！
コダマガラスです

サッサッサッサブロク？
サブロック？
何それ知らない ……

新人編『サブロク？』

マウ

コダマある

社長をナビゲータとして随時収録しています。 手振れしないように極力三脚を使い、 見やすい映像、 わかりやすい編
集でお客様によりガラスに対する興味を持ってもらえるように、 これからもどんどん撮影していきますので、 コダマガラス
公式 youtube やホームページなど、 まだご覧になられていない方はぜひご覧ください。

完

作 : こだま

楽しい動画色々配信してます !!
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