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全国初となる足型を模ったデザインマンホールは、元サンフレッチェ広島プロサッカー選手の森﨑ツ

インズ！二人が育ったサンフレッチェ広島ユースゆかりの地である安芸高田市に二人の足跡を残す。

１１／２６（木）９：４０～１０：１０ 道の駅「三矢の里あきたかた」にて本人参加のもと、お披露目です！ 

 
現在は、サンフレッチェ広島のＣＲＭ（クラブ・リレーションズ・マネージャー）である森﨑和幸氏と同アンバサ

ダーの森﨑浩司の足型を採ったのが今年３月、当初は６月の道の駅「三矢の里あきたかた」の開業に合わせて

のお披露目を予定していましたが、新型コロナウィルスの感染拡大の影響により延期となっていました。 

事の始まりは、森﨑和幸氏が足型のマンホールを作りたいとの思いを持たれたことを安芸高田市様に相談し

たところ、タカタンとサンチェ君のコラボデザインマンホールに続いて、是非とも進めたいとのことでした。 

スポーツ選手の手型や足型のプレートは各地で多く見られますが、マンホールの蓋の上に模ったものは全国

でも初となります。二人の利き足は、和幸氏は右足、浩司氏は左足なので、その違いも分かるかも！？ 

 

 友鉄工業株式会社（代表取締役社長友廣和照）は広島市可部

の地に鋳物工場を創業して６０余年。鍋・釜・風呂釜などの生活用

品から始まり、マンホールの蓋、機械鋳物、自動車用プレス金型

など幅広く手掛けてきました。中国山地のたたら製鉄の流れをくむ

広島可部の伝統産業を守るべく、鋳物づくりで社会に貢献してい

ます。 

  

代表取締役社長の友廣和照は、「街を彩るカラーマンホールで市民の皆さんに楽しみや喜びを与え、地域を

盛り上げたい」との想いを持っています。特に地元のスポーツチームを足元から応援したいとの想いが今回の

足型マンホールにつながりましたので、是非多くの人に見てもらいたいと思います。 

この件に関するお問い合わせは友鉄工業株式会社の山下俊哉（やました・としや）までお願いします。 

TEL 082-562-2205 (鉄蓋事業部) 080-4267-3277 (山下) E-mail:yamashita@tomotetsu.jp 

◆友鉄工業株式会社（代表取締役：友廣和照 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 6151-1 TEL082-837-0490） 

１９５９年創業。鋳物の産地可部で鍋・釜・風呂釜の生活用品の鋳造から始め、経済成長を背景にマンホール鉄蓋、機械鋳物、自動

車用プレス金型の鋳造に発展してきた。マンホール鉄蓋では広島県内を中心として、上下水道、電力、ガス、通信などのインフラ整備

に納入し、金型用鋳物では国内の自動車メーカーと直取引している。 

森﨑兄弟足型マンホール 

足型採り風景（３月） 

 
 当社は地場産業としての役割の中で、特にデザインマンホール

鉄蓋の製造に力を入れており、カープ坊やマンホールの他にもサ

ンチェ君、広島市の折り鶴、鯉、西国街道、呉市の戦艦大和、安芸

高田市タカタンなど、広島県内を中心に多くの実績を持ち、話題

作り、観光誘致に役立っています。全国的なマンホール人気の

中、広島発のデザインマンホールが全国だけでなく海外にも及ん

でいます。 
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広島ドラゴンフライズのＢ１昇格を記念し、マスコットキャラクター「モヒカンアビィ」のカラーマンホール

２枚を地元開幕戦の１０／９（金）・１０（土）に広島サンプラザ内でお披露目後、１０／１４（水）１３：３０～

西部埋立第５公園内（広島サンプラザ西側）にて、設置セレモニーが行われます。 

 
バスケットボールで念願のＢリーグ一部１昇格を果たした広島ドラゴンフライズの地元開幕に合わせて、クラブの

マスコットキャラクターである「モヒカンアビィ」のデザインマンホールを製作しました。「モヒカンアビィ」は、広島県の

県鳥である「アビ」をモチーフとした広島ドラゴンフライズの知られざる６人目の選手。昨年の７月に誕生後、地元ファ

ンを始め多くの人々に愛される存在となっています。一方で、地元広島のプロスポーツチームを足元から応援するデ

ザインマンホールも、広島カープ、サンフレッチェ広島に続き、３チーム目となり、全国でも広島だけと言えます。今回

は色違いで２枚のマンホールをホームアリーナである広島サンプラザ周辺に設置しますので、是非見つけて、今シ

ーズンのドラゴンフライズのＢ１での活躍を期待し、応援しましょう！ 

 
 友鉄工業株式会社（代表取締役社長友廣和照）は広島市可部

の地に鋳物工場を創業して昨年６０年を迎えました。鍋・釜・風呂

釜などの生活用品から始まり、マンホールの蓋、機械鋳物、自動

車用プレス金型など幅広く手掛けてきました。中国山地のたたら

製鉄の流れをくむ広島可部の伝統産業を守るべく、鋳物づくりで

社会に貢献しています。 

  

代表取締役社長の友廣和照は、「街を彩るカラーマンホールで市民の皆さんに楽しみや喜びを与え、地域を盛り

上げたい」との想いを持っています。特に地元のスポーツを足元から応援する「プロチームのキャラクターマンホー

ルは」人気も高く、是非多くの人に見てもらいたいと考えています。 

この件に関するお問い合わせは友鉄工業株式会社の山下俊哉（やました・としや）までお願いします。 

TEL 082-562-2205 (鉄蓋事業部) 080-4267-3277 (山下) E-mail:yamashita@tomotetsu.jp URL: http://www.tomotetu.co.jp/ 

◆友鉄工業株式会社（代表取締役：友廣和照 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 6151-1 TEL082-837-0490） 

１９５９年創業。鋳物の産地可部で鍋・釜・風呂釜の生活用品の鋳造から始め、経済成長を背景にマンホール鉄蓋、機械鋳物、自動

車用プレス金型の鋳造に発展してきた。マンホール鉄蓋では広島県内を中心として、上下水道、電力、ガス、通信などのインフラ整備

に納入し、金型用鋳物では国内の自動車メーカーと直取引している。 

モヒカンアビィマンホール 1500℃の鉄を流し込む 

  同社は、地場産業としての役割の中で、特にデザインマンホ

ール鉄蓋の製造に力を入れており、カープ坊やマンホールの他に

もサンチェ君、広島市の折り鶴、鯉、西国街道、呉市の戦艦大和、

安芸高田市タカタンなど、広島県内を中心に多くの実績を持ち、

話題作り、観光誘致に役立っています。最近は全国的なマンホー

ル人気の中で、広島発のデザインマンホールが全国だけでなく海

外にも及んでいます。 
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マツダスタジアム開場１０周年記念マンホール完成！Ｖ１０を祈念し、７／１０（金）１０時に設置！ 

全国でも一番人気のカープ坊やマンホール。Ｖ７，Ｖ８，Ｖ９，に続き１枚だけのレアマンホール！  

今年もカープを足元から盛り上げます！（設置場所はカープロードからスロープに上がる所） 

「MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島」は、広島市が所有する球場で、広島東洋カープの本拠地であります。開場

時の２００９年からマツダ株式会社が命名権を取得しています。又、広島市役所の中に「広島市都市整備局都市機能

調整部広島駅周辺地区整備担当」という部署と、カープ球団が球場施設の維持管理を行っています。この担当部署

とカープ球団のお陰で我らがカープを安全に応援することが出来ます。誰よりもこのズムスタを愛し大事にしてこられ

た証として担当部署の皆さんの熱い気持ちを伺い、今回球場開場１０周年記念マンホールを作らせて頂きました。デ

ザインはカープ球団と広島市に決めて頂きました。２０１８年に１０周年記念イベントで行われたポルトガル・アゲダ市

の「傘まつり」のデザインです。 

 友鉄工業株式会社（代表取締役社長友廣和照）は広島市可部

の地に鋳物工場を創業して昨年６０年を迎えました。鍋・釜・風呂

釜などの生活用品から始まり、マンホールの蓋、機械鋳物、自動

車用プレス金型など幅広く手掛けてきました。中国山地のたたら

製鉄の流れをくむ広島可部の伝統産業を守るべく、鋳物づくりで

社会に貢献しています。 

  

代表取締役社長の友廣和照は、「街を彩るカラーマンホールで市民の皆さんに楽しみや喜びを与え、地域を盛り

上げたい」との想いを持っています。特に「カープ坊やマンホール」は地域にも愛されており、是非多くの人に見ても

らいたいと考えています。 

この件に関するお問い合わせは友鉄工業株式会社の山下俊哉（やました・としや）までお願いします。 

TEL 082-562-2205 (鉄蓋事業部) 080-4267-3277 (山下) E-mail:yamashita@tomotetsu.jp URL: http://www.tomotetu.co.jp/ 

◆友鉄工業株式会社（代表取締役：友廣和照 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 6151-1 TEL082-837-0490） 

１９５９年創業。鋳物の産地可部で鍋・釜・風呂釜の生活用品の鋳造から始め、経済成長を背景にマンホール鉄蓋、機械鋳物、自動

車用プレス金型の鋳造に発展してきた。マンホール鉄蓋では広島県内を中心として、上下水道、電力、ガス、通信などのインフラ整備

に納入し、金型用鋳物では国内の自動車メーカーと直取引している。 

10 周年記念マンホール 1500℃の鉄を流し込む 

  同社は、地場産業としての役割の中で、特にデザインマンホ

ール鉄蓋の製造に力を入れており、カープマンホールの他にもサ

ンフレッチェ、広島市の折り鶴、鯉、西国街道、呉市の戦艦大和、

安芸高田市タカタンなど、広島県内を中心に多くの実績を持ち、

話題作り、観光誘致に役立っています。最近は全国的なマンホー

ル人気の中で、広島発のデザインマンホールが全国だけでなく海

外にも及んでいます。 
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「西国街道デザインマンホール」を広島市に寄贈します！ 

浅野氏広島城入城４００年記念事業のメモリアルとして、時代行列・入城行列の出発に先駆けて、 

９・１５（日）９：３０～柳橋公園での式典で展示、紹介されます！ 

全国で空前のマンホールブームが巻き起こっている中、広島の歴史を彩るカラーマンホールが新たに誕生しま

す。今後は広島駅から紙屋町、八丁堀地区までの西国街道のにぎわいを創出するとともに、下水道事業のＰＲを行

うことを目的に１００枚近く設置される予定です。 

最盛期には国内の８０％の生産量を誇る「たたら製鉄」の流れをくみ、江戸時代浅野藩の下で大きく成長した広島

の鋳物づくり。時を超え、マンホールに形に変えて、広島の街に蘇ることに歴史的価値を感じます。 

 

 友鉄工業株式会社（代表取締役社長友廣和照）は広島市可部

の地に鋳物工場を創業して６０年を迎えました。鍋・釜・風呂釜な

どの生活用品から始まり、マンホールの蓋、機械鋳物、自動車用

プレス金型など幅広く手掛けてきました。中国山地のたたら製鉄

の流れをくむ広島可部の伝統産業を守るべく、鋳物づくりで社会に

貢献しています。 

 

 同社は、地場産業としての役割の中で、特にデザインマンホール

鉄蓋の製造に力を入れており、カープマンホールの他にも広島市

の折鶴、鯉、サンフレッチェ、呉市の戦艦大和、三原ミハリンなど、

広島県内を中心に多くの実績を持ち、話題作り、観光誘致に役立

っています。広島市への寄贈は、カープ優勝記念マンホール V7、

V8、V9に続いてとなります。 

代表取締役社長の友廣和照は、「街を彩るカラーマンホールで市民の皆さんに楽しみや喜びを与え、地域を盛り

上げたい」との想いを持っています。今回のデザインは広島市立大学芸術学部でデザインしたものであり、広島の歴

史を表現する、鮮やかなカラーマンホールであり、是非多くの人に親しんでもらいたいと願っています。 

この件に関するお問い合わせは友鉄工業株式会社の山下俊哉（やました・としや）までお願いします。 

TEL 082-562-2205 (鉄蓋事業部) 080-4267-3277 (山下) E-mail:yamashita@tomotetu.co.jp URL: http://www.tomotetu.co.jp/ 

◆友鉄工業株式会社（代表取締役：友廣和照 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 6151-1 TEL082-837-0490） 

１９５９年創業。鋳物の産地可部で鍋・釜・風呂釜の生活用品の鋳造から始め、経済成長を背景にマンホール鉄蓋、機械鋳物、自動

車用プレス金型の鋳造に発展してきた。マンホール鉄蓋では広島県内を中心として、上下水道、電力、ガス、通信などのインフラ整備

に納入し、金型用鋳物では国内の自動車メーカーと直取引している。 

「西国街道」マンホール 1500℃の鉄を流し込む 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%82%89%E8%A3%BD%E9%89%84
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「ご当地マンホール」イベントに広島のマンホールを１０種類出展！ 

東急ハンズが新宿に次いで２番目に選んだ場所は今、注目度ナンバーワンの熱い広島！ 

６・２１～３０にＪＲ広島駅 ASSE、ekieにカラーマンホールとマンホールグッズが大集合します！ 

全国で空前のマンホールブームが巻き起こっている中、マンホールカードも５００種類を超える勢いです。今回、東

急ハンズさんが新宿に次いで２番目のマンホールイベントの開催場所に選んだのは今、全国でもデザインマンホー

ルの話題が最も熱く語られる広島。「ご当地マンホール」企画として開催されます。弊社では一番人気の「カープV８、

Ｖ９優勝記念マンホール」を始め、「サンチェ君マンホール」や呉市「大和マンホール」、三原市「ミハリンマンホール」

他、１０種類を展示します。人が多く集まるＪＲ広島駅ＡＳＳＥ、エキエで６／２１（金）～６／３０（日）の開催です！ 

スタートの週末はカープ交流戦と重なり、広島駅はマンホールと共に熱く盛り上がります！ 

それぞれ１枚ずつと言うことでもＳＮＳなどでも話題が大きくなっています。 

 友鉄工業株式会社（代表取締役社長友廣和照）は広島市可部

の地に鋳物工場を創業して今年で６０年を迎えます。鍋・釜・風呂

釜などの生活用品から始まり、マンホールの蓋、機械鋳物、自動

車用プレス金型など幅広く手掛けてきました。中国山地のたたら

製鉄の流れをくむ広島可部の伝統産業を守るべく、鋳物づくりで

社会に貢献しています。 

 

 同社は、地場産業としての役割の中で、特にデザインマンホール

鉄蓋の製造に力を入れており、カープマンホールの他にも広島市

の折鶴、鯉、サンフレッチェ、呉市の戦艦大和、三原ミハリンなど、

広島県内を中心に多くの実績を持ち、話題作り、観光誘致に役立

っています。最近は全国的なマンホール人気の中で、広島発のデ

ザインマンホールが全国だけでなく海外にも及んでいます。 

代表取締役社長の友廣和照は、「街を彩るカラーマンホールで市民の皆さんに楽しみや喜びを与え、地域を盛り

上げたい」との想いを持っています。今回の出展は、全国レベルのイベントであり、鮮やかなカラーマンホールと共

に、多くのマンホールグッズの販売もあり、是非多くの人に楽しんでもらいたいと考えています。 

この件に関するお問い合わせは友鉄工業株式会社の山下俊哉（やました・としや）までお願いします。 

TEL 082-562-2205 (鉄蓋事業部) 080-4267-3277 (山下) E-mail:yamashita@tomotetu.co.jp URL: http://www.tomotetu.co.jp/ 

◆友鉄工業株式会社（代表取締役：友廣和照 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 6151-1 TEL082-837-0490） 

１９５９年創業。鋳物の産地可部で鍋・釜・風呂釜の生活用品の鋳造から始め、経済成長を背景にマンホール鉄蓋、機械鋳物、自動

車用プレス金型の鋳造に発展してきた。マンホール鉄蓋では広島県内を中心として、上下水道、電力、ガス、通信などのインフラ整備

に納入し、金型用鋳物では国内の自動車メーカーと直取引している。 

カープ V8 マンホール 1500℃の鉄を流し込む 
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車用プレス金型の鋳造に発展してきた。マンホール鉄蓋では広島県内を中心として、上下水道、電力、ガス、通信などのインフラ整備
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