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～YP-Message～

次の100年も革新的な技術開発と
時代に即した高品位なサービスで社会に貢献

　2019年の新春を迎え、皆さまにはますますご隆盛
のことと拝察いたします。また、旧年中は多大なる
ご支援ご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
　昨年は、自然災害による大阪府北部、北海道
胆振の地震、豪雨・台風と未曾有の自然災害が
相次ぎ、年々被害が多くなってきていると実感   
しております。企業を守るためにBCP（ビジネス・ 
コンティニュイティ・プラン）対策の重要性を再認識
した次第です。
　日本国内においては、2020年の東京オリンピック・
パラリンピックの最終の準備段階を迎えるため、
当社としても最大限注力しているところです。
2025年には大阪・関西万博の開催が決定した 
ことも日本の成長を持続させる起爆剤になればと
思っております。世界情勢については米国、中国、
ロシアなどの動向を注視し続ける必要がございます。
　当社は昨年に創業100年を迎え、これもひとえに
皆さまのご支援の賜物であり、深く感謝申し     
上げます。そして次の100年も革新的な技術    
開発と時代に即した高品位なサービスの提供を
通じて広く社会に貢献してまいります。
　また創業100年のタイミングで東京本社を     
リニューアルさせて頂きました。ご来訪いただく  
お客様の利便性を高めるため面談スペースを 
多くご用意させて頂いております。同時に当社  
社員の業務効率の向上のために、全フロアを  

改装したことで心機一転業務に励んでまいる  
所存です。
　本年はフルモデルチェンジを行った特定     
駐車場用泡消火設備「ＣＸシステム」を新発売 
いたします。当社独自の自動火災報知設備の  
発売、水系消火器の普及促進、ステンレス鋼管
（転造加工・バーリング加工）、エアロゾル消火装置
（K/SMOKE）の更なる拡販など、4Cによる顧客
視点を徹底した新商品開発・販売活動へ取り 
組んでまいります。また当社の各生産工場に    
おいて、自動化を含めた設備投資、各工程の 
「見せる化」のリニューアルを実行していきます。
　100年を迎えた今、5年ごとを振り返ってみても
当社自身、社会全体も大きく変化しております。  
これからは、さらにスピード感を上げて、ダイナミック
な変革をしていき社会に必要とされる企業として、
次の100年を見据えた企業戦略を実行し、事業
領域の拡大を進めていきます。
　今後とも、皆さまには、これからもなお一層の  
ご愛顧、ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し 
上げます。末筆になりましたが、本年も皆さまの  
ますますのご繁栄とご健勝を心よりご祈念し、   
ご挨拶とさせていただきます。

2019年1月

代表取締役社長 乾 雅俊
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WEBサイトのリニューアルにともない、URLが変更になるページ
がございます。ブラウザの「お気に入り」「ブックマーク」等に 
登録されている場合は、お手数ですが新しいサイトのURLへ
登録変更をお願いいたします。※トップページは変わりません。
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東京本社社屋が生まれ変わりました。

工事中はご不便、ご迷惑をおかけしました。
お陰様でヤマトプロテック東京本社の全面       
リニューアルが完成しました。美しく洗練された  
プラチナ通りの景観にマッチするよう、クールで  
スタイリッシュな外観にリニューアル。
エントランスは、明るく広 と々した空間になりました。
お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

2019年1月17日
ホームページを全面リニューアル。

ヤマトプロテックの製品・サービスをより見やすく、分かりやすくお伝えできるホームページへと、
デザインや構成を一新しました。これまで以上に、皆様のお役に立つ情報をタイムリーに 
発信。誰もが使いやすいWEBサイトを目指し、内容を充実していきます。
これからもますますご活用ください。

リニューアルのポイント

リニューアルのポイント

製品情報のみでなく、防災システム、保守点検業務ページ
も充実。皆様に最適なシステムをご提案し、新しい情報を 
発信していきます。

[1] ヤマトプロテックの提案する、ファイヤーシステムデザインオンデマンド[1] ヤマトプロテックの提案する、ファイヤーシステムデザインオンデマンド

消防設備の設置基準や、近年の法改正のまとめなど、    
消防関連のお役立ちコンテンツを充実させました。
もちろん「Yまがじん」のバックナンバーもご覧いただけます。

[2] お役立ちコンテンツを追加[2] お役立ちコンテンツを追加

マルチデバイス対応のレスポンシブサイトにリニューアル。
スマートフォンやタブレット端末からも、ストレス無く閲覧いただけます。

[3] スマートフォンからも見やすく[3] スマートフォンからも見やすく

当社の消火設備や消火器といった製品の
設置状況をご覧いただくため、各設備を   
ジオラマにしました。
展示台の製品ボタンを押すと対象設備が
光り、目で見て製品を確かめられるわかり 
やすいシステムです。

[1] ヤマトプロテックの製品を、巨大ジオラマで紹介[1] ヤマトプロテックの製品を、巨大ジオラマで紹介

以前は打合せスペースが社内に点在して
いたため、お迎えしたお客様の移動が多く、
ご不便をお掛けしていました。
今回のリニューアルでは、打合せスペース
を１階へ集約。業務効率、利便性の向上を
図りました。

[2] 打合せスペースを拡張[2] 打合せスペースを拡張

空調、窓、照明など、内部設備を最新の  
仕様に変更。
省エネ活動の促進、環境への配慮を強化
しています。

[3] 内部設備の交換[3] 内部設備の交換

※Yまがじんクイズタウンの応募、感想フォームも新設
しました。1月17日以降は愛読者カードと合わせて、
WEBサイトの感想フォームもぜひご活用ください！

※画像は完成イメージです。 ※画像はすべて開発中のものです。実際と異なる場合があります。
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DISASTER PREVENTION HOT REPORT FLIGHT PARK
ボーイング787初号機の展示を中心に広がる、体験型
コンテンツエリア。館内空間をダイナミックに使用した映像
と音のショー、お絵かきヒコーキ、シアトル航空博物館
ワークショップなど、9つの体験型コンテンツを展開して
います。
SEATTLE TERRACE
ボーイング創業の街シアトルをテーマにした、グルメと
ショッピングのエリア。シアトルの人気メニューを味わえる
レストランや、日本ではここでしか手に入れられない      
シアトルの人気商品や特産品を集めたショップなどが
揃っています。

編集室
目の前で見るボーイング787は、圧倒的な大迫力。見て
いるだけでワクワクします。そして、ボーイング787を展示
している大空間で繰り広げられる映像と音のショーは、 
とても幻想的なものでした。様々な方が安心して過ごせる
こうした楽しい空間づくりのため、これからも設置空間に
最適な設備のご提案・ご提供をしていきたいと思います。

今回納入した設備

●放水型スプリンクラー設備
●閉鎖型スプリンクラー設備
●粉末（ABC）消火器「YA-10NX」放水型スプリンクラー設備  現地操作盤放水型スプリンクラー設備  現地操作盤スプリンクラーポンプユニットスプリンクラーポンプユニット

スプリンクラー制御弁スプリンクラー制御弁

粉末（ABC）消火器「YA-10NX」粉末（ABC）消火器「YA-10NX」

放水型ヘッド放水型ヘッド

0605

知県常滑市の中部国際空港セントレアに2018年10月、複合型商業
施設“FLIGHT OF DREAMS”がオープンしました。
この施設は、最新鋭旅客機ボーイング787初号機（ZA001）の展示を     
メインに9つの体験型コンテンツを展開する「FLIGHT PARK」と、     
ボーイング創業の街シアトルをテーマに食事やショッピングを楽しめる
「SEATTLE TERRACE」の2つのエリアによる構成。大人から子どもまで
楽しめる施設は、ご家族のお出かけやデートに活用できる新スポットとして
注目を集めています。
この“FLIGHT OF DREAMS”に、ヤマトプロテックの消火設備を納入しました。

愛

防災ホットレポート防災ホットレポート

FLIGHTOFDREAMSに消火設備を納入。
中部国際空港セントレアの新施設
FLIGHTOFDREAMSに消火設備を納入。
中部国際空港セントレアの新施設

ボーイング787の展示スペースは、1階から4階まで吹き
抜けになった大空間。その天井部分には、広範囲に 
大容量の水を放射できる放水型スプリンクラーヘッドを
設置しました。他にも施設各所に最適な消火設備を 
設置。施設内の安全を守っています。

愛知県

〒479-0881
愛知県常滑市セントレア1丁目1

中部国際空港セントレア
FLIGHT OF DREAMS

224mm×360mm
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『CFシステムⅢ』に続き、さらに性能をアップさせた
『CXシステム』が誕生しました。
業界最高値を誇る高性能のシステムです。
放射範囲が2.1mから2.6mへ大幅アップ！

CXシステム：必要ヘッド数10個

CFシステム：必要ヘッド数12個

ここが
スゴイ！

◆放射範囲が広がったことで、
ヘッド数が約2割削減！

新発売！
さらに高性能に！
特定駐車場用泡消火設備『CXシステム』

住宅への火災警報器設置が義務付けられてから、10年が経過しようとしています。
以下の地域は、2019年が交換時期の目安です。早めの交換をお願いいたします。

設置義務化から10年目を迎える地域では
住宅用火災警報器の交換時期が迫っています。

クルマの先端技術分野では世界最大の展示会である“オートモーティブワールド2019”が、
2019年1月16日（水）～18日（金）の3日間にわたり東京ビッグサイトで開催されます。
自動運転、車の電子化・電動化・コネクティットカーなど自動車業界の最新技術が集結   
するこのイベントに、ヤマトプロテックが出展します。来場ご希望の方は、事前に招待券を 
お申し込みください。※招待券がない場合、入場料5,000円が必要となりますのでご注意ください。

“オートモーティブワールド2019”に出展します。

https://contact.reedexpo.co.jp/expo/NWJ/?lg=jp&tp=inv&ec=AUTO
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ヤマトプロテックでは、すでに550件以上の設置実績があり、信頼できるシステムです。

『CXシステム』は、日本消防検定協会の総合評価
等を取得しております。

泡消火薬剤混合装置：特評第248号

システム
CXヘッド

：評消虎第36号
：認評駐閉第30～1号/30～2号

▲現行の泡ヘッド ▲閉鎖型（下向き）

◆速動型の高感度ヘッドを採用
従来の泡消火設備と同等以上の性能を
実現した、新しい消火設備です。

日本消防検定
協会の総合評価
承認済です。

CXシステムなら…
完全自動消火なので、
人為的なミスがありません。

特長2特長2
イタズラなどによる誤放射が防止できます。

特長1特長1

水源容量が約60％
少なくて済みます。

2.2m

2.2m 2.2m

1.6m 1.6m

1.6m

泡消火薬剤の貯蔵量や水源容量が少なくて済み、
スペースの有効活用ができます。

火災に無関係な車両への被水が少なくなります。

特長3特長3
ピンポイント消火でムダがない。

北海道：

岩手県：
栃木県：
茨城県：

苫前町・羽幌町・初山別村・遠別町・
天塩町・幌延町・枝幸町・浜頓別町・
中頓別町・斜里町・小清水町・清里町
遠野市
全域
取手市、常総市（旧水海道市域）・守谷市・
つくばみらい市・稲敷市・牛久市・龍ヶ崎市・
利根町・河内町・美浦村・阿見町

埼玉県：
長野県：
静岡県：
滋賀県：
奈良県：
福岡県：
長崎県：

さいたま市
全域
全域
草津市・守山市・栗東市・野洲市
全域
全域
全域

＜＜出展商品 エアロゾル消火装置『K/SMOKE』（予定）＞＞
エアロゾル薬剤、電源式、無電源式の『K/SMOKE』を展示します。
『K/SMOKE』はコンパクトに固体で貯蔵、火災時に煙を放出し確実に消火できる
だけでなく、環境にやさしく、人に安全なだけでなく、様々な形状にも成型可能です。
最適な設置提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

＜＜展示会招待券（無料）申し込みはこちらから＞＞

YCXP68-26
（標準下向き）

YCXU68-26
（標準上向き）

閉鎖型
泡水溶液ヘッド

※開放型泡水溶液ヘッドもあります。

YSD-10VN

手軽に交換ができる、
当社製の互換ベース
付『YSD-10VN』が
おすすめです。

東6ホール
E59-32

※当社製の泡消火薬剤は、劇物指定された「トリエチレンテトラミン」を含有しておりません。

224mm×360mm
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ゆるっと防災術
アウトドア

Vol.01 アウトドア防災ガイド あんどうりすの

　みなさん、こんにちは！今回から防災コラムで  
連載させていただく“アウトドア防災ガイド”         
あんどうりすです！よろしくお願いいたします。
　２００３年から防災の講演をしていますが、      
その頃は、アウトドアと防災がどうして結びつくの？
と不思議がられていました。でも、今や、アウトドア
スキルが災害時に使えることは常識かもしれ     
ません。だから、アウトドア防災という言葉は全く  
不思議ではないですよね。また、「りす」とか       
「ゆるっと」とか、「？」と思われるかもしれません。 
ですので、簡単な自己紹介からお付き合いください。
　私は、阪神淡路大震災を兵庫県で体験しま  
した。都市部で早朝に起こったこの地震、直下で
起こったので、最初から体がふっとばされ、自分の
体を思うように動かすことができない激震でした。
轟音の中で、タンスが倒れてもテレビが飛んでも 
音が大きすぎて何が起こっているかわかりません
でした。当時、兵庫は岩盤が固いから地震は   
来ないと言われていました。東京出身の私としては、
学校での避難訓練がないのは不思議でしたが、
安全神話を信じていました。ところが隠れた活断
層があったのですね。現在では、日本中どこでも
震度６以上の地震が起こると言われています。  
安全だと信じる事より対策をとっている地域の  
方が命を守れる事を身にしみて実感しました。   
その後自分で自分の身を守るスキルが知りたくて
アウトドアの世界に入りました。アウトドアスキルは、

重くとらえがちな防災を毎日の暮らしに取り込む  
ヒントがいっぱいです。アウトドアだと、ゆるっと    
楽しく実行できるんですよ！

　ということで、今回は、アウトドア流の防寒の    
お話です。普段から寒い服の着方をしていると 
災害時寒いのはあたりまえです。日常から寒くない
知恵を身につけてください。寒くなり始めの時期、
電車の中で服装チェックをしてみると、何はとも  
あれ、ダウンを引っ張り出して着ているという人、 
結構みかけます。ふわふわで軽いダウンなので、 
まずはこれと思いがちなのもわかります。ところが、
ダウンの性質を全く理解していないかもと思う   
着方が多いのもこの時期です。みなさんは、ちゃん
とダウンを使いこなしていますか？
 ダウンはアウトドアでも重宝します。理由は、空気を
たっぷりふくむ素材だからです。寒さ対策というと、
どの製品を着るかということを考えがちですが、 
重要なのは動かない空気の層をいかに多く作る
かということなのです。なぜかというと、空気こそが
自然界最強の断熱素材だからです。ダウンは、  
体温で羽が温められると膨らみます。だから、熱源
である肌の近くで着て羽を膨らませてあげる     
ほうが温かい服になるのです。暖房が効いている
場所では、外にも熱源があるので、そのままでも  

ダウンが膨らみます。でも、野外や冷え切った    
避難所では、熱源は自分の体温しかありません。
それを生かすためにできるだけ中に着ることが  
重要になるのです。
　というと、そうか、中にさえ着れ
ばいいのかと早とちりして、背広の
中にダウンの羽を潰しながら着て
いる人も見かけます。空気の層を
つぶしてしまうほど重い上着を  
着るのは、意味がないですよね。

　また、ダウンは、水に弱く、濡れると羽をしぼめて
空気をためられなくなります。雪の日に張り切って 
ダウンを着て、寒いと言っている方が結構います
が濡れたらダウンは暖かくないんですよ。雨や雪
の日の上着として着ないでくださいね。そんな時は、
雨風に強い服の下に、中間着として着るのが   
おすすめです。
　水を防ぐのは、外からだけ
ではありません。体からでる
汗や水蒸気、それすらも、   
ダウンの羽をしぼめる原因になります。綿の下着など
保水性のあるものは、濡れた状態を維持します。
濡れたものを乾かす際、体温を奪う気化熱という
現象があるので、濡れたものを着続けると体温が
下がります。その上、ダウンに水分をあたえ、羽も  
しぼめてしまい２重に寒くなっています。冬の下着は、
保水しないで水分をコントロールできる吸汗     
拡散性のある素材やシルク、ウール、機能性     
インナーを着る方がダウンの性能を引き出します。

　ところで、熱源が自分の体温なので、体温が 
低めの人がダウンを着てもあまり暖かくないのです。   
そんな時は、ダウンのポケットにカイロをいれるのが
おすすめです。自分の体にカイロを貼らないで    
ください。汗をかいてしまうと、気化熱で体は冷え 
ダウンの羽をしぼめることは先に書いた通りです。
この方法だと、体温が低めの人も空気を蓄えた 
ダウンを着ることができます。鳥類は人間
よりも高い体温で羽を膨らませている   
ので、カイロを有効利用するのです。
　また、ダウンだけではなく、薄い服を重ね着したり
フリースやセーターを着る際にも、動かない空気の
層をいかに作るかを意識してください。フリースは、
空気をためますが、風を通すので、風がふいたら
風を防ぐ服を上着に着ないと空気はためられません。
　気温が低ければ動かない空気をためる      
工夫をし、外からと内からの水をコントロールし、 
風がふけば風を防ぐ、空気・水・風を利用する   
知恵なしには、どんな服を着ても寒くなりますので、
普段から気をつけてみてくださいね♪
　そうそう。なぜ、「りす」なのかということですが、  
それはまた次回の連載までお楽しみに！

ご存知でした？
正しいダウンジャケットの着こなしとは

雨・雪の日は
機能性インナーを上手に活用

防寒着のポイントは、
空気と風をコントロール

アウトドア防災ガイド。阪神大震災被災体験
とアウトドア知識を生かし、2003年より講演
活動を展開。とりわけ、子育てグッズと防災
グッズをイコールにしてしまうアウトドア流の
実践的な内容が好評。
“すぐに実践したくなる”“毎日を充実させるヒントがある”と   
口コミで全国に広まり、毎年の講演回数は全国で100回以上。
『りすの四季だより』（新建新聞社）等著書多数。また現在 
「リスク対策.com」にて『防災・減災りす便り』をweb連載中。

＊PROFILE＊

224mm×360mm



製品紹介スニュー
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消火後の汚損が少なく環境にやさしい水系消火器として、
強化液（中性）消火器の人気が高まっています。

強化液（中性）消火器の設置が増えています。
2018～2019年の

法令改正をご確認ください。

11 12

住宅宿泊事業法の施行に伴い、民泊施設における消防用設備等の設置基準が見直  
されました。民泊施設の用途は、一般住宅、宿泊施設（5）項イ、共同住宅（5）項ロ、複合
用途（16）項イに分類され、建物の用途によって消防設備の設置基準が異なります。

飲食店等における消火器具設置に関する法改正

民泊施設等の消防設備設置基準の見直し

2016年6月1日より、施行された点検基準は3年間の経過措置がありましたが、2019年 
5月31日までに全数点検をしてください。

移動式粉末消火設備の開放点検の経過措置（既存設置分）

＜＜主な改正内容＞＞

11階建て以上の建物で民泊を行う  
場合、10階以下にもスプリンクラーの
設置が義務付けられる。

※一定の条件を満たした場合は、設置が免除されます。

●「宿泊施設（5）項イ」は、延べ面積
6000㎡以上のもの等

●「複合用途（16）項イ」は、（5）項イ部分
が3000㎡以上のもの等

◆スプリンクラー設備の設置基準の見直し

「宿泊施設（5）項イ」「複合用途（16）
項イ」に該当するすべての建物に誘導
灯の設置が義務付けられる。

◆誘導灯の設置基準の見直し

※一定の条件を満たした場合は、設置が免除されます。

製造年から6年経過、または運転性能
の維持点検後6年経過していないガス
タービン以外の自家発電設備は、負荷
運転をしなくてもよい。（改正前は、毎年の負荷
運転が必要）

◆自家発電の点検基準の見直し

500㎡未満の「複合用途（16）項イ」を
加える。（宿泊施設部分が300㎡未満のものに限る）

◆特定小規模施設用自動火災報知設備を
　設置可能な施設の見直し

「宿泊施設（5）項イ」に該当するすべて
の戸建て住宅に自動火災報知設備の
設置が義務付けられる。
「複合用途（16）項イ」は、500㎡未満
のものにも設置が義務付けられる。

◆自動火災報知設備の設置基準の見直し

＜消火器具の設置基準の見直し＞

【改正後】
火を使用する設備または器具（防火上有効な措置として
総務省令で定める措置が講じられたものを除く）を設けた
飲食店等においては、原則として、延べ面積にかか   
わらず消火器具の設置を義務付ける。

【現行の消防法】飲食店等においては、延べ面積150㎡
以上のものに消火器具の設置を義務付ける。

2019年10月1日施行

併用設置で
安全性
アップ！

当社では、粉末（ABC）消火器
と水系消火器の併用設置を 
推奨しています。

強化液（中性）消火器
YNL-3X

粉末（ABC）消火器
YA-10NX（2018年3月28日 消防法施行令の一部を改正する政令）

YNL-2
2型　2.0L

YNL-3X
3型　3.0L

ここが
スゴイ！

◆深部火災を確実消火。再燃防止。
内部にまで薬剤がしっかり浸透するので、再燃を
防ぎます。

◆消火後の汚損が少ない。
火元周辺の汚損が少なく清掃が簡単。二次被害
を軽減します。

＜強化液（中性）消火器の場合＞

薬剤が
内部にまで浸透。
素早く消火！

薬剤が
内部にまで浸透。
素早く消火！

素早く消火！素早く消火！

あなたなら、どちらの消火器で消火しますか？
＜粉末(ABC)消火器の場合＞

確実に消火し、
再燃の恐れなし。
確実に消火し、
再燃の恐れなし。

段ボール火災発生！

薬剤が内部に
浸透しないため、
再燃の恐れあり。

薬剤が内部に
浸透しないため、
再燃の恐れあり。

火元を狙って
ピンポイント消火。
火元を狙って
ピンポイント消火。

薬剤が
部屋中に拡散。
薬剤が
部屋中に拡散。

粉末薬剤が部屋中に
付着し、お掃除が大変。
電子機器などが
故障する恐れあり。

粉末薬剤が部屋中に
付着し、お掃除が大変。
電子機器などが
故障する恐れあり。

消火後の掃除は
拭くだけで簡単。
周辺の汚れが
少なくて安心。

消火後の掃除は
拭くだけで簡単。
周辺の汚れが
少なくて安心。

室内で火災発生！

他の消火器と
ひと目で判別
できるように 
カラーリングを
ホワイトまたは
シルバーに変更
できます。

224mm×360mm



Quiz
Y-Town

消防については、法規面の改正や      
技術面の進歩に追いついていくことが 
容易ではないのですが、Yまがじんに目を
通すことで助けられております。ありがとう
ございます。

編集室／ご愛読いただきありがとうござい  
ます。消防に関する最新情報をお届けする 
ことが、本誌の役割りだと感じています。    
特に法令改正は複雑なので、できるだけ   
わかりやすくお伝えするように、これからも  
心掛けていきます。

東京都 Mさん

今年は自然災害、台風、地震、豪雨など
により、日本列島全国に被害がありました。
明日は我が身に降りかかりそうで気になり
ます。豪雨になると我家は雨が一番心配。
庭が池になったことがあり、土のうが市から
届き30個ほど積んであります。袋がもろく
なり、シートを被せ保管しています。製品 
紹介で吸水性土のうが紹介されていました。
早速購入したいねと家族で話し合いました。
主人が手配してくれるそうです。

編集室／Kさんご家庭の防災に役立つ情報
を発信できたこと、とても嬉しく思います。
2018年は数々の自然災害に見舞われ、日頃
の備えがいかに大切かを痛感させられる年
でした。いざという時にあわてないために、  
避難グッズなどの準備も忘れずにいてください。

岐阜県 Kさん

いつもわかりやすくて楽しいYまがじんを 
楽しみにしています。最近は法律の改正
がややこしいので、今回、民泊施設の   
設備基準をわかりやすく掲載していた   
だいたので、今後に活かすことができます。
プライムツリー赤池の特集では、スプリンクラー
の放水型ヘッドの側壁設置タイプが紹介
されており、このような側壁設置タイプが
あるのを知らなかったのでびっくりしました。
これであれば、設置されているのもわから
ないので、良いと思いました。これからも 
いろいろな分野のレポートを楽しみにして
います。

編集室／大型ショッピングモールの“プライム
ツリー赤池”には、スプリンクラーはじめ様々
な消火設備を納入しました。どのような施設
でも、空間の用途や広さ、内装イメージに  
合わせて、最適な消火設備をご提案して   
います。これからも、安心して楽しめる空間 
づくりに役立てる製品を提供していきます。

兵庫県 Oさん

よく民泊を利用しますが、ますます安心  
です。いつも消火器はどこのメーカーかと
気になります。ヤマトプロテックの消火器
があるとホッとします。これからもガンバッテ
ください。

編集室／海外からの旅行者の増加と 
2020年の東京オリンピックに向けて民泊 
施設が増加しています。それに伴い、2018年
6月には住宅宿泊事業法（民泊新法）が   
施行されました。ヤマトプロテックの消火器は
ホテルや商業施設など様々な場所で、皆さま
の安全を守っています。いざという時、確実に
消火できるよう、防災訓練などで消火器の 
使い方をぜひ練習しておいてください。

愛知県 Hさん

防災用品の「アクアブロック」と保存食、
保存水は、災害等の時には必要な物です。
公共施設等で確保したり、一般家庭などでも
準備するよう、広く告知したらどうでしょうか。

編集室／2018年の豪雨では、各地に大きな
水害がありました。コンパクトに保管でき、  
水に浸すだけで土のうになる「アクアブロック」
を、多くの方にご活用いただけるよう告知に
努めていきたいと考えています。当社の通販
サイト“防災WEB”では、保存食や飲料水  
など様々な防災用品を販売していますので、
そちらもぜひご活用ください。

福島県 Fさん

VOICE
MAIL
ボイス・メール

VOICE
MAIL
ボイス・メール

Yまがじんへのご意見ご感想や
防火防災のひと工夫・体験談の
あれこれをお寄せください。
本誌に掲載させていただいた 
方には粗品をプレゼント
いたします。

たくさんのおたより
お待ちしております！！

編集室編集室
ハガキにクイズの答えと、住所・氏名・年齢・
職業をご記入のうえ下記宛にお送りください。
なお「答え」と一緒に本誌に関するご意見・    
ご感想もお寄せください。
1月17日よりホームページからも応募が出来る
ようになります。是非ご利用ください。
●正解者の中から抽選で5人の方に住宅用 
火災警報器を差し上げます。

応募方法 前号のクイズ当選者

北 海 道
北 海 道
神奈川県
京 都 府
兵 庫 県

さま
さま
さま
さま
さま

●
●
●
●
●

B
Y
N
F
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T
Y
M
A
Y

.

.

.

.

.

※お送り頂きました個人情報につきましては、クイズ
の当選に関する対応以外には使用いたしません。

〒108-0071
東京都港区白金台5-17-2
ヤマトプロテック株式会社

Yまがじん編集室Quiz Y-Town 係
クイズ〆切りは2月5日（当日消印有効）

正解は次号発表します。

前号の答え

5と7

1413

同じイラストを使い、それぞれ位置や角度を変えていますが、1つだけ異なる
イラストが入った仲間はずれがあります。それは何番の絵でしょう？
（※印刷による汚れやカスレは違いには入りません）

仲間はずれ

平成最後の年が明けました。
2019年はどのような年になるでしょう。
去年は、数々の自然災害に見舞われ、
多くの方が被害にあわれました。
今年は災害のない、平穏な一年で  
あることを心から願っています。
Yまがじんは、防災に役立つ情報を
発信し、皆さんに楽しんでいただける
紙面づくりを目指して今年もがん  
ばります。
どうぞよろしくお願いいたします。

224mm×360mm


