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　今年も例年以上に暑い日が続いていますが、
皆さん健やかにお過ごしでしょうか？
　炎天下に日傘も差さずに歩いていると、熱気
で息苦しさを感じるほど。そんな日は、冷たい   
海に飛び込みたくなります。夏に限らず、気分を    
リフレッシュしたい時や落ち込んだ時などに、   
海を見に行きたくなる人は多いのではないで   
しょうか。なぜ人は海を見たくなるのか。それは、
波のリズムにリラックス効果があることも影響    
していると思われます。
　「1/fゆらぎ」という言葉を聞いたことはあ      
りますか？これは、光や風などの自然環境が、    
時間的、空間的に変化するゆらぎのこと。        
この不規則なゆらぎに、人は心地よさを感じ     
ます。寄せては返す波のリズムもそのひとつ。   
他にも、そよ風や川のせせらぎ、ろうそくや        
焚き火などの炎の揺れ、小鳥のさえずりも      
1 / fゆらぎだと言われています。そして              
モーツアルトをはじめとするクラシック音楽の    
中にも1/fゆらぎがある曲が多いのだとか。      
家電製品にも1/fゆらぎを取り入れたものが     

あり、わが家の扇風機には、1/fゆらぎモードが
あります。不規則に強弱の風が吹き付ける       
リズムはそよ風のように快適で、長時間にわたっ
て風を浴びていても体に負担がないそうです。
私たちの心臓の鼓動も1/fゆらぎだから、機械 
的な一定のリズムより、不規則なリズムを刻む   
「ゆらぎ」に安心感を覚えるのは、当たり前の   
ことのようにも感じます。
　同じことを繰り返す日々が続くと、ふと日常を 
離れてのんびりしたくなるのも、生活の中に      
ゆらぎを求めている現れかもしれませんね。      
ちょっとした失敗やハプニングも、ゆらぎの        
ひとつと考えれば気が楽になったりして。とは   
いえ、気を抜きすぎるのは禁物。緊張と緩和の 
ほどよいリズムで快適な生活を送りたいもの    
です。そういえば、笑いを起こすのは「緊張の  
緩和」だという理論を聞いたことがあります。    
適度なゆらぎと笑いを暮らしに取り入れて、     
暑さに負けずに楽しく夏を乗り切りましょう。
　それでは今回も、Y-MAGAZINE・夏号を   
お楽しみください。
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Product《製品紹介》

Introduction

瞬時に燃え広がり一瞬で多くの命を奪うガソ  

リン火災から、多くの命と財産を守るために   

開発したのが、自動的に消火するシート状の   

建材『K/SMOKE PANEL』です。

自ら消火する建材
『K/SMOKE PANEL』
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Product《製品紹介》

Introduction

消防法の規定におけるガス系消火設備に代わる、人体に害 

を及ぼさない、安全でコンパクトな消火設備「K/SMOKE  

GAS」（ケースモークガス 特許出願中）を2021年9月1日  

より本格販売しています。

当社では今後、新築物件および既存物件において設置義務

のある防火対象物を対象に、消防法第17条3項に基づく   

大臣認定（ルートC）の手続きを進めていきます。

誤放出による死亡事故をゼロに！
『K/SMOKE GAS』

人体に無害 環境に優しい

施工・メンテナンスの
工期を大幅削減

K/SMOKE  GASの特徴

Parking garage Warehouse

Reference roomServer room

Machine room Power plant

新世代消火システム
K/SMOKE  PANELの特徴

コンセプトムービー

300℃を超えると自動的に薬剤を放出

カリウムが燃焼サイクルを
断ち切り消火形状のカスタマイズが可能

燃焼サイクルとは、通常、空気中

で安定している水素や酸素、水分

が不安定化し急速に反応を繰り

返す状態。

『K/SMOKE PANEL』はガス化

したカリウムが酸素、水素と反応

することにより、燃焼サイクルを

断ち切り、スピーディーに消火し

ます。

【スラリー状】
塗料に混ぜ込むことで幅広い用
途に使用可能。

【シート状】
軽量で薄いシート状なので、様々
な建材、設置場所に適応可能。
リチウムイオン電池には形状に応
じて柔軟な設計 をし、セル内部で
火災を抑制することで、周囲への
影響を最小限に止めます。 

初期消火の難しさ
恐ろしい勢いで火の手が上がるガソ   

リン火災は、スプリンクラーなど従来の

設備では十分に対抗することが困難   

です。

急速に燃え広がるため、消火器を持って

くる頃には手に負えない状況になり、 

消火時間の猶予がほとんどありません。

K/SMOKE GAS や PANEL を設 置 し た 機械式 

駐車場や電気室をジオラマで再現しました。

このように設置することで火災時に安全に消火する

ことが出来ます。

https://www.youtube.com/     
watch?v=F8dNIjIPjwc



　こんにちは！あんどうりすです。レジャーシーズン
の夏が来ましたね。近頃はアウトドアブーム        
もあり、ハイキングや登山にチャレンジしようかな   
と思っている人も増えたように思います。皆さんは
山歩きはお好きですか？

　アウトドアグッズが防災に役立つことは知られる
ようになってきましたが、「山歩きそのものが防災に
も役立つのだな」と実感したことがあります。都市
部の高層マンションが多い地域の幼稚園で講演
をした時のことです。園長先生が入園した子ども
たちにまず最初に教えると仰った内容が印象的
でした。何だと思いますか？それは「階段を降りる
こと」でした。
　その地域の道は平坦で、そして、高層マンション
内はエレベーターで移動するので、階段を使った
事がない子たちが多いということでした。そうする
と、入園する４歳になって階段を使った時、登る  
ことは出来ても降りることは怖がったり、足がもつ 
れてしまうので、練習が必要とのことでした。　
　普段から段差を降りられないとなると、災害時
はもっと不安です。いつもは平坦な道も、地震や 
液状化で隆起するかもしれません。障害物も    
あります。思えば、山歩きだと階段になっている   
ところだけでなく、道自体が常に凸凹しています。
たった一歩踏み出すだけでも前後左右のバラ  
ンスをとる必要もあります。つまり、歩く練習には  
もってこいの場所です。しかも、空気は澄んで、  

鳥の声も響き渡り、道端には花も咲いています。  
そう思うと特別な避難訓練というものでなくても、 
ただただ山歩きをするだけでも高度な防災訓練
になっているのだなと思えてきたのでした。
　ということで、前置きが長くなりましたが、防災と
いう意味でも山歩きをおすすめしたいと思って   
います。

　とはいえ、山歩きの一般的なイメージは苦しい 
ことを乗り越える苦行のようなものではないで   
しょうか？でも、苦行だとケガや事故のリスクもある
ので、おすすめではありません。山歩きのコツは、
“楽”に登ることなのです。ネットで「山歩き」「コツ」
と調べれば、たくさんのコツ情報が出てきますが、
最初に試してみて欲しいことは斜面を登るとき、 
いつもより歩幅を小さくしてみて欲しいのです。  
“頑張って登ろう”と思うと、歩幅は大きくなります。 
でも、逆なのです。登る時に歩幅が小さい方が、
膝や脚にかかる負担は小さくなるので苦しさも  
減ります。また、頑張って登ろうとすると息も切れて、
早く疲れてしまいます。歩幅を小さくして、力まず、
頑張らず、自分のペースを大事に、こまめに水分
や食べ物を補給してください。そのような方法で 
一度登ってみると、下山した後にもう一度登る   
余力があるのではないかと思えるほど、疲れて  
ないことに気づきますよ。もちろん、ゆっくり登る    
ことになるので時間に追われないよう、余裕の   
あるスケジュールにしてくださいね。

　そして、楽しい山歩きのお供は、歩くことが楽しく
なる負担の少ない靴を選んでみてください。足の
形は人それぞれなので、好みや歩きやすさも人  
それぞれです。オンラインでの購入が増えたかも 
しれませんが、試しに履いて歩いてみることが   
大切だと思っています。アウトドアショップなどでは、
階段や山道を模したスペースがあって、そこで  
実際に試して足に馴染むものかどうか確かめ    
られるようになっています。平坦な道でフィット      
しているように思えても、坂道では靴擦れが      
起きやすい形だったということもあるからです。
　一般論ですが、足首より上まで固定するハイ
カットタイプは靴底も固めです。足場が不安定な 
時も乗り込みやすくなっていて、荷物が重いとき  
にも捻挫を防ぎます。反対に足首が固定され     
なくて靴底も柔らかいローカットタイプは、動き     
やすさ重視です。里山や舗装道に適しています。  

“楽”に歩き、“楽”に登ることがポイントです

山歩きは、自然を満喫できる避難訓練！？
※登山の場合はネットで登山届けもできます。登山アプリや地図の
準備、天候チェックとレインウエアもお忘れなく！

●ブロック状の靴底で強いグリップ力。つま先が反り上がる形状で歩きやすい。
●高い防水性能を備えるものが多い。

●足首周りの高さでハイカット・ミドルカット・ローカットの3タイプ。
●ハイカットはソールが固く、ローカットのソールは柔らかめ。

ゆるっと防災術
アウトドア

15Vol.

アウトドア防災ガイド あんどうりすの

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

山歩きの相棒は
試し履きをして相性チェック！！

その中間で、足首を固定し、ほどよい硬さを備え 
たものがミドルカットタイプになります。好みで    
使い分けます。
　歩き方と靴を工夫して、楽しい山歩きを体験   
していただければ嬉しいです。スニーカーにしか
見えないお洒落なものもありますので、日常でも
使ってみてくださいね！
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ハイカット

ミドルカット

ローカット

柔らかい 中間 硬い

トレッキングシューズのタイプと特長
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Product《製品紹介》

Introduction

ミスト冷却システム『マイクロフォグC』は、独自開発のノズル

から微細なミストを噴霧し、気化熱現象により外気をクール

ダウンするシステムです。

使用するのは、水とわずかな電力のみ。エアコンのように室外

機からの廃熱もなく、環境に優しい経済的なシステムとして

好評をいただいています。

暑さが厳しくなる夏本番までに設置して、夏を快適に過ごし

ましょう。

人に環境にやさしい熱中症対策
ミスト冷却システム『マイクロフォグC』

アルバトロスゴルフクラブ可児様の
施設概要を教えてください
アルバトロスゴルフクラブ可児の施設概要は全人工芝、50打
席、すべての打席にオートティーアップシステム及び軌道計測、
飛距離等が可視化されるシステムを導入しています。また、本
施設は清潔さを保つことを重要と考え、運営を行っています。

昨今、自然災害が多くなっていると思いますが、
防災対策を行っていますか
風量計を設置しており、強風が吹いた際にネットが下がる   
仕組みになっています。対策を行うことにより、事故を未然に 
防ぐことを心がけています。

施設内のおすすめスポットを教えてください
施設概要にある、お客様の練習の質を上げるシステムや今回
導入したマイクロフォグC、清潔さが本施設の特徴です。どれ
もお客様が快適にご利用いただける体制を日々考え、最善を
取り入れていくようにしています。今後も良いシステムや 
サービスがあれば追加していき、顧客満足度向上に努めて  
いきます。

マイクロフォグCの導入を決めた理由はありますか
昨今の猛暑対策として導入を決めました。ミストが出ている
ことにより清涼感もあり、見た目もよいと感じました。        
エアコンだとコストが高く、環境にもあまりよくありません。 
その点、マイクロフォグCであれば、低コストで環境に         
やさしいため、採用を決めました。マイクロフォグCがお客様
の快適さを向上してくれることを期待しています。また、     
このような取り組みが口コミ等で広まり、多くの方の来場を
お待ちしております。

ヤマトプロテックへの
ご要望等はありますか
今後、夏の使用次第で追加も検討し
ています。現在2分割で噴射できる
ようになっていますが、使い勝手向
上のため、4分割で細かく噴射場所
を分けられる仕組みにしてくれると
嬉しいです。

アールジェイ東岐阜㈱ 奥村様

今回、初めてゴルフ練習場にマイクロフォグCが導入さ
れました。
アルバトロスゴルフクラブ可児様はお客様のことを考え、
顧客満足第一で運営されている、とても素晴らしい   
ゴルフ練習場だということを感じました。取材当日も 
若い方や女性、ご年配の方まで幅広く来場されていま
した。ここまで完備されたゴルフ練習場が近所にある 
ことがとても羨ましいです。
マイクロフォグCは体感温度が2℃～3℃下がるので、
練習の快適さ向上に、貢献できれば幸いです。

編集室

岐阜県可児市のゴルフ練習場 
『アルバトロスゴルフクラブ』に採用していただきました
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NewsPlus
《ニュースプラス》

2

中央研究所に新しい看板を設置

ヤマトプロテックの技術開発や研究

を行っている茨城県の中央研究所

に、新しい看板を設置しました。

夜間にはライトアップされ、遠くから

も目に付く仕様になっています。

中央研究所にお越しの際には、ぜひ

ご覧ください。

NewsPlus
《ニュースプラス》

1

メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2022
第1回 交通インフラ設備機器展に出展します

2022年7月20日(水)から22日(金)まで東京ビックサイトにて、「駅と空港の設備機器

ゾーン」、「駐輪・駐車場システム・設備ゾーン」、「バス・トラック運行システムゾーン」、「感

染対策ゾーン」で構成される、交通インフラ設備機器展に出展します。

総合防災カンパニーとして交通インフラに最適な製品を提案していきます。

https://www.jma.or.jp/mente/tokyo2022/outline/traffic.html

2022年7月20日（水）～22日（金）

10：00～18：00（最終日は17：00まで）

東京ビッグサイト（東展示棟）

開催日時

場 所

：

：

＜出展予定商品＞

●ガス系消火設備の救世主
「K/SMOKE GAS」

●自ら消火する建材
「K/SMOKE PANEL」

＜開催概要＞

来場ご希望の方は、事前に招待券をお申し込みください。※完全事前登録制。

Product《製品紹介》

Introduction

使用圧力範囲

0.35～0.70 MPa

0.35～1.0 MPa

評価番号

評消虎第45号

評消虎第46号

泡消火薬剤

泡第30～2号 アルファフォーム310X

泡第2020～2号 アルファフォーム320X

泡第30～2号 アルファフォーム310X

泡第19～26号　アルファフォーム310R

コンパクトな設備で火災箇所をピンポイントでムダなく消火。

環境への負荷が少ない新システム特定駐車場用泡消火設備

『CXシステムⅢ』。

この度、CXヘッドにおける使用圧力拡張の承認が得られ    

ました。

特定駐車場用泡消火設備
『CXシステムⅢ』

NEW！

既存のYPS-80C（D）の薬剤貯蔵容器をグレードアップし、

耐食性を向上させたのが『YPS-80CR』です。

ホースや格納箱などはそのまま、貯蔵容器の薬剤接液部分に

SUS製の上蓋を使用しています。

さらに泡タンク等でも実績のあるゴム製のラバーバックに、

国内で初めて消火薬剤を封入しました。

新型パッケージ型消火設備
『YPS-80CR』

NEW！

使用圧力拡張によるメリット

減圧弁が
減少する可能性あり

システム全体の
コストカットを実現

優れた耐食設計

により、耐久性を

より一層高めま

した！

パッケージ1（one）

PG-051号

約200kg

81L（98.1kg）

商 品 名

認 定 番 号

全 装 備 質 量

消火薬剤容（質）量

－10℃～＋40℃

約235秒（20℃）

13m～20m（20℃）

19.8L/min（20℃）

使用温度範囲

放 射 時 間

放 射 距 離

放 射 量
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南 久美子の ほっ！とワールド

京都市出身 京都市在住　笑いで心と身体を癒すユーモアセラピストとして各地で作品展・講演を開催中

＊（公社）日本漫画家協会会員 NPO法人癒しのほっ代表　＊著書「今日はいいことありそうだ」（光村推古書院発行）など

PROFILE



“ゆるっとアウトドア防災術”の「72時

間一斉帰宅抑制」「72時間分の食料

備蓄」「ローリングストック」の考え方

が勉強になりました。自分が動けなく

なった時のことは、なかなか分かって

いるようで分かっていない人が多い

と思います。実践することが、今は重

要であると感じました。

Y-MAGAZINEが年々わかりやすく

きれいになっています。より楽しく読

めて嬉しくなります。

大阪府 Fさん

【編集室】

大災害が起こった場合、72時間は自

力で耐えられる備えを心がけたいも

のです。本誌を楽しんでいただきあり

がとうございます。これからも読みや

すい紙面づくりを心がけます。

サッカー選手、また応援する人たちが

夢中になるスタジアム等に防災対策

として消火設備が納入された…とあ

り、応援する人、それを送り出す家族

も安心いたしました。広いスタジアム

のあちこちに設置されたこと、本当に

ありがたいです。

岐阜県 Kさん

【編集室】

「茨城県立カシマサッカースタジアム」

は、選手やファンなど大勢の人たちが

利用する施設。人々に夢を与えるスタ

ジアムに消火設備を設置できたこと

を、大変光栄に感じています。ホット

レポートでは、今後も当社の消火設備

等が設置されているさまざまな施設

をご紹介します。

“ゆるっとアウトドア防災術”に「いざと

いうときは“帰らない”という考え方」

が記されていました。職場でも案内さ

れていたように思いますが、頭の中に

は残っていませんでした。72時間と

いう数字の意味についても改めて考

えることができました。

神奈川県 Iさん

【編集室】

備蓄食料を災害専用にするのでは  

なく、普段の食事に使える買い置きと

して選ぶというのは新鮮な考え方で

すね。今は、美味しそうな缶詰やレト

ルト食品がたくさんあるので、いろん

な物を順番に試すのも楽しそうです。

職場の夜食やおやつとして、自宅では

料理するのが大変な時のお助けの  

一品として、「ローリングストック」に

挑戦してみましょう。

“ゆるっとアウトドア防災術”の「いざと

いうときは“帰らない”という考え方」

を読んで。私が住んでいる地域は、川

を渡って会社や中心地へ行く、そうい

う場所です。常に、会社にいる時は

「震災が起きたら家に帰れない」、家

にいる時は「震災が起きたら会社に

行かれない」と考えながらの生活です。

2・3日動けなくても大丈夫な備えは

しているつもりですが、実際に起きた

ら何に困るかを、もう一度考え直さな

いといけないですね。

長野県 Iさん

【編集室】

いつどこで災害に遭遇するか、わかり

ません。自宅、職場、外出先など、その

時いる場所によって行動が変わるは

ずです。難しいとは思いますが、常に

危機感を持って行動するようにした

いですね。

コロナウイルスによって人々の生活が

一変し、マスク着用、密を避ける、適度

な換気は基本的な感染対策として

すっかり根付いています。しかしそれ

でも知らず知らずのうちに入り込ん

でしまったウイルスが空間に残ってし

まったら、それが感染源となってしま

うかもしれません。少しでもリスクを

減らすために、ご紹介の紫外線除菌

器「UVエアクリーン」は、有効なので

はと感じました。これからも実証の積

み重ねやさらなる開発を期待してい

ます。

兵庫県 Yさん

【編集室】

「UVエアクリーン」 は紫外線の力で 

空気を除菌して、カビの発生なども 

抑えられます。コンパクトでスマートな

デザインなので、オフィスやご家庭で

もお使いください。

VOICE・MAIL
ボイス・メール

編集室
前号クイズの答え

H
ハガキにクイズの答えと、住所・氏名・年齢・   

職業・本誌へのご意見・ご感想をご記入のうえ

下記宛にお送りください。

正解者の中から抽選で数量限定住宅用
消火器『YAMATO SAKURA』をプレゼント！

応募方法

※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-MAGAZINE編集室 Quiz Y-Town 係

クイズ〆切りは8月1日（当日消印有効）

正解は次号発表します。

WEBからも応募が

出来るようになり  

ました。是非ご利用

ください！

当選者の発表は、賞品の発送をもって代え    
させていただきます。当選結果に関する電話
やメールでのご質問にはお答えできません
ので、ご了承ください。

本誌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。

掲載させていただいた方には    

オリジナルグッズをプレゼント 

いたします。

ハガキまたは当社ホームページ

（Y-MAGAZINEページ内）の送信

フォームよりお送りください。

暑い夏を少しでも快適に過ごす

ために、数年前から室内のイン

テリアも涼しげな色使いに衣替

えしています。シックなソファに

寒色系の布をかぶせたり、風鈴

を付けたり、グリーンが鮮やかな

植物を増やしたり。ささいな変

化ですが、気分的にちょっとクー

ルダウンする気がします。皆さん

も工夫して、猛暑を涼しく乗り

切ってください。
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たくさんのおたより

お待ちしてます！

https://www.yamatoprotec.co.jp/  
contents/magazine/form/

B

C

D

E

F

G

H

A

バラバラになったピースを元の絵にあてはめると、一つだけ少し絵柄
の異なるピースがあります。A〜Ｈの中から探し出してお答えください。

（印刷による汚れやカスレは違いには入りません）


