
Vol.3

「避難勧告」と「避難指示（緊急）」の違い

防災備蓄用品
カタログ

住宅用

「備蓄の日」の
設定日常品に＋α

（プラスアルファ）

消費する
見直し・取替

●食料･飲料などの備蓄、十分ですか？
●非常用持ち出しバックの準備、できていますか？
●ご家族同士の安否確認方法、決まっていますか？
●避難場所や避難経路、確認していますか？

発災時・発災後の安心のために

防災備蓄用品
カタログ

企業用
Vol.3

●防災備蓄品には使用推奨期限や消費期限があり、
それぞれに定期的な見直しが必要です。

●保管している備蓄品の使用期限の確認を行いましょう。
また、発災時の対応用品や避難生活に備えておきたい
アイテムの選定も改めて行いましょう。

拘束力が弱い

避難準備・
高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示

（緊急）

拘束力が強い

避難勧告や避難指示（緊
急）を行うことが予想さ
れる場合に発令。高齢者
ら避難に時間がかかる人
に早めに避難をうながす。

災害による被害が予想さ
れ、人的被害が発生する
可能性が高まった場合に
発令。
対象住民に避難を勧める。

東京都消防設備協同組合
〒110-0016
東京都台東区台東4-23-10 ヴェラハイツ御徒町401号
TEL.03-5816-5119　FAX.03-5816-5433

ご用命は 東京都消防設備協同組合
〒110-0016
東京都台東区台東4-23-10 ヴェラハイツ御徒町401号
TEL.03-5816-5119　FAX.03-5816-5433

ご用命は

状況がさらに悪化し、災害に
よる人的被害の危険性が非
常に高まった場合や人的被害
が発生した場合に発令。
避難勧告よりも強制力は強い。
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目次［企業用］
Ｐ２ 人気防災備蓄セット ３DaysライフカプセルⅡ

Ｐ３ 防災備蓄セット
１Day＋ライフカプセル
ライフワン
Lady`S＋ライフカプセル

P４ 防災備蓄セット エマージェンシーBOXコンパクト３
永谷園バリエーションセット

P５

救急用品セット 災害多人数用救急箱　２０人用
20人用救急箱　入替セット

水害対策用品（新型土のう）
ダッシュバッグ
スーパーダッシュバッグ
脱水剤（塩化カルシウム）

P６ オリジナル非常用備蓄品 BOX
非常用備蓄品 BOX　エレベーター用
非常用備蓄品 BOX　オフィス設置タイプ

Ｐ７ 避難生活用品
水のいらない　ボディソープ／シャンプー
ＬＥＤランタン
コンパクトソーラー防水セット

Ｐ８ あると便利商品 超軽量簡易担架　パタット担架
ノーパンク自転車

Ｐ９ あると便利商品 避難用簡易ヘルメット「かぶっと」
「かぶっと」避難グッズ 7点セット

目次［企業・住宅用］

Ｐ１０ あると便利商品
小型セーフティランタン　スマホ充電端子付
多機能防災ラジオ・ライト
発電機　エネポ／カセットガス

Ｐ１１ 避難生活用品 トイレ用品　マイレットシリーズ
Ｐ１２ 避難生活用品 トイレ用品

Ｐ１３ 避難生活用品 使いすて下着ほか・快適用品
赤ちゃんのおむつ

1．一斉帰宅の抑制（従業員はむやみに移動を開始しない）
２．施設内待機のための備蓄の確保
３．備蓄の 10％ルール等、共助の推進
４．施設の安全確保
５．安否確認・情報収集手段の確保
６．混乱収拾後の帰宅ルールの策定
７．上記等に関する事業所防災計画等の作成と訓練による検証

災害用伝言ダイヤル（171）　�災害用伝言ダイヤルは、地震、噴火などの災害の発生により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に、NTT東日本により提供が開始される声の伝言板です。

3日分の水・食料のほかに救急医薬品、睡眠・トイレ等生活環境の整えを従業員の分だけで
なく、発災時の来所者に対しても対応出来るよう進めておきましょう。

従業員の
食糧・睡眠の確保

人の備え
東京都が施行した条例では、大災害の発生時には、施設の安全を確保したうえで、従業員を
事業所内に留まらせることを基本として以下のような準備の必要性が示されています。

事業所における
帰宅困難者対策

事業所における帰宅困難者対策のポイント
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人気防災備蓄セット 企業用

プロの目線で選んだ必須アイテム厳選セットです。

3DaysライフカプセルⅡ

保存期限

5年

明日発生するかもしれない災害に
いますぐ対応できる備蓄セットです！

K3307 税抜価格 6,500円
本体サイズ：W235㎜×D75㎜×H314㎜、重量：2.7 ㎏
内容品：保存水 500㎖×2本／簡易トイレ10回分×1個／アルミブランケット
×1枚／エマージェンシークッキー（チョコ・プレーン・抹茶）×各 3食／貼らない
カイロ×3個／ウェットティッシュ20枚入り×1個

販売単位：1セット

５年間の長期保存可能パッケージ
ライフカプセルは条例の定める３日分の食料のほかに、
衛生用品や飲料水等が長期間保存可能なパッケージに
収納されています。
※条例では、飲料水（P16掲載）は１人あたり３日間で９リットル必要です

コンパクトで場所とらずのスマートイン
ライフカプセルは、見えるところに置けるスッキリとした
Ａ４ファイルボックスサイズ。
デスクや棚などにスマートな収納ができます。

経費削減にもなります！
３日分の必要最低限のアイテムのみをコンパクトにおさめ、
安価を実現しました。様々な事業者様のニーズに合わせ、
導入しやすい価格設定となっております。

3日分の
食料・

衛生用品
等

オールイ
ンパッケ

ージ‼

東京都条例
対応商品

＋
水の追加購入が
必要です
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防災備蓄セット
１Day+ライフカプセル

身近な学習机の中に安心を。

ライフワン

女性特有のデリケートな悩みに
お応えします！

Lady’s+ライフカプセル

保存期限

5年

保存期限

7年

小さいのに頼もしい！
１日分の防災セットです。
本棚にもスッキリ収まるコンパクトサイズです。

お子様の小学校入学で備えて、
卒業後は記念品として持ち帰り、
ご自宅用でもう一年
保管できます。
学校や子供会などにも
おすすめのセットです。

一般的な備蓄品以外の女性に
必要不可欠な品を揃えました。

K3308 税抜価格 3,500円
本体サイズ：W155㎜×D76㎜×H235㎜、
重量：約 1.2 ㎏
内容品：保存水 500㎖×1本、簡易トイレ3回分
×1個、アルミブランケット×1枚、エマージェンシ
ークッキー（チョコ・プレーン・抹茶）×各 1食、ウ
ェットティッシュ20枚入×1個、緊急呼子笛×1個、
サイリュームライト12Hイエロー×1個、ポケット
ティッシュ10枚入×1個

販売単位：1セット

K3314 税抜価格 1,500円
本体サイズ：W109㎜×D76㎜×H212㎜、
重量：約 0.9 ㎏
内容品：エマージェンシークッキー（チョコ・プレーン・
抹茶）×各 1食、保存水 500㎖×1本、アルミブ
ランケット×1枚

販売単位：1セット

K3313 税抜価格 3,800円
本体サイズ：W155㎜×D76㎜×H235㎜、重量：約 0.5 ㎏
内容品：レディースケアセット（アロマシート×1枚／クレンジング×1枚／オールイン
ワンタイプ美容液×2袋／綿棒＆コットンセット）、ティッシュ×1個、トイレ処理セット
×1個、生理用ナプキン10個入×1袋、クリーンシャワー×1個、ウェットティッシュ
10枚入×1個、ディスポショーツ×1枚、防じんマスク×1枚、巾着袋×1枚

販売単位：1セット
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防災備蓄セット 企業用

3日分の備蓄をデスクや棚などにも収まるようコンパクトに
設計しました。

エマージェンシーBOX コンパクト3

永谷園が開発したフリーズドライ
ご飯を中心にバラエティーに富んだ
災害用備蓄食品セットです。

永谷園 バリエーションセット

保存期限

5年

保存期限

5年

1人1セットを効率的に
管理、保管が可能です。

K2589 税抜価格 5,000円
本体サイズ：W246㎜×D97㎜×H170
㎜、重量：1.56 ㎏
内容品：保存水 500㎖×1本、防災備え
FOOD（3食入）×3箱、簡易トイレ1回分
×2個、マスク×1枚、軍手とタオル×1個、
セーフティライト×1個、リュックバック×
1個、呼子笛×1個、アルミブランケット
×1枚、レインポンチョ×1着、絆創膏×1
箱、防災マニュアル×1個

販売単位：1セット

K4966 税抜価格 8,500円
本体サイズ：W290㎜×D260㎜×H165㎜、重量：3.5 ㎏
内容品：フリーズドライご飯／チャーハン味×3食、炊き込み五目味×3食、カレ
ー味×3食、ピラフ味×3食、LLヒートレスカレー×3食、LLヒートレスシチュー
×3食、野菜一日これ一本長期保存用×3本

販売単位：1セット
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救急用品セット/水害対策用品（新型土のう）

K3214 税抜価格 37,000円
内容品：三角巾×8、ホームガーゼ（300㎜×
1m／1枚）×3、スノーカット10g×3、パイ
ル包帯（6列 46㎜×45㎜）×6、清掃綿 25p
×1、綿棒 54本入×2、ナースバン（大 2、
中 4入）×1、絆創膏 18枚入×3、サージカ
ルテープ（12㎜×9m）×1、駆血帯×1、副
木／大・中・小×各 1、体温計×1、パワー
ステンレスハサミ×1、刺抜き兼用ピンセット
×1、携帯用浄水器×1、スプレー消毒液 50
㎖×2、救急ハンドブック×1、ウィルステラ
10枚入×3、スペースブランケット×2、FC
ポリ手袋 6枚入×1、※使用期限：3年�

販売単位：1セット

災害多人数用救急箱 20人用

20人用救急箱 入替セット

業界最速！2分で20㎏の箱型土のうが完成！
NETIS：登録№ KT-170040-A

スーパーダッシュバック

土詰め不要、緊急時に水で膨らむ土のうです。

ダッシュバック

廃棄の際に、
1パックで
10袋処理できる
分量になります。

脱水剤（塩化カルシウム）

K7513 税抜価格 6,160円
内容品：清浄綿25P、絆創膏18枚入×3、ナースバン×1、スプレー消毒液50
㎖×2、ウイルステラ10枚入×3、FCポリ手袋6枚入×1、サージカルテープ

販売単位：1セット

K4428 DBW-02 税抜価格 30,000円
1箱：20袋入、重量：6㎏（1パッケージ10袋入）、使用材料：外袋／不織布、吸
水材：吸水性ポリマー、パッケージ／プラスチック（防湿・紫外線カットフィルム）、
吸水前：W400㎜×D360㎜×H15㎜、重量：0.27㎏、吸水後：W400㎜×
D360㎜×H150㎜、重量：20㎏、吸水時間：2分
ケースサイズ：W450㎜×D400㎜×H170㎜

販売単位：1ケース（20袋入）

K4427 DBW-01 税抜価格 40,000円
1 箱：50袋入、重量：20㎏、吸水前：縦 600㎜×横 360㎜×高 8㎜、重量：
0.4 ㎏、吸水後：縦 520㎜×横 300㎜×高 155㎜、�重量：15㎏以上、吸水
時間：5分
ケースサイズ：W430㎜×D330㎜×H500㎜

販売単位：1ケース（50袋入）

ダッシュバック用
K4490 DBW-CA50 税抜価格 5,000円
重量：2.5㎏（1パック）ケースサイズ：W380㎜×D270㎜×H150㎜（5パック）

販売単位：1ケース（5パック入）
スーパーダッシュバック用
K4491 DBW-CA20 税抜価格 2,000円
重量：2.5㎏（1パック）ケースサイズ：W380㎜×D270㎜×H120㎜（2パック）

販売単位：1ケース（2パック入）

20枚入

50枚入

脱水後は袋を
乾かして可燃
ごみで処分で
きます。
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オリジナル非常用備蓄品BOXで耐震対策 企業用

不安な復旧待ちの時間を少しでも安心に変える見守りボックスセット
非常用備蓄品 BOX　エレベーター用「避難用備蓄品」

あらゆる災害に備えた救急備品ボックスセット
非常用備蓄品 BOX　オフィス設置タイプ「災害救助用具」

E1011 本体のみ 税抜価格 65,000円
材質：スチール 1.2 ㎜
サイズ：W250×250/H750×D225㎜、
棚板H436×/下段 H200
鍵：緊急解除ロック式
本体重量：10㎏
色：ホワイト
※�特注にて、色の変更や可動式の棚への対
応可能です。（別途お見積り）

販売単位：1台
Z1011 セット品 税抜価格 78,000円
内容品：救命水（50mℓ）10袋、ツインウェー
ブ×1、アルミポンチョ×3、救急セット（巾着
タイプ）×1、エマージェンシークッキー4種類
（チョコレート・プレーン・抹茶・大麦アレルギ
ー対策品）×2、備蓄ライト（ECO-101）×1、
ほっトイレ（1回分）×6、ほっトイレ（ラージパ
ック4回分）×2、ウェットティッシュ（20枚入）
×1、ウエットタオルワイド（30枚入）×1

販売単位：1セット
E1019 税抜価格 3,500円

（専用固定金具　プレート2枚）

E1001 本体のみ 税抜価格 75,000円
材質：スチール 1.2 ㎜（底板 2㎜）
サイズ：W450×H1080×D325㎜、
棚板H400×/中段 H185/ 下段 H405
鍵：緊急解除ロック式
本体重量：20㎏
色：ホワイト
※特注にて、色の変更可能です。
　（別途お見積り）

販売単位：1台
Z1001 セット品 税抜価格 117,000円
内容品：平バール、テコバール、両口ハンマー、
レスキューアッキス、ゴーグル×2、防塵マス
ク（20枚入）、革手袋（白）L×1・LL×1、ツイ
ンウェーブ（白）×1、ポンヘッドランプ×2、ヘ
ルメットBLOOMⅡ×2、高視認性反射ベスト
（オレンジ）×1・（イエロー）×1

販売単位：1セット
E1009 税抜価格 5,000円
（専用固定金具　プレート2枚）

25
0

75
0

353

225
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避難生活用品

介護、災害、ケガなどで入浴できない時、
どこでも水なしで簡単に、
手や足の臭いをふき取れます。

水のいらないボディソープ・シャンプー

K4994 ボディソープ 税抜価格 900円
本体サイズ：W47㎜×D47㎜×H190㎜
重量：80g、内容量：200㎖

販売単位：60本
K4995 シャンプー 税抜価格 900円
本体サイズ：W47㎜×D47㎜×H190㎜
重量：80g、内容量：200㎖

販売単位：60本

ラクラク吊り下げ可能フック搭載です。

LEDランタン

K5310 DOP-L008L 税抜価格 1,390円
本体サイズ：φ113㎜×132㎜、重量：211g（電池除く）、使用電源：単3形×4本
（別売）、電池寿命：約48時間
※アルカリ乾電池使用時（電池の性能により異なります）、防水仕様：IP×4（防沫形）、
光源：電球色 LED×1灯、明るさ：24lm（照度8lx／50㎝）

販売単位：1個

K3549 GT-100 税抜価格 16,000円
ソーラーシートサイズ：W228㎜×D454㎜×H1㎜（展開時）、W235㎜×D70
㎜×H70㎜（収納時）、重量250g
【ソーラーシート】4.2w／5V出力アモルファスシリコン太陽電池
【防水 LEDチャージャー】明るさ：100LMの高輝度（明るさ強時）、赤色 SOS点滅
モード付、最長点灯時間60時間（明るさ弱時）、容量：2600mAリチウムイオン電
池内蔵、スマートフォン1台充電タイプ、USB出力：最大1.2A、防水・防塵性能
IP68　※ソーラー充電時間：5時間、収納袋付属

販売単位：1台

丸めるとこんなに
コンパクトになります！

収納袋

防水 LEDチャージャー（赤色点灯）

■ノンアルコールで肌を守ります。
■肌に優しい天然ヤシ油由来の	 	
　アミノ酸系洗浄成分配合
■素肌に潤い成分、コラーゲン、ヒアルロン酸配合
■緑茶エキス配合で消臭
■フローラルの香り
■日本製

いざという時に、灯りの確保と携帯充電ができるコンパクトソーラー
コンパクトソーラー防水セット

■曲げや衝撃に強く、安全なアモルファスソーラーシート。
■温度の影響を受けにくく、	 	
砂漠のような過酷な環境でも発電可能。
■ハト目加工済み。	 	
リュックなどに取り付けて太陽光を受ける等	 	
様々な設置が可能。
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あると便利商品 企業用

ノーパンクタイヤを採用することにより、定期的な空気の補充が不要です。
ノーパンク自転車

ホワイト
K6474 MG-G206NF-WH 税抜価格 40,000円
ブルー
K6473 MG-G206NF-BL 税抜価格 40,000円
本体サイズ：W1480㎜×D570㎜×H150㎜、
重量：約17㎏、ノーパンクタイヤ、折りたたみフレーム、折たたみス
ライド式ハンドル、ハンドル高さ調整（6段階）、6段変速、要組立

販売単位：1台

➡

T2000 税抜価格 15,000円
材質：（本体）塩ビ　ターポリン0.35 ㎜
　　　（内側）スポンジ 20㎜
サイズ：（使用時）約 600×1850 ㎜
　　　　（折畳時）約 600×600㎜　重量：超軽量約 1.7 ㎏
強度：最大 100㎏　試験合格品　収納袋入り

販売単位：1台

パタット担架取り扱い及び注意事項
・使用前に、本体の切れや裂け、紐のほつれ等無いか、必ず確認を行ってください。
・現場まで持ち運び、三つ折りの担架を開いてください。
・救助者を担架の中心に寝かせ、数人で紐を持ち、平行に持ち上げて救助者の落下のないよう搬送してください。
・搬送時は安全のため、なるべく3人以上で搬送してください。
・重症な方を搬送する場合は、専門家の指示に従ってください。
・取り扱いには十分注意をし、間違った使い方をしないでください。
・汚れを落とす時は、中性洗剤を柔らかい布等に付けて落とし、洗剤分をよく拭き取って自然乾燥させてください。
・保管は、日光や雨風が当たる場所、高温多湿になる所を避けて、屋内の乾燥した場所に保管してください。

わずか
1秒‼ パタッと開いてすぐに使える！

パタッと開けばセット完了

・軽くて持ち運びに便利
（約 1.7 ㎏）
・折畳時は座布団サイズ
重ねて収納できます

・スポンジ入りで、避
難所等のマットとし
ても使えます

・柔らかいスポンジを
採用し、救助者を優
しく包み込む設計

・1人での引きずり搬
送、2人以上での
手持ち搬送もOK！！

超軽量簡易担架『パタット担架』



9

大人
から
子どもま

で3サイズに調整可能

あると便利商品 企業用
避難用簡易ヘルメット『かぶっと』

留め具
ゴム

大 中 小

※�留め具が外側になる�
ように

インナーのゴム位置を変えることで、
頭にフィットするサイズに変更できます。

※本品はダンボール素材のため、「保護帽の規格」には適合しておりません。

梱包時

衝撃力テスト	（測定対象）

かぶっと、他社樹脂製保護帽、防災頭巾の３つを比較しました。

測定方法
衝撃力測定装置にアルミ合金製受台を置いて試料を載せ、
試料の天部中央に質量 1㎏のストライカを落差 50㎝で
落下させた時の衝撃力を測定する。試験は胸部保護パッ
ドの基準を参考に実施したものであり、ストライカの形状、
質量、落差及び受台の形状が異なればそれぞれの結果が
変わる可能性があり、実際の装着時の頭部衝撃を想定し
たものではない。

測定結果
試料 落差 衝撃力 備考

かぶっと
50㎝ 220N 落下部に凹み
100㎝ 480N 落下部に凹み

他社樹脂製
保護帽

50㎝ 1020N 外観異常なし
100㎝ 1630N 外観異常なし

防災頭巾 50㎝ 2390N 外観異常なし

E2000 単品（個装） 税抜価格 2,250円
閉じた時のサイズ：W350×D40×H185

販売単位：1個
E2001 5 個（ディスプレイ式箱入り） 税抜価格 11,000円
梱包サイズ：W240×D270×H270mm（ディスプレイ時＝H375）

販売単位：1ケース

撥水・防炎性に優れた軽くて
丈夫な強化ダンボール製。
素早くかぶれて避難も安心。

避難時に最低限必要な備品を一人分のセットにしています。
「かぶっと」避難グッズ 7点セット

E2002「かぶっと」避難グッズ 7点セット 税抜価格 5,000円
セット内容：かぶっと、保護メガネ、すべり止め軍手、N95マスク、小型
LEDライト、コインおしぼり、ホイッスル
※備品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

販売単位：1個

保管時：約W280×H380×D50mm
不織布巾着袋入り
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あると便利商品 企業・住宅用

EU9iGBエネポ

カセットガスオレンジ 3本組

K3159 EU9iGB 税抜価格 110,000円
交流定格出力：100V-900VA、連続運転時間：約 2.2～1.1 時間、
使用燃料：カセットガス2本（別売）、本体サイズ：W365㎜×
D262㎜×H524㎜（ハンドル折りたたみ状態）、重量：19.5 ㎏

販売単位：1台

K3376 71300 税抜価格 5,800円
本体サイズ：約W155㎜×D60㎜×H76㎜、重
量：320g、材質：ABS 樹脂、PVC、付属品：アダ
プター用ケーブル 1本、アダプター3個（iPhone、
スマートフォン用／FOMA、３G用／au用）、USB
充電用ケーブル 1本

販売単位：1個

K7735 GB-250-OR 税抜価格 1,050円
本体サイズ：φ68㎜×H198㎜、内容量：250g／本

販売単位：1組

多機能防災ラジオ・ライト

災害時の非常灯、アウトドア、夜間自転車等の照明として幅広い用途で使用できます。
太陽光を利用して充電。
また、充電しながらの点灯やパソコンのUSB端子からも充電できます。

ソーラー充電で電池いらず『小型セーフティランタン スマホ充電端子付』

iPhone、スマートフォ
ン用のUSBケーブル
は付属していません。

♦軽量のですので、バッグの中に入れておき、非常時に使用できます。
♦点滅は、点灯点滅時間を3段階に変化させています。
♦生活防水仕様（IPX7）ですが、スマホ充電端子のキャップは閉じて使用して下さい。
　充電中の水滴付着は、絶対に避けて下さい。
♦晴天時、約 8～ 10時間の充電で3～ 120時間点灯します。
　（使用前に必ず充電してください。）
♦ LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ型名の商品でも明るさ
や光の色にバラツキが出る場合がありますが、ご了承ください。
♦スマホ充電端子及び付属ケーブル付

KSK02 KS-SL0３ 税抜価格 3,480円
ソーラーパネル：5Ｖ/120ｍＡｈ、電池残量表示：100％/75％/25％
定格消費電力：0.6 Ｗ、重量：76ｇ
調光機能付：弱�→�標準�→�高輝度�→�点滅�→�ＯＦＦ
リチウムポリマー電池：3.7Ｖ/1000ｍＡｈ（交換不可）
使用温度：-20 ℃～40℃

販売単位：1個
KSK03 KS-SL0３（25個） 税抜価格 87,000円

販売単位：1セット

水を入れたペットボトルを乗せると、光が乱反射して周囲を照らすことができるすぐれもの！

100m
m

100mm
厚9mm

ソーラーパネル残量表示

電源スイッチ スマホ充電端子

1 台で 5役!
① 	ダイナモ充電機能	
 （iPhone／

　　スマートフォン対応可）

② ３灯 LEDライト
③ FM、AMラジオ
④ 時計
⑤ アラーム

カセットガスタイプの
発電機で屋外でも
電気を使用できます。
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避難生活用品（トイレ）

汚物をすばやく凝固し、汚物からの感染症を防ぐ抗菌性凝固剤。

マイレットmini

お試しに用に便利!

K8058 mini-1 税抜価格 160円
本体サイズ：W140㎜×D90㎜×H5㎜、重量：約 30g、
内容物：抗菌性凝固剤（7g）×１／排便袋（PE製黒）×1
※オリジナルデザインのパッケージも承ります。

販売単位：1個

K8095 100202 税抜価格 920円
本体サイズ：約W170 ㎜×D135 ㎜×H20 ㎜、重量：約 180g（1 パック）、内容物（1
パック）：抗菌性凝固剤（7g）×2／排便袋×2／ポケットティッシュ×1、ミニ便器×1、ト
イレポンチョ×1
※オリジナルラベル対応可能です（別途費用）

販売単位：1セット

（特許申請中）
K8078 WR-100 税抜価格 18,500円
本体サイズ：約W250㎜×D190㎜×H185㎜、重量：約 2.9 ㎏、
内容物：抗菌性凝固剤（7g）×100／排便袋×100／大型外袋×10、使用方法ポスター×1

販売単位：1箱

K8050 S-100 税抜価格 15,000円
本体サイズ：W240㎜×D170㎜×H180㎜、重量：約 2.4 ㎏、
内容物：抗菌性凝固剤（7g）×100／排便袋×100／大型外袋×10／使用方法ポスター×1

販売単位：1箱

K8049 P-300 税抜価格 46,500円
本体サイズ：約W140㎜×D95㎜×H20㎜、重量：約 120g（1パック）
内容物（1パック）：抗菌性凝固剤（7g）×5／排便袋×5／持出袋×2、60パック入／箱

販売単位：1箱

K8055 mini-10 税抜価格 1,800円
本体サイズ：W135㎜×D50㎜×H180㎜、重量：約 300g、
内容物：抗菌性凝固剤（7g）×10／排便袋×10／持運び袋×10／ポケットティッシュ×2

販売単位：1個

家庭、オフィスに、場所を選ばずすぐに使えます！
トイレポンチョ付、2 回分の災害用携帯トイレです。

マイレットmini-2α マイレット

水没・湿気に強い！ 水没 1 週間後でも耐荷重 30kg

マイレット
配布しやすい

5回分小分けパック！

業務用に最適 !
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避難生活用品（トイレ） 企業・住宅用

K8085 税抜価格 1,800円
本体サイズ：W130㎜×D50㎜×H160㎜、重量：約 0.3 ㎏
内容物：抗菌性凝固剤（7g）×10／排便袋×10／持運び袋×10、ポケットティッ
シュ×2個

販売単位：1箱

K8084 税抜価格 63,600円
本体サイズ：W430㎜×D330㎜×H190㎜、重量：約 12㎏
内容物：抗菌性凝固剤（7g）×500／排便袋×500／保管用外袋×20、取扱説明
書（4ヶ国語）×5

販売単位：1箱

K6294 DRK-NTS1 税抜価格 33,000円
本体サイズ：W400㎜×D486㎜×H1048 ㎜、重量 8㎏
※トイレダスト回収バッグは付属しません。

販売単位：1台

K8083 税抜価格 15,000円
本体サイズ：W280㎜×D190㎜×H150㎜、重量：約 2.4 ㎏
内容物：抗菌性凝固剤（7g）×100／排便袋×100／保管用外袋×10、取扱説明
書（４ヶ国語）×1

販売単位：1箱

K6293 DRP-TP1　 税抜価格 2,900円
本体サイズ：W885㎜×D620㎜×t0.25 ㎜、2枚入

販売単位：1組

K6299 DRK-NTK1 税抜価格 4,500円
本体サイズ（組立時）：W314㎜×D456㎜×H350㎜、重量：780g、材質：（便座）
PP、（台座、底板、安定脚）PP、耐荷重：約 100㎏

販売単位：1箱

抗菌・防臭効果

簡易トイレ カプセル 10

長期間の滞在でも安心の 500回分セット

簡易トイレ カプセル 500

臭いを抑える
ふた付で、
重くなっても
運びやすい。
キャスター付。

ダストキャリー

長期間に及ぶ抗菌・消臭効果及び優れた安全性。

簡易トイレ カプセル 100

丈夫な袋で破れにくく、臭いが漏れにくい。
バッグ1枚で約50回分のし尿ゴミをまとめて
保管可能。

トイレダスト回収バッグ

和式トイレに安定して設置できる簡易組立便座。
折りたたんで箱に収納可能。水洗い可能なプラ
スチック製。

簡易組立便座
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使いすて下着ほか・快適用品 企業・住宅用
避難生活を快適に過ごすためのご提案　※サイズはM・L・LLよりご指定ください

販売単位：1セット

女性用：お尻の保護と使い捨て下着

快適セットＡ-1
女性用：頭・お尻の保護と使い捨て下着

快適セットC-1

男性用：お尻の保護と使い捨て下着

快適セットＡ-2
男性用：頭・お尻の保護と使い捨て下着

快適セットC-2

Y-A1 税抜価格 3,200円
セット内容：ヨックションDX（1個）、使い捨てペー
パーショーツ3枚（3日分）

Y-C1 税抜価格 6,000円
セット内容：ヨックネールDX（1個）、ヨックションDX
（1個）、不快な雑音をカットする耳せん1ペア、使
い捨てペーパーショーツ3枚（3日分）

Y-B1 税抜価格 3,400円
セット内容：ヨックネールDX（1個）、不快な雑音をカ
ットする耳せん1ペア、使い捨てペーパーショーツ3
枚（3日分）

Y-B2 税抜価格 3,400円
セット内容：ヨックネールDX（1個）、不快な雑音をカ
ットする耳せん1ペア、使い捨てペーパーブリーフ
3枚（3日分）

Y-A2 税抜価格 3,200円
セット内容：ヨックションDX（1個）、使い捨てペー
パーブリーフ3枚（3日分）

Y-C2 税抜価格 6,000円
セット内容：ヨックネールDX（1個）、ヨックションDX
（1個）、不快な雑音をカットする耳せん1ペア、使
い捨てペーパーブリーフ3枚（3日分）

K4228 3S（新生児用） 税抜価格 1,000円
36 枚入 /袋、5.0kg 用、重量：0.75kg/ 袋

販売単位：6袋

K4229 S 税抜価格 2,050円
84 枚入 /袋、4～8kg 用、重量：1.95kg/ 袋

販売単位：4袋
K4230 M 税抜価格 2,050円
64 枚入 /袋、6～11kg 用、重量：1.8kg/ 袋

販売単位：4袋

K4231 L 税抜価格 2,050円
54 枚入 /袋、9～14kg 用、重量：1.7kg/ 袋

販売単位：4袋
K4232 ビッグ 税抜価格 2,050円
42 枚入 /袋、12～20kg 用、重量：1.45kg/ 袋

販売単位：4袋

女性用：頭の保護と使い捨て下着

男性用：頭の保護と使い捨て下着

快適セットB-1

快適セットB-2

グーン まっさらさら通気	 赤ちゃんの紙おむつパンツ
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赤ちゃんの為のミルク他 住宅用
森永はぐくみ

森永チルミル

森永ニューＭＡ-1

消毒済みですぐに使えるコンパクトな
おでかけ用
哺乳ボトル
（使い捨て）

チューボ

湯わかし	BOX
水を注ぐだけ！	レジャーやアウトドア、
女性にも簡単にご使用いただけます！

Good パック「グッドスチーム」

大缶 810ｇ
K5394 税抜価格 2,600円
商品サイズ：φ135㎜×Ｈ181㎜

販売単位：8缶
小缶 300ｇ
K5395 税抜価格 980円
商品サイズ：φ105㎜×Ｈ120㎜

販売単位：12缶

大缶 820ｇ
K5393 税抜価格 2,180円
商品サイズ：φ135㎜×Ｈ181㎜

販売単位：8缶

育児用ミルク（新生児用～）
512kcal（100g 当り）　

スティック13ｇ×10本
K5396 税抜価格 500円
商品サイズ：Ｗ100㎜×Ｄ50㎜×Ｈ180㎜

販売単位：20箱

育児用フォローアップミルク（満 1歳頃～3歳頃）
460kcal(100g 当り）
スティック14ｇ×10本
K5392 税抜価格 400円
商品サイズ：Ｗ100㎜×Ｄ50㎜×Ｈ180㎜

販売単位：20箱

ミルクアレルゲン除去食品
（新生児用～）466kcal(100g 当り）
※必ず医師の指示のもとにご使用下さい
大缶 800ｇ
K5386 税抜価格 3,800円
商品サイズ：φ135㎜×Ｈ158㎜

販売単位：8缶

K7518 税抜価格 300円
本体サイズ：Ｗ76㎜×Ｄ65㎜×Ｈ65㎜　本体重量：46ｇ
ケースサイズ：Ｗ415㎜×Ｄ340㎜×Ｈ280㎜　本体重量：約5.0kg

販売単位：1ケース（100個入）

K3828 補充パーツ（専用発熱剤2個入り） 税抜価格 1,260円
本体サイズ：Ｗ100㎜×Ｄ25㎜×Ｈ230㎜　重量：135ｇ
専用発熱剤 2個入り

販売単位：1パック

水を注ぐと直に発熱が開始され、約15分間98℃を保ちます

K3827 基本セット 税抜価格 2,480円
本体サイズ：Ｗ210㎜×Ｄ30㎜×Ｈ330㎜　重量：240ｇ
セット内容：湯わかしＢＯＸ本体/アルミミナフォーム製保温袋/専
用発熱剤×2/ファスナー袋/キャップ付きスパウト袋

販売単位：1セット

［火を使わずに安全加熱］
火の使えない室内や、災害時でも安心して使用できます
K4651 税抜価格 1,780円
本体サイズ：Ｗ135㎜×Ｄ225㎜×Ｈ22㎜　重量：約170ｇ
セット内容：発熱剤×6　食品加熱袋×1　飲料加熱袋×1

販売単位：50セット

賞味期限

2年
賞味期限

1.5年

賞味期限

1.5年
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食料品：長期保存パン・アレルギー対策ごはん

緊急時にもその場で缶を開けるだけでそのままおいしく食べられます。
エマージェンシーブレット

水・お湯・調理不要、開けてすぐそのまま食べられます。
おいしいごはん　HOZONN	 食物アレルギー特定原材料等 27品目不使用

K6433 チョコレート味 税抜価格 450円
熱量：343kcal/1 缶　内容量：100ｇ
ケースサイズ：Ｗ475㎜×Ｄ316㎜×Ｈ115㎜　
重量：4.3 ㎏

販売単位：1ケース（24缶入）

K6432 ブルーベリー味 税抜価格 450円
熱量：342kcal/1 缶　内容量：100ｇ
ケースサイズ：Ｗ475㎜×Ｄ316㎜×Ｈ115㎜　
重量：4.3 ㎏

販売単位：1ケース（24缶入）

K6431 メープル味 税抜価格 450円
熱量：336kcal/1 缶　内容量：100ｇ
ケースサイズ：Ｗ475㎜×Ｄ316㎜×Ｈ115㎜　
重量：4.3 ㎏

販売単位：1ケース（24缶入）

長期保存が可能な缶入りの長期保存パン。
風味豊かなふわっとおいしい備蓄用パンです。

5年間の長期保存が可能。選べるおいしさ、3つのフレーバー。

国産発芽米使用

国産うるち米使用国産五穀米使用

賞味期限

5年

保存期間

5年

K7655 和風鯛ごはん 税抜価格 450円 K7647 五目ごはん 税抜価格 450円
内容量 293g　 176kcal 内容量 280g　 168kcal
K7656 和風ちりめんごはん 税抜価格 450円 K7648 海の幸ごはん 税抜価格 450円
内容量 293g　 182kcal 内容量 280g　 162kcal
K7657 洋風トマトごはん 税抜価格 450円 K7645 あさり入り十穀米雑炊 税抜価格 420円
内容量 293g　 185kcal 内容量 293g　 123kcal
K7658 海鮮カレーごはん 税抜価格 450円 K7644 鯛出汁入り高級粥 税抜価格 420円
内容量 293g　 171kcal 内容量 293g　 112kcal
K7646 野菜ごはん 税抜価格 450円 【スプーン付】商品サイズ：W150mm×D20mm×167mm　ケースサイズ：W3

25mm×D305mm×170mm　重量：8.0 ㎏� 販売単位：1ケース（25袋入）内容量 280g　 185kcal
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オリジナル防災食料セット・水 住宅用

1 人用 3日分の便利なセットです

3ＤaysライフカプセルＤＸⅡ

災害時でも簡単に食べられる
味にこだわったフルパケッージ商品です！

K7711 500 ㎖ 税抜価格 180円
ケースサイズ：Ｗ370㎜×Ｄ250㎜×Ｈ222㎜　重量：約 13.5 ㎏

販売単位：24本
K7710 2Ｌ 税抜価格 300円
ケースサイズ：Ｗ330㎜×Ｄ182㎜×Ｈ320㎜　重量：約 13㎏

販売単位：6本

K7717 500 ㎖ 税抜価格 180円
ケースサイズ：Ｗ365㎜×Ｄ255㎜×Ｈ225㎜　重量：約 13㎏

販売単位：24本
K7718 2Ｌ 税抜価格 300円
ケースサイズ：Ｗ265㎜×Ｄ220㎜×Ｈ320㎜　重量：約 13㎏

販売単位：6本

K3354 税抜価格 8,000円
内容品：保存水 500㎖×2本 /簡易トイレ10回分 /アルミブランケット×1枚 /
フリーズドライ飯（炊き込み五目・チャーハン・カレー）×各 1食 /美味しい防災食
（さば味噌・肉じゃが・ハンバーグ）各 1食 /エマージェンシークッキー（チョコ・プ
レーン・抹茶）×各 1食 /エマージェンシーブレッド×3個 /ウエットティッシュ20
枚入×1個
本体サイズ：Ｗ300㎜×Ｄ240㎜×Ｈ140㎜　重量：3.2 ㎏

販売単位：1セット

水のうまみを高める
各種ミネラル成分を
バランスよく含んだ
自然水です。

北アルプスの保存水
硬度・10㎎/ℓ
（500㎖）の
超超軟水。

絆

賞味期限

5年
賞味期限

5年

東京都条例
対応商品

＋
水の追加購入が
必要です

保存期間

5年



◆職場に置いておくもの◆
常備薬
口腔ケア用ウエットティッシュ
電池交換式バッテリー・乾電池
非常食・水
レインコート
下着
ブランケット
ヘッドライト
ヘルメット
歩きやすい靴
携帯トイレ

◆家に置いていくもの①◆
現金（小銭も）
通帳・印鑑・カード
ポリ袋（大～小数枚ずつ）

新聞紙
ラップ
ウエットタオル
電池交換式バッテリー
ランタン（リビング、キッチン、トイレに1台ずつ）
口腔ケア用ウエットティッシュ・液体歯磨き
ブランケット
携帯トイレ
水（1日2リットル×7日分×家族分
非常食
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非常持出セット 住宅用

帰宅困難者が徒歩帰宅する際に
必要となる便利なアイテムを

厳選したセットです。

帰宅困難者支援セット（ワンショルダー）
持出やすいポーチ型キット。
特に必要なものを
ひとつにまとめました。

レスキューキット
いざという時のために
備えておきましょう。

非常持出 21点セット

K3306-1 ヘルメット有 税抜価格 9,700円
※下記セットにヘルメットが付きます。

販売単位：1セット
K3305-1 ヘルメット無 税抜価格 7,000円
内容品：非常持出袋（ワンショルダータイプ）/絆創膏
（18枚入）/三角巾（105㎜×105㎜×150㎜）/
サージカルマスク（ＡＲＳ‐301）×2枚 /スベリ止め
付軍手 /タオル（ビニール付）/非常用カイロ×3/
ティッシュ×2/ウエットティッシュ/スペースブランケ
ット/北アルプス保存水（500㎖）×2/エマージェ
ンシークッキー60ｇ×3食 /簡易トイレマイレットミ
ニ1×3/ 緊急用ホイッスル
パッケージサイズ：Ｗ220㎜×Ｄ370㎜×Ｈ220㎜

販売単位：1セット

K3340 税抜価格 8,000円
内容品：非常持出袋 /飲料水運搬バック/ハサミ/
エマージェンシークッキー60ｇ×3袋 /ピンセット/保
存用飲料水�500 ㎖ / 懐中電灯�電池付 /救急絆創
膏 /ローソク/マッチ/ガーゼ /三角巾 /スベリ止め
付軍手 /脱脂綿 /タオル /包帯 2個 /ポリ袋 10枚
/ロープ 5m/ティッシュ×2/レジャーシート/缶切り
箱サイズ：Ｗ370㎜×Ｄ210㎜×Ｈ210㎜

販売単位：1セット

K3066 税抜価格 6,000円
内容品：ポーチ /保存用飲料水�500 ㎖ / 缶入りソ
フトパン/サイレン付ＡＭ・ＦＭラジオライト/単四
電池�4 本 /スペースブランケット/救急絆創膏 /包
帯 /ガーゼ /防塵マスク/滑り止め軍手 /三角巾
ポーチサイズ：約Ｗ370㎜×Ｄ150㎜×Ｈ200
㎜

販売単位：1セット

災害に備える 台風や豪雨、土砂災害など、	近年まれにみるおおきな被害が各地で相次いでいます。	
災害に備え、何をどう準備す	ればよいのでしょうか。まとめました。

離れ離れになったとき
伝言メモの残し方

家族に避難先を伝えるメモを残す場所を決めておく

災害用伝言サービス
使い方を確認

集合場所・避難場所
家族が別々の場所で被災したときどこで落ち合うかを決める

連絡の中継点となる遠方の親戚、知人
連絡の取り次ぎをしてくれる親戚、知人の家を決めておく



◆家に置いていくもの②◆
救急セット・お薬手帳
カセットコンロ・ボンベ
クーラーボックス（食材を入れて保存）
携帯ラジオ
ヘッドライト
乾電池
生理用品
革手袋（軍手ではけがをすることも）
大判ハンカチ（タオル）
レインコート

◆普段から持ち歩くもの◆
ヘッドライト　いざという時に夜も両手が空くことが大切
携帯ラジオ
ポリ袋・レジ袋　応急手当ての手袋がわりや携帯トイレのゴミ
袋に
充電式バッテリー
携帯トイレ
口腔ケア用ウエットティッシュ
水

常備薬
マスク
帰宅支援マッップ
ブランケット　体育館などで宿泊する際の防寒に
非常食
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目次［住宅用］
Ｐ１４ 避難生活用品 赤ちゃんの為のミルク他

Ｐ１５ 防災備蓄用食料品
エマージェンシーブレッド

おいしいごはん　HOZONN

Ｐ１６ 防災備蓄用食料品
３DaysライフカプセルDXⅡ

「北アルプスの保存水」、保存水「絆」

Ｐ１７ 非常時持出セット

非常２１点セット

レスキューキット

帰宅困難者支援セット（ワンショルダー）

台風や豪雨、土砂災害など、	近年まれにみるおおきな被害が各地で相次いでいます。	
災害に備え、何をどう準備す	ればよいのでしょうか。まとめました。

自宅
家具の転倒防止

Ｌ型器具やベルト式器具で家具と壁を固定
つっぱり棒などで固定
滑り止めマット


