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タワーは

最新情報は
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全日 本タワー 協 議 会 加 盟 19タワー から毎 号ご 紹 介！
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鳥取県境港市の 日本一低い タワー

日本海に飛び立つ鳥をイメージ

夢みなとタワーを中心に
観光スポットを巡ろう

1997年
「山陰・夢みなと博覧会」
のシン

境港市は「ゲゲゲの鬼太郎」の作者、

ボルとして建 築 。全 面ガラス張りの

水木しげるさんの出身地。市内には

タワーは直線的なものが多くみられます

「水木しげるロード」
や
「水木しげる記念
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鳥取県日南町の木材を豊富に使用。
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みなと観光ガイド」
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※「テンセグリティー」
…引っ張りに強い部材と圧力に強い部材を力学的に
組み合わせる構造。
天才構造設計者、
バックミンスター・フラーが考案。

「ウイルテクト」
の製品第1陣のリリース
は2019年。
その年末には中国で新型

同社の抗ウイルス建材「ウイルテクト」

コロナが発生。日本にも襲来したパン
デミックを受けて、製品群

Ⓒ鳥取県

大同大学X棟 第4講義・実験棟のトイレブース
設計：㈱日建設計／撮影：スタジオ イオ 瀬口吉則
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ここにも !

上がります。
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館」など見どころいっぱい。ほかにも、

外周フレームや館内の床、手すりには

が可能なのが、同社の強み。
この素材
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シリーズは、既に開発していた抗菌建

が、
これまでの経緯で理解を得るこ

昭和35年の航空法改正で「地上60

の 社 長、神野金之助は「改正以前に

日本海と大山を一望
ガラス張りが美しいタワー

アイカ工業は「愛知ブランド」認定企業です。

化学 の力が生きる「抗菌・抗ウイルス」建材・・・「ウイルテクト」byアイカ工業（株）

（当時）にも指導が入りました。当時

塗替え中のタワー
命綱は見あたりません
（昭和30年代）

（6）
「コロナの時代」のものづくり

は日本で唯一の「銀の塔」

と上回る市場からの支持
を受けています。

アイカ工業㈱
カウンター：ポストフォームカウンターウイルテクト
腰壁：セラールウイルテクト
（藤一番 豊明店）

さらに
「消臭」機能をプラス !

1936年設立の化学メーカー。
樹脂合成技術とデザイン力で
多軸的な製品を展開しています。

バーチャルショールーム
2021年には、消臭性能を追加した
「ウイルテクト plus」が業界に先駆け

もともとは病院や介護施

て新登場。
ホテルや医療施設をはじめ、

設がメインターゲットでし

多様な建物の壁面やトイレブースに

たが、オフィスにも、学校

採用され始めています。
これらの製品

https://360camera.space/AICA-NAGOYA/

鉄柱とリングからなる骨組みが
複雑な模様を描いています

さっぽろテレビ塔／五稜郭タワー／銚子ポートタワー／千葉ポートタワー／東京タワー／横浜マリンタワー／
中部電力 MIRAI TOWER／東山スカイタワー／ツインアーチ138／東尋坊タワー／クロスランドタワー／通天閣／
京都タワー／神戸ポートタワー／空中庭園展望台／福岡タワー／海峡ゆめタワー／夢みなとタワー／別府タワー

夢みなとタワー
公式HPはこちら

Ⓒ水木プロ 高さ45ｍの江島大橋

水木しげるロード

住

鳥取県境港市竹内団地255-3

☎

0859-47-3800

高圧メラミン化粧板の製造工程の一部

ダミーです
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読者の声「5号でよかった記事」

「タワーは街の元気のシンボル」。伊勢湾台風も耐え抜いた旧名古屋テレビ塔。大地震にも負けないで欲しいです。
（中川区 S.Tさん）

読者の声「5号でよかった記事」

「暮らしの中の防災」。 停電情報お知らせサービス アプリがあることを知りました。使ってみたいと思います。
（日進市 T.Mさん）
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