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京都市立下京雅小学校新校舎と楊梅幼稚園新園舎

1 所在地
京都市下京区醒ケ井通松原下る篠屋町 59（下京雅小学校・楊梅幼稚園）
2 建物概要
ア 小学校校舎
構 造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 4階建て
建築面積：3，148 平方メートル
延床面積：7，521 平方メートル
内 訳：普通教室、育成学級教室、理科室、生活科室、音楽室、図工室、家庭科室、

総合メディアルーム、和室、多目的室、体育館、屋外プール、給食室、
ランチルーム、校長室、職員室、保健室、会議室、放送室、地域交流室等

イ 幼稚園園舎
構 造：鉄筋コンクリート造 3階建て
建築面積：426 平方メートル
延床面積：722 平方メートル
内 訳：保育室、絵本室、遊戯室、屋外プール、更衣室、園長室、職員室等

3 事業経過
�平成 27 年 4 月
醒泉小学校・淳風小学校の関係 4学区（郁文・淳風・醒泉・尚徳）の代表者が「両校の統

合と醒泉小学校敷地における新校舎の建設」等を求める要望書を京都市教育委員会に提出
�平成 27 年 6 月～平成 27 年 12 月
基本計画策定に向け、関係 4学区の代表者と 2校 PTA代表者会等のメンバーが参加し

たワークショップを計 4回実施。また、醒泉・淳風小学校児童（5年生）を対象としたワー
クショップも実施。
�平成 28 年 6 月
平成28年 3月に、両校の関係4学区から教育委員会に校名要望書が提出されたことを受

け、学校名を「下京雅小学校」とし、京都市立小学校条例を改正（平成 29 年 4 月 1 日施行）。
�平成 29 年 4 月
下京雅小学校が元格致小学校で開校
楊梅幼稚園が元有隣小学校に仮移転

�平成 30 年 10 月～令和 2年 3月
新築工事

�令和 2年 4月
下京雅小学校と楊梅幼稚園が新校舎・新園舎に再移転

1 階 廊下 4階 プール

外観南東面 3階 多目的教室
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ⅠⅠ 会会長長ののごご挨挨拶拶

ソソーーシシャャルル・・デディィススタタンンスス

一般社団法人 京都府空調衛生工業協会

会 長 石 倉 宏

5 月 29 日、第 27 回通常総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面議決となり
ましたが、全議案が可決承認されました。心より御礼申し上げます。
令和新時代の建設産業界が担い手不足を脱却するには、「働き方改革」と「生産性の向上」
が不可欠であり、これらは車の両輪の関係であるとともに大きなカギを握っていると考え
ます。
現在、加速する人口減少や産業界での人手不足が深刻化しているなか、私たちが「働き方
改革」や「生産性の向上」にどう対応するかが問われているのではないでしょうか。それは、
工事現場で働く人の残業時間削減、休日取得が最大の課題になっています。ただ、設備工事
は建築工事の後工程であることから、自社の取り組みだけでは残業削減や休日取得が思うよ
うに進まないジレンマを抱えています。私たち設備工事会社にとっては、「適正な工程の設
定」に加え、「適正な工程の管理」が残業時間削減と休日取得のカギとなっています。
今年 3月、（一社）京都府建設業協会と（一社）京都電業協会、当協会の 3協会による意見交
換会を開催致しました。今後も引き続き「人材の確保」や「働き方改革」などの共通の課題
について意見交換をし、さらに連携を図りより良い建設産業界を目ざしていきたいと考えて
います。
先日、美術展へ行った時のこと。「ソーシャル・ディスタンス」2 mの距離をあけるよう
に注意書きがあっちこっちに。英語で「ソーシャル・ディスタンシング」（社会的距離）と
いうらしい。新型コロナウイルスが猛威をふるう中、感染拡大を防ぐ効果的な施策の一つと
して最近耳にするようになりました。市民の外出を制限しているアメリカやアジア地域も取
り入れており、道を歩くにもスーパーの行列に並ぶにも他者と離れるのは、もはや常識らし
い。ただただ、心に距離を置かず、空調衛生工事業の発展のため心のディスタンスをなくし
心を開いてみんなで話し合える団体であるよう切に望んでいます。
三期目を迎えた今、身の引き締まる思いで「業界の発展と活性化」に尽力してまいります。
皆さまのご支援ご協力を心よりお願い申し上げます。
結びに会員並びに賛助会員の皆さまのご健勝をお祈り申し上げます。
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ⅡⅡ 行行 事事 紹紹 介介
１．第27回通常総会開催（書面決議）

「新型コロナウイルス感染症拡大防止のため通常総会を書面決議で実施、懇親会は中止」

事務局長 北野 邦彦

第 27 回通常総会、並びに懇親会につきましては、新型コロナウイルスによる感染拡大防止に
向けた政府からの「非常事態宣言」を受け、中止となりました。
従って、通常総会は議案書での書面議決となりました。
令和 2年 5月 29 日（金）付けで正会員 45 名（正会員総数 68 名）からの議決状回答の下、今回
は定款の定めるところにより、第 27 回通常総会が成立し、議案の議決結果は全て承認されま
した。

1．議事録署名人の選出
2．令和元年度事業報告の件
3．令和元年度決算報告の件
（監査報告）
4．令和 2年度事業計画案の件
5．令和 2年度収支予算案の件
6．役員選任
7．簡易な字句の修正の権限の委任に関する件

役職名 名 前 会 社 名 備 考
会 長 石倉 宏 三和管工㈱ 留 任
副会長 豊嶋 一俊 ㈱トヨシマ 留 任
〃 拝師 知行 ㈱大同 留 任
理 事 奥村 賢三 ㈲ミヅケン 新 任
〃 小田切 太 三建設備工業㈱ 新 任
〃 大平 忠範 三機工業㈱ 新 任
〃 金山 源一 ㈲ジーエム工業 留 任
〃 小林 靖生 ㈱ウォーターライン 留 任
〃 佐々木英二 ㈱山本管工業 新 任
〃 高木 公哉 ㈱高木設備 留 任
〃 遠山 弘 影近設備工業㈱ 留 任
〃 八木 啓之 春日設備工業㈱ 留 任
〃 安田 浩治 ㈱安田管工 新 任
〃 山口 正宏 ㈱彩光 新 任
〃 吉田 徹平 日吉電機㈱ 留 任
監 事 奥村 昇三 日本管工業㈱ 新 任
〃 髙田 昌英 ㈱池本工業所 留 任
〃 馬場 博嗣 馬場水道工業㈱ 留 任
顧 問 山本 行雄 ㈱山本管工業 新 任

令和 2年度・3年度 役員名簿
（敬称略）
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２．第72回 一般社団法人 日本空調衛生工事業協会 定時総会
事務局長 北野 邦彦

�開催日：令和 2年 5月 20 日（水）
�場 所：帝国ホテル東京

第 72 回定時総会は、新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナウイルス感染
症対策特別措置法」に基づく「基本的対処方針」が変更され、緊急事態措置を実施すべき区域
が全都道府県に拡大されたことなどを受け、開催規模を大幅に縮小して開催されました。また、
総会後の「懇親会」については中止となりました。
定時総会では、下記の議事は全て可決承認されました。
1．令和元年度事業報告について
2．令和元年度会計決算報告について
3．令和 2年度事業計画案
4．令和 2年度業界実践スローガン決議案について
5．令和 2年度入会金及び会費分担額案について
6．令和 2年度収支予算案について
7．第 39 期役員の選任について
8．定款の変更案について

なお、第 27 回全国会議は、北海道・旭川市で開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止となりました。

３．令和2年度 業界実践スローガン
われわれ空調衛生工事業は、快適空間の創出と地球環境の保全を担う産業としての誇りを持
ち、優れた技術と品質の確保及び「顧客満足度の向上」を最大の目的として、市場環境変化に
対応する経営改革に取り組むとともに、空調衛生工事業界のプレゼンスを高めるため、一致団
結して次のスローガンの実践にあたろう。

1．省エネルギー及び省CO2に積極的に取り組み、脱炭素社会の
実現と SDGs の達成に貢献しよう

2．法令の遵守と企業の社会的責任を果たす事業運営を徹底しよう
3．生産性の向上と適正な施工体制の確保に努めるとともに、未
来を担う多様な人材の確保・育成を図り、「働き方改革」を推
進しよう

4．空調衛生設備の独自性や重要性と「直接発注（分離発注）」の
必要性を強くアピールし、「機械設備一式工事」又は「空調衛
生工事」の実現を目指そう

以上決議する。

令和 2年 5月 20 日

一般社団法人 日本空調衛生工事業協会

第 72 回 定 時 総 会
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ⅢⅢ 各各委委員員長長ごご挨挨拶拶
１．総務委員会 委員長 遠山 弘

《抱負》～本年度の活動に向けて～
前年度に引き続き、総務委員長を務めさせて頂くことになりました。
総務委員会は、正副会長と各委員長の参加の下で、総会や諸会議の開催・企画、諸規定類の充実・実施や予
算の編成など、他の委員会に属さない事項の役割を担って活動を行っております。
現在は、“コロナ禍”の中で会員の方々、業界の方々が大変な状況下にあると思いますが、当協会の活動に皆
さんのご理解を頂き、一社でも多くの入会を頂けるように取り組んでいきたいと思います。
今年度も、よろしくお願いいたします。

２．広報委員会 委員長 高木 公哉
本年度より、新たに広報委員長を拝命致しました。
例年同様、本年度におきましても、
�季刊誌 会報「古都」52 号、53 号発刊
�国土交通省、京都府、京都市との意見交換会

を計画しております。

しかしながら、新型コロナウイルスが猛威を振るう中、どのように委員会活動に影響するのか不透明ではあ
ります。
諸官庁様、協会員様、関係各位の方々のご理解とお力を頂き実りある委員会活動を行って参りたいと考えて
おります。
本年度におきましても、何卒よろしくお願い申し上げます。

３．環境技術委員会 委員長 八木 啓之
環境技術委員会の委員長を拝命し、2期目を迎えました。昨年度は当委員会活動の 4つの柱となる
1．環境技術の研修、啓発に関する事項
2．機械設備技術、経営向上の為の研修会の開催に関する事項
3．賛助会員との連携による新技術情報の収集に関する事項
4．人材の確保・育成に関する講習会の開催に関する事項

として、見学研修会、設備三協会合同セミナーを実施いたしました。
今年度におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、研修会や講習会といったイベント等の開
催にあたりましては、中止せざるものもあるかと思われますが、皆様のご了解をいただきたいと思います。

４．安全管理委員会 委員長 小林 靖生
（一社）京都府空調衛生工業協会令和 2・3年度の協会組織は発足しました。
今期、安全管理委員会の委員長を就任させて頂くことになりご挨拶申し上げます。
当初委員長職に委嘱されたときはすごく戸惑いました。私の様な立場の者が空衛会の委員長なんて！と、も
ともと大きく会社を営まれたり経験を持っておられる方がされるべきではないのかな？と。
ネームバリューのある会社の方がされる方が行政にしても安定性がアピール出来るのではないかと思ってい
たからです。
時間が経つにつれ私を選んで頂いたことは光栄なことでただただ嬉しいことであります。
今は『堅忍不抜』の気持ちでこの 2年間頑張って当協会に貢献できるように一生懸命頑張っていきたいと思っ
ています。
また経験不足の私ではありますので皆様のお力をお借りすることも多々ありますが、これからよろしくお願

い申し上げます。

５．経営活性化委員会 委員長 金山 源一
この度、経営活性化委員会委員長に、任ぜられた金山源一です。
コロナ禍で、理事会や各委員会も対策をして集まることとなり、（一社）京都府空調衛生工業協会自体の活動

も同様となりますが、どの業界も影響を受けているのは、同じだと思います。
この様な大変な時期に、大役を任ぜられ、身に余る重責ではございますが、協会発展に全力を尽くし、会員

皆様のご期待に添うよう努力いたす所存でございます。至らぬ点もあるかと存じますが、どうぞよろしくお願
い申し上げます。
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建設現場「三つの密」の回避等に向けた取組事例 ①

朝礼・KY活動 における取組事例

現場事務所等での業務・打合せに関する取組事例

現場 事務所
現場と事務所間で中継用機器を使用して遠隔開催

消毒液の使用やうがい、石鹸による手洗い励行、体温測定等による健康管理と作業・打合せ時のマスク着用等、政府の対
処方針※を踏まえた対策の徹底とともに、建設現場の「三つの密」の回避等に向けて現場では様々な取組・工夫が実践

※「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年５月25日変更）

サーモグラフィーカメラによる体温計測作業員間の一定距離の確保

空気清浄機を設置

現場事務所での対人間隔の確保と換気 打合せ時の十分な対面距離の確保

※※
※※危危険険予予知知活活動動

Web会議による打合せ

○○ 朝朝礼礼時時のの配配列列間間隔隔のの確確保保 （作業員間の一定距離の確保（２ｍ程度））

○○ 伝伝達達事事項項等等にに即即ししたた朝朝礼礼等等のの時時間間短短縮縮やや内内容容のの効効率率化化
（説明のポイントを絞った時間短縮、伝達事項が明確な資料の活用等）

○○ 肩肩ももみみ等等のの接接触触をを伴伴うう活活動動のの省省略略

○○ 対対人人間間隔隔がが確確保保困困難難なな場場合合等等のの朝朝礼礼のの参参加加人人数数のの縮縮小小等等
（参加者を職長のみとし、朝礼後にグループ別に伝達事項等を共有する 等）

○○ テテレレビビ通通話話ツツーールル等等のの利利用用にによよるる現現場場・・事事務務所所間間のの遠遠隔隔開開催催 等等

○○ WWeebb（（TTVV））会会議議ややメメーールル・・電電話話にによよるる対対面面のの打打合合せせ等等のの削削減減

（例）対面距離を2.0m以上空ける、３人掛けの机を２人掛けで利用する、
対面とならないよう座席を配置する など

○○ 対対面面でで打打合合せせ等等をを行行うう場場合合ににはは十十分分なな対対面面距距離離をを確確保保

○○ 時時間間差差にによよるる打打合合せせのの分分散散化化やや、、打打合合せせ時時間間のの短短縮縮・・人人数数のの縮縮小小

○○ 朝朝礼礼時時のの体体温温測測定定等等（非接触体温計の活用等）

○○ 事事務務作作業業時時のの対対人人間間隔隔のの確確保保やや窓窓等等のの開開放放にによよるる換換気気

○○ 現現場場事事務務所所等等ででのの空空気気清清浄浄機機のの使使用用 等等

○○ ママススククのの入入手手がが困困難難なな場場合合のの指指差差しし呼呼称称のの省省略略
（指差し呼称する場合には十分な距離を確保する）

別添２

現場作業や移動時の取組事例

食事・休憩時における取組事例

○○ 車車中中ににおおけけるる食食事事・・休休憩憩のの励励行行、、休休憩憩時時間間のの分分散散化化
（時間差による休憩室や更衣室等の利用、班別の休憩取得の励行など）

○○ 更更衣衣室室やや休休憩憩室室等等ででのの一一定定のの対対人人距距離離のの確確保保

○○ 簡簡易易ななパパーーテティィシショョンン（（アアククリリルル板板等等））にによよるる密密接接のの防防止止

○○ 手手洗洗いい時時ののタタオオルルのの撤撤去去（（ペペーーパパーータタオオルルのの利利用用等等）） 等等

○○ 休休憩憩室室等等のの窓窓・・ドドアア等等のの常常時時開開放放やや定定期期的的なな換換気気のの励励行行

○○ 密密室室・・密密閉閉空空間間ででのの換換気気やや送送風風機機等等のの使使用用のの励励行行
（室内作業や型枠組立、内装工事など） 等等

○○ 車車両両ででのの移移動動時時のの同同乗乗・・相相乗乗りりをを避避けけ個個別別のの移移動動をを励励行行
（現場へ移動するための車両数を増やす、近隣に借地し駐車スペースを確保する等）

○○ 作作業業員員のの配配置置ののブブロロッックク分分けけにによよるる密密接接ししたた作作業業のの回回避避

○○ 現現場場とと自自宅宅のの直直行行直直帰帰のの推推奨奨

○○ 重重機機やや車車両両等等のの操操作作前前のの消消毒毒等等のの徹徹底底
（ハンドルや操作レバー等を消毒する、車両運転時にゴム手袋を着用する等）

建設現場「三つの密」の回避等に向けた取組事例 ②

ハンドルやレバー等のアルコール消毒の徹底

作業員の配置をブロック分けし密接した作業を回避

屋外で対人距離を確保して休憩パーティションで密接を防止

休憩室の窓の常時開放 時間差による休憩時間の分散化

建設現場「三つの密」の回避等に向けた取組事例 ①

朝礼・KY活動 における取組事例

現場事務所等での業務・打合せに関する取組事例

現場 事務所
現場と事務所間で中継用機器を使用して遠隔開催

消毒液の使用やうがい、石鹸による手洗い励行、体温測定等による健康管理と作業・打合せ時のマスク着用等、政府の対
処方針※を踏まえた対策の徹底とともに、建設現場の「三つの密」の回避等に向けて現場では様々な取組・工夫が実践

※「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年５月25日変更）

サーモグラフィーカメラによる体温計測作業員間の一定距離の確保

空気清浄機を設置

現場事務所での対人間隔の確保と換気 打合せ時の十分な対面距離の確保

※※
※※危危険険予予知知活活動動

Web会議による打合せ

○○ 朝朝礼礼時時のの配配列列間間隔隔のの確確保保 （作業員間の一定距離の確保（２ｍ程度））

○○ 伝伝達達事事項項等等にに即即ししたた朝朝礼礼等等のの時時間間短短縮縮やや内内容容のの効効率率化化
（説明のポイントを絞った時間短縮、伝達事項が明確な資料の活用等）

○○ 肩肩ももみみ等等のの接接触触をを伴伴うう活活動動のの省省略略

○○ 対対人人間間隔隔がが確確保保困困難難なな場場合合等等のの朝朝礼礼のの参参加加人人数数のの縮縮小小等等
（参加者を職長のみとし、朝礼後にグループ別に伝達事項等を共有する 等）

○○ テテレレビビ通通話話ツツーールル等等のの利利用用にによよるる現現場場・・事事務務所所間間のの遠遠隔隔開開催催 等等

○○ WWeebb（（TTVV））会会議議ややメメーールル・・電電話話にによよるる対対面面のの打打合合せせ等等のの削削減減

（例）対面距離を2.0m以上空ける、３人掛けの机を２人掛けで利用する、
対面とならないよう座席を配置する など

○○ 対対面面でで打打合合せせ等等をを行行うう場場合合ににはは十十分分なな対対面面距距離離をを確確保保

○○ 時時間間差差にによよるる打打合合せせのの分分散散化化やや、、打打合合せせ時時間間のの短短縮縮・・人人数数のの縮縮小小

○○ 朝朝礼礼時時のの体体温温測測定定等等（非接触体温計の活用等）

○○ 事事務務作作業業時時のの対対人人間間隔隔のの確確保保やや窓窓等等のの開開放放にによよるる換換気気

○○ 現現場場事事務務所所等等ででのの空空気気清清浄浄機機のの使使用用 等等

○○ ママススククのの入入手手がが困困難難なな場場合合のの指指差差しし呼呼称称のの省省略略
（指差し呼称する場合には十分な距離を確保する）

別添２
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建設現場「三つの密」の回避等に向けた取組事例 ④

オリジナルのポスターやロゴ、看板による意識向上

○○ 現現場場やや事事務務所所ににオオリリジジナナルルののポポススタターーややロロゴゴ、、看看板板をを設設置置しし、、「「三三つつのの密密」」回回避避等等のの意意識識向向上上とと作作業業姿姿勢勢のの定定着着をを図図るる

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

【コロナ感染防止十則】

適正距離で行動し

不要な外出控えよう

日々の体調管理しっかりと

怪しい時はすぐ報告

出勤前の検温実施

率先しよう時差出勤

マスクは正しく要着用

休憩前のうがいと手洗い

扉をあけて部屋換気

詰所はみんなで清潔に

缶バッチ

建設現場「三つの密」の回避等に向けた取組事例 ③

内装工事等、室内の現場における取組等

○○ 内内装装仕仕上上げげやや設設備備工工事事等等のの室室内内のの作作業業でではは、、
工工事事エエリリアアごごととにに区区画画をを設設定定ししてて作作業業

作業場所の広さ等に応じ作業所の人数を制限 （居室等への入室制限）

○○ 室室内内ににはは換換気気装装置置をを設設置置しし、、換換気気をを実実施施

○○ 工工程程管管理理やや内内装装仕仕上上げげのの確確認認・・是是正正ににWWeebb
カカメメララやや通通信信端端末末等等をを利利用用しし、、遠遠隔隔でで実実施施
（データの共有、相互確認が可能）

工事エリアの区画を設定して作業

工程を分けて少人数で作業大部屋での作業も、フロア別に工程分けや人数を制限し実施

EVの操作盤等の消毒を徹底作業用エレベーターの使用のルール化 （定員を１～３名程度に限定、ポスター掲示）

集塵機を設置し室内の換気を実施 Webカメラを利用した遠隔検査

端末でチェック 内容確認・是正通信端末

通信端末で内装仕上げの確認・是正

○○ 狭狭いい場場所所やや居居室室ででのの作作業業はは、、広広ささ等等にに応応じじ
てて入入室室人人数数をを制制限限ししてて実実施施

（入口に掲示等を行い周知、室内は窓を開けて換気）

○○ 大大部部屋屋ででのの作作業業等等ににおおいいててもも、、ああららかかじじめめ
工工程程調調整整等等をを行行っっててフフロロアア別別にに人人数数をを制制限限
（また、職種別に作業日を分散して、１日の現場入場
人数を制限）

○○ 作作業業用用エエレレベベーータターーはは３３密密のの回回避避ののたためめ
使使用用ののルルーールル化化

（定員制限やポスター掲示による周知徹底、乗降時や
階数ボタン等の消毒の徹底）

【掲示例】

等等
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【建設現場 『三つの密』 の回避等】 朝礼・KY活動における取組・工夫の例

立ち位置をマーキングして配列間隔を確保

朝礼の整列時に作業員間の距離を十分に確保、参加者は職長等の必要人数になるべく限定

朝礼の分散化・少人数化

朝礼時などに体温測定を実施。発熱があれば入場を制限 毎日の体温と体調を記録・チェック

作業員検温結果を
KY用紙に記載・確認

検温結果を記載

【建設現場 『三つの密』 の回避等】 現場事務所等での業務・打合せに関する取組・工夫の例

現場事務所での事務作業時は対人間隔を確保。窓等もなるべく開放して換気 シートで区切り机前の飛沫防止。段ボールも有効活用

Ｗｅｂ（ＴＶ）会議やメール・電話を活用して、対面での打合せ等はできるだけ削減

対面で打合せ等を行わざるを得ない場合には、人数を縮小し、対面距離を確保して実施。窓を開けるなど換気し、なるべく短時間で終える
サーキューレーターや
空気清浄機を設置

○その他

・ 毎日の工事打ち合わせを V-CUBE で実施 ・ 発注者との週間工程打ち合わせを Zoom で実施 ・ 立会が必要な場面において FaceTime を活用 等

※上記は報告のあった事例であり、活用するツール等については各自で適切に検討をお願いいたします
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【建設現場 『三つの密』 の回避等】 現場作業や移動時の取組・工夫の例

現場移動では同乗を避けて
個人で移動

現場パトロール状況

携帯webカメラで撮影した
現場状況がテレワーク
実施者のPCへ表示

テレワーク中の担当者でも、自宅でPC等で確認・指示・注意を行うことが
でき、テレワークの活用と現場における対人接触の低減に資する

重機のレバーはこまめに消毒 作業場所は定期的に換気する 作業時もなるべく離隔を確保

作業場所での手洗い励行 作業時のマスク着用

携帯Ｗｅｂカメラ着用状況 テレワークでの現場確認状況

現場の手洗い場所の増設

【建設現場 『三つの密』 の回避等】 食事・休憩時における取組・工夫の例

喫煙スペースも仕切りを設置して間隔を確保

休憩所や喫煙所は大人数での使用を避け、休憩や昼食時間はなるべく時差で取得。座席の配席を工夫し、密接にならないよう留意

昼食時はお互い距離をとって食事

手洗い場所はタオルを撤去、
ペーパータオルを使用

施工中の空きスペースを
オープンエアの休憩所として利用

○その他の例として、 ・ トンネルやダムなど、宿泊施設のある現場について、入浴施設に別々に入浴できるよう、一人用湯舟を４個設置
・ 宿泊施設の食堂で、朝昼晩の食事で密接にならないよう、食堂に『取り決め表』を掲示 等

詰所における時差休憩の導入

（当該事例）
午前休憩：Ａ班 09:45~10:15、Ｂ班 10:15~10:45
昼休憩：Ａ班 11:30~12:30、Ｂ班 12:30~13:30

午後休憩：Ａ班 14:45~15:15、Ｂ班 15:15~15:45
食堂はバイキングから個別配膳に変更、
人数も使用予定表を掲示して制限

A氏
C氏

B氏
D氏

E氏 F氏
G氏 H氏

I氏 J氏
K氏

A氏 B氏 C氏 D氏

E氏 F氏 G氏 H氏

I氏 J氏 K氏
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【建設現場 『三つの密』 の回避等】 内装工事等における取組・工夫の例

内装工事等、住戸内・密室内の作業では人数を制限し、ポスター等の掲示で周知。作業を少人数で分担するため、工程を調整して作業員数を削減

2020年4月10日

内装工事におけるコロナ感染防止対策ルール

● 作業は1部屋につき1人ずつ！
● 作業員同士の間隔2ｍ以上！
● 脚立・伸馬等の使用後はスプレーで除菌する！
● 工具の貸し借りの際はスプレーで除菌する！
● 仮設ELV使用後は操作盤等をスプレーで除菌する！
● むやみやたらに周囲を触らないこと！

室内の作業現場では、扉・窓の開放によって作業エリアを自然換気。必要に応じ扇風機も併用 換気設備の活用

空気清浄機の使用 天井裏の作業は換気が難しいため、空間除菌剤を設置 こまめに粉塵等を処理送風機を稼働し、埃を外部へ排出

【建設現場 『三つの密』 の回避等】 室内におけるその他の取組・工夫の例

携帯型音声通訳デバイスを用いた外国人労働者への注意喚起のど飴の設置（味覚異常の確認）

工事用エレベーターの定員を限定、ポスターを掲示 現場内の昇降機を
荷物専用として運用

廊下通行も並列歩行を回避

現場等の入口にサーモグラフィ等を設置し、体温を測定

フェイスガードを装着 （打ち合わせ時にも装着）

遠隔指示

遠隔報告

チャットツール

チャットツールを導入し、遠隔指示を通じて作業ができる環境を整備

エレベーターにおける人数制限、乗車位置を設定

※当該事例では「LINE WORKS」を活用

※当該事例では「ポケトーク」を活用
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【建設現場 新型コロナ対策に伴う熱中症リスク軽減等】 マスク着用に関する取組事例①

マウスシールドの活用

クリアファイル等を利用したフェイスシールド等の作成

冷感素材のフェイスマスクの活用

マウスシールドの活用

冷感マスクの活用 冷感スプレー等の活用

打ち合わせ時における
マウスシールド・フェイスシールドの活用

フェイスシールドの活用

【新型コロナ対策】 対策に伴う熱中症リスク軽減等のための取組事例

マスク着用に関する取組事例

現場作業や休憩所に関する取組事例

新型コロナウイルスの出現に伴い、マスクの着用や三つの密を避ける等の「新しい生活様式」が求められている中で、
建設現場では熱中症予防のための様々な取組・工夫が実践されている

○○ ママウウススシシーールルドドややフフェェイイススシシーールルドドのの活活用用

○○ 現現場場作作業業ににおおいいてて、、特特にに不不要要なな場場合合ははママススククをを外外すす 等等
（屋外で人と十分に距離を確保できる場合や一人での作業など
マスクを外しても良い例外的な場合を明示し、現場で周知等）

○○ 冷冷感感素素材材等等をを用用いいたたママススクク等等のの活活用用

○○ ママススククとと併併用用可可能能なな空空調調機機器器等等のの活活用用
（空調機能が付いた作業服の着用や、首掛けクーラーの活用等）

○○ ドドラライイミミスストト発発生生装装置置のの設設置置

○○ 屋屋外外作作業業のの現現場場でで、、送送風風機機等等にによよりり通通気気性性をを確確保保

○○ テテンントト付付ききのの屋屋外外休休憩憩所所のの設設置置

○○ 現現場場ででののススポポッットトククーーララーーやや扇扇風風機機等等のの設設置置
空調機能付きの作業服の活用 首掛けクーラー等の活用

マウスシールド等の活用

スポットクーラー等
の活用

○○ 休休憩憩所所等等ににおおいいてて、、エエアアココンンとと換換気気扇扇等等をを併併用用 等等

マスクを外してよい
条件を設定

屋外休憩所にドライミスト
発生装置等を設置

扇風機や換気扇と
エアコンを併用

冷感素材のフェイスマスクの活用

※巻き込み等に注意

フェイスシールド等の活用

別添２-２【新型コロナ対策】 対策に伴う熱中症リスク軽減等のための取組事例

マスク着用に関する取組事例

現場作業や休憩所に関する取組事例

新型コロナウイルスの出現に伴い、マスクの着用や三つの密を避ける等の「新しい生活様式」が求められている中で、
建設現場では熱中症予防のための様々な取組・工夫が実践されている

○○ ママウウススシシーールルドドややフフェェイイススシシーールルドドのの活活用用

○○ 現現場場作作業業ににおおいいてて、、特特にに不不要要なな場場合合ははママススククをを外外すす 等等
（屋外で人と十分に距離を確保できる場合や一人での作業など
マスクを外しても良い例外的な場合を明示し、現場で周知等）

○○ 冷冷感感素素材材等等をを用用いいたたママススクク等等のの活活用用

○○ ママススククとと併併用用可可能能なな空空調調機機器器等等のの活活用用
（空調機能が付いた作業服の着用や、首掛けクーラーの活用等）

○○ ドドラライイミミスストト発発生生装装置置のの設設置置

○○ 屋屋外外作作業業のの現現場場でで、、送送風風機機等等にによよりり通通気気性性をを確確保保

○○ テテンントト付付ききのの屋屋外外休休憩憩所所のの設設置置

○○ 現現場場ででののススポポッットトククーーララーーやや扇扇風風機機等等のの設設置置
空調機能付きの作業服の活用 首掛けクーラー等の活用

マウスシールド等の活用

スポットクーラー等
の活用

○○ 休休憩憩所所等等ににおおいいてて、、エエアアココンンとと換換気気扇扇等等をを併併用用 等等

マスクを外してよい
条件を設定

屋外休憩所にドライミスト
発生装置等を設置

扇風機や換気扇と
エアコンを併用

冷感素材のフェイスマスクの活用

※巻き込み等に注意

フェイスシールド等の活用

別添２-２【新型コロナ対策】 対策に伴う熱中症リスク軽減等のための取組事例

マスク着用に関する取組事例

現場作業や休憩所に関する取組事例

新型コロナウイルスの出現に伴い、マスクの着用や三つの密を避ける等の「新しい生活様式」が求められている中で、
建設現場では熱中症予防のための様々な取組・工夫が実践されている

○○ ママウウススシシーールルドドややフフェェイイススシシーールルドドのの活活用用

○○ 現現場場作作業業ににおおいいてて、、特特にに不不要要なな場場合合ははママススククをを外外すす 等等
（屋外で人と十分に距離を確保できる場合や一人での作業など
マスクを外しても良い例外的な場合を明示し、現場で周知等）

○○ 冷冷感感素素材材等等をを用用いいたたママススクク等等のの活活用用

○○ ママススククとと併併用用可可能能なな空空調調機機器器等等のの活活用用
（空調機能が付いた作業服の着用や、首掛けクーラーの活用等）

○○ ドドラライイミミスストト発発生生装装置置のの設設置置

○○ 屋屋外外作作業業のの現現場場でで、、送送風風機機等等にによよりり通通気気性性をを確確保保

○○ テテンントト付付ききのの屋屋外外休休憩憩所所のの設設置置

○○ 現現場場ででののススポポッットトククーーララーーやや扇扇風風機機等等のの設設置置
空調機能付きの作業服の活用 首掛けクーラー等の活用

マウスシールド等の活用

スポットクーラー等
の活用

○○ 休休憩憩所所等等ににおおいいてて、、エエアアココンンとと換換気気扇扇等等をを併併用用 等等

マスクを外してよい
条件を設定

屋外休憩所にドライミスト
発生装置等を設置

扇風機や換気扇と
エアコンを併用

冷感素材のフェイスマスクの活用

※巻き込み等に注意

フェイスシールド等の活用

別添２-２
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【建設現場 新型コロナ対策に伴う熱中症リスク軽減等】 マスク着用に関する取組事例②

密 ： ソーシャルディスタンスが確保できない

粗 ： ソーシャルディスタンスが確保できる

×× ： マスク等を外してもよい

○○ ： マスク着用、飛沫防止対策を実施

密接作業を回避できる場合には、
マスクを外しての作業を許可

マスクを外して作業可能な条件を設定
暑さ指数（WBGT）に応じて、
マスクを外しての作業を許可

（例：暑さ指数（WBGT）が21℃以上の場合は外してもよい）

少人数での現場

首掛けクーラーの活用

空調機能付きの作業服を活用

ベストに保冷剤を入れて作業

空調ヘルメットの活用

状況に応じてマスクを外せるよう、
携帯用の袋等を活用

【建設現場 新型コロナ対策に伴う熱中症リスク軽減等】 現場作業に関する取組事例

スポットクーラー、扇風機等の活用

送風機により通気性を確保するとともに、ドライミスト発生装置等も併用
内装工事において、送風機及び冷却器を

使った換気を実施

13



その他熱中症及び三つの密等を回避するための取組・工夫の例

製氷機

ﾋﾞﾆｰﾙ袋

体調管理システムの活用
バイタルセンサーにより心拍数を管理し、複数箇所で計測したWBGT値を
紐づけ、特定の閾値を一定時間超えた場合にアラートメールを発信

タブレット端末等でWBGT値を確認可能なシステムの活用

給水機では、フット
ペダルのみを利用

熱中症計等の携帯自動ストップ機能付きの
水栓に交換

製氷機を利用する際は
ビニール袋を手袋として活用

コロナウイルス感染及び熱中症のリスク軽減の
ためのフェイスカバリング手法を検討し・運用

（実験の様子）

竣工検査をリモートで実施
（完成図書はクラウド上で確認、出来形は事前に発注者で検測等の工夫を実施）

事前検測 竣工検査

【建設現場 新型コロナ対策に伴う熱中症リスク軽減等】 休憩所に関する取組・工夫の例

熱熱射射防防止止シシーートト

屋外にテント等を設置し、休憩所とすることで密閉空間を回避しつつ、熱中症を防止

テントと併せて送風機やスポットクーラー、ドライミスト発生装置等を設置 休憩所の壁を一部撤去し、通気性を確保

14



環 境 省
厚生労働省
令和2年5月

新型コロナウイルス感染症に関する情報：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

熱中症に関する詳しい情報： https://www.wbgt.env.go.jp/

新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の３つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、
③手洗いや、「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の「新しい生活様式」が求められています。このよ
うな「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントは以下のとおりです。

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

１ 暑さを避けましょう

・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整
・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を
確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整

・暑い日や時間帯は無理をしない
・涼しい服装にする
・急に暑くなった日等は特に注意する

３ こまめに水分補給しましょう

・のどが渇く前に水分補給
・1日あたり１.２リットルを目安に
・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

高齢者、子ども、障害者の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。３密
（密集、密接、密閉）を避けつつ、周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。

４ 日頃から健康管理をしましょう

・日頃から体温測定、健康チェック
・体調が悪いと感じた時は、無理せず
自宅で静養

厚厚生生労労働働省省

５ 暑さに備えた体作りをしましょう

・暑くなり始めの時期から適度に運動を
・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で
・「やや暑い環境」で「ややきつい」と
感じる強度で毎日30分程度

２ 適宜マスクをはずしましょう

・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意
・屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保で
きる場合には、マスクをはずす

・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運
動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、
適宜マスクをはずして休憩を

距離を十分にとる

環 境 省環 境 省
厚生労働省
令和2年5月

新型コロナウイルス感染症に関する情報：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

熱中症に関する詳しい情報： https://www.wbgt.env.go.jp/

新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の３つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、
③手洗いや、「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の「新しい生活様式」が求められています。このよ
うな「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントは以下のとおりです。

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

１ 暑さを避けましょう

・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整
・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を
確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整
・暑い日や時間帯は無理をしない
・涼しい服装にする
・急に暑くなった日等は特に注意する

３ こまめに水分補給しましょう

・のどが渇く前に水分補給
・1日あたり１.２リットルを目安に
・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

高齢者、子ども、障害者の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。３密
（密集、密接、密閉）を避けつつ、周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。

４ 日頃から健康管理をしましょう

・日頃から体温測定、健康チェック
・体調が悪いと感じた時は、無理せず
自宅で静養

厚厚生生労労働働省省

５ 暑さに備えた体作りをしましょう

・暑くなり始めの時期から適度に運動を
・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で
・「やや暑い環境」で「ややきつい」と
感じる強度で毎日30分程度

２ 適宜マスクをはずしましょう

・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意
・屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保で
きる場合には、マスクをはずす

・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運
動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、
適宜マスクをはずして休憩を

距離を十分にとる
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「「新新ししいい生生活活様様式式」」のの実実践践例例

（（１１））一一人人ひひととりりのの基基本本的的感感染染対対策策

移移動動にに関関すするる感感染染対対策策

□感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
□帰省や旅行はひかえめに。出張はやむを得ない場合に。
□発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。
□地域の感染状況に注意する。

感感染染防防止止のの３３つつのの基基本本：：①①身身体体的的距距離離のの確確保保、、②②ママススククのの着着用用、、③③手手洗洗いい

□人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。
□遊びにいくなら屋内より屋外を選ぶ。
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
□外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用
□家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
□手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）

※ 高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

（（２２））日日常常生生活活をを営営むむ上上ででのの基基本本的的生生活活様様式式

□まめに手洗い・手指消毒 □咳エチケットの徹底 □こまめに換気
□身体的距離の確保 □「３密」の回避（密集、密接、密閉）
□ 毎朝で体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

娯娯楽楽、、ススポポーーツツ等等

□公園はすいた時間、場所を選ぶ
□筋トレやヨガは自宅で動画を活用
□ジョギングは少人数で
□すれ違うときは距離をとるマナー
□予約制を利用してゆったりと
□狭い部屋での長居は無用
□歌や応援は、十分な距離かオンライン

食食事事

□持ち帰りや出前、デリバリーも
□屋外空間で気持ちよく
□大皿は避けて、料理は個々に
□対面ではなく横並びで座ろう
□料理に集中、おしゃべりは控えめに
□お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

買買いい物物

□通販も利用
□１人または少人数ですいた時間に
□電子決済の利用
□計画をたてて素早く済ます
□サンプルなど展示品への接触は控えめに
□レジに並ぶときは、前後にスペース

公公共共交交通通機機関関のの利利用用

□会話は控えめに
□混んでいる時間帯は避けて
□徒歩や自転車利用も併用する

（（３３））日日常常生生活活のの各各場場面面別別のの生生活活様様式式

冠冠婚婚葬葬祭祭ななどどのの親親族族行行事事

□多人数での会食は避けて
□発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

□テレワークやローテーション勤務 □時差通勤でゆったりと □ オフィスはひろびろと

□会議はオンライン □名刺交換はオンライン □対面での打合せは換気とマスク

（（４４））働働きき方方のの新新ししいいススタタイイルル

※ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインは、関係団体が別途作成予定

別紙６
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人との接触を８割減らす、10のポイント
緊急事態宣言の中、誰もが感染するリスク、誰でも感染させるリスクがあります。

新型コロナウイルス感染症から、あなたと身近な人の命を守れるよう、日常生活を見直してみましょう。

１

オンライン帰省

ビデオ通話で
スーパーは１人
または少人数で

すいている時間に

２ ３

公園はすいた時間、
場所を選ぶ

ジョギングは
少人数で

通販で

４ 待てる買い物は 飲み会は
５

オンラインで 定期受診は間隔を調整

６ 診療は遠隔診療

自宅で動画を活用

７
飲食は

８

持ち帰り、

宅配も

通勤は医療・インフラ・
物流など社会機能維持
のために

仕事は在宅勤務９

会話は10
マスクをつけて

３つの密を
避けましょう

１．換気の悪い密閉空間
２．多数が集まる密集場所

３．間近で会話や発声をする密接場面

手洗い・
咳エチケット・
換気や、健康管理
も、同様に重要です。

筋トレやヨガは

別紙５人との接触を８割減らす、10のポイント
緊急事態宣言の中、誰もが感染するリスク、誰でも感染させるリスクがあります。

新型コロナウイルス感染症から、あなたと身近な人の命を守れるよう、日常生活を見直してみましょう。

１

オンライン帰省

ビデオ通話で
スーパーは１人
または少人数で

すいている時間に

２ ３

公園はすいた時間、
場所を選ぶ

ジョギングは
少人数で

通販で

４ 待てる買い物は 飲み会は
５

オンラインで 定期受診は間隔を調整

６ 診療は遠隔診療

自宅で動画を活用

７
飲食は

８

持ち帰り、

宅配も

通勤は医療・インフラ・
物流など社会機能維持
のために

仕事は在宅勤務９

会話は10
マスクをつけて

３つの密を
避けましょう

１．換気の悪い密閉空間
２．多数が集まる密集場所

３．間近で会話や発声をする密接場面

手洗い・
咳エチケット・
換気や、健康管理
も、同様に重要です。

筋トレやヨガは

別紙５
人との接触を８割減らす、10のポイント

緊急事態宣言の中、誰もが感染するリスク、誰でも感染させるリスクがあります。
新型コロナウイルス感染症から、あなたと身近な人の命を守れるよう、日常生活を見直してみましょう。

１

オンライン帰省

ビデオ通話で
スーパーは１人
または少人数で

すいている時間に

２ ３

公園はすいた時間、
場所を選ぶ

ジョギングは
少人数で

通販で

４ 待てる買い物は 飲み会は
５

オンラインで 定期受診は間隔を調整

６ 診療は遠隔診療

自宅で動画を活用

７
飲食は

８

持ち帰り、

宅配も

通勤は医療・インフラ・
物流など社会機能維持
のために

仕事は在宅勤務９

会話は10
マスクをつけて

３つの密を
避けましょう

１．換気の悪い密閉空間
２．多数が集まる密集場所

３．間近で会話や発声をする密接場面

手洗い・
咳エチケット・
換気や、健康管理
も、同様に重要です。

筋トレやヨガは

別紙５
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ⅤⅤ 話話 題題

世界ボウリング選手権シニア大会2019（前編）
明和管工業株式会社
井 上 豊

前回までの話題では、ボウリングの奥深さを知ってもらう為にマイボールの薦め～スパット
ボウリング～オイルコンディションと言った内容で掲載させて頂き、周りの方からは興味を
持って文章を読んでもらっている印象を受けました。私自身、目標として掲げていたリラック
ス投球フォームの現状ですが、コロナの影響でボウリング場が 2ヶ月弱閉まっていたというこ
ともあり投げられない期間がありました。ボウリング場が再開後、最初は感覚が戻りませんで
したが、投げている内に力が抜けてリリース（ボールが指から抜けるタイミング）が良くなり
コントロールも付き安定した点数が大会でも結果として現れるようになりました。
時折、投球の悪い癖が顔を見せますが今のところ良い方向で投球出来ています。
今回は、チームメートの大先輩であり未だ一線級で活躍されている播本雄介さん（75 歳）に
昨年 9月に行なわれた世界ボウリング選手権シニア大会に出場された時の模様をお願いして書
いて頂きました。
この大会は 50 歳以上の選手による世界大会で、2年に一度開催されています。
1ケ国・地域から男女各 4名迄出場でき、今回は 41 の国と地域から 260 名が参加し 2019 年 9
月 2 日～9日にかけてアメリカ・ラスベガスで開催されました。
競技方法は
�シングルス戦・ダブルス戦は予選 6ゲームを投球し上位 4名が準決勝に、準決勝・決勝は
1ゲームマッチのトーナメント戦。
�4 人チーム戦は予選 6ゲームの上位 4チームが決勝に、準決勝・決勝はベーカー方式（4人
で 1ゲームを交互に投球）2ゲーム先取マッチのトーナメントで争う。
�マスターズ戦は全種目合計 18 ゲームの上位 24 名（上位 8位まではシード）によって 2ゲー
ム先取によるマッチゲームを行う長期間の大会になります。

①日本代表選考について
6月に行われた「全日本シニア選手権大会」に合わせて選考会を実施。
世界大会制定のオイルパターン 3種類を各 6ゲーム投球し、全日本シニアの得点と合計 4日
間で 30 ゲームを行い男女各 4名が日本代表に選出。
②オイルパターンについて
世界大会用のオイルパターンを選考会で 3種類使用したのは、本大会で使用される世界大会

用のオイルパターンが大会前日の会議で発表される為、8種類の中から選択して実施せざるを得
ない事。
又、アジアや世界では各競技終了毎に全てクリーニングして新たにオイルを引いてコンディ
ションを整えるが、日本では一日中使用する為山型にして対応していて形状が全く異なること
から少しでも対応できるようにするために今回から採用された。
私たち選手は 9月 1日午後 17：00 成田空港からユナイテッド航空 838 便にて一路サンフラン

20



シスコに向かい入国審査後同日にラスベガス到着。
ここで一番の問題は機内に預けられる荷物は 23 キロ未満を 2個までの制限です。
大会オイルパターンが不明な為ボールを何個持っていくかが最大の悩みでした。
でもオイルパターンが事前に解っていてもチョイスは中々難しいです。
結局ボール 5個と靴等附属品を合わせて計 43 キロ超になり、ユニフォームや衣類等は全て機
内に持ち込まざるを得ない状態（海外に行く選手の悩みの種）。
ラスベガスと云えばカジノのリゾート地。何度か訪れているのでさほど驚く事ではないが、
ホテルに併設されているボウリング場のスケールにはただビックリするばかり。
ホテルは SOUTHPOINT HOTEL CASINO AND BOULING CENTER
会場は South Point Bowling Plaza
�大会専用センター 60 レーン（Back to Back）真中に観客席
�一般営業センター 64 レーン（Back to Back）
ホテル施設内 2カ所離れた場所に設置されていて、一般にはプロショップや貸靴コーナー、
飲食コーナー等があって賑わっていたが、大会専用センターにはハウスボールすらなくすっき
りしていて殺風景に見えるのは天井が体育館のように高いせいかも知れません。両サイドの別
れた真ん中にはそれぞれ 3段の観客席が設置。それに通常スコアモニターはアプローチ先端上
部に取り付けてあるが、このセンターは正面のピンセットの上のマスキングの更に上にスコア
モニターが 1 BOXを奇数が上段、偶数が下段に表示される為、片側 30 レーンは勿論反対側か
らもスコアが確認できるようになっている。
余談だが、センターの下は 1周 100 m近くあると思われるロデオ会場（観客席が 1～2階）迄
ありスケールの違いに圧倒される。
それ以外にも自動車ショーが出来るスペースもあった。
到着翌日にボール登録確認（事前に各国から送ったボールの名前・番号等を 1個ずつチェッ

ク）を受けた後は非公式ながらレーンの感触をつかむ練習を日本選手全員で行ない、費用は実
費で 1ゲーム当り 300 円位で日本より少し安いかも（一般営業用センターは 1ゲーム 400 円位）。
ただ、ホテルのミネラルウォーターは 1本 3ドルと高いので、タクシーでショッピングセン

ターに買い出しに行くと 3分の 1以下程度の安さでびっくりしました。
次回の話題では、大会の模様を書かせて頂きます。

日本代表選手（左から 2人目：播本さん） 会場の様子
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うるさらXの詳細は
ダイキン壁掛形エア
コンホームページを
ご覧ください。
https://www.daikinaircon.com/kabekake/

SPR20129（20.06.050）SW・HP・SS

室外機

44.8 c

省エネ

＊期間消費電力量に電力料金目安単価27円/kWh（税込）［平成26年4月改定］（全国10電力会社平均）をかけると電気料金（目安）が計算できます。  ＊記載の期間消費電力量はすべてJIS C 9612：2013での値です。

14畳用省エネ機種をJIS基準（冷房約5ヶ月、暖房約5ヶ月18時間）で運転した場合 エアコンの
平均使用年数は約14年（2019年現在）

長く使うからこそ、
省エネ機種がおすすめ！

最新機種に更新すると電気代にも差が出ます
右の表を利用して電気代（目安）を比較してみましょう。

機種によっては
大きな差に！

11年前の
省エネ機種との比較 16%省エネ約 31%省エネ同年度（2020年）との比較

おうちにいる時間が長くなっても、家計にやさしい省エネ性能

消費電力量
期間合計（年間）

省エネ機種 RX
シリーズ

630kWh 779kWh 1,066kWh 1,655kWh

スタンダード
機種

省エネ機種

スタンダード機種

２
０
２
０
年

１１
年
前

主に6畳用
（2.2kW）

S22XTRXS S28XTRXS S40XTRXP S56XTRXP

FX
シリーズ

E
シリーズ

主に10畳用
（2.8kW）

主に14畳用
（4.0kW）

主に18畳用
（5.6kW）

671kWh 913kWh 1,455kWh 2,077kWh
S22XTFXS S28XTFXS S40XTFXP S56XTFXP

717kWh 929kWh 1,544kWh 2,118kWh
S22XTES S28XTES S40XTEP S56XTEP

682kWh 828kWh 1,282kWh ーS22KTRXS S28KTRXS S40KTRXP

832kWh 1,081kWh 1,610kWh 2,648kWh
S22KTNS S28KTNS S40KTNP/V S56KTNP/V

2020年モデル 消費電力量
期間合計（年間）

kWh

11年前モデル消費電力量
期間合計（年間）

kWh

電力料金
目安単価

円／kWh27

標準
使用年数

年10

2020年モデル

円（税込）

A

11年前モデル

円（税込）

B

価格

370,000円

6畳程度
（2.2kW）

S22XTRXS
価格

410,000円

8畳程度
（2.5kW）

S25XTRXS
価格

450,000円

10畳程度
（2.8kW）

S28XTRXS
価格

470,000円

12畳程度
（3.6kW）

S36XTRXS
価格

500,000円

14畳程度
（4.0kW）

S40XTRXS(P)(V)
価格

550,000円

18畳程度
（5.6kW）

S56XTRXP(V)
価格

630,000円

20畳程度
（6.3kW）

S63XTRXP(V)
価格

700,000円

23畳程度
（7.1kW）

S71XTRXP(V)
価格

770,000円

26畳程度
（8.0kW）

S80XTRXP(V)
価格

840,000円

29畳程度
（9.0kW）

S90XTRXP(V)

22m3/h 22m3/h 26m3/h 26m3/h 29m3/h 32m3/h 32m3/h 32m3/h 32m3/h 32m3/h
0.9回/h 0.7回/h 0.67回/h 0.56回/h 0.53回/h 0.46回/h 0.41回/h 0.35回/h 0.30回/h 0.28回/h

65分 87分 90分 108分 113分 131分 146分 167分 194分 212分

（税抜き） （税抜き） （税抜き） （税抜き） （税抜き） （税抜き） （税抜き） （税抜き） （税抜き） （税抜き）

換 気 量

換 気 回 数

空気の入替所用時間

RX
SER IES

＊価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。　算出条件：強運転時、天井高2.4mの場合で算出

タフネス

※6. 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。外気温50℃、室内温度28℃で冷房し、運転動作することを確認。使用環境により異なります。冷房能力を保証するものではありません。 ※7. 当社試験。
試験機 2020年S63XTRXPと同等機種（S63WTRXP） 室内32℃DB/23℃WB、風量「5」で冷房運転を行い、外気温度35℃の冷房能力を100％としたときの外気温43℃での冷房能力。

猛暑でもしっかり冷房できる安心設計

■ベランダ周辺のサーモグラフ（外気温34℃時）

外気温34℃でも、狭小スペースの
室外機周辺は高温になることがあります

＊狭小スペースに設置する場合でも、
　所定の設置スペースを確保してください。

高い熱交換能力を持つ室外機で、高外気環境でも運転できるように設計。
外気温 50℃※6でも冷房運転し続けます。 ＊冷房能力を保証するものではありません。

■高外気時の冷房能力（当社比）

外気温43℃

外気温35℃
2020年
S63XTRXP

100％
97％

外気温43℃でも能力が落ちにくい※7

高外気タフネス冷房（50℃対応 ）※6

＊期間消費電力量に電力料金目安単価27円/kWh（税込）［平成26年4月改定］（全国10電力会社平均）をかけると電気料金（目安）が計算できます。 

お買い求め金額

円（税込）

省エネによる差額（年間）

円（税込）

A B今すぐ簡単
お見積もり

この夏は、
うるさらXがおすすめです！

快適にに過過ごしたい！夏のおうち時間を快夏のおうち時間を快適にに過ごしたい！夏のおうち時間を快適 過ごしたい！夏のおうち時間を快適に過ごしたい！

「うるさらX」４つのポイント
換 気 清 潔 省エネ タフネス

換 気

※1. 2020年4月30日現在。壁掛形家庭用エアコンにおいて、当社独自の給気換気を採用。 ※2. 各能力クラスの換気量 ： 2.2・2.5kWクラス22m3/h、2.8・3.6kWクラス26m3/h、4.0kWクラス
29m3/h、5.6～9.0kWクラス32m3/h 換気風量 ： JIS8330準拠。

24時間換気の運転音は最大58dBです。（音圧レベル：45dB）測定機種：S56XTRXP-W 
エアコン連動換気時はリモコンの風量設定に依存します。運転音は0.5dB程度上昇いたします。

＊換気設備認定は取得しておりません。 別途換気設備が必要となります。 屋外の空気のみを吸い込んで運転しているわけではありません。

屋外から新鮮な空気を取り入れながら、部屋を涼しく

換気しながら冷房出来る、唯一のエアコン［給気方式］
壁掛形家庭用エアコンにおいて

※1

選べる2つの換気
24時間換気
エアコン運転中も
停止中も換気

エアコン連動換気
エアコン運転しながら換気
冷房 暖房 除湿 加湿 空清 送風 自動

夏場は窓開け換気などで、冷房負荷が上がるため
適用畳数が1クラス大きいモデルをおすすめします屋外の新鮮な

空気を取り込み

 エアコン運転しながら
空気の入れ替え

※1

換気量最大

32㎥/h
（5.6～9.0kWクラス）

※2

夏も冬もしっかり水洗浄清 潔

※3. 家庭用エアコンにおいて、当社独自の無給水加湿技術を採用 ※4. 部屋の広さ、換気回数、室外温湿度、機種能力など、条件によっては結露水の量が少ない場合があります。 ※5. 加湿水洗浄 測定条件：
当社環境試験室14畳において「水内部クリーン」を作動。 室内および屋外温度7℃/6℃（JIS暖房標準条件）において、室温26℃、室内湿度60%を目標にして加湿暖房運転を室温、湿度が安定するまで最大90
分、その後60分冷房運転を行う。 測定機種：S40XTRXP（14畳モデル）　結露水洗浄 測定条件：当社環境試験室14畳において「水内部クリーン」を作動。 屋外温度35℃（JIS冷房標準条件）室内35℃/28℃に
おいて、最長で60分冷房運転を行う。 測定機種：S40XTRXP（14畳モデル）

●室内温度が大きく下がるため、外出時などお部屋に人がいないときに行うことをおすすめします。 ●付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。 ●外気温1℃未満では運転しません。 
●水内部クリーンには最大95円の電気代がかかります。電力料金目安単価27円/kWh（税込み）［平成26年4月改定］で計算。

＊条件：1日8時間運転し、2週間分のほこり250mgを吸い込んだ状態。
　機種：AN40XRP 試験用の赤い色の粉塵を使用しています。

加湿水洗浄         ／結露水洗浄 ストリーマ内部クリーン

熱交換器を洗浄する「水内部クリーン」搭載、年間を通してエアコン内部をキレイに保ちます

夏でも冬でも1.0ℓの水でエアコンを洗浄 ※4※5

室内温度が大きく下がるため、外出時などお部屋に人がいないときにご使用ください。 約1ヶ月に1回行うことをおすすめします。

洗浄前

■熱交換器の汚れ

洗浄後

ストリーマ
照 射 加熱乾燥+ストリーマ

照 射 送風乾燥+

酸化分解力を持ったプラズマ放電の一種
で、その分解力は、およそ100,000℃＊の
熱エネルギーに匹敵します。
＊実際に高温になるわけではありません。

上手な換気の仕方も公開

換気することによって、健康で快適な生活に
役立つ情報をお伝えしていきます。

十分な換気には、
定期的な窓開け
換気なども合わせ
てご利用ください。

※3
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https://www.daikincc.comWEBから
0120-88-1081お電話から （全国共通フリーダイヤル）

SPJ19317（19.12.020）SW・HP・SS

様々なツールで空気清浄機のご利用をサポート!

シールタイプ  【POZ19268】 スタンドタイプ  【POZ19267】

 【SPJ19241】

シールタイプ  【POZ18151】 スタンドタイプ  【POZ18152】

■ シール・スタンドタイプの2種類をご用意
　 （サイズ：150㎜×150㎜）

お客様や入居者の方に、
きれいな空気・加湿された空気の提供を
POPでお知らせします。

日本語のほか、英語・中国語・
韓国語にも対応。
海外のお客様や従業員にも
使いやすいガイドです。

小児科・皮膚科などのクリニック
学習塾、サロンなどにおすすめ

【SPJ19241】

中国語・

員にも
す。

ホテルにおすすめ

加湿中・空気浄化中POP

4ヵ国語操作ガイド

カウンターに置いたり、直接貼り付けたりしてお使いいただけます。

※1 料率は2019年12月時点　※2 通常使用における故障に対しての保証です。定期的なフィルター掃除をしていなかった等、原因が設置後の取り扱い不良だった場合の修理に
ついては有償となります。また消耗品の交換や洗浄等の保守サービスも有償となります。 （注）契約は法人、営業性個人（みなし法人）に限定。一般の個人の方は対象になりません。　

月々3,500円※１から始められる
“安心保証”付きリースがおススメ。
期間内は修理費無償!※２

■ 対 象 金 額 ： 
■ リース期間 ：  
 
■ 月々の料金 ： 

20万円以上
4～7年
（安心保証リースならリース期間内は修理費無償※2）

3,500円（税別）～
契約価格20万円、安心保証リース7年契約（料率：1.71％※1）の場合

ダイキン製空気清浄機の
お手入れ方法をまとめた
冊子をご用意。 動画でも
ご覧いただけます。

お手入れBOOK

さらに!

 【CJ19320】

ダイキン空気清浄機
お手入れBOOK

対象機種  2019年製の空気清浄機

・ACM5
5W-W・MC5

5W-W
コンパク

トタイプストリ
ーマ空気清

浄機
 ・MCK

40W-W・ACK
55W-W（T.H

）・MC
K55W-W（

T.H）スリム
タワータイ

プ加湿ス
トリーマ空

気清浄機

 ・ACK70W-W（T）
・MCK70W-W（T）
ハイグレードタイプ

加湿ストリーマ空気清浄機

・ACZ70W-T
・MCZ70W-T

うるるとさらら空気清浄機

P.2 P.13

製品に付属の
取扱説明書も
併せてご確認
ください。

～～ P.14
P.15～～

お手入れムービーは
下記QRコードから

お部屋の空気質（温度・湿度）を
診断して、除湿・加湿を自動で切換え、
湿度をコントロール

ワンタッチで
OK

多彩な機能で、365日快適な空間へ

お肌や喉の乾燥対策に

高温多湿でカビの発生が
気になる時期に

飛散する花粉や、
目に見えない空気の汚れに

花 粉 PM2.5 黄 砂

カ ビ 湿 気

乾 燥

全自動湿度コントロール
（おまかせ運転）が便利

教育施設

より集中できる
学習環境に

クリニック・福祉施設

ウィルス対策など
配慮が必要な空間に

ホテル・サロン

居心地よく
落ち着ける空間に

オフィス

快適な湿度で
働きやすい空間に

幼稚園・保育園

こどもたちが
健やかに過ごせる環境に

湿度コントロールを、あなたの欲しい空間に
店舗やオフィスなど様々なシーンに用途が広がります

加 湿 集 塵 脱 臭除 湿

ACZ70W-T
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いつでもどこでも入浴準備。つながる　 快適セットでもっと便利な暮らし。

面倒なお風呂の準備は

アプリでラクラク。

毎日のバスタイムを

もっと気軽に・楽しく。

“

”

浴槽掃除
できること1

できること2

できること3

お湯はり

※タブレット端末には対応していません。　
※設置にはインターネット環境（無線LAN接続）の整備が必要です。お選びいただいたプランによって設置可否が異なります。　
※対応する給湯機・エアコンの機種や設置条件など詳細についてはP.5〜7、裏表紙をご覧ください。

つながる快適セットをご利用にあたり
必要なものは以下の通りです。

・専用アプリ「おふろアプリ」 
・マルチリモコンになる組み合わせの各オプション
・無線LAN環境
※詳細はP.4〜5をご確認ください。

暖房

※ 画面はイメージです。※ 画面はイメージです。

いつでもどこでもスマートフォンから専用ア
プリの操作で入浴準備がラクに行えます。
もっと便利で快適な暮らしを実現します。

つながる快適セット

浴槽掃除も
自動でラクラク完了。

※おそうじ浴槽は寒冷地に対応しておりません。

入 浴直 後に使 用することで、手洗いは2週 間に1
回 程 度 。面 倒 な 掃 除 が ネックになってお風 呂を
十 分に楽しめなかった方におすすめです。

お湯はり機能で
帰宅後もすぐに入浴OK。

※対応可能なメーカー・機種の給湯機が必須となります。
※詳細はP.4〜5をご確認ください。

外 出 先 で もア プ リか らお 湯 はりをす れ ば 帰 宅
途 中の 時 間にお風 呂 準 備 が 完了。帰ったらすぐ
に沸きたてお風呂がお出迎え 。

あたたかい部屋から
あたたかい浴室へ。

※他社エアコンもアプリリンクにより操作することができます。
※対応可能なメーカー・機種のエアコンが必須となります。
※詳細はP.4〜5をご確認ください。

寒い日の入 浴に、安心・あたたか な 暖 房 機 能 。
一気に浴室を暖めていつも快適なバスタイムに。
寒暖差でヒヤッとする心配がなくなり安心です。

2

ア プ リで い つ で も 入 浴 準 備

お 風 呂 か らはじまるスマート な 暮 らし

T O T O の お 風 呂 が もっと便 利 に な る

専 用 ア プ リが 新 登 場 。

いつでも

どこでも

簡単操作！

2020.6

※1 画面はイメージです。

※1 

つながる快適セット
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1  マルチリモコンになる組み合わせの各オプション※

2  常時 接 続されたインターネット環 境の整 備

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」
（抗菌・防カビ仕様）

もしくは

暖房換気扇（抗菌・防カビ仕様）

洗面所リモコンが１つに統合
されたマルチリモコン仕様が
必須となります。

洗面所暖房機 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）
※床ワイパー洗浄（きれい除菌水）は遠隔
操作できません。

おそうじ浴槽
※おそうじ浴槽は寒冷地に対応しており
ません。

つながる快 適セット

無線LAN
対応ルーター

（市販品）

スマートフォン
（市販品）

TOTO
クラウドサーバー

給湯機リモコン
（他社品）

おそうじ浴槽

お湯はり※1

つながる
快適セット

（通信ユニット付属）

マルチリモコン

洗面所暖房機 三乾王 /暖房換気扇

※画面はイメージです。

〈 システム構成イメージ 〉 有線 無線

※詳細は、P6～7を必ずご確認ください。

市販品として以下のインターネット環境・設備の
準備が必要となります。

● 常時接続されたインターネット環境
● 無線LAN対応ルーター（モバイルルーター不可）

● スマートフォン・専用アプリ「おふろアプリ」のダウンロード

以下のいずれかのオプションを1つ以上お選びください

あたたか安心の浴室暖房に

セレクト記号 セレクト価格

FSS01 ¥33,000

必須設置条件

※対象シリーズやタイプによっては基本仕様となっている場合があります。遠隔操作したい機能にあわせて各オプション選択をお願いいたします。　
※対応の給湯機の場合、お湯はりも遠隔操作できます。
　その場合、遠隔で浴槽の排水栓を操作できる自動排水栓（YFE47）もしくはおそうじ浴槽（YFS31/JL＊＊＊）がおすすめです。（対応の給湯機は下記QRコード参照）

※1
対象となる給湯機の
リンクはこちら＊4

いつでもどこでも入浴準備。つながる　 快適セットでもっと便利な暮らし。

“

”

浴槽掃除

お湯はり

暖房

浴槽掃除も
自動でラクラク完了。

お湯はり機能で
帰宅後もすぐに入浴OK。

あたたかい部屋から
あたたかい浴室へ。

いつでもどこでも入浴準備。つながる　 快適セットでもっと便利な暮らし。

おそうじ浴槽で

くつろぎながら

お掃除ができます。

事前暖房をすれば

寒暖差がなく移動も快適。

お湯はり機能で

帰宅後すぐに入浴。

毎日のお風呂掃除は
腰をかがめて大変…。

お風呂場が寒くて
移動がおっくう…。

早くあたたかい
お風呂に入りたい！

こんな時に便利

こんな時に便利

こんな時に便利

アプリなら

アプリなら

アプリなら

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

動画はこちら＊

3
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1  マルチリモコンになる組み合わせの各オプション※

2  常時 接 続されたインターネット環 境の整 備

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」
（抗菌・防カビ仕様）

もしくは

暖房換気扇（抗菌・防カビ仕様）

洗面所リモコンが１つに統合
されたマルチリモコン仕様が
必須となります。

洗面所暖房機 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）
※床ワイパー洗浄（きれい除菌水）は遠隔

操作できません。

おそうじ浴槽
※おそうじ浴槽は寒冷地に対応しており

ません。

つながる快 適セット

無線LAN
対応ルーター

（市販品）

スマートフォン
（市販品）

TOTO
クラウドサーバー

給湯機リモコン
（他社品）

おそうじ浴槽

お湯はり※1

つながる
快適セット

（通信ユニット付属）

マルチリモコン

洗面所暖房機 三乾王 /暖房換気扇

※画面はイメージです。

〈 システム構成イメージ 〉 有線 無線

※詳細は、P6～7を必ずご確認ください。

市販品として以下のインターネット環境・設備の
準備が必要となります。

● 常時接続されたインターネット環境
● 無線LAN対応ルーター（モバイルルーター不可）

● スマートフォン・専用アプリ「おふろアプリ」のダウンロード

以下のいずれかのオプションを1つ以上お選びください

あたたか安心の浴室暖房に

セレクト記号 セレクト価格

FSS01 ¥33,000

必須設置条件

※対象シリーズやタイプによっては基本仕様となっている場合があります。遠隔操作したい機能にあわせて各オプション選択をお願いいたします。　
※対応の給湯機の場合、お湯はりも遠隔操作できます。
　その場合、遠隔で浴槽の排水栓を操作できる自動排水栓（YFE47）もしくはおそうじ浴槽（YFS31/JL＊＊＊）がおすすめです。（対応の給湯機は下記QRコード参照）

※1
対象となる給湯機の
リンクはこちら＊4

戸 建住宅向けシステムバスルーム

［シンラ］ ［シンラ］［サザナ］ ［ひろがる WY ほっカラリ床シリーズ］

集合住宅向けマンションリモデルバスルーム

対応バスルームのご紹介

アプリでできること、マルチリモコンでできること

機 能

専用アプリ マルチリモコン

浴室換気暖房乾燥機
「三乾王」

（抗菌・防カビ仕様）

換気 ー ○

衣類乾燥 ○ ○

暖房 ○ ○

24 時間換気 ー ○

24 時間換気一時停止 ー ○

涼風 ー ○

切タイマー ー ○

フィルター清掃 ー ○

タイマー予約 ○ ー

暖房換気扇
（抗菌・防カビ仕様）

換気 ー ○

暖房 ○ ○

切タイマー ー ○

フィルター清掃 ー ○

タイマー予約 ○ ー

洗面所暖房機

暖房 ○ ○

涼風 ー ○

ドライヤー ー ○

タイマー予約 ○ ー

浴室・洗面所連動
暖房 ○ ○

タイマー予約 ○ ー

おそうじ浴槽
浴槽掃除 ○ ○

自動排水栓 ○ ー

タイマー予約 ○ ー

給湯機
（ノーリツ・リンナイの

対象給湯機のみ）

ふろ自動 ○ ー

追いだき ○ ー

タイマー予約 ○ ー

複合
楽らく準備

（おそうじ浴槽・お湯はり・暖房の一括運転）
○ ー

タイマー予約 ○ ー

自動排水栓 ○ ○

エラー報知 ○ ○

使用履歴の確認 ○ ー

他社エアコンアプリリンク※ 1 ○ ー

2020．06時点※専用アプリ「おふろアプリ」のサービス内容および画面デザインは予告なく変更することがあります。

※購入されていない機器の履歴は確認できません。　※エアコンの使
用履歴は確認できません。　※給湯機のリモコンで「ふろ自動」「追い
だき」ボタンを押した場合や、給湯機メーカーのアプリで操作した場合
などは履歴に表示されません。

タイマー予約
お好みの時間に設定しタイマー
予約することができます。

楽らく入浴準備
ボタンひとつで、入浴準備を行
うことができます。

浴槽の掃除

お湯はり

（浴室や洗面所の）暖房

使用履歴の確認
離れて暮らす方の浴室も登録で
きるので、遠方にお住まいの方
の使用履歴を確認できます。

お風呂 ふろ自動／追いだき

空調 浴室・洗面所の暖房／衣類乾燥

掃除 おそうじ浴槽

〈 使用履歴を確認できる項目 〉

その他のアプリ便利機能

※1
対象となるエアコン
メーカーはこちら＊ ＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

○ ： 対応  /  ー ： 非対応

※画面はイメージです。

5
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【正会員】
入 会
㈱関西空調
〒615-0903 京都市右京区梅津堤下町 7番地

TEL：075-863-5777 FAX：075-863-5757
代表取締役 杉本 誠

退 会
京栄水道㈱

ここ数年間は、梅雨を感じたという記憶があまりなかったのですが今年はまとまっ
た雨が降り、7月の少し遅い梅雨らしい梅雨を過ごしているように感じます。
しかし、九州や北陸地方、京都においても一部では集中豪雨により甚大な災害が発
生しているところがあり一日でも早い復旧を心からお祈り致します。

また、スペイン風邪以来およそ 100 年振りのパンデミック新型コロナウイルスが日
本、世界中で猛威を振るい社会的、経済的打撃は計り知れないものがあります。建設
業、当業界においても将来の不透明感が色濃くなって来ています。
ウイルス感染拡大を危惧して、社会全体的に自粛、物理的距離を取らざるを得ない
環境になっています。
しかし、物理的距離を確保することで社会的距離が遠くなってはいけないと思いま
す。物理的距離に注視する余り、人との関りが疎遠になり本当に必要な活動や関係性
に興味、関心がなくならないよう、私たちも良い社会的距離を保つことが大切だと思
います。
このような時だからこそ、業界関係者の皆様と、当協会を通して良い社会的距離を
保ち、業界全体の発展になればと切に願っています。

本号につきましては、非常にタイトなスケジュールにも関わらず委員会メンバー、
関係各位のご協力のおかげで、良い社会的距離を感じながら無事発刊出来ました事、
この場を借り御礼申し上げます。
本当にありがとうございました。

（広報委員長 高木 公哉）

ⅦⅦ 会会 員員 情情 報報

ⅧⅧ 編編 集集 後後 記記
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2020年

暑中お見舞い申し上げます
順不同

三和管工株式会社
代表取締役 石 倉 宏

〒６０４－８８１２
京都市中京区壬生相合町７１番地
TEL ０７５－８１１－８２４６
FAX ０７５－８０１－７６９６

株式会社トヨシマ
代表取締役 豊 嶋 一 俊

〒６１０－１１２３
京都市西京区大原野上里南ノ町１７５
TEL ０７５－３３１－１２１０
FAX ０７５－３３２－６０８７

株式会社 大 同
代表取締役 拝 師 知 行

〒６１５－０００７
京都市右京区西院上花田町２３－２
TEL ０７５－３１１－７１０８
FAX ０７５－３１４－０８９６

有限会社ミヅケン
代表取締役 奥 村 賢 三

〒６１５－０８５４
京都市右京区西京極堤外町１番地の７
TEL ０７５－３２２－２１２１
FAX ０７５－３２２－２１１８

三建設備工業株式会社
京滋営業所 所長 小 田 切 太

〒６００－８４９２
京都市下京区四条通新町東入月鉾町６２番地
TEL ０７５－２３１－１３５０
FAX ０７５－２３１－１３６５

三機工業株式会社
京都支店 支店長 大 平 忠 範

〒６００－８００８
京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８（京都三井ビル）
TEL ０７５－２２１－３６３５
FAX ０７５－２１１－５８２９

有限会社ジーエム工業
代表取締役 田 村 祥 榮

〒６１１－００４３
京都府宇治市伊勢田町中ノ荒６０－１３
TEL ０７７４－４４－５６８６
FAX ０７７４－４４－５６８６

株式会社ウォーターライン
代表取締役 小 林 靖 生

〒６０１－８４３８
京都市南区西九条東比永城町１０８－４
TEL ０７５－６７２－４８３５
FAX ０７５－６７２－３８５８

株式会社山本管工業
代表取締役 山 本 行 雄

〒６００－８４４７
京都市下京区新町通松原上ル御影町４６２－２
TEL ０７５－３５１－１０９２
FAX ０７５－３５１－１７０４

株式会社高木設備
代表取締役 高 木 理

〒６２２－０３３１
京都府船井郡京丹波町中台イヤ谷１番地１
TEL ０７７１－８６－０２４３
FAX ０７７１－８６－０８７７

影近設備工業株式会社
代表取締役社長 影 近 義 之

〒６０６－８２６７
京都市左京区北白川西町８３
TEL ０７５－７６１－８１９１
FAX ０７５－７５２－１７９４

春日設備工業株式会社
代表取締役 湯 浅 和 示

〒６０１－８４１４
京都市南区西九条蔵王町３８番地
TEL ０７５－６７１－５３７７
FAX ０７５－６７１－５５８４

株式会社安田管工
代表取締役 安 田 浩 治

〒６０６－８２１１
京都市左京区田中西大久保町１４－１５
TEL ０７５－７０２－２７２７
FAX ０７５－７０２－２９００

株式会社 彩 光
代表取締役 山 口 正 宏

〒６１１－００４３
京都府宇治市伊勢田町新中ノ荒３８番地の８
TEL ０７７４－４４－５６３０
FAX ０７７４－４４－５６３１

日吉電機株式会社
代表取締役 吉 田 徹 平

〒６２０－０８８１
京都府福知山市字堀１９７１番地の２
TEL ０７７３－２２－６２７７
FAX ０７７３－２３－８２６０
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INAXのトイレで劇的リフォーム！

便器を交換するだけで、
トイレを広く、明るく、別手洗まで付いた最新機能のタンクレストイレに。

サティス+手洗い空間に！

「手洗器はどうしよう？」そんな悩みは不要！

給排水配管の新規立ち上げ不要。
トイレが使えない時間を短縮。

すっきりした空間に！ 一日施工で劇的リフォーム！

目に付くものはしっかり隠せる！
手洗器下収納 L型背面パネル

水道管やお掃除道具など隠して
すっきり、スタイリッシュな空間に。

給水

排水

既設の
止水栓から
分岐

便器に合流
するので設置
工事不要

AfterBefore

別手洗より、様々な面でメリットが高い！
手洗用給排水配管を設置のための

サティス単体の施工時間

工事費用
作業工期

+約110分※

※工事時間はLIXILのシミュレーションです。現場の条件により異なります。
※既設便器の撤去、商品搬入、後片付けの時間は含みません。

施工の大まかな
流れはここから
確認！

3つの特徴は
ここから確認！

不要！

サティス G タイプリトイレ 手洗器付
サティス Sタイプリトイレ 手洗器付 新発売

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、
　上記オフィシャルサイトからご確認ください。

https://www.lixil.co.jp/

●表示価格は2020年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費など
　は別途となります。
●商品価格はすべて税別価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

#0307

サティスGタイプリトイレ 手洗器付

サティスSタイプリトイレ 手洗器付

L型

L型

ストレート型

ストレート型
※別途給水用の部材を必ずしてください。　※L型で壁給水の場合、給水エルボセットを手配する必要があります。
（詳細は、2020住宅設備機器総合カタログを参照ください。）

オプション「もっと色々収納したい。」という方には、合わせておすすめ！
アッパーキャビネット

収納はイメージ写真です。
■ 製品には背板がありません。施工前に壁紙を貼ってください。
■ 床排水との組み合わせがおすすめです。

TSF-406S/LP ¥32,200
アッパーキャビネット
寸法：750～900×170×455
カラー：スタンダード（LP、LM）

ミドルグレード（⊕¥6,000）（JP、JZ、JR）
材質：木質材料（表面材：オレフィンシート）

サティスGタイプ グレード 品番 価格

L型
GY6 YHYH-G216-D1L1AR14A ¥568,500

GY5 YHYH-G215-D1L1AR14A ¥528,500

ストレート型
GY6 YHYH-G216-D1SAR14 ¥553,500

GY5 YHYH-G215-D1SAR14 ¥513,500

サティスSタイプ グレード 品番 価格

L型
SY6 YHYH-S726-D1L1AR14A ¥525,500YHYH-S726-D1L1AR14A ¥525,500

SY5 YHYH-S725-D1L1AR14A ¥485,500YHYH-S725-D1L1AR14A ¥485,500

ストレート型
SY6 YHYH-S726-D1SAR14 ¥510,500

SY5 YHYH-S725-D1SAR14 ¥470,500

仕様： Ｈ（排水芯：L型305～490mm、ストレート型225～410mm） 
アクアセラミック、自動水栓、1400サイズ、右仕様、スタンダードパネルカラー

仕様： Ｈ（排水芯：L型280～530mm、ストレート型200～450mm） 
アクアセラミック、自動水栓、1400サイズ、右仕様、スタンダードパネルカラー

空間の広さや、お客さまのお好みで選べる商品バリエーション！
手洗器の給排水管を隠すのはもちろん、5種類から選べる大型パネルがトイレ空間のアクセントカラーに。

スタンダード 

ミドルグレード 

JP
（ライトオーク）

JZ
（ウォルナット）

JR
（ショコラオーク）

LP
（クリエペール）

LM
（クリエモカ）

手洗器バリエーション カラーバリエーション

L型 ストレート型 コーナー型
■ L型・ストレート型に対応します。
■ コーナー型は白色のみ。
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西日本支社

〒530-6112 大阪市北区中之島３丁目３番２３号 （中之島ダイビル） TEL：06-7669-3729 http://www.hitachi-metals.co.jp

日立金属が生み出す信頼の商品
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594 -1144 1 4 20

TEL 0725-51-3000 FAX 0725-51-3100 http:// www.komei-ss.co.jp

集合住宅専用 仮設配管レンタルシステム
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1904_SS07_ ハイパーAW高圧消火管継手 _W150xH110

耐震性 施工性耐食性

消火栓
格納箱

地下式消火栓

地上式
消火栓

消火栓ポンプ室

消火栓
ポンプ

水源

防火対象物

注意 防火区画貫通箇所や火災時に熱の影響を受ける恐れのある
場所ではご使用できません。

※使用箇所などについて不明な点は所轄の消防機関へご確認ください。

■ 適用部位

消火設備配管用高性能ポリエチレン管・継手

※使用箇所などについて不明な点は所轄の消防機関へご確認ください。

最高使用圧力1.6MPaで認定取得!最高使用圧力1.6MPaで認定取得!

に優れたポリエチレン一体管路を構築

100A
  発売中!!

環境・ライフラインカンパニー

TEL 075（662）3418京滋営業所

594 -1144 1 4 20

TEL 0725-51-3000 FAX 0725-51-3100 http:// www.komei-ss.co.jp

集合住宅専用 仮設配管レンタルシステム
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株式会社大垣書店
〒603-8148

京都府京都市北区小山西花池町1-1

TEL：075-468-1800

FAX：075-468-1805

https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/books-ogaki/top/

PayPayモール店
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会 報 「古 都」
第 ５ ２ 号

令和 2年 8月 7日 発行

発 行 人 石 倉 宏
一般社団法人京都府空調衛生工業協会
京都市左京区岡崎円勝寺町 1―11
（京都水道会館内 2Ｆ）
TEL 075－708－5191
FAX 075－708－6817
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