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最高/最低温度

運転時間 電気代

時間当たり

HCP 施行前

8月3日

36.7/26.6

8H

35 円

4.4 円

ダクトのみ断熱

8 月 10 日

33.8/25.4

8H

20 円

2.5 円

＋室外機断熱

8 月 15 日

32.3/26.9

8H

13 円

1.6 円
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ペ アーガ ラ ス の内 側 に金属 を塗 ったも ので、
透 明 の薄 い緑色 がかかる。

上記データは敢えて日差しのない夜間分を計測したものです。
環境温度を断熱することでダクトなどの冷媒回路から逃避する無駄な熱量分を保温してエネルギー
効率を向上させた実証試験です。
即席麺の製法で特許権を侵害されたとして、「どん兵衛」などで

冬期では冷たい冷気に奪われる熱量が抑制されますので再加熱に要する電力消費量は大幅に節約さ

知られる「日清食品ホールディングス」は３日、
「サッポロ一番」

れます。

シリーズなどを販売するサンヨー食品など２社に対して、１１商

水ヨーヨーを長持
ヨーヨーを長持ちさせる
長持ちさせる方法
ちさせる方法

品の製造・販売の差し止めと約２億７千万円の損害賠償を求める

水ヨーヨーで、遊んだ後は冷凍庫
冷凍庫で凍らせます。
冷凍庫
それだけで、大きく膨らんだ状態を長く保ちます。
尚、冷凍庫から取り出した時は、手の平で 2 分ほど暖めます。
これは、水ヨーヨーのゴムの分子が常に振動しており、隙間か
ら空気が逃げてしまうのを、低温にする事で防いでいます。

訴訟を大阪地裁に起こした、と発表した。

レジャーシートが飛
レジャーシートが飛ばされない方法
ばされない方法

Ｏ」などに使用している。しかし、サンヨー側が２３年１１月に

レジャーシートの隅部分、7～8cm の所を輪
輪ゴムで束ねます。
ゴム

登録した別の特許で同様の技術が使われているとして、提訴に至

4 隅とも行います。そして、4 隅の輪ゴムで束ねた所と 4 辺を下

ったという。

側に折込んでおきます。これだけで、重石を乗せなくても、風に

日清は、サンヨー側の「サッポロ一番オタフクお好みソース焼そ

飛ばされにくくなります。

ば」や「サッポロ一番ちゃんぽん」など１１商品に同様の技術を

これは、シートの淵の丸め込みが小高い丘を作っている為、風

用いていると指摘している。

がシートの下に入れなくなったからです。

日清は「即席麺をストレートにすることできれいにほぐれ、なめ

日清によると、問題となっているのは、従来は縮れていた即席麺
をストレートにする製法。
同社は平成２１年１０月、まっすぐな即席麺を効率的に製造する

断熱粒素ヒートカットパウダー
断熱粒素ヒートカットパウダー

断熱粒素

㈲東亜ｼｽﾃﾑｸﾘｴｲﾄ

誰でもできる
わが家
家の耐震診断
わが

耐震

国土交通省住宅局

住宅リフォーム
住宅リフォーム支援制度
リフォーム支援制度
ガイドブック

減税・補助・融資を利用した
賢いリフォーム方法をご紹介

国土交通省住宅局

耐震の
耐震の教科書

読んで良くわかる
耐震改修についての小冊子

リフォーム産業新聞社

技術の特許を登録。「どん兵衛天ぷらそば」や「日清焼そばＵＦ

にチェックを入れて下さい。

らかなのどごしを味わえる。この製法は革新的な技術だ」と主張。
サンヨー食品は「訴状が届いていないのでコメントできない」と
している。

資料送付先
お名前：
ご住所：
ご連絡先：

資料請求先
株式会社 鈴木住研 行

FAX：042-424-1446
mail：info@suzukijyuuken.com

季 節 のお手 入 れ 【
⑫ 月】

ガ ラ ス（ろーいーがらす）
】

遮熱 性 に優 れる が、
高 価 であ る。 外 に面す るガ ラ ス の内 側 に「
特殊金属膜」を コーティング し、

太陽光線 の中 で可視光線 だけを通 し、
紫 外線 と熱 を伝 え る赤外線 を ほとんど通 さな いと いわれる。

エアコン室外機
エアコン室外機の
室外機の断熱塗料で
断熱塗料で冷房/
冷房/暖房パワーを
暖房パワーを強化
パワーを強化
夏の日射対策では室外機に日差しを付けて陰を作る等の簡易的な省エネ法は有りますが、断熱塗料は
日射の有る無しに関わらず熱帯夜の高温環境下では冷媒熱の逃避を防ぎ、冬場の冷たい外気に晒さ
れても暖房熱を堅固に保温します。
塗装箇所は室外機筐体と外側配管（ダクト）部分だけ、ダクト部分はメーカー指定断熱材で保護されて
いることから業者も無視してますが、実際のところ長い冷媒配管から損なわれるエネルギー損失は室外
機本体遮熱の 2 倍以上です。

省エネ☆☆☆☆
エネ☆☆☆☆エアコンの
節電データにはメーカーもビックリ仰天
☆☆☆☆エアコンの断熱
エアコンの断熱・
断熱・節電データにはメーカーもビックリ
データにはメーカーもビックリ仰天
日反射塗料((遮熱塗料
遮熱塗料))との
との違
いは日射
日射のない
のない熱帯夜
熱帯夜の
環境で
れば一目瞭然
日反射塗料
違いは
日射
のない
熱帯夜
の環境
で計れば
一目瞭然
実施機種／FUJITSU AS-S28W 2010 年省エネ達成率 112%
室内機設置箇所／和室 6 帖
室外機設置箇所／ベランダ（室外ダクト 3ｍ）

大
各部 の点検 をあわ せて行 ってくださ い。前 もって計 画を た てておくと、スムーズ に いくでしょう。
• 掃除 は、

ハウジ ング用語 【

多用途塗料 200ml（どこのメーカー品でも OK）とヒートカットパウダー150ml を
混ぜあわせれば約 2 台分の家庭用室外機を塗ることが可能です。

以前放送していたお笑い番組、リチャードホールに出てくる「パンダＰ」というコント。
アンタッチャブルの柴田がパンダＰになって、動物のうんちくを話しまくるというコント。
そんな柴田のブログの中から動物うんちくネタをご紹介します★
カバ編
カバ編
今回は記念すべき１０回目 と言 うことで、「
「かば！」
かば！」

突然ですがここで問題。
奥歯に何か詰まってしまった時、虫歯にならないために、ある進化をしました。
どんな進化をしたでしょう？

俺が動物好きになるきっかけになった生き物なんだよね。
難しいかなー。
まずは、お勉強しましょうね。
カバとは、英語名「hippopotamus」ヒポポタマス、と言 います。
これはギリシャ語で、馬と、川と言 う単語がくっついたものなんですね。

正解は。

他にもなんかあるだろ？

全部言 って。

カバ「40 年生きる。夜行性。口 が 150 度開く。」
柴田「ん～あんまビックリしねーなー。もっとねーか？」
カバ「えー無いですよぉ。まー強いて言 うなら足 に水かきがあります」
あんじゃねーかコラーーー！
あんじゃねーかコラーーー！

実際カバを漢字で書くと「河馬」となりますよ。

口 の中が歯ブラシみたいに進化した。だって、

この２つの文から分かるように、カバは鯨の仲間です。

当 たるわけねーじゃねーかよ！
たるわけねーじゃねーかよ！

うっ馬
うっ馬 じゃねーのかよ！！
じゃねーのかよ！！

そんな進化あるか？
ストレートに歯が丈夫じゃ駄目 なのか？

鯨っておい！馬なんだったんだよ。
ギリシャ！どうなってんだよギリシャー！
取り乱しました。
さてカバと言 えばやっぱりあの立派な牙だよね。
なんと長さが 50ｃｍにもなるんだって。
かっこいいよねー。
その牙で外敵を威嚇し傷つける。だって、渋いなー。
そしてその牙は、たまに自 分の口 内も傷つける、だって
どうなってんだバカ！！
どうなってんだバカ！！いやカバ
！！いやカバ！！
いやカバ！！
自 分の牙だろーがよー。
侍が、長い刀抜いたら、鞘に納めるとき、腹切っちゃいました。みたいな。
コントロールしてくれよ。全く。
大体よー、歯がそんな長かったら飯食いにくくないか？
えっ何？
奥歯が４０本はえてます？

もしくは、虫歯になったら生え変わるとかじゃ駄目 なのか？
磨くってお前！努力家かよ！
神経質なのかお前は？？
でかい体のしてるくせに何なんだよ全く。
陸上では像の次にデカイんだよカバって。
１本の足 で支 える体重どん位だと思う？
800 キロにもなるんだよ。
だから足 は短いし、とっても細い。

柴田「えっ泳ぐの？」
カバ「少しだけですが」
マジでーーー！
マジでーーー！
カバ「潜りも得意ですよ。」
柴田「マジで！どんくらい？最高でどんくらい潜るの？」
カバ「最高だとーー」
柴田「おー最高だとーーー」
カバ「5 分！！」
みじけーな！！！！！！
みじけーな！！！！！！
思ったより短じけーよ！

細せーのかよ！！
せーのかよ！！

平均は１分程度です。だって

裏切んなくていーよそんなとこ。太くあれバカヤロー。
なんで細いんだよ。あっだから支 えきれなくて、動きが遅いのかお前は！

やかましいわ！！
やかましいわ！！
凄いんだかどーかもう良 くわかんねーよ。

最高で何キロでんだっけお前？
あ～そうそう４０km ね

先言 えよ！！
えよ！！
はえーな！！
はえーな！！
お前、奥にそんなにも忍ばせてたのかよ。
日の丸弁当かと思ったら、下におかずが７段ありました。みたいな？
やるなーおい。

柴田「水かきあんのかよ！なんでなんで？あっ水中にいるからか？」
カバ「はい」

そんな速かったかお前！
国道走ってても、おかしくねーぞ。

軟水のはなし
のはなし
軟水
お前がいっぱい特
徴ありすぎて、

ピンクの汗をかくとか言 う特徴書ききれないわ。
あっ、むちなみにだけど、アフリカで動物に襲われて、
命を落としてしまう率、ナンバー1 はカバですから、
あんまり逆なでしないでね。

