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東京商工会議所板橋支部
青年優秀技能者・技術者を表彰
〔 トーハツの藤田・中山の両氏が晴れの受賞 〕

中山雅人さん（駒ケ根工場） 藤田竜大さん（技術部）

日向社長、矢内常務、工藤部長、松原工場長とともに記念撮影

東京商工会議所板橋支部（会長／吉村健正氏）の平成27年新年賀詞交歓会が、去る１月29日（木）
、来賓者多数出席のもと東
京・池袋のホテルメトロポリタンで開催されました。
第一部（式典）の中で第８回目を迎えた板橋青年優秀技能者・技術者表彰が行われ、トーハツから技術部の藤田竜大氏、駒ヶ
根工場の中山雅人氏がめでたく受賞。板橋区の優秀技能者・技術者の栄誉に輝きました。
式典の最後に受賞者26名を代表して藤田氏が謝辞を述べました。技術者の熱い思いがこもった挨拶は参加者から高く評価さ
れ、来賓の方々からもお褒めのお言葉をいただくなど、当社技能者・技術者の実力の高さを感じさせる一幕もありました。
この表彰は、製造業に従事する優れた青年技能者や技術者を讃えることで、技能者・技術者としての誇りと意欲を高め、将
来、板橋区の産業基盤を支える後継者として一層の技能・技術の向上を図ろうとするものです。この度表彰された両氏は、船外
機の開発、可搬消防ポンプの製造に携わっており、高品質の製品を供給すべく日々の研鑽に努めています。
閉会後、トーハツ日向社長や矢内常務らと記念撮影。喜びを噛みしめていました。
この度の受賞、誠におめでとうございます。
（総務部／千葉）

第17回
全国消防救助シンポジウム

去る平成26年12月19日（金）に、日比谷公会堂にて第17回全国
消防救助シンポジウムが行われました。気温が低い中でも数多くの
消防職員の方が来場されていました。
防災営業部として水陸両用車と救助・救急・防護・装備資機材の
展示を行いました。資機材の展示会場では、肘・膝パッドやゴーグ
ルが消防職員の方に好評を得ていました。
水陸両用車は屋外での展示でしたが、そのインパクトの大きさには
皆さんが驚かれていて、
興味を持たれている方が非常に多かったです。
今回シンポジウムに参加されている方々が救急 / 救助担当の方だ
った為、装備担当に話をしてみたいなどと前向きなご意見を多数い
ただき、シンポジウムでの展示は盛況のうちに終わりました。
（大型プロジェクト／白澤）
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中部トーハツポンプ会
臨時総会

去る２月25日（水）に、中部トーハツポンプ会臨時総会を京都府
京都市にある、京料理あと村で開催いたしました。総会を行う前に
京都市にあります、伏見稲荷大社にて商売繁盛のご祈祷を受け会場
に向かいました。
総会は、荒木会長の挨拶、日向社長の挨拶、今年度の事業報告及
び来年度の事業計画について討議を行い活発な意見の交換が行われ
ました。
総会後の懇親会では、和やかなムードで歓談し京都の舞子、芸子
が花を添えて懇親会の場は、大いに盛り上がりました。
（防災中部／髙橋）

平成27年度 神奈川県厚木市
消防団機関員研修会
弊社主催による「平成27年度 神奈川県厚木市消防団機関員研修会」が、去る1月24日（土）に

神奈川県消防学校にて開催され、計22名の機関員の方々が参加して行われました。

研修内容は、ポンプ基礎講習（座学）、中継送水（実技）を行い、座学では、ポンプ運用講習の

ビデオを見ていただき、熱心に講習を受けられていたのが印象的でした。実技では、操作方法や
注意点、伝令の仕方などを説明し、実際に中継送水を経験していただき、積極的に実技を受けら
れていたのが印象的でした。短い時間でありながらも中身の濃い研修会は無事に終えることがで
きました。
研修会開催にあたり会場をお貸し頂きました神奈川県消防学校様、誠にありがとうございまし
た。会場内は整理整頓されており、気持ち良く研修会を行うことができました。重ねて誌上より
厚く御礼申し上げます。
また、この度、参加いただいた機関員のみなさん、大変お疲れ様でした。
（サービス室／河村）

LPG プラント用
散水ポンプ技術講習会

去る２月19日（木）
、
（株）コーワガス日本主催によるLPGプラント用散水ポンプ技術講
習会を天神クリスタルビルで開催致しました。講習参加者は、九州管内のガス組合の実務
者。講習内容は、トラブルが発生した際の対処方法及び日頃の管理方法を講習致しました。
実際のポンプを用意し講習会を行うことで沢山の質疑を受け、明日から現場で実践しま
すと皆様に言って頂き、大変喜ばれました。
ご参加頂いた皆様大変お疲れ様でした。今後もトーハツ製ポンプを宜しくお願い申し上
げます。
（防災九州／田中）

◎

関東・東北の猛者、本社に集結 ◎

去る2月16日（月）、17日（火）、４回目となる関東・東北地区のサービスパイ
ロット店向け技術講習会が本社4階研修ホールにて開催されました。
今回は MFS40/50A に特化した技術講習会。この MFS40/50A は、洗練された
デザインとクラス最軽量を誇るトーハツ屈指の人気モデルです。
初日はパワーユニット班とロアユニット班に分かれて分解組み立ての実技講習
です。今回参加頂いたのは、13社／16名の猛者達。我先にと工具を手に取り講習
会スタート。さすが日頃から触り慣れている船外機、あっという間に分解完了で
す。時折入る当モデルの特徴説明では、皆さん耳をダンボにし聞き入る姿も。初日
の仕上げは夜の懇親会。トーハツ談義に花を咲かせながら気分は一気に最高潮。これまで以上に親睦が深まった夜となりました。
２日目は実機を用いてダイアグ診断の講習です。水槽で運転確認を行いながら、パソコンでエンジン内部のモニタリング、実際の修理現場
を想定したメーターを用いての故障診断と盛りだくさんの内容。昨夜の懇親会とは打って変わって真剣な面持ちで取り組む皆様を見ていると、
非常に頼もしく、また心強く感じる講習会となりました。
参加頂きましたサービスパイロット店の皆様、ご多忙の折ご足労頂き、ありがとうございました。
（マリン関東／藤川）
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毎年恒例のマリン業界一大イベント、インターナショナルボートショーが春のうららかな陽気の中幕を開けました。
今年のトーハツブース目玉は TFW-25R/17R の艤装艇に加え、待望のモデルチェンジを果たした MFS9.9/15/20D と
MFS25/30C の二機種。昨年デビューした MFS40/50A の斬新なデザインを取り入れ、スタイリッシュなデザインへと生まれ
変わりました。
その他にも、昨年取扱いを開始した水陸両用車や可搬式消防ポンプを展示する等、マリン製品のみに留まらず幅広い内容で
ユーザーへの PR を行いました。
全体の来場者数も前年比121％と4万人を超える結果となり、どこのブースも始終賑わっていました。その賑わい振りを更に
盛り上げる為、土曜日と日曜日にはそれぞれブース内で午前午後1回ずつ、お昼前後にはメインステージで1回のトークショーを
開催！人気釣りガールのりんかさんをゲストに迎えて、釣りの話からボートの話、はたまた釣果写真の撮影テクニックに至るま
で多彩な内容と、トークショー後には豪華景品満載のじゃんけん大会も開催し、新たな試みとして注目を浴びました。
また、最終日にはメインステージにてチャリティーオークションが開催され、我が社からはMFS2BSを提供し、オークション
の大トリに登場。ここでも釣りガールりんかさんの MC が冴え渡り、過去最高値で落札されました。
船外機の成約数も比例する様に増加し、来るべきシーズン開幕に期待のもてるスタートとなりました。 （マリン課／石丸）

対馬農業協同組合新春総合展示
対馬と言えば、九州と韓国の間の対馬海峡に浮かぶ島で長崎県に属しており、
博多港までは航路で132キロ、韓国まで直線距離にして49.5キロに位置してお
り“国境の島”と呼ばれています。天然記念物にも指定されているツシマヤマネ
コの生息地でもあり、昔ながらの養蜂が今でも行われており濃厚で香り高い和蜂
の蜂蜜も楽しむ事ができ自然豊かな島でもあります。
1月17日（土）
・18日（日）の2日間、対馬農業協同組合美津島支店駐車場にて、新春総合展示会が開催されました。
展示物として、船外機・農機具・車・家電・布団・食品等様々なものを展示販売。展示機として MFS9.9CEFL・
MFS15CEFL・MFS30CETL の3台を展示。モデルチェンジした30PS を、仕事途中に来店なさり熱心に品定めをさ
れ、翌日にご来店くださり成約。現在ディーゼル船に乗っているが、船外機艇に改造するのでと MD50B2ETOL を
成約と成期間中9台の成約を頂きました。対馬農業協同組合様のご協力に厚く御礼申し上げます。
（マリン九州／平野）
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玄海ヤンマー（株）糸島営業所
新春謝恩展示会
福岡県糸島市加布里におきまして1月10日（土）
・11日（日）の２日間、新春謝恩展示会が開催
されました。加布里漁港内には牡蛎小屋があり遠方よりシーズンでもある牡蠣を食べにくる方々が
多いところです。
展示会では、MFS9.9CEFL とモデルチェンジした MFS30CETL を展示。モデルチェンジした
MFS30CETL を品定めされ、翌日も来店され成約となりました。
玄海ヤンマー（株）糸島営業所スタッフの方々には厚くお礼申し上げます。

（マリン九州／平野）
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＊ 東京消防庁 ＊
「RCホッパー」
を990ヶ納入

1月7日（水）、東京消防
庁消防団向けにポンプ洗浄
及びメンテナンス・バケツ
「RC ホッパー」の完成検査
が行われました。可搬消防
ポンプのメンテナンス等の
簡易化による消防団の負担
軽減を図る目的から消防団
への採用が決定！数量はな
んと「990ヶ」!!
990ヶの梱包箱がぎっし
りと埋め尽くされる中、同庁より3名来社され、仕様
書との整合性や外観検査、寸法測定を行いました。検
査は無事合格！東京都内の消防団に配備されました。
この度は「RC ホッパー」をご採用頂きました東京
消防庁様、並びに納入の際ご尽力頂いた販売店様には
厚く御礼申し上げます。
（防災中央／小鷹）

山鹿市VC62PROⅡポンプ11台納入
熊本県山鹿市は山鹿温
泉や山鹿灯籠まつりで知
られています。去る11月
29日（土）、VC62PROⅡ
ポンプ11台が一括納入さ
れ、同日に山鹿市消防本部
で関係者出席の下納入式
が行われました。４班に別
れ消防団員に取り扱い説
明を行い、様々な質問や意
見が出され、その熱意には
係員も圧倒され防災意識
の高さが伺えます。
御採用頂いた同市の消
防関係者及び販売にご尽
力頂いた三輝物産（株）様
に厚く御礼申し上げます。
（防災九州／田中）

デッキバンを納入

小雪ちらつく１月17日（土）
、東京消防庁夢の島訓練場にて、デッキバン
10台の完成検査及び配備式が行われました。この10台は、手引き台車から
デッキバンへの機動力 UP のための増強および更新を目的としています。
完成検査は何事もなく終了。配備式では、東京消防庁関係者をはじめ、
配備される消防署担当者が出席。その後、デッキバンの取扱説明を行い各
消防団に配備されました。
納車の際ご尽力頂いたダイハツ東京販売（株）様には厚く御礼申し上げ
ます。
（防災中央／小鷹）

山形県遊佐町に３年連続で
軽積載車
（デッキバン）
を納入

山形県庄内平野の日本海沿岸最北部に位置する遊佐町に去る3月1日
（日）、３年連続で軽積載車（デッキバン）×2台と VF53AS ×4台を納入
致しました。
交付式前には宮司様より魂を入魂頂き、消防団員の安全を祈願。時田町
長より住民の財産・安心を守って頂きたい旨、ご挨拶を頂きました。
式典後の取扱説明及び放水実演では、最新の機能に消防団員からは積極
的なご質問を頂き感心の高さが感じ取れました。
納入にご尽力頂きました ( 有 ) 本間商会様、誠に有難う御座いました。

（防災東北／中島）

甲賀市消防団にVF53AS他積載の
軽４トラックを12台一括納入

山梨県北杜市
軽トラックタイプ積載車 10台口納入

滋賀県でトーハ
ツポンプ特約代理
店を営む（株）奥山
ポンプ商会 栗東
営業所様が、2月17
日（火）に、VF53AS
他積載の軽4トラッ
ク12台を甲賀市役
所に納入されまし
た。奥山ポンプ商会
様は今年の新年号
でもご紹介しまし
たが、昨年11月に駒ヶ根工場を見学されており、例年ご好評いただいて
おります。
今回、あいにくの小雨の降る中でしたが、お引き渡し式のあとには甲賀
市消防団の方々にご説明を行い大変ご満足いただけました。
この度はトーハツポンプをご採用頂きました甲賀市消防団様、並びに納
入にてご尽力い頂きました（株）奥山ポンプ商会 栗東営業所様には厚く
御礼申し上げます。
（防災関西／山口）

やや春の訪れを感じられるようになった去る2月25日（水）、山梨県北
杜市にて軽トラックタイプ積載車10台の納入式が行われました。
納入した車両は発電機、投光器、無反動管鎗、マグネットコンセント式
のポンプ充電器等の装備が充実した車両となっており、配備された各分団
の方々にも非常に好評で、自分たちの地域を守る新しいパートナーとして
迎え入れられておりました。
今回の納入にあたりまして代理店の（有）中村ポンプ工作所様の多大な
るご尽力に感謝致します。ありがとうございました。
（防災営業部／金子）
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救助資機材搭載型
小型動力ポンプ積載車43台を納入

昨年総務省消防庁様より受注をいただいた、救助資機材搭載型小型動力ポンプ積載車43台を全国
の消防、自治体様へ納入いたしました。
本車両は従来の消火活動を主としただけの車両でなく、消防団の方の現場での救助活動も視野に入
れた、消防車＋救助工作車のような消防車両となっており、多岐に渡る消防団の活動を強力にバック
アップできるようになっています。
主な救助資機材には、電動油圧コンビツールやチェーンソー、エンジンカッターなど本格的な資機
材が多く搭載されています。また、今回は AED を搭載するなどして現場での人命救助活動も行える 【救助資機材搭載型 小型動力ポンプ積載車 仕様】
シャシ
：いすゞエルフ/ダブルキャブ/5AT/
様、装備の充実を図っています。
パートタイム4WD
納車時には、早速常備消防の方に救助資機材の取扱いについて説明を受けたり、実際に使用された
積載ポンプ
：VF63AS(B2級 )
消防団の方もおり、熱心に取り組む姿が印象的でした。国の方針として消防団の装備充実化が進めら
主な救助資機材：電動油圧コンビツール/エンジンカ
れている中で、消防団の方に求められる活動がより幅広くなっていますが、今回新規に配備された車
ッター/ チェーンソー/ コンクリー
両が少しでも消防団の方の活動に役立ち、地域の防災活動に貢献していただければと思います。
ト破壊工具 /AED/ 可搬ウィンチ

（大型プロジェクト／桑澤）

福島県郡山市に
VC52BS×９台を一括納入

神奈川県藤沢市消防団
VF63AS 23台納入

福島県の中央に位置し、
東北地方では仙台市に次いで第２位の人口規模を
誇る郡山市に去る２月20日（金）
、VC52BS ×９台を一括納入致しました。
同市関係者多数ご出席の下、同時に納入されたポンプ車×４台、普通積載
車×７台、軽積載車×１台の交付式典終了後、各納入品目に分かれて取扱説
明と放水を実施し、熱心に説明を聞いてる消防団員の姿が印象的でした。
この度の納入に対しご尽力頂きました和田自動車（株）様には厚く御礼申
し上げます。
（防災東北／中島）

２月４日（水）、19日（木）に、神奈川県藤沢市にて VF63AS を納入
致しました。
この度の23台の一括納入で各分団に VF63AS が配備され、今年の操法
大会から VF63AS を使用すると消防署の方がおっしゃっていました。
米山商事（株）君島様と共に取扱説明を行い、実際に消防団の方々に放
水を行っていただき、始動性、操作性、機能をPR することができました。
これからも新しいポンプで藤沢市民の安心・安全に活躍してくれること
を期待致します。この度の納入にご尽力頂きました各関係業者様に厚くお
礼申し上げます。
（防災中央／後藤）
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岩手県葛巻町に国内初となる
FRP 積載車を納入

佐賀広域消防局北部消防署
水難救助車納入

基幹産業が酪農と林業で牛の頭数、牛乳生産量とも東北一の酪農
郷である葛巻町に２月10日（火）、国内初となる「救助資機材搭載型の
FRP積載車」を２台納入致しました。
納入日はあいにくの悪天候となり、この冬一番となる寒気団が到
来。外気温が−7度と極寒の中、鈴木町長から国内初となる多機能積
載車を配備する旨、ご説明がありました。
事前に行われた取扱説明では総務省消防庁で配備している救助資
機材搭載型車両と同仕様であり、搭載資機材の多さに配備する消防
団員も大変驚かれ熱心に説明を聞かれていました。
この度の納入に対しご尽力頂きました互光商事（株）様大変有難う
御座いました。
（防災東北／中島）

佐賀県佐賀市の北部消防署にて至る１月30日
（金）
、
水難救助車が納
入されました。
車両の概要は、
シャーシはいすゞ製の5.5トン低床４WD
を採用。
艤装部の特徴は、
後部に垂直パワーゲートを採用することによ
り上部へのボート搬入が容易に出来る構造やガス給湯器を利用した
シャワー室を設け瞬時にお湯を出すことが可能。
また、
3.5kwの発電機
を搭載し車両の燃料を共有することで長時間運用が可能。
そして室内
は、
ウエットスーツの着替えが可能な広いスペースを設けております。
今回採用頂きました佐賀広域消防局様並びに納入にご尽力頂いた
（株）
サガハツ様には、
あらためて厚くお礼申し上げます。
そして納車にあ
たり、
ご協力頂きました各関係業者様にも合わせて御礼申し上げます。
（防災九州／田中）

比企広域消防本部様へ地震体験車
『比企ナマズ号』を納入

新潟県佐渡市に
2500Ｌ水槽車納入

去る3月9日
（月）
、
小雨がぱらつく中で弊社初となる地震体験車を、
比企広域消防本部様へ納入いたしました。 車両は最新の高性能サー
ボモーターと、
Ｘ・Ｙ・Ｚ軸独立駆動装置を搭載した本物の揺れを再現
できる体験車となっており、
地震別体験では、
東北地方太平洋沖地震
や新潟中越地震など近年発生した大地震をはじめ、
過去の歴史地震を
含む7種の地震を体験することができます。
納車後早速消防の方に体験をしていただきましたが、
3軸駆動によ
る地震の揺れのリアリティさには、
皆さん驚かれていました。 また地
震別体験では、
東北地方太平洋沖地震を体験された方が、
改めてその
地震のすごさに驚かれていました。
今後この地震体験車を通じて地震
の怖さや危険さを肌で体感していただき、
地震に対するに備えに繋が
ればと思います。
今回ご採用いただきました、
比企広域消防本部様には
厚く御礼申し上げます。
（防災営業部）

3月5日（木）、朱鷺(トキ)で全国的に有名な佐渡島の新潟県佐渡市
に2500Ｌ水槽車2台口の納入が行われました。
島内で活躍している従来の水槽車は搭載ポンプが２ストロークで
したが、今回納入させて頂いた車両は搭載ポンプを初めて４スト
ロークを採用して頂いたこともあり、納入説明の際に署員の方々は
４ストロークによるクリーンな排気ガスと静粛性の高さに感心され
ており、今後は伝令が伝わりやすくなり消火活動がしやすくなると
非常に喜んでおられました。
納入にあたりまして多大なるご尽力をされた
（株）
大昭商事様には
厚く御礼申し上げます。
（防災営業部／金子）
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