照明器具は

えっ、まだ蛍光灯を
使っているの？

LED

LEDに！
コウカンガルー

新世代へ！

ご家庭も

LEDで省エネ

オフィスも
LEDで省エネ

今、LED照明器具は省エネ性能がさらに進化して、
ますます電気代がおトクです！
照明器具の消費電力の推移
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40W2灯タイプ同等の明るさを得るための消費電力

蛍光灯器具
蛍光灯器具
（安定器タイプ） （インバータタイプ）
に比べ
に比べ

７１％
省エネ

！

省エネ

LEDで省エネ

旧世代LED
照明器具に比べ

54％
省エネ

新世代LED照明器具

1985年 2000年 2010年
今までの照明器具は
おつかれさまでした！
最新のLED照明器具に
交換して省エネ性能
アップ！

61％

工場も

2020年
オフィスも

蛍光灯用器具

LED一体型器具

工場や体育館も

水銀ランプ用器具

LED高天井用照明器具

お使いの照明器具でLEDランプを使用する際は注意が必要です。
●お使いの照明器具と交換するLEDランプの組み合わせが不適合であると、発煙や火災の原因となる場合があります。
●長期間使用した照明器具は、製品保証の対象外です。

●安心安全

照明

照明器具リニューアル

一般社団法人

〒 110-0016

日本照明工業会

東京都台東区台東 4-11-4
三井住友銀行御徒町ビル８階
☎ 03-6803-0501 FAX：03-6803-0064

一般社団法人 日本照明工業会会員
施設リニューアル小委員会
岩崎電気株式会社

〒 103-0004 東京都中央区東日本橋 1-1-7 野村不動産東日本橋ビル
お問合せ窓口 CS センター Tel.048-554-1124
http://www.iwasaki.co.jp

株式会社遠藤照明

〒 160-0011 東京都新宿区若葉 1-4-1
Tel. 03-5369-7159
https://www.endo-lighting.co.jp/

オーデリック株式会社

〒 168-0081 東京都杉並区宮前 1-17-5
Tel. 03-3332-1123
http://www.odelic.co.jp

株式会社 GS ユアサ

〒 105-0011 東京都港区芝公園 1-7-13
Tel. 03-5402-5805
http://www.gs-yuasa.com/jp/

東芝ライテック株式会社
パナソニック株式会社
日立グローバルライフ
ソリューションズ株式会社
株式会社ホタルクス
三菱電機照明株式会社

〒 212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町 72-34
Tel. 044-331-7551
http://www.tlt.co.jp
〒 571-8686 大阪府門真市大字門真 1048
Tel. 06-6903-5593
https://www2.panasonic.biz/ls/lighting/
〒 105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12（日立愛宕別館）
Tel. 03-3506-1528
http://www.hitachi-gls.co.jp
〒 105-0014 東京都港区芝 1-7-17
Tel. 03-6746-1500
http://www.hotalux.com/

住友不動産芝ビル 3 号館

〒 247-0056 神奈川県鎌倉市大船 2-14-40
フリーダイヤル（0120）348-027 ／ Tel. 0467-41-2760
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/

。

ホームページ

http://www.jlma.or.jp/shisetsu_renew/index.html
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●災害・防災対策
補修・補強用材料・工法
学校のコンクリート建造物の補修・補強・保存工事に最適！

アサヒボンド工業（株）
アサヒボンド工業会
〈概

本

社

工業会事務局

〒 173-0031 東京都板橋区大谷口北町 3-7
☎ 03-3972-4929 ㈹ FAX03-3972-4856
〒 173-0031 東京都板橋区大谷口北町 3-7
☎ 03-3972-4909
FAX03-3972-4583

要〉

「アサヒボンド」は、エポキシ樹脂等を活用した、コンクリート建造物の補修・補強・保存工事に
適した製品。使用場所と目的に応じ、SDGS を意識した品揃えと適切な工法の提案を目指す。
土木・建築

建築改修工事用接着剤
用途

構造補強用接着剤
品番

用途

品番

浮き補修に（JIS A6024）

576/573

鋼板等接着補強工法用（注入剤）

ひび割れ補修に（同上）

551/573

（シール材）

欠損部補修に

BE2 ★ /BE13

連続繊維補強工法用

U カット補修に

EL55 ★

耐震補強各種工法用

タイル部分張替用に

507 ★

連続繊維補強工法用（プライマー） 700P

シール用エボキシ樹脂は

505 ★

耐震補強各種工法用（含浸接着用） 701

注入用軟質系エボキシ樹脂は

556L ★ /556M ★

アンカーボルト接着工法用

★は（社）公共建築協会「建築材料等評価名簿」掲載品

801 ☆ /801L ☆
850 ☆
700P 701

871 ☆

☆は日本道路公団他の品質規格合格品

「アサヒボンド」使用の〈施工例〉

・パイプ埋込み注入工法（裏面シール有）

■コンクリート建造物の構造補強

・パイプ埋込み注入工法（裏面シール無）

・アンカーボルト接着工法

・座金付パイプ注入工法

・鋼板接着工法

・自動式低圧樹脂注入工法（スクイズ工法）

・連続繊維補強工法

・スクイズプレート、スクイズ bar

・耐震補強各種工法

・U カット可とうエポキシ樹脂充填工法

■コンクリート・モルタルの欠損補修

■その他の補修・補強・接着工法

・欠損部エポキシ樹脂モルタル充填工法

・プレキャストコンクリート接着工法

・塩害抑制断面欠損補修工法

・コンクリート打ち継ぎ接着工法

■モルタル・タイル仕上げの浮き補修

・コンクリートのジャンカ補修工法

・アンカーピンニング部分注入工法

・タイル接着工法

・アンカーピンニング全面注入工法

■その他のエポキシ樹脂応用工法等

・プレスダウングラウト工法

・浴場、屋上など、アスファルト防水層の部分注入

・PD ピンニング エポキシ樹脂注入工法

補修防水工法

・新製品 アサボン弾性 G（２成分形変成シリコン・エ
ポキシ樹脂系接着剤。
）かぶれ難い原料を使用。プ
レスダウングラウト注入工法への活用が期待される

・レジアンダー
（水性エポキシ樹脂混入下地処理塗材）
・上下水道施設、農業集落排水施設等のコンクリー
ト防食工法

■コンクリート・モルタルのひび割れ補修
< レジアンダー最近の使用実績例 >			
福島県相馬愛育園、茨城県大子特別支援学校、まえばし

市吉野東小学校、神奈川県横浜市義務教育学校西金沢学

幼稚園、浦安市美浜南認定こども園、兵庫県三田市広野

園、東京都世田谷区瀬田中学校、杉並区立大宮中学校、

幼稚園、兵庫県立氷上特別支援学校、埼玉県川口市辻小

神奈川県愛川中学校、藤沢市大清水中学校、横浜市中山

学校、千葉県館山市立館野小学校、八千代市立村上小学

中学校、都立成瀬高等学校、都立大島高等学校、神奈川

校、東京都葛飾区東柴又小学校、北区王子第五小学校、

県立鶴見総合高等学校、白百合女子大学２号館、東京大

神奈川県横浜市鴨居小学校、熊本市黒髪小学校、鹿児島

学（本郷）総合研究棟（医学部２号館本館）

アサヒボンド工業㈱ http://www.asahibond.co.jp
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●災害・防災対策
補修・補強用材料・工法
学校のコンクリート建造物の補修・補強・保存工事に最適！

アサヒボンド工業（株）
アサヒボンド工業会

本

社

工業会事務局

〒 173-0031 東京都板橋区大谷口北町 3-7
☎ 03-3972-4929 ㈹ FAX03-3972-4856
〒 173-0031 東京都板橋区大谷口北町 3-7
☎ 03-3972-4909
FAX03-3972-4583

ので、タイルを傷つけない

レジアンダー不陸調整粉体				
実績を重ねて来た下地調整塗材・レジアンダー（水性

●不具合箇所に合わせて施工できるので、健全部に手を
かけず、部分補修が可能で効率的

エポキシ樹脂＋水硬性粉体）に、粉体として「厚付速硬
化粉体」に加え、
新しく「不陸調整粉体」が仲間入りした。

●会員専用工法でライセンス制を採用し、安定した施工
品質を実現

この粉体では 1.0 ミリ～ 5.0 ミリ程度の不陸が施工可能。
施工現場の状況に対応した粉体の選択により、施工効率

アサボン弾性Ｇ（注入可能な弾性接着剤）
アサボン弾性Ｇは、弾性接着剤の剥離防止効果をその

が飛躍的に向上する。

ままに、注入材としての粘度を実現した “ 注入できる弾

プレスダウングラウト工法（PDG 工法）

性接着剤 ” 。

（50 二丁直張りタイル仕上の浮き補修対応工法）
注入が困難な 50 二丁直張りタイル仕上の浮き補修に

●エポキシ樹脂の強固な接着力と変成シリコン樹脂の持

最適な工法。アルミ製フレームで抑え込むことにより接

つ弾性接着剤の柔らかさを併せ持つ注入材。
●設定性能は「JIS A 5557：外装タイル張り用有機系接

着層が薄い浮き注入補修に対応できる。

着剤」と「JIS A 6024：建築補修用及び建築補強用接

【工法の特長】
●アルミフレームで抑え込みながら注入するので、注入
圧力によるはらみを押さえることで、注入材が必要な

着剤」の両規格の品質試験を満たすことを条件とした。
●躯体と仕上げ材のひずみさのストレスを吸収し、温度

面積に広がる

変化による接着層の物性変化が少なく、耐久性向上。

●タイルを張り替えないので意匠が変わらない

●かぶれの原因物質の含有量が少なく、皮膚に優しい。

●注入口やアルミフレーム取り付け穴は目地に穿孔する
PD ピンニング エポキシ樹脂注入工法

PD ピンは、躯体コンクリート
に切り込み機械固定されピンの
飛び出しを無くし、PD ピンの
頭が、樹脂の流出を防止する。

（特殊コンクリートビス使用の浮き注入新工法）
プレスダウングラウト工法の開発途上で、従来のエポ
キシ樹脂注入工法の様々な問題点に出会った。
●注入材の流出

つば無しの通常のアンカーピンは、硬

化前に注入材の漏出の可能性がある
●ピンの浮き上がり 注入内圧が解消以前にアンカーピン
を挿入した場合、飛び出す可能性がある
●特許工法取得

新工法は、PDG 工法以外にも活用で

き、登録会員工法とし、安定した施工品質を確保する
< アサヒボンド最近の使用実績例 >			
埼玉県越谷児童相談所事務室棟、秩父特別支援学校、県

校、館林市立第四中学校、埼玉県さいたま市立桜山中学

立鳥取養護学校特別教室棟、栃木県立国分寺特別支援学

校、東松山市立南中学校、和光市立第二中学校、新潟市

校小学部、群馬県太田市立南小学校、高崎市立上郊小学

東石山中学校、静岡県長泉町立北中学校、宮崎市立広瀬

校、乗附小学校、埼玉県熊谷市立熊谷西小学校、熊谷市

中学校、鹿児島県志布志市松山中学校、栃木県鹿沼高校、

立玉井小学校、東京都北区梅木小学校、新潟市木崎小学

群馬県高崎商科大学付属高校、埼玉県杉戸農業高校、長

校、富山県射水市立歌の森小学校、愛媛県松山市旧泊小

野県上田東高校、福島県立医科大学保健課学部、埼玉県

学校、旧由良小学校、長崎県諫早市喜々津東小学校、長

芝浦工業大学大宮キャンパス、長野県信州大学（上田）

崎市日見小学校、群馬県太田市立強戸中学校、生品中学

繊維学部

アサヒボンド工業会 http://www.asahibond-kai.jp
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●安心・安全

省エネ・エコ改修に最適な庇

（株）ユニエース

ユニエース直付庇

〒 433-8105 静岡県浜松市北区三方原町 1666-2
TEL (053)437-0520（代表）
FAX (053)438-0237
e-mail：yuniace@amber.plala.or.jp

既存校舎へ簡単に設置可能で、日射調整・室内温度軽減〜環境に配慮

〜学校のエコ改修に取付けが容易で安価な「ユニエース庇」〜
窓や出入り口などで、庇（ひさし）は、日射遮蔽効果
がある他、昼光利用窓としても機能するので教室の光環
境改善にも期待できます。この道 40 年、雨、霧、風、
光を除ける、学校のリニューアル改修等で庇はとても重
要な部材です。
特長
・和風ユニエース、フラット型、M 型、US 型、切妻など
建物に合わせて色々な庇がワンタッチで取付けできる。
・耐風圧性・耐積雪性に優れている。
・庇内部硬質発泡ウ
レタンで雨音も気にならない。
（一部、除く）
・外壁完成後の後付けタイプもできる。
・ジョイントでどんな長さにも対応可能で、高耐久（材
料厚）
、屋根一枚板ハゼ組加工で水切れがよい。
・ ALC、RC、木造、鉄骨など、どんな壁にも取付け可能。

[ 真夏の省エネ効果 ]
遮光性と遮熱性、両方と
もに優れた効果を発揮する
「庇」は夏のエアコンの稼
働率を減らし、室内を快適
温度に保ち省エネでエコに

フラット型庇

もつながります。
教育施設への庇効果と景観効果をご提案します

Ｍ型（後付）庇

ＵＳ型（後付）庇

和風ユニエース庇

http://www13.plala.or.jp/yuniace/
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●災害・防災対策
防災貯留型トイレシステム
避難所ではトイレ不足が常態化。この課題を解消

積水化学工業（株）

環境・ライフラインカンパニー 管材事業部
東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー
〒105-8566 TEL 03-6748-6492 FAX 03-6748-6564

避難所生活の最難題「トイレ不足」を解消し、
被災者の健康を守る
地震や台風、水害などの災害時に避難所へ避難所生活

② 下水道管路に直接接続することで、設置整備費を縮

を強いられた被災者にとって最も切実なのは実はトイレ

減することが可能である。

の問題。避難所の不自由な生活の中で、清潔、快適なト

③ 予め管路に貯留水として井戸水、川の水、プール等

イレを確保できるか否かは、被災者の健康にも重大な影

を使用前に水を溜めることで汚物の臭気発生を抑制

響を与える。
防災貯留型トイレシステムは阪神大震災後、

し、衛生面・環境面においても優れている。

神戸市と共同で被災者へのアンケート調査等から得られ

④ 貯留槽のゲートを開くと、水勢で汚物を一気に本管

た教訓から開発を行い、神戸市を皮切りに現在 1,000 校

まで流すことが出来るため、汚物の堆積、滞留が起こ

を超える学校等に整備された塩ビ管を利用したマンホー

りにくい。

ルトイレで、
災害への備えの提案を行って整えています。

⑤ 災害時に下水道管路が破損した場合は、貯留機能が
あるため継続使用が可能（１回／日程度バキューム
カーで収集が可能）
。配車の遅れなどで万が一貯留量

● 下水道本管直結式
防災貯留型トイレシステムの最大の特徴は下水道本管

が限界に達しても、貯留弁の中に組み込まれた仕切弁

直結式で有り、且つ貯留型であること。既設の下水道ラ

からオーバーフロー（放流）させる仕組みがあり、長

イフラインの機能を活用することで整備コストを押さえ

期間使用が可能

ており、下水道本管との間に貯留装置（貯留弁）を設け

⑥ 上部構造物であるトイレの種類、形状を選ばないた

ることで、災害時に下水道本管に異常が無い場合はその
まま放流し下水道の機能を活用。万が一下水道本管が破

め、災害時にトイレの確保が容易である。
⑦ 軟弱地盤地は液状化対策に実績のあるリブパイプで

損している場合でも、汚水を貯留してトイレを使い続け

管路の浮上防止を図る事が容易である。

ることができる仕組みである。特長は

これらの特長を活かして、避難所の機能強化に貢献す

① １システムあたり、
トイレ数５基（標準基数）に対応。

るシステムである。

https://www.eslontimes.com/
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●空調／井戸水冷房
井水式ユニットクーラーシリーズ
災害時の避難所整備に再生可能エネルギーの利用でエコスクール化に貢献

ジャパンクリーンプラント（株）

本社：〒 270-2231
千葉県松戸市稔台 6-10-1( 本社 )
☎ 047-303-2001

井戸水クーラーが問題を解決！設備投資も電気代も最小限！

井水式ユニットクーラー シリーズ

―地下水が豊富な日本だからできる省エネ対策&排熱がないので環境に優しい―
学校施設における再生可能エネルギー活用について

〇かかる電気代は有圧換気扇（ファン）のみ

喫緊の課題に挙げられ，低炭素社会に向けた取組をより

○地下水を流してファンを回すだけ！

地球温暖化対策は，世界各国が総力を上げて取り組む

一層推進することが求められています。
こうした状況の中，2011年 3 月に東日本大震災が発生し，

○エアコンと比べ電気代を90％程度節約できます
○お手軽に体育館などの広域空間に冷たい風を送れます
○二連式・室内用の特殊タイプもあります

電力供給の大幅な減少は，学校施設においても従前以上
に省エネルギー対策を講じることが求められれ，既存施設
を含め環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備を

■井水式ユニットクーラー＜ダクト接続用＞
実用新案

登録第3209302号

一層推進することが必要となってきました。
災害時の停電等で商用電力の供給がストップしても，避
難所となる学校施設の使用が可能となるよう、再生可能エ
ネルギーとして期待される地域熱供給源（地下水、河川水
など）が豊富な我が国の水源を熱源としたエネルギー利用
に井戸水の利用があります。
夏場の温度は水温の方が低く、冬場は水温の方が高い。
この、水の持つ熱をヒートポンプの利用で温度差の熱を利
用。冷暖房など地域熱供給源としての活用が全国で広まり
つつあります。

〇ノズルを使って個別に冷風を送れるので、
より効率的な
冷房が行える“超省エネタイプ”

（納入実績）広島市立大林小学校

■井水式ユニットクーラー 実用新案 登録第3214245号

〇ノズルは７〜８本出すことが可能です
〇ダクトに接続して使用できます
〇直吹タイプと組み合わせることにより、冷房効率がアッ
プします

■井水式ユニットクーラー

＜スポットタイプ＞ ※電気代大幅削減

・排熱が出ない

・ホースをつなぐだけで使用可能
・移動可能なキャスター付き
・単層100V仕様

活気あふれる経営で時代を先取りする企業へ

第23回千葉元気印企業大賞
地球環境貢献賞受賞
http://www.jcp2001.com/

https://www.nc-net.or.jp/company/92334/
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●安全・安心
●安全・安心
止水対策・避難所用間仕切
地域の避難所となる学校施設の防災機能。必要性を意識した事前整備へ
地域の避難所となる学校施設の防災機能。必要性を意識した事前整備へ
文化シヤッター㈱
文化シヤッター
（株）

本社〒 113-8535 東京都文京区西片 1-17-3 TEL0570-666-670
北海道
TEL011-861-5526 東北 TEL022-234-3032 関越 TEL027-370-5577
分類別住所入ります
東関東 TEL043-231-2100 首都圏 TEL03-5844-7030 中部 TEL052-950-3611
関西 TEL06-6244-1540 中四国 TEL082-250-0511 九州 TEL092-511-5588

水害に強い学校環境へ。
ストレスのない避難所生活を後押し
集中豪雨や台風等、災害はいつ起こるか分かりません。急な災害時、そして避難時に素早い対応が求められる公
共施設。文化シヤッターでは、建物への浸水対策や避難所でのプライバシー確保の製品を揃えております。公共
施設の安全、避難所でのストレスのない生活を後押しするために、文化シヤッターは活動を続けてまいります。
スペースを確保しています。また、避難所の状況に応じて

[集中豪雨の被害]
近年、日本各地で多発している集中豪雨。河川の氾濫や

ブースの拡張、配置も可能です。

下水の排水処理施設能力を超えた水により、住宅、工場、
オ

骨組みも紙管なので、軽くて仕組みも簡単なため、組み立

フィスビル、商店等が浸水被害を受けています。

て・持ち運びも容易です。

集中豪雨は発生から被害までの時間が短いため、素早い
対応が求められます。
当社では、建物の開口部に、簡単に短時間で設置ができ
る止水製品を販売しております。
■多彩な製品バリエーション
共通する特長は「高い止水性能」
「素早い設置」
「様々な開
口部に設置可能」
です。

▲止めピタ

▲ラクセット

簡易型止水シート
「止めピタ」は土嚢に代わる、初の当社止
水製品として登場。土嚢の10倍の止水性能があります。BX
止水板「ラクセット」は開口部に金具で固定するだけ。工事
不要で設置が可能です。その他、止水性能を持ったスチー
ルドア、水の浮力で自動起立する浮力起伏式止水板など、
豊富なラインアップを取り揃えております。
▲止水ドア アクア―ド

[避難所での課題解決]

▲浮力起伏式止水板 アクアフロート

避難用間仕切パッケージ

地震や台風により避難生活を強いられる際、多くの方が集
まることで不自由な日常生活となり、周りからの視線により
ストレスを感じることがあります。
そこで当社では、不織布による間仕切でプライバシーを確
保し、組み立ても容易な「避難所用間仕切パッケージ」を販
売しております。
4ブースが1セット

■視線を遮る高さと組み立ての容易さ
シート高さは１．８ｍで、外部からの視線を遮り、
プライバ
シーを守りストレスを軽くします。簡単に出入りができて、
仕切材は内部も見えにくい衣料品等に使われる不織布で
す。ブース内は一辺が２ｍ、段ボールベッドが設置できる
骨組は紙管、仕切材は不織布

https://www.bunka-s.co.jp/shinsai/
http://bunka-s-pro.jp
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高さ1.8mで外部からの
視線を遮る

パン

●体育館／避難所空調・熱中症対策
気化熱冷風機 クールスペース
体育館や避難所の空調はコロナ禍、暑さ、熱中症に有効な大型気化熱冷風機

クールスペース ジャパン

〒 105-0003 東京都港区西新橋 3-8-3
TEL：03-3432-0515 FAX：03-3432-2369
info@coolspace.jp

クールスペースは気化熱を利用した大型冷風機です。
水と電気だけで、周辺温度より−３℃〜−７℃の冷たい
風を出すことが出来ます。
また、エアコンのような排熱がないため、熱がこもること
も無く、純粋に涼しい風を大風量で送ることが可能です。
キャスター付きで設置場所を選ばず、屋内屋外問わず
使用できますので、体育館や競技場などでの熱中症対策
に最適です。( 多くの行政機関や公共機関に採用あり )
写真 : アバランチ 36

●水と電気だけの気化熱冷却。設置工事不要。
電源と水道ホースをつなぐ
（またはタンクに水を入れる）
だけで使用できますので、設置工事は不要です。

国内最大級！
！
●モデルは３種類。
ファンサイズは45cm、90cm、127cm
と大型。
体育館にはアバランチ36
（またはグレ
イシャー18）
がお薦めです。

●屋内・屋外問わず使用できます。
屋外での使用にも耐えられる紫外線耐候性に優れた本体
ですので、体育や部活動、避難所の暑さ対策はもちろん、
野外で行われるイベントなどでもご使用いただけます。
●省エネルギーでエコフレンドリー。
ケミカル冷媒ガスは使用せず、“ 水 ” が蒸発するときに
熱をうばう “ 気化熱 ” を利用。打ち水の効果と同じ自然
の力を利用した優しい冷却方式です。
消費電力も 480W からと省エネ。
グレイシャー 18 は一般的なスポットクーラーの 1/2 の
消費電力です。

https://www.coolspace.jp

写真 : アバランチ 36

ぜひウェブサイトをご覧ください
便覧 34

●防災対策用品 //熱中症対策
簡易屋根オーニングテント
●防災対策用品
熱中症対策
簡易屋根オーニングテント
一台５役
ＢＣＰ・感染対策！
一台５役 災害時の応急屋根・熱中症対策・省エネ効果・
災害時の応急屋根・熱中症対策・省エネ効果・ＢＣＰ・感染対策！
4-14-5BX113
BX113ビル
ビル
本本社〒170
社〒 170 -0001
-0001 東京都豊島区西巣鴨
東京都豊島区西巣鴨 4-14-5
5 5Ｆ
Ｆ
横浜
仙台台TEL.022-727-6280
東東京
京 TEL.03-5961-0955
TEL.03-5961-0956 横
浜TEL.045-260-0235
TEL.045-260-0235 仙
TEL.022-727-6280

文化シヤッターグループ
文化シヤッターグループ

ＢＸテンパル
ＢＸテンパル
( （株）
株)

名古屋TEL.052-951-3688
TEL.052-951-3688
TEL.082-256-3227
大大阪
阪 TEL.06-6782-6325
TEL.06-6782-6325 名古屋
広 広島
島 TEL.082-256-3227
高松
TEL.087-802-9515
福岡
TEL.092-433-6835
鹿児島
TEL.099-269-8581
高 松 TEL.087-802-9515 福 岡 TEL.092-433-6835 鹿児島 TEL.099-269-8581
連絡先メールアドレス：support@tenpal.co.jp
連絡先メールアドレス：support@tenpal.co.jp

可動式遮光庇 ( オーニング ) の活用による、防災対策と熱中症対策を実現。

災害時は正面や側面を透明シートなどで囲うことで、緊急時に適応した空間を構築します。
平時は日よけや雨よけとして使用し、夏場の熱中症対策や省エネ効果も期待できます。

■軽微な屋根オーニングテント
災害時は一人で簡単に出し入れ出来る。オーニングを張
り出して三方向を囲う事により、災害拠点として使用で
き、通気性も確保できるので密集・密接・密着を予防す
る事にも繋がりソーシャル・デイスタンスも確保できる。
最大面積間口 16.6ｍ出幅 3.0ｍ。約 50 ㎡の災害拠点を
僅か 1 分で確保出来る事に加え、停電時は手動で操作で
きる「電手動式」や、お客様の好みでオーニング角度を
変更できる「角度可変機能」搭載機種もラインナップし

災害拠点としてのオーニングテント活用イメージ

ております。
※オーニングの法的解釈：建築基準法で「オーニング」は定義

されておりませんが、H17 年日本建築行政会議全国会議の報告
で「布製等の簡易な巻き上げ、軒出し等」として「建築物とし
ては扱わない」と定義されております。自治体によっては事前
協議が必要な場合が有りますので、資料が必要な方はお申し付
けください。＜BX テンパル㈱ 営業推進課 03-5961-0956＞

オーニングで光をコントロールして日陰をつくり、体感
温度を 7 度下げる事により人々を高温・猛暑から守る「涼
しい街」づくりを実現します。私達は文化シヤッターグ

涼しい街づくり・日陰効果で熱中症対策に貢献

ループの一翼としてオーニング事業を通じ快適で涼しく

33 %

賑わいのある社会づくりに貢献します。
オーニングが「省エネ」とは以前から言われてますが、
近年の記録的な高温猛暑で更に注目を浴びだしておりま
す。神奈川県では温室効果ガスの自主的な削減対策の計
画書の提出を義務付けておりますが、その中でオーニン
グの効果を認めて頂いております。

コンパクトな収納・停電時も安心の電手動式

省エネ・節電対策に

■不燃シート防煙たれ壁【業界最安水準もご用意】
従来のガラス製から不燃シート製に取り替えることで、
地震発生時に万が一落下しても「軽い・割れない・飛散
しない」などのシート特性を活かし、災害時の安心安全
を追求します。防災や減災対策に効果的な設備です。

ケムストップ II・テンション型

オーニングテントやケムストップなど、図面協力を積極的
に行っております。お気軽にお申し付けください。

「テンパル」で検索
「テンパル」で検索

ケムストップ II・スリムパネル型

「公共施設用」の基本図を配布しております。

https://www.tenpal.co.jp/
https://www.tenpal.co.jp/
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●安全対策 ( 落雷 )
PDCE 避雷針
自然災害（落雷）への安全対策は事故が起こる前の予防で対応

（株）
落雷抑制システムズ

〒 220-8144
横浜市西区みなとみらい 2-2-1
横浜ランドマークタワー 4406
TEL 045-264-4110

学校 は 楽 し い 前に 安全 でな けれ ばな らない
最近は、誰でもが子供時代と比べたら平均気温が高く

PDCE 避雷針を設置すると、その近辺には落雷し難

なっている事を実感しています。平均気温が高くなると

くなります。相手は自然現象ですかから人智を超えて

空気中の飽和水蒸気の量も増え、日差しも強くなれば上

PDCE 避雷針自体に落雷することも皆無ではありません

昇気流も強くなり、
大気汚染の影響で大気中の微粒子（エ

が、過去 10 年間に約 2600 台を設置し、その実証から

アロゾル）も増加して、これが核となり、雲も発生しや

すると約 1000 年に一度程度です。

すくなります。突然の雷雨の増加は誰でもが実感してい
ます。

雷雨の中では、建物の
中で雷雨が通り過ぎる

そのような環境の変化の中にあっても、子供の安全は

のを待つのが一番です。

守らねばなりません。避雷針があるから安全 ? 「雷を

ですが、突然の雷雨もあ

避ける針」と表記する避雷針、実は、そこに雷を誘導す

ります。安全対策は事故

るためのもので、カミナリを被る「被雷針」と言うのが

が発生してからでは間

意味としては正しいのです。

に合いません。病気も、
治療よりは予防の時代、

この避雷針、雷様は気まぐれで必ずしも「避雷針」に
落雷しませんし、避雷針に落ちたとしても、強力な雷電

落雷についても予防で
きる時代です。

流の副作用を電気 / 電子製品に及ぼします。

校庭、校舎の安全対策

落雷など呼ばない方が安全なのです。

にお役立てください。
PDCE 避雷針が落雷を発生させにくい理由

PDCE避雷針と従来避雷針との相違

①大地は、通常マイナスに帯電していますが、
上空に強いマイナス電荷を持った雷雲が来

プラス電荷

雷雲

ると、雷雲の直下はプラスに帯電します。
②通常の避雷針は、地面のプラス電荷を上空
に放出し（お迎え放電）
、上空（マイナス
マイナス電荷

電荷）から地面に向かって降りてくるマイ
ナス電荷と結合し、放電路を作るとそこに

マイナスとプラスで結びつく
お迎え放電

大きなマイナス電流がながれます。これが

マイナスはマイナスに寄
りつかない

プラス電荷

落雷です。
お迎え放電とな
る電流が上がり
難い

お迎え放電とな
る電流が上がり
易い

③ PDCE の場合には、雷雲の直下でプラス
になった地面からの電流は、PECD の中で
遮られ上空にお迎え放電が流れ難くなり
ます。

マイナス電荷

④ PDCE の上部電極もマイナスに帯電するた

大地

め、上空から降りてくるマイナス電流は自
PDCE避雷針 ＝ 本当の避雷針
なるべく落とさない

従来の避雷針＝「被雷針」
落とすための設備
2020/9/2

「落雷抑制システムズ」で検索

分と同じマイナスに帯電している PDCE に
1

© （株）落雷抑制システムズ

http://www.rakurai-yokusei.jp
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は近づきません。
」

