
お問い合わせ先
一般財団法人 土木建築厚生会
〒164-0001
東京都中野区中野2-12-11
フランボワーズガーデン中野2F
TEL03-6327-7777 担当 工藤

防災・感染症対策用品
3. プラスチック
グローブMFパウダーフリー(80枚入)

1.イータック
抗菌化ウエットシート
アルコールタイプ(10枚入)×96個

4.非接触体温計
TO-401

6. ①非常用ウエットタオル ×100枚
6. ②非常用ウエットタオルBIG × 60枚

7.感染対策・放射性粉塵用防護具セット

9.スキルフリー 避難時用マット

2.イータック
抗菌化スプレー×60個

5.パルスオキシメーター
OX-101

8.マクセル オゾン除菌消臭器 MXAP-AE400

身の回りの物をひと
拭きで除菌・抗菌作
用が１週間持続する
ウエットシート。
速乾性が高いアル
コールタイプ。

マスクにスプレー
するだけで（3〜4
プッシュ）抗菌作
用が24時間持続。
1本で約230プッ
シュ使用可能。

サイズ︓S・M・L

こめかみ測定専用。
最短約1秒で測定で
きる体温計です。

6種類の表⽰切替で、どの向きからでも
⾒やすい画⾯です。

パンデミック、除染作業時に備
えて用意したいカバーオール
セット。簡便な装着性と装着中
の安全性を有し新型ウイルスに
対応します。

３つのオゾン発生モードで最大30畳までオゾ
ンを届けます。空間の臭いを感知して自動で
オゾン発生量を制御するオートモードを搭載
しています。

床マット、パーテーション、壁緩衝材の機能を有しているので、災害時だけでなく平常時にも使えます。

簡単に組み⽴てられ、軽量で高いクッション性です。

① ②

（メーカー保証＝6年）

®

（医療機器分類︓管理医療機器）

※管理医療機器 特定保守管理医療機器

®

S

M

L

※実使用空間での試験結果ではありません。また、全ての菌・ウイルスやニオイに効果があることを保証するものではありません。

オゾンの持つ強い酸化⼒で除菌、消臭、ウイルス除去︕

16,727円 62,726円

5,304円

各1,162円

9,486円

3,960円

20,570円 37,026円

106,480円

1セット10枚入 80,960円

●サイズ︓880×1,800×30
㎜ ／重量︓約1.2㎏／材質︓
ポリエチレン発泡体、表⾯︓
凹凸加⼯、裏⾯︓無地／1
セット／10枚入

すぐ出して、すぐしまえる。

床に寝ても痛くない。

●サイズ︓340×110×370㎜(突起部を除く)/重量︓約3.8㎏
●使用温度範囲︓0〜40℃/オゾン発生量︓最大10㎎/h
●付属品︓専用電源アダプター、清掃用ブラシ

●セット内容︓保護服（サイズ︓M・L・XL・XXL）×１・ゴーグル×１・N95マスク
×１・⼿袋（インナー）×１双・⼿袋（アウター）×１双・シューズカバー（⻑靴タイ
プ）×１⾜ ※セット品の仕様は予告なく変更となる場合がございます。

抗ウイルス・抗菌の高い安全性を兼ね備えたウエットタオルです。

綿100％のタオルで開封、使用後は通常のタオルとしてご利用になれます。

受付期間 2023年8⽉31⽇(⽊)まで

備蓄品は放置せず、機会をとらへ保存期限を確認するとともに、随時新しいものを追加し、

循環することで無駄なく備蓄を続けられます！！

パウダーフリー加⼯を施し、パ
ウダーの飛散による感染リスク
がなく衛生的です。

●付属品︓単4電池×2個(動作確認用)、ストラップ、

医療機器添付⽂書●付属品︓単4電池×2個
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11. 温めずに食べられる 常備用カレー職人3食パック中辛 12.カロリーメイト ロングライフ2本入

14.パンの⽸詰 パンですよ︕ 15. 備える食品ギフト－3

16. ４人家族３日分セット  （花王ビオレU 手指消毒液付き）

18. 多目的プライベートテントST-Ⅲ17.防災用キャビネットセット

10. 野菜たっぷりスープ 各30個

13.非常食1日3食セット(卵不使用）

67,320円 20,570円

保存期間

5年

保存期間

5年

３年

5年

保存期間 ３年

保存期間

保存期間保存期間

5年間の保存が可能な、常温でもおいしいスープです︕

保存期間

5年

5年

プレーン味（卵不使用）
×24⽸

卵不使用で卵アレルギー

の方も安心です！

内容量（１７０ｇ×３）×２０個

野菜・⾖・穀類を使用し⾷べごたえのある具材感でおなか満⾜。⾷塩相当量１ｇ以下のヘルシー設計です。

安心して⼿軽に野菜摂取ができます。

①トマトのスープ ②かぼちゃのスープ ③⾖のスープ ④きのこのスープ

通常は椅⼦として、⾮常時⻑時間閉じ込めら
れた場合にはトイレとして使用。収納ボック
ス付きでトイレ以外の用品も備えています。

(エレベーター用 椅子・トイレ兼用タイプ）

1.防災用キャビネット(300×300×500mm/トイレ・収納ボック

ス︓スチール、トイレ脚︓天然⽊、座⾯シート︓合板、ウレタン

フォーム、PVCレザー) 2.スケットイレS--10C×１ ３.トイレッ

トペーパー×１ 4.ウェットティッシュ(10枚入)×1 5.飲料⽔

(500ml/5年保存)×２ 6.ポンチョ

入口がバリアフリーの小型テント。災害時のトイレ

スペースや更⾐室として利用できます。

6,998円

13,116円 9,253円

6,938円

3,707円

各8,554円

19,008円

5年

保存期間

常温でもおいしい！

そのまま食べられます。

栄養バランスが偏りがちな災

害時の食生活をサポート！

(チョコレート味）×６０個

×12セット

27品目
不使用

28品目
不使用

28品目
不使用

五大栄養素(タンパク質、糖質、脂質、ビタミン、ミネラル）と⾷物繊維
をバランスよく補給できる、高齢者やお⼦さまにも⾷べやすい栄養調整
⾷品です。

セット３（3日目）
朝︓アルファ⽶(⼭菜おこわ100g)×4 昼︓イシイの⾮常⾷(洋⾵リゾット400g）×4

夜︓LLヒートレスシチュー（温めずにおいしい野菜シチュー200g)×4

アルファ⽶（⽩飯100g）×4 副⾷︓えいようかん（1箱5本入）×2

セット２（2日目）
朝︓アルファ⽶（わかめごはん100g)×4

昼︓イシイの⾮常⾷(和⾵リゾット400g)×4

夜︓美味しい防災⾷(ホワイトシチュー250g)×4

アルファ⽶(⽩飯100g)×4

副⾷︓防災用ネオ⽞⽶スナック×4

セット１（1日目）
朝︓災害用レトルト⾷品(やさしい中華ご飯200g）×4

昼︓イシイの⾮常⾷(イタリアンリゾット400g）×4

夜︓LLヒートレスカレー（温めずにおいしい野菜カレー200g)×4

アルファ⽶(⽩飯100g）×4 副⾷︓ライスクッキー(8枚入）×4

1.ライスクッキー(8枚入）×1
2.保存用ビスケット(4枚入×6包)×1
3.パンの⽸詰(卵不使用100ｇ)×1
4.飲料⽔(500ml）×1

常温のままでもおいしい口当たりなめらかな
カレー。カレーソースとしても幅広いアレン
ジが可能です。通常のレトルトカレーの価格
帯で⻑期保存を実現。

1.スーパーバランス6YEARS×1
2.⽸入カンパン(100g)×1
3.保存用ビスケット(4枚入×6包）
×1 4.カロリーメイトロングライフ
×1 5.アルファ⽶(五目ごはん100
ｇ)×1 6.氷砂糖(100g)×1 7.マ
ジックライス(ドライカレー
100g)×1 8.えいようかん(5本
入)×1 9.レスキューぶどう糖(5粒
入)×1 10.パンの⽸詰(100g)×1
11.マジックパスタ(カルボナーラ
63.8g)×1 12.防災用クラッカー
(26枚入)×1

素材︓本体＝ポリエステル75d、PUシルバーピグメント
コート(耐⽔圧1,500mm)本体のみ、泥除け＝ポリエステ
ル210d(耐⽔圧800mm)、ポール＝グラスファイバー/カ
ラー︓ダークグリーン×アイボリー/付属品︓ピン、張網、
ハンマー、表⽰札、ペーパーホルダー、収納袋

カラー:ライトゴールド

受注生産品 ※納期はお問合せ下さい。

●サイズ︓110×110×186(高さ)㎝
重量︓約2.1㎏



22.ポータブルソーラー充電器 23. 初動用防災セット 24.保護キャップ

25．非常用あったか寝袋３点セット×5セット 26.感染症対応型・防災トイレセット
。

20.リポビタンJERRY
30.  100g  アイススラリー 31.リポビタンJELLY 32.クイックフリーズ クールレスキュー(6個入)

19. 吸水性土嚢袋
「スーパーダッシュバッグ」×20個

20. MZコンパクトイレ100回B

28.レスキューぶどう糖 29. ２８℃ ICEクールベスト27. 上野焚⿊糖 ×20袋

21. 備蓄用 ⻑尺トイレットペーパー
 （10年保証）

保存期間

5年

5年

保存期間保存期間

9ヶ月

保存期間

5年

国産原料100％。⾷べやすい成形タイプの加
⼯⿊糖です。疲労回復、不安やイライラを和
らげます。

●サイズ︓270×140×310㎜/重量1.4㎏/内容量:ク
ラフト寝袋(サイズ:幅960×⻑さ1950㎜/重量:約
380g)/難燃フリース毛布(素材:ポリエステル、サイ
ズ:1,350×⻑さ1,650㎜/重量:約480g、(公財)⽇本
防災協会認定品)/エアマット(エアーポンプ付、空気
注入後サイズ:630×1,800㎜）

●サイズ︓290×130×Ｈ230㎜/重量︓約2㎏
●トイレンジャーSS-20×1個、除菌抗菌消臭剤(250ml)×2本、除菌ウェット
シート(30枚)×2個、不織布マスク(50枚)×1個、多目的ポンチョ2枚、使い捨て
⼿袋(20枚)×1袋、嘔吐物処理袋(トイレンジャージョゴⅡ/2枚入)×1セット

28℃ ICEベストは温度環境に応じ
て、凍ったり溶けたり(個体〜液体)
を繰り返しながら、吸熱放熱する商
品。最適なクーリング温度を維持し、
過度な冷却による⽪膚壊死や凍傷を
防ぎます。

●サイズ︓約31×約20㎝(上部）/

約24.5㎝(下部) ベルト部(⻑さ調整可

能)︓最大約51㎝〜最小約30㎝

カラー︓ホワイト

29,453円 4,208円

3,784円 1,302円

35,200円

6,452円

6,299円 9,504円

7,344円

6,336円

6,142円

6,178円

23,328円

◆災害時・断⽔時に
◆省スペース
◆安心・安全・衛生的
◆充実のセット内容
◆⻑期保存

災害・備蓄用トイレセット

14,025円

⻑期備蓄のために開発されたトイレットペーパー。
変色、湿気、カビ、害虫などから保護するためパッ
ク加⼯を施し、１ロールが通常品の約４倍の200ｍ。

●内容量︓１パック）(２００m巻×４ロール）×3 ／⽇本製

AJ-SOLAR7W OR

×80個×36個 ×6セット

（花王ビオレU 手指消毒液付き）

袋を叩くだけで氷点下まで

急速冷却します！

防災用トイレと療養備

蓄をセットしました。

●サイズ:約510×195×5㎜/重量:約330ｇ●素材:ソーラーパネル:PET＋
EVA＋ソーラーパワーセル/外装生地:PVCオックスフォード生地-600D
●ソーラーパネル出⼒:最大７W/変換効率:19％/出⼒:最大5V/1.4A
(気候や気温などの条件により変化します。）

衝撃の緩和、

頭部保護に

膨張率が向上した

ことにより、同じ

重量分の土嚢袋を

より省スペースで

保管できます。

28品目
不使用 (1包装5粒入)×100包装

28品目
不使用

新商品

28品目
不使用

新商品

避難時に必要最低限の用品を
コンパクトなリュックにまと
めました。

1.リュック(サイズ約320(W)×130(D)×470(H)㎜)×1 2.簡易トイレ(エマージェンポ

ケット)×1 3.氷砂糖(100g/5年保存)×1 4.救急シート×1 5.カロリーメイトロングラ

イフ(3年保存)×1 6.ポリ雨コート×1 7.飲料⽔(500㎖/5年保存)×1

※未開封の場合 10年保存
一刻を争う緊急時に迅速な防⽔対策
が可能。わずか2分間、ただ⽔に浸す
だけで20㎏の土嚢袋が完成します。

●素材:帽⼦の本体(ポリエステル65％・綿35％）、
インナー(ポリエチレン)／サイズ:フリーサイズ／
カラー︓ネイビー／重量140g

●サイズ︓240×178×H178㎜ /重量約3.4㎏

●抗菌・消臭処理・凝固剤7g×100、処理袋(⿊)×100、抗菌・消臭袋（⽩）×10、

５ヵ国語対応取扱説明書(⽇本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語）

ブドウ糖(100％）のタブレット。
吸収が早くすぐにカラダや脳のエネル
ギー補給になります。

凍らせて飲むポカリスエットです。新しい熱中

症対策として提唱されている、活動前に一時的

に深部体温を下げる方法である「プレクーリン

グ」にご活用いただけます。

即冷却、大判サイズで

⻑時間保冷(30℃静置で90分）。

⽔分＆栄養を⼿軽に摂取できるゼリータイプ

の飲料。コンパクトなので⾮常時・作業時に

も携帯しやすく、備蓄や廃棄場所でかさ張り

ません。

持ち運びに便利なコンパクトサイ
ズ。太陽光さえあればいつでも充
電可能。約3時間でスマホがフル
充電できます。

(内容量100g)

※夏季限定品


