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　平成31年２月３日（日）に豊前市長 後藤様、京築広
域圏消防本部 緒方消防長 田村署長、消防団長 田
中様、他関係者の皆様方々多数のご列席にて豊前市
消防団第６分団第１部入魂式が盛大に行われ、式典
後祝賀放水が行われました。
　この様な式典に参加させていただき誠に有難うご
ざいます。

（株式会社福岡トーハツ／山形様）

東京消防庁隊向け納品前検査
VF63AS-R（B-２級）23台口
　平成31年２月15日（金）に弊社埼玉工場において、東京消防庁警
防課立会いの下、東京消防庁隊向けVF63AS-R（B-２級/23台口）
の納品前検査を行ないました。
　検査後、同年２月20日（水）/21日（木）に納品を予定しております。
　トーハツ可搬消防ポンプ（VF63AS-R）に加え、積載台車・吸水管・付属品を並べ、１セット毎に確認を行な
い、無事に納品前検査を完了しました。
　東京消防庁においては、環境に優しい４ストローク可搬消防ポンプに自動中継機能を付加したVF63AS-Rを
高く評価して頂いており、今後も随時当モデルへの切り替えをご検討して頂いております。
　今回の納品検査及び納品にご尽力頂いた方々にはこの場をお借りして御礼申し上げます。
　今後ともお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

（東京物産株式会社／平野様） 大阪市消防局V20F×25台の納入
　１月24日（木）に大阪市内の25か所の消防署へ納入しま
した。
　市内には約700台のC-１級可搬消防ポンプの配備があ
り、毎年約30台ずつの更新計画がありますが、更新が追い
付かず、古いポンプを使用している地域もあります。
　納入の際、消防署担当者からも新しいポンプに更新する
ことで住民に対して安心して頂けると好評でした。
　大規模災害の際、自主防災組織が活躍できるように公園
の防災倉庫に設置されております。

（株式会社マトイ防災／岡室様）

　平成30年11月16日（金）、放水体験車を納入させていただ
きました。この車は、平成28年12月22日に発生した、「糸魚川
市駅北大火」を契機に、住民が行う初期消火体制を強化する
ため地域に配布した40㎜ホースや消火器を使った放水体験
が可能です。
　いつでもどこでもだれでもが初期消火訓練を行うことによ
り火災予防意識を高めることを目的として、配備されました。
　愛称の「がんばって消そまいCar」は、こども消防隊から募
集したものです。

　最後になりましたが、車両内の水槽、標的、消火栓など至るところでアイディアをご提案していただ
き、艤装してくださった株式会社ケイショウ車体 高橋社長様をはじめ、皆様に厚く御礼申し上げます。

（株式会社大昭商事／八木様）

車の装備は…
①消火訓練装置
D-１級可搬ポンプにて、車両に取付けられた水槽から吸水し、車両右側の消火栓に40㎜ホース
を接続し放水します。車両左側は放水の標的となっており、的確に水を当てると標的の絵が切り
替わり消火が成功したことがわかります。
②消火体験装置
天ぷら鍋火災に似た状態を作り消火を体験する装置で、火災時に慌てないため炎の熱さを感
じながら消火を体験することが出来ます。
他に、訓練用消火器と、40㎜ホース接続用の消火栓が装備されています。
全国でまだ３台しかなく、この車が４台目とのことです。

糸魚川市消防本部に放水体験車を納入

納入

納入

豊前市消防団第６分団第１部
入魂式が行われました
小型動力ポンプ付
全自動積載車（VF63AS－Ti）
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　今年も、日本国内では最大級となるマリンイベント『ジャパン・インターナショナルボートショー 2019』が、３月７日
（木）～10日（日）の４日間、横浜で開催され５万５千人の来場者で溢れました。毎年国内外の出展者が一斉に集うこの
イベント。船外機をはじめ、ボートやヨット、PWCのニューモデルを中心に、マリーナなどの施設や免許、さらに航海計
器等マリン用品にマリンウェアなど、マリンレジャーにかかわる2019年の最新情報が凝縮されています。
　トーハツブースでは、待ちに待った新発売のプレジャーボート“TF-23X”が初披露され、来場された方たちの目を惹
きつけました。TF-23Xシリーズは、高馬力仕様のTF-23Xαと、標準仕様のTF-23Xにそれぞれ、キャビンリアドア付き
と無しのバージョンがあり、４種類の仕様が用意されています。23FTという、操船のしやすいサイズながら、キャビンを

備えたフルウォークアラウンドの本格的フィッシングボートとしてデビューしました。Vハルにフィンキールの採用で、波
切りと走破性の良さが魅力です。また、ワイドフレアー形状により、スプレーの飛沫を抑え快適さを損ないません。
　今回、幅広いキャスティングの要望に応えるため、豊富なオプションを用意しました。これにより、購入後のユーザー
の使用用途に合わせた艤装が可能なボートとなっています。
　TF-23Xの他にも、マイナーチェンジにより、新型コンソールを備えたトレーラブルボートTFW-17R。また、ホワイト
バージョン船外機のMFS50AW、MFS30CW、MFS20EWに合わせ、参考出品のMFS60Aも展示しました。来場された
お客様の関心を途切れさせることなく楽しませていました。 （トーハツ／マリン営業部）

ボートショー2019ボートショー2019
ジャパン・インターナショナルジャパン・インターナショナル
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　２月３日（日）、この日はあいにくの小雨模様でしたが、姫路市消防団の可搬消防ポンプの納入式がありました。
　今回は自治会の寄付によって購入をしていただいたので、最高級のB-２級４ストローク可搬消防ポンプを指定していただきました。
　まず操作性の簡単さに驚き、音の静かさ、排気の白煙の少なさに集まった自治会の方や消防団の面々も驚嘆され、非常に喜ばれま
した。
　またポンプ入魂式の後に実際に放水テストを実施すると、見学に来ていた自治会や婦人会の方達から自然と拍手が沸き起こり非
常に誇らしく感じました。
　実際に放水をした消防団員の方々に伺いますと、操作も簡潔で非常に扱いやすく、素晴らしいポンプであると口々にお褒めの言
葉をいただきました。
　婦人会の方も一度放水したいとの事でしたので、みんなの見守る中、放水いたしました。
　やはり非常に扱い易く、女性でも簡単に操作できると喜んでいただきました。
　火災は出さない事がいいのが当たり前ですが、このように地域の方の防災の意識が高まる為にもポンプの更新は必要だと感じて
おります。
　最後に消防団の方々に取り扱い説明や日々のメンテナンス等をきっちり説
明して納入式を終えました。
　今回購入していただいた自治会の皆様はもちろんの事、このように納入して
喜ばれるポンプを開発していただいたトーハツ殿にも非常に感謝いたします。
　また今日からトーハツポンプの拡販の為に社長を筆頭に社員一同で頑張っ
ていくように改めて誓いあいました。

（株式会社藤井ポンプ製作所／末岡様）

地元市原市消防局に起震車
「ぐらぐら号」を納車

　平成31年２月21日（木）に地元市原市消防局へ最新鋭の起震車「ぐらぐら号」を納車いたしました。
　３t車シャーシをベースに荷台起震室には50インチモニターを設置し、臨場感ある映像が流れる中で過去に起きた地震、また
今後想定される首都直下型地震、南海トラフ地震などを体験できる車両です。起震装置
の電源は大型発動発電機と商用200V、どちらでも使用できる車両となっています。
　また、振動装置は電動サーボモーター制御のクランクカム機構を用いることで、限りな
く本物に近い地震を体験できます。
　今回配備された車両が、地元市原市で暮らす方々の地震に対する備えや危機管理に
お役立ていただければ幸いです。
　今回納車に際しご協力をいただきました関係者様、またご採用いただきました市原市
消防局様へ厚く御礼を申し上げます。

（株式会社吉田商会／粕谷様）

　徳川家康の母「於大の方」の生誕地で知られる愛知県東浦町に去る２月26日（火）、総務省消防庁貸与による救助資機材搬送
車が納入されました。
　小型ポンプは電動昇降装置付きVF53ASを搭載。同町ではすでに何台も納入実績のあるお馴染みのポンプであり非常に好評
でした。
　その他、エンジンカッター、チェーンソー、AEDなどの様々な救急・救助資機材や消防用品を積載しています。
　今後幅広い消火・救急活動に役立つことを確信しました。
　納入に立ち会われた東浦町役場の皆様には厚くお礼申し上げます。

（萬茂防災株式会社／瀧本様）

姫路市消防団の可搬消防ポンプ納入式

東浦町に総務省消防庁貸与・VF53AS
搭載資機材搬送車納入

横手市消防団へデッキバン軽積載車６台と
小型動力ポンプ付デッキバン軽積載車１台納入

　今年度、広島市消防局様から12台のVF53ASをご契約いただき、そのなかの４台を２
月28日（木）に納入いたしました。検収後の取扱い説明には、平日にも関わらず多くの
消防団員の方が参加され、最新の小型動力ポンプの低騒音の性能や操作のしやすさ
に高評価をいただきました。取扱い説明後は熱心に使い方や注意点などの質問が出て
関心の高さを感じました。
　広島県では昨年７月の豪雨災害で広域に被害があり、広島市の一部の地区でも大き
な被害を受けました。災害後、自衛隊、警察、消防を始め、災害派遣による他自治体、災
害ボランティアの方々などのご支援、ご協力により復旧・復興が進みつつあります。平成
26年に起きた豪雨による土砂災害に続き大きな被害に見舞われ、あらためて災害への
心構えや備えが必要であると感じました。
　この度、ご採用いただきました広島市消防局様、並びに広島市消防団様に厚く御礼
申し上げます。

（株式会社クマヒラセキュリティ／登様）

　平成31年２月28日(木)、秋田県横手市消防団様へデッキバン軽積載車６台と
VC62BS小型動力ポンプ付デッキバン軽積載車１台を納入しました。
　今回納入した軽積載車は、荷台のヤグラ上部を鉄製屋根としたほか、車両用充電器
とポンプ充電器を当初から車両内部に設置し、荷台部に設けた外部電源取り入れ用マ
グネットコンセントで両方充電できるようにした特別仕様の軽積載車となっています。
　また、３月２日(土)には消防団への積載車の貸与式及び取扱い説明が行われ、どの
消防団も初めての軽積載車の配備で、車両の装備の充実、ポンプの性能の良さに団員
の方々も大変喜んでおられました。

（株式会社高義商会／髙橋様）

広島市消防団へ
VF53ASを４台納入

納入 納車

納入

納入

納入
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　実際に放水をした消防団員の方々に伺いますと、操作も簡潔で非常に扱いやすく、素晴らしいポンプであると口々にお褒めの言
葉をいただきました。
　婦人会の方も一度放水したいとの事でしたので、みんなの見守る中、放水いたしました。
　やはり非常に扱い易く、女性でも簡単に操作できると喜んでいただきました。
　火災は出さない事がいいのが当たり前ですが、このように地域の方の防災の意識が高まる為にもポンプの更新は必要だと感じて
おります。
　最後に消防団の方々に取り扱い説明や日々のメンテナンス等をきっちり説
明して納入式を終えました。
　今回購入していただいた自治会の皆様はもちろんの事、このように納入して
喜ばれるポンプを開発していただいたトーハツ殿にも非常に感謝いたします。
　また今日からトーハツポンプの拡販の為に社長を筆頭に社員一同で頑張っ
ていくように改めて誓いあいました。

（株式会社藤井ポンプ製作所／末岡様）

地元市原市消防局に起震車
「ぐらぐら号」を納車

　平成31年２月21日（木）に地元市原市消防局へ最新鋭の起震車「ぐらぐら号」を納車いたしました。
　３t車シャーシをベースに荷台起震室には50インチモニターを設置し、臨場感ある映像が流れる中で過去に起きた地震、また
今後想定される首都直下型地震、南海トラフ地震などを体験できる車両です。起震装置
の電源は大型発動発電機と商用200V、どちらでも使用できる車両となっています。
　また、振動装置は電動サーボモーター制御のクランクカム機構を用いることで、限りな
く本物に近い地震を体験できます。
　今回配備された車両が、地元市原市で暮らす方々の地震に対する備えや危機管理に
お役立ていただければ幸いです。
　今回納車に際しご協力をいただきました関係者様、またご採用いただきました市原市
消防局様へ厚く御礼を申し上げます。

（株式会社吉田商会／粕谷様）

　徳川家康の母「於大の方」の生誕地で知られる愛知県東浦町に去る２月26日（火）、総務省消防庁貸与による救助資機材搬送
車が納入されました。
　小型ポンプは電動昇降装置付きVF53ASを搭載。同町ではすでに何台も納入実績のあるお馴染みのポンプであり非常に好評
でした。
　その他、エンジンカッター、チェーンソー、AEDなどの様々な救急・救助資機材や消防用品を積載しています。
　今後幅広い消火・救急活動に役立つことを確信しました。
　納入に立ち会われた東浦町役場の皆様には厚くお礼申し上げます。

（萬茂防災株式会社／瀧本様）

姫路市消防団の可搬消防ポンプ納入式

東浦町に総務省消防庁貸与・VF53AS
搭載資機材搬送車納入

横手市消防団へデッキバン軽積載車６台と
小型動力ポンプ付デッキバン軽積載車１台納入

　今年度、広島市消防局様から12台のVF53ASをご契約いただき、そのなかの４台を２
月28日（木）に納入いたしました。検収後の取扱い説明には、平日にも関わらず多くの
消防団員の方が参加され、最新の小型動力ポンプの低騒音の性能や操作のしやすさ
に高評価をいただきました。取扱い説明後は熱心に使い方や注意点などの質問が出て
関心の高さを感じました。
　広島県では昨年７月の豪雨災害で広域に被害があり、広島市の一部の地区でも大き
な被害を受けました。災害後、自衛隊、警察、消防を始め、災害派遣による他自治体、災
害ボランティアの方々などのご支援、ご協力により復旧・復興が進みつつあります。平成
26年に起きた豪雨による土砂災害に続き大きな被害に見舞われ、あらためて災害への
心構えや備えが必要であると感じました。
　この度、ご採用いただきました広島市消防局様、並びに広島市消防団様に厚く御礼
申し上げます。

（株式会社クマヒラセキュリティ／登様）

　平成31年２月28日(木)、秋田県横手市消防団様へデッキバン軽積載車６台と
VC62BS小型動力ポンプ付デッキバン軽積載車１台を納入しました。
　今回納入した軽積載車は、荷台のヤグラ上部を鉄製屋根としたほか、車両用充電器
とポンプ充電器を当初から車両内部に設置し、荷台部に設けた外部電源取り入れ用マ
グネットコンセントで両方充電できるようにした特別仕様の軽積載車となっています。
　また、３月２日(土)には消防団への積載車の貸与式及び取扱い説明が行われ、どの
消防団も初めての軽積載車の配備で、車両の装備の充実、ポンプの性能の良さに団員
の方々も大変喜んでおられました。

（株式会社高義商会／髙橋様）

広島市消防団へ
VF53ASを４台納入

納入 納車

納入

納入

納入
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