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開缶時

URL http://www.okayu-honpo.com/　Mail okayu@smile.ocn.ne.jp

　〒959-1803 新潟県五泉市下条88番地
TEL 0250-43-5611　FAX 0250-43-5600

株式会社ヒカリ食品

■DATA
○サイズ / 67×67×100（ｍｍ）
○内容量 / 280ｇ
○入数 / 24缶
○価格 / 270円（税抜）

■DATA
○サイズ / 190×125×25（ｍｍ）
○内容量 / 280ｇ
○入数 / 20個
○価格 / オープン

新潟県産コシヒカリ
100％使用した白がゆ

新潟県産コシヒカリ
100％使用した白がゆ

■商品説明
新潟県産コシヒカリ100％でお
米は高度な精米技術で玄米の
性質の合わせて最適な精米加工
をしたお米を使用しております。
常温未開封で3年間保存可能
となっております。長期保存が
可能なため、非常食等に最適で
す。缶のふたはプルトップになっ
ているため、缶切りは不要です。
非常時には冷たいままでもおい
しく召し上がれます。

■商品説明
新潟県産コシヒカリ100％でお米は高度な精米技術で玄
米の性質の合わせて最適な精米加工をしたお米を使用して
おります。常温未開封で5年6ヵ月保存が可能となっており
ます。非常時には開けたらすぐ冷たいままでもおいしく召し
上がれます。

コシヒカリがゆ白がゆ（備蓄用）
スタンドパック
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調理例（わかめご飯）

URL http://eco-rice.jp/

〒954-0181 新潟県長岡市脇川新田町字前島970-100
TEL 0258-66-0070　FAX 0258-66-0447

有限会社エコ・ライス新潟

■DATA
○サイズ / たて150ｍｍ×横160ｍｍ×奥20ｍｍ
○重量 / 108ｇ
○材質 / 外装：アルム蒸着（PE、PA、PET）
　　　　スプーン：プラスティック製（PS）
　　　　わかめ袋：プラスティック製（PS）
　　　　脱酸素剤：ゼオライト

○価格 / 1食　380円（外税）
○JAN4530493215675
○入り数 / 50食
○ケースサイズ / 
　320ｍｍ×480ｍｍ×185ｍｍ
○わかめ具材別包装

■DATA
○内容量 / 45枚入（15枚×3）
○JANコード / 4530493412111
○品質保持期限 / 製造日から3年
○入り数 / 1cs　20袋
○商品重量 / 270g
○総量数 / 5.7kg

○商品サイズ / 
　縦175mm×横150mm×高45mm
○ケースサイズ / 
　縦545mm×横330mm×高180mm
○価格 / 45枚入り　1,200円（外税）

■商品説明
中越大震災「過疎」「中山間地」「高齢化」、東日本大震災「津
波」「広域」「長期化」の二つの災害の体験から開発。新潟の

「米」と石巻の「わかめ」がコラボ。業界初の「わかめ飯」「白
飯」「かゆ飯」の3通りの食べ方ができて、具材のわかめが別
包装になっているので「味付け・塩分」をお好み、体調にあわ
せて調節が可能。特定原材料（アレルギー物質）27品目を
使っていないので、食物アレルギー児も安心・安全に食べら
れます。賞味期限は5年間。

■商品説明
従来の非常食は原料や副原料、加工助剤等にアレルギー物
質を含む食品が多く、食物アレルギー児が食べることができ
ませんでした。折角、災害から逃れて避難所に逃げても「食
べるものない」という２次災害に苦しめられています。そこ
で、新潟米を主原料にアレルギー物質27品目を使わない米
粉クッキーを開発。割れやすく食べやすいので、幼児や高齢
者も食べやすく、健康な方も食べられるユニバーサルな災
害食。日常のおやつとしても活用が広がっています。

食物アレルギー児も安心安全に
食べられる新潟の米粉クッキー

業界初！3つの食べ方と塩分を
自分でコントロールができる！

わかめご飯米粉クッキー
（アレルギー物質27品目不使用）
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AZBOARD

データセンター

PC/携帯にて
画像閲覧

太陽電池

◀中小河川の監視

本体

BOXサーバ
＋

STAND GUARD
アプリケーション

◀不法投棄の監視

▲道路の監視

バッテリー

INTERNET
NTTドコモ
FOMA

ネットワーク

配線不要。
無線でネットワークをすぐに形成。

無線LAN
アクセスポイント

※携帯電話でも
PCとほぼ同様の
操作が可能です。

【日常時】
・事務所の机配置イメージ上で、各社員の在席/離席状況が色分けで表示されます。
・該当社員の机をクリックすると、行き先/帰社時間/携帯番号などが表示されます。
・電話メモなどを画面上から登録されたアドレスへ直接メール送信できます。

【災害発生時】
・全社員/グループメンバーなどへ一斉に安否確認のメールを発信します。
・普段使っている在席の画面が、そのまま安否確認の画面に切り替わります。
・災害時のどこに行っていたか等の状況把握が迅速にできます。

■DATA
○基本構成 / 
　本体+ソーラーパネル+バッテリー（本体のみでのご提供も可能です）
○計測データ / 
　写真、デジタル入力4点、アナログ入力3点、デジタル出力2点
○標準価格 / 
　486,000円（税別）（他にASP使用料が必要です）

■DATA
○クラウドサービス料金
　利用人数100人まで 1ヶ月 20,000円
　利用人数100人超 1ヶ月 10,000円追加
 （100人ごと）
　フルサポート契約 1ヶ月 5,000円
 （任意加入）

Mail otoiawase@etrust.ne.jp

　〒940-0871 新潟県長岡市北陽１-５３-５４
TEL 0258-21-2519　FAX 0258-21-2540

株式会社イートラスト

■商品説明
日本無線（株）が製造・販売し、（株）イートラストがクラウド
サービスを開発・展開する静止画遠隔監視装置『STAND 
GUARD』。ソーラーパネルでも稼働可能な省電力化に成
功し、今まで設置が難しかった場所にも簡単に設置が可能と
なりました。デジタル入力4点、アナログ入力3点、デジタル
出力2点の標準インターフェイスを搭載し、画像を見ながら
機器の状態監視やテレメトリングなど、様々なシーンに応用
可能です。取得したデータは最新のクラウド技術を利用して
いつでもどこでも閲覧可能で、まさに『オールインワン』の
監視装置です。

（NETIS-新技術情報提供システム-登録済み）

完全ワイヤレスで、いつでも・どこでも設置可能。
あなたの“眼”となり、どんな場所でも監視を
行います！

普段から、社員の所在を一目で把握、
ワンストップでのお客様対応を実現。
災害時の安否確認にも慌てずに対応が可能です。

■商品説明
安否確認の「A」と在席確認の「Z」。会社に来てから帰るまで
一日中業務で使える（A to Z）システム、それが「AZ BOARD」
です。在席確認（行き先掲示板）として、また社員間の連絡手
段として日常的に使用でき、災害時には社員の安否確認や情
報伝達に力を発揮するシステムです。災害時にしか使えない
同様のシステムが多い中、日常業務での使い方をメインに見
据えた「AZ BOARD」。中小企業にも導入しやすい低価格の
クラウドサービスとして提供しています。アプライアンス版の
提供も予定しています。

静止画遠隔監視装置

STAND GUARD
クラウド型安否確認＆在席管理サービス

AZ BOARD
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URL www.kk-osawa.co.jp

　〒946-8711 新潟県魚沼市井口新田７６４
TEL 025-792-0884　FAX 025-792-7222

株式会社大沢加工

■DATA
災対食肉じゃが
○入り数 / ４号缶　１５入
○価格 / ７３０円（税抜）

■商品説明
心穏やかではない非常時だからこそ、いつもの味を感じて頂ける事
を大切に考え、食べなれた優しい味に仕上げました。

非常時だからこそ、いつもの食事を

災害対応食シリーズ

災対食クリームシチュー
○入り数 / ４号缶　１５入
○価格 / ８４０円（税抜）
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普段はポーチ（B5サイズ）

有事は防災頭巾（サイズ2倍）

子供から大人まで家族で使えるフリーサイズ

〒947-0021 新潟県小千谷市本町1-4-16
TEL 0258-82-2650　FAX 0258-82-2650

Mail info@ojiya-genki.jp

NPO法人おぢや元気プロジェクト

■DATA
○サイズ / ポーチ時：２５５mm×１８０mm（B5サイズ）
　　　　　頭巾時：２６０mm×３５５mm
○おもさ / １３５g
○価格 / 5,800円（税込）
○色 / ピンク・レッド・スカイブルー・サンドベージュ・レタスグリーン（5色）

■商品説明
旅行やビジネスなど、外を歩いていると
きに災害が発生したら、あなたは自分
の身をどう守りますか？地震や竜巻、暴
風雪、時には夏に「ひょう」が降ってきた
り、火山噴火による火山灰の被害からも

「おまもり頭巾ちゃん」が頭部と頸部を
優しく守ってくれます。被った時もパー
カーのフードのようなおしゃれなデザイ
ンですから抵抗なく被ることができま
す。あなたの大切な人を守るためにも
一人にひとつご用意下さい。

ノートひとつ分の安心

携帯用防災頭巾「おまもり頭巾ちゃん」

○Made in Japan（日本製）
○綿100％三層構造

実用新案登録　第3182418号
企画・開発　日本防災用品研究会
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コーナーに設置できるので省スペース

扉を開けると人感センサーが反応してライトが光ります

URL http://www.yoshikawa-group.co.jp/kinzoku/

　〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂1961番地
TEL 0256-92-3111　FAX 0256-92-3713

吉川金属株式会社

■DATA
○サイズ / 幅450×奥行207×高さ702mm
○本体重量 / 8.5kg
○材質 / ステンレス
○価格 / 129,600円（税込）
○背面にマグネット式アジャスター付

○内容物 / 飲料水（500ml×5本）、カンパン（2缶）、
　　　　　簡易トイレ、ラジオ、ホイッスル、
　　　　　ケミカルライト、防暑・防寒シート、
　　　　　ポケットティッシュ、予備電池

■商品説明
地震や停電、故障など、エレベーターに閉じ込められる事故が発生し
た際の救助を待つ間の不安を解消するグッズを収納したキャビネッ
トです。蓄光シートによる使い方の説明と、扉を開けると自動的に光
るセンサーライト付きで暗闇でも安心。一度扉を開けると、付属のカ
ギがないと扉を閉められない仕組みになっていますので、いたずら
などで扉を開けられても一目でわかります。

エレベーターの閉じ込め対策に「備えて安心」を！

防災キャビ
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厚さ18mmにたたんだ状態

頭部に着用し、LEDライトをオンにした状態

URL http://a4t.jp

　〒950-1135 新潟市江南区曽野木2-13-3
TEL 025-288-5644　FAX 025-283-7655

株式会社防災生活研究会

■DATA
○寸法 / 縦横300ｍｍ×225ｍｍ
○厚み / 18ｍｍ
○重量 / 約450ｇ

■商品説明
通勤・通学に限らず外回りの営業社員をもつ会社にとっても、無防備
な移動中の災害の初期避難行動を如何にサポートするかが重要な
課題として浮かび上がっています。その時手元になければ、どんなに
優れた防災用品も役に立てることはできません。そこで携行性のよい
ファイルケース型簡易防災ヘルメット「A4シェルター・タフ」を開発
いたしました。A4サイズで厚さわずか18ｍｍ、常にカバンに入れて
おけば落下物からの頭部保護に大きな安心が得られます。

防災は遠くの最善より手元の次善、
いつも手元に18mmの防災を！

A4シェルター・タフ

公益社団法人危機管理協会　認定商品
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URL  http://www.tainai-water.com/

〒959-2824 　新潟県胎内市宮久1096番地
TEL 0254-48-0202　FAX 0254-48-0201

胎内高原ハウス株式会社

１．５L
○入り数 / ８本入　
○重さ / 約１２ｋｇ
○価格 / 2,400円（税抜）　2,592円（税込）

２L
○入り数 / ６本入
○重さ / 約１２ｋｇ
○価格 / 2,100円（税抜）　2,268円（税込）

■商品説明
地震・台風・洪水等の災害や緊急時になくてはなら
ないものが水です。防災備蓄用として飲料水は
１日１人３リットルを目安に３日分は必要といわれ
ます。
○硬度…14mg/L（超軟水）

天然のナチュラルミネラルウォーター

胎内高原の6年保存水

■DATA
５００ml 
○入り数 / ２４本入　　○重さ / 約１２ｋｇ　　○価格 / 3,840円（税抜）　4,147円（税込）
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救命救急支援商品
救援活動に力を与える

URL asano-mokkousho.co.jp

　〒955-0852　新潟県三条市南四日町２丁目１１番２３号
TEL 0256-32-1800　FAX 0256-33-3655

有限会社浅野木工所

■商品説明
火災や地震、津波などの災
害、緊急時に使用。捜索用と
しても役に立ちます。本体や
柄は現場の声を形にしたので
使いやすい。消防用としての
外壁はがしやガレキ処理など
に便利。陸上、水上での捜索
用として。(木柄なので落とし
ても水に浮き回収しやすい)

火災や地震、津波などの災害、
緊急時に!

■DATA
○サイズ / ヨコ148mm×全長1800mm×厚み34mm
○重量 / 約1.2kg
○材質 / 頭：鉄製　柄：木製

特筆すべき機能として刃先は焼入れ処理を施しているので硬くて丈夫です。刃先は鋭く刺さ
りやすく、刃本体の形も曲がっているので引くときは引っ掛りが良く外壁をはがしやすい。

カチ割りスコップ角
○全長 / 1030mm
○重量 / 1330g

■DATA
カチ割りスコップ炭
○全長 / 1075mm
○重量 / 1530g

■商品説明
雪害などの除雪や災害、緊急時にガラス片や火山灰などの
処理に便利です。皿本体はアルミで軽く、先部分に1.5mm
厚のステンレス先金が付いているので硬い物でも多少の無
理が利きます。

雪害などの除雪や災害、緊急時に
ガラス片や火山灰などの処理に!

浅野式 トビカチ割りスコップ
（炭スコ ・ 角スコ ・ 搭載角スコ ３点）

カチ割り搭載スコップ角
○全長 / 820mm
○重量 / 1200g

特筆すべき機能としてプラスコップで除雪できない、圧雪や硬い雪などの除雪に便利。本体が
アルミで先に1.5mm厚のステンレス板がついているので軽くて丈夫です。多用途に使えます。
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SPタイプ（標準１組：本体、逆U型フック、アンカープラグ）
（取付け作業は、①→⑨の手順で実施。取外しは、⑨→⑥の逆順で実施。）

■SP設置方法

①セットプレート設置

③削孔
②
マーキング

④
アンカープラグ
の打込み

⑤
本体
取付け

取付・取外しには、専用冶具（SPリフト）が必要。

⑥逆Ｕ型フックの
　取付け

⑦SPリフトに
よる引き上げ

⑨SPリフトによる
　　引き下げ

上げる

下げる

⑧
逆U型フック
をスライド

URL http://www.maruun.co.jp/gst

〒950-8738 新潟県新潟市中央区幸西1-4-21
TEL 025-245-4320　FAX 025-245-4325

丸運建設株式会社

■DATA
○サイズ / 幅115mm×奥行42mm×高さ165mm
○重量 / 664ｇ
○材質 / オールステンレス製
○価格 / 1組　3,000円（税別）

■商品説明
「グレーチングストッパー」は、グレーチングを連結・固定する後
付けの専用金具です。通行車両による跳ね上がりや集中豪雨
等による浮き上がりを原因とする事故防止、施設の管理瑕疵
対策に有効な安全・安心の製品です。また、内蔵スプリング等

グレーチング跳ね上がり防止金具。
跳ねない、はずれない、強力、コンパクト！

グレーチングストッパー＆SP

の構造的な特長から、ガタツキ騒音や盗難防止対策としても
効果的です。種々の場所に対応するため、鋼製のタイプNⅠ・N
Ⅱ・NⅢ型とオールステンレス製のSPシリーズがあります。
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URL http://www.group-jfp.com/

　〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-20
TEL 03-6434-9876　FAX 03-6434-5161

日本ファイヤープロテクト株式会社

■DATA
○消火剤量 / 625ml
○主成分 / リン酸二アンモニウム等
○消火剤 / 浸潤剤等入り水

■DATA
○消火剤量 / 600ml
○主成分 / リン酸二アンモニウム等
○消火剤 / 浸潤剤等入り水

初期消火で逃げ道確保初期消火で逃げ道確保

■商品説明
「FP-S ラクシーシンプル」のガソリン対応バージョンです。
火元に投げるだけ。スピーディーな対応で消火します。安全
で後処理も簡単。子供から老人の方も使いやすい消火用具
です。

■商品説明
火元に投げるだけ。スピーディーな対応で消火します。安全
で後処理も簡単。子供から老人の方も使いやすい消火用具
です。

投てき型簡易消火用具

FP-K カブキ ガソリン対応

投てき型簡易消火用具

FP-S ラクシーシンプル
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URL http://www.biotechjapan.co.jp

　〒959-1923 新潟県阿賀野市勝屋字横道下918-112
TEL 0250-63-1555　FAX 0250-63-1556

株式会社バイオテックジャパン

○箱サイズ / 幅401×奥241×高さ166（ｍｍ）
○賞味期限 / 3年
○保存方法 / 常温（直射日光、高温多湿の場所を避ける）

■DATA
○内容量 / 200g（1食）
○付属品 / スプーン・食塩
○入り数 / 40食（1ケース）
○価格 / 1ケース　13,600円（税別）

ライフラインが復旧するまでの、72時間をサポート。
手軽に美味しく食べられるごはんです。

■商品説明
水・加熱調理が不要で、袋を開けてそのまま食べられます。
ライスのスタンドパウチ袋はお皿として使用でき、スプーンも
付いているので食器が不要で衛生的です。コンパクトな包装
なので配給も容易に行えます。１パック（200g）で160mlの

緊急用白飯 ライス72H

水分補給が可能であり、低たんぱく米を使用しているので食
事療法を行っている方もご利用頂けます。ライスは適度に軟
らかいので、お子様からご高齢の方まで食べやすくなってお
ります。
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「融雪くん」 散布前

「融雪くん」 散布後

Mail compal@winpal.net

　〒955-0081 三条市東裏館2-8-8
TEL 0256-35-6417　FAX 0256-33-1196

株式会社コンパル

○当品は、雪を解かすのではなく、
　シャーベット状にして除雪しやすく
　するものです

■DATA
○重量 / ２ｋｇ・５ｋｇ・１０ｋｇ
○ケース入数 / ２ｋｇ：１０入
　　　　　　　５ｋｇ：４入
　　　　　　　１０ｋｇ：２入
○成分 / 尿素・金属防錆剤

■DATA
○サイズ / 幅５０×３００ｃｍ
○ケース入数 / 8

■商品説明
水草の網目が雪面に食込み、滑りにくい安心な通路を確保
します。使わない時は、丸めて収納できます。

■商品説明
アイスバーンを溶かしたい所に
散布するだけでOKの無塩タイ
プの凍結防止剤。玄関前や階段、
車庫前等の転倒防止に。

玄関先や駐車スペースからの
通路に。雪の上に敷くだけ。

塩害防止。車輌やコンクリートの
腐食が少ない融雪剤。

滑り止マット
（3m）

融雪くん
（2kg ・ 5kg ・ 10kg）
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ESZ-50　定価3,980円　2個でお使い下さい 差し込み式金具でカンタン出し入れ

URL http://www.tf-service.jp

　〒９５５-００４５ 新潟県三条市一ノ門１-１２-２
TEL ０２５６-３５-５２３５　FAX ０２５６-３５-５２３６

株式会社ティーエフサービス

■DATA
○対応書庫サイズ / ９００～１８００まで４サイズ
○定価 / ９００サイズ：２,４８０円（税別）
　　　　１２００サイズ：２,５８０円（税別）
　　　　１５００サイズ：２,６８０円（税別）
　　　　１８００サイズ：２,７８０円（税別）

■DATA
○入り数 / １パック　２個入り
○定価 / １,９８０円（税別）
○すべてのキャスターに取り付けて下さい

■商品説明
大地震時に、コピー機が走り出して人にぶつかったり避難経
路を塞いでしまうなどの被害が起きていますが、ほとんどの
オフィスでは対策がされていません。エコストッパーはキャ
スターの下に置くだけで、コピー機やテレビ台等を簡単に走
出し防止ができます。主原料は紙（再生紙）なので環境にや
さしく、床面に滑らない素材を使用することで床に穴を開け
たりネジ止めといった手間も必要ありません。OAフロア、フ
ローリング、カーペットなど様々な床材で使用可能。
※持ち上げずに取り付け可能な「エコストッパー・ゼロ」もご
ざいます。

■商品説明
地震発生時、書庫等の転倒と同じく書庫内部のファイルや書
類の落下が、ケガや避難の妨げになります。イーガード内付
タイプは、ビスでの取り付けはもちろん、粘着による取り付け
が可能でいざと言う時の書類落下を防ぎます。バックルによ
るベルトの開閉の他、左側の差し込み式金具を使用すること
で片手でベルトを外し片手で書類の出し入れが出来ます。
※ビスでの取り付け専用「外付タイプ」や、ラック用の「巻き
つけタイプ」もございます。

地震による書類・書籍の
落下防止に。

コピー機等OA機器の
走り出し防止に。

書類落下防止ベルト

イーガード内付タイプ
エコストッパー「ES-50」

※エコストッパーゼロ「ESZ-50」
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まつやの災害食は食事形態に合わせて細かく対応可能

URL http://www.niigata-matsuya.com

〒950-3321 新潟県新潟市北区葛塚3497-2
TEL 025-387-3325　FAX 025-388-7413

まつや株式会社

■DATA
○内容量 / 38ｇ（1食）
　調理後　約290ｇ（ごはん茶碗約1杯半）
○サイズ / 
　横16.5ｃｍ×奥行3ｃｍ×高さ15ｃｍ
○スプーン付
○1ケース / 50入

○価格 / 358円（税別）
○飲料水とのセット備蓄をおすすめします。
　使用するお湯または水の量は250ｃｃ
　（調整するやわらかさによって変わります）

■DATA
○内容量 / 30ｇ（1食）
　調理後　7分粥：200ｇ
　　　　　5分粥：300ｇ
　　　　　3分粥：420ｇ
○サイズ / 
　横16.5ｃｍ×奥行3ｃｍ×高さ15ｃｍ

○スプーン付
○1ケース / 50入
○価格 / 285円（税別）
○飲料水とのセット備蓄をおすすめします。使用
　するお湯または水の量は170ｃｃ～390ｃｃ
　（調整するやわらかさによって変わります）

鶏ガラスープ＆北海道産ホタテ貝柱入り
お湯で5分の簡単調理。食物繊維もたっぷり。

介護・医療の現場でフル活用
簡単調理ですぐに食べられるミキサー粥

■商品説明
常温5年保存の「ほたて粥」は鶏ガラで味付けした本格的な
中華風粥。具材の帆立貝柱とお米の粒感で、しっかりとした
素材感と炊立てごはんの風味も楽しめます。開封して直接
お湯（水）を注ぐ簡単調理で、お湯で5分、水でも10分で完
成。お湯（水）の量で食べやすさも自在に調整できます。レタ
ス約1.5個分の食物繊維も入って、避難生活における野菜
等の不足もカバー。様々なニーズが想定される状況にも幅
広く対応できるお粥です。

■商品説明
「非常備蓄用ミキサー粥」は、病院や介護施設などでミキ
サー粥を常食としている、咀嚼や飲込みが不自由な人にも
対応。非常時の停電でミキサーが使用できないような場合
でも、お湯または水を容器に注ぎ、付属のスプーンでかき混
ぜるだけで、待たずにすぐ食べられます。注ぐ量でやわらか
さも自由に調整可能。新潟県産契約栽培米を使い、独自製
法で「べたつき、はりつき」を抑えた、介護・医療の現場など
の備蓄に最適なお粥です。

本格中華 ほたて粥非常備蓄用ミキサー粥

■使用方法（共通）
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２枚をファスナーで結合してワイドで使えます 付属の袋に入れた状態 詰物の羽毛原料 付属の袋に入れた状態

■DATA
○サイズ / 
　布団本体：130×190cm
　専用収納袋：39×19cm
○材質 / 
　側生地：ポリエステル100％
　詰物：ダウン50％・スモールフェザー50％　0.8kg

○色名 / ネイビー
○価格 / 5,980円（税別）
○中国製

■DATA
○サイズ / 
　寝袋状:70×190cm
　ケット状：140×190cm
○材質 / 
　側生地：ポリエステル100％
　詰物：ダウン50％・スモールフェザー50％　0.2kg

○色名 / ピンク・ブルー
○その他 / 257cmファスナー
○価格 / 4,980円（税別）
○中国製

URL http://ito-futon.net/

〒957-0062 新潟県新発田市富塚町2丁目4番28号
TEL 0254-22-5220　FAX 0254-22-2843

株式会社イトウ

■商品説明
水鳥の羽毛は、その独特の構造により、多くの空気を取り込
むことができ、綿わたやポリエステルわたに比べ、保温性に
優れています。ふんわりとボリューム感があり優しく身体を
包みこみます。一般的なサイズよりコンパクトな設計！専用
ポーチに入れて持ち運びや収納にも便利！万一のときの防
災用品として最適な商品です。車の中に常備しておけば、移
動中などお子様が眠ってしまったときなどの防寒グッズとし
ても使えます。

日常でも、万一のときも
羽毛布団であたたか！

販売実績60,000枚！
軽くてあったか「ダウンシュラフ」

■商品説明
軽くて保温性に優れている水鳥の羽毛を使用しています。
キャンプ等のレジャーに、車中での仮眠に、緊急避難生活に
と使い方色々便利な寝袋です。ファスナーを全開すれば、
ケットや羽織りものとして使えます。また、2枚をファスナー
で連結してワイドタイプで使用できます。収納ポーチに入れ
て持ち運びもラクラク！コンパクトだから職場のロッカーなど
での収納にも便利！災害時の官公庁・企業の帰宅困難者対策
にも有用です。

防災用コンパクト
羽毛掛けふとん軽量羽毛ダウンシュラフ
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救命救急支援商品
救援活動に力を与える

出典 ： （財）消防科学総合センター　http://www.isad.or.jp/

■簡易トイレとしての使用例

2 31 4

簡易便座・目隠し用ケープは市
販品を使用。

グリーンマナーを切り口より開
封し、中のモミガラ炭を回収袋
内に投入します。

目隠し用ケープを着用
し、使用します。

使用後は回収袋の口を
しっかり縛った後、各自
治体の条例に従って処
分して下さい。

残りスープ グリーンマナーを切り
口より開封し、残りスー
プを入れます。

そのままポリ袋など
に入れて下さい。

袋の口をしっかり縛った後、
各自治体の条例に従って
処分して下さい。

■残った食べ物・飲み物処理としての使用例

2 31 4

全ての液体を吸着

液体漏洩 ロードワイパー散布

回収中 回収後 乾いた路面では回収後、モミガ
ラ炭の黒色が目立ちますが漏
洩液は回収されています。

21

3 4

URL http://shin-ten.com

〒950-1104 新潟県新潟市西区寺地670-7
TEL 025-267-3762　FAX 025-266-3495

進展工業株式会社

■DATA
○8ℓタイプ / 
　親水性モミガラ炭　8ℓ（1袋）
○１箱5袋入り

■DATA
○内容 / 親水性モミガラ炭　約40g（1袋）
○吸液量 / 約250cc（1袋）

■商品説明
新潟米のモミガラを、特殊な炭化処
理を行い親水性で親油性に加工し
た、モミガラ炭を使用した水も油も
吸着できる液体回収材です。交通
事故・陸上での液体漏洩時の際に、
素早く液体を吸着回収でき、比重が
0.08と小さく軽量であるため取扱
いが容易であり、重量当りの液体吸
着性能が優れています。また製品
及び外装袋も静電気対策を施して
あるので、揮発性の高い油でも静
電気による引火の心配が無く安全
に回収作業が行える製品です。

■商品説明
モミガラ炭を使用した、水も油も吸着でき、優れた消臭効果
を持つ液体回収材です。災害などでライフラインが途絶えト
イレで汚物が流せなくなったときは、ゴミ袋をトイレにセット
し、グリーンマナーを投入すれば、簡易トイレとして使用で
きます。液体とにおいを吸収するので、使用後はゴミ袋の口
を縛るだけで、手を汚さず、見た目・臭
いを気にせず、簡単に処分できます。
避難所での食べこぼしやおう吐物等
の処理のほか、平時では海や山など
のアウトドアレジャーで残った食
べ物・飲み物の後始末など、優れ
た吸収力と消臭効果で様々な
場面で活用できます。

交通事故現場などで漏洩した全ての
液体を、素早く回収する液体吸着材。

避難生活での汚物処理。
気になる臭いも素早く回収！

液体吸着材

「ロードワイパー」
液体吸着材

「グリーンマナー」

国土交通省　N E T I S（新技術情報提供システム）
登録品（8ℓタイプ）

「Made in 新潟　新技術普及制度」登録品（8ℓタイプ）
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救命救急支援商品
救援活動に力を与える

明かり窓が確保されており、圧迫感を感じさせません パーツの固定部分も特殊紙を使用し、
道具なしで容易に組立てが可能です

コンパクトですので収納スペースを選びません 軽量ですので片手でカバンを下げる
ように持ち運べます

Mail aaa@adachishiki.co.jp

〒940-0029 新潟県長岡市東蔵王2丁目7番30号
TEL 0258-24-2145　FAX 0258-24-5597

安達紙器工業株式会社

■DATA
○サイズ / 
　展開時：1800×730×2.4mm
　折りたたみ時
　（スタンダードタイプ）：600×730×40mm
　（5つ折りタイプ）：365×730×60mm

■DATA
○サイズ / 組立時：1,100×1,100×2,150mm
　　　　　梱包時：1,400×700×260mm
○重量 / 約20kg
○材質 / ダンボール+特殊紙
○価格 / 50,000円（税別）

■商品説明
「レスキューボード」は老若男女、国籍を問わず誰でも簡単、
安全に使用できる担架です。本体には特殊紙を使用し、通常
時約500kgの耐荷重に耐えられます。また担架全体を24時
間浸水させた状態でも約200kgの耐荷重に耐えられるなど
耐久性に非常に優れています。
本体を３つに折りたたんだスタン
ダードタイプと、よりコンパクトに
した5つ折りタイプがございます。

■商品説明
新潟県中越大震災での被災者の方々の実体験をふまえて
避難所に提供したダンボール製更衣室＆授乳室。使用時には
接着剤や工具を使わずに簡単に組み立てが可能で、出入り口
には専用カーテン、内部は圧迫感を感じさせない大きめサイ
ズです。また、更衣室＆授乳室で
ある事が誰が見てもわかるよう
に絵文字で表示しています。

「目の前の人を助けたい！」
その気持ちに応えたい。

「心が少しでもほっとできる空間」を
女性・お母さんの声に応えます。

緊急用簡易担架

レスキューボード
避難所用

更衣室＆授乳室

○重量 / 約3.5㎏
○材質 / 硬質繊維ボード
○価格 / オープン
○附属品 / 50mm幅胸部ベルト



NIIGATA BOUSAI SELECTION  Vol .4

救命救急支援商品
救援活動に力を与える

20

AKC-02 AK-50

URL http://uetax.co.jp

〒943-0814 新潟県上越市岩木83-8
TEL 025-525-9666　FAX 025-522-5652

ウエタックス株式会社

■DATA
CO₂センサー
○ケーブル長 / 約7.5m
○サイズ / φ25 × 97mm
○重量 / 約0.1kg

制御・表示部
○表示方法 / 
　AK-50：数値表示（検出値、差分）、ランク表示
　AKC-02：検出値表示、ランク表示
○サイズ / 
　AK-50：345（W）×293（D）×149（H）mm
　AKC-02：141（W）×81（D）×40（H）mm
○重量 / AK-50：約7kg　AKC-02：約0.3kg
※AK-50の画像探査部はAK-20と同仕様

■DATA
カメラポール
○ポール長 / 最大伸長時 約4.3m
　　　　　　収納時 約1.3m
○イメージセンサー / 
　AK-10：38万画素CCD
　AK-20：123万画素超広角CMOS
○照明 / 高輝度白色LED4個
○マイク、スピーカー搭載
○防水性能 / 耐水深4m

コントロールボックス
○モニター / 7インチカラー液晶
○電源 / 内蔵充電池、外部電源（単三電池）
○連続動作時間 / 約6時間（内蔵電池使用時）
○サイズ / 345（W）×293（D）×149（H）mm
○重量 / 約7kg

■商品説明
人の呼吸には安静時で約1％のCO₂が含まれます。清浄な
大気中のCO₂濃度は0.04％程度ですが、狭い空間に人が
居る場合や口の近くなどはCO₂濃度が上昇します。被災者
捜索時に映像だけでは発見しにくい場合に、捜索箇所のCO₂
濃度を検出することで要救助者のいる可能性があるか判断
し、早期救出に効果を発揮します。簡易型のAKC-02、画像
探査機AK-20へ組み込んだAK-50の2モデル。

■商品説明
伸縮ポールの先端に小型カメラと高感度マイク、スピーカー
を搭載し、倒壊した家屋などの瓦礫に埋もれた要救助者を
映像と音で探し出す探査機です。先端部は完全防水になっ
ており、雨天時はもちろん、川や池、湖底の捜索にも使用可
能です。高画質CCDセンサーを搭載しヘッドが左右に180
度可動するAK-10、左右画角180度の超広角CMOSセン
サーを搭載したAK-20の2モデルをラインナップ。

人の呼吸をとらえ、要救助者を探し出す、
災害時捜索用CO₂センサー。

救える命を“探す”。
音と映像で、要救助者を発見。

サーチライフ
CO₂（二酸化炭素）センサー

サーチライフ
多目的画像探査機
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■商品説明
着脱式カートで手軽に運べ
る大容量蓄電装置。上部に跳
ね上げ式の扉がありツール
ボックスとして使える。定格
出力1000W、瞬間最大出力
1500Wまでの電気機器が
使用可能（300Wの電気機
器なら8時間連続使用可）。
出力、容量アップなどのカスタ
ム対応可能。非常時にはソー
ラーパネルでの充電が可能。

エネルギーの未来は、
その箱に託される

URL http://unique-office.com

　〒950-2063 新潟県新潟市西区寺尾台２-４-４６寺尾シティ7号
TEL 025-201-7441　FAX 025-201-7445

有限会社ユニーク

■DATA
○サイズ / 450×550×650
○重量 / 46kｇ
○価格 / 800,000円（税別）
○2015年1月発売予定
○付属品 / ソーラーパネル（別売）
○バッテリー容量 / 1,200VA

○定格出力 / 1000W
○瞬間最大出力 / 1500W　

■DATA
○サイズ / L525×４０φ
○重量 / 65０g
○価格 / 42,000円（税別）
○2015年1月発売予定
○付属品 / 
　AC100V充電器・ショルダーベルト

■商品説明
5Wで連続11時間点灯可能。点滅なら40時間以上使える

（切替スイッチ付き）充電式のたすき型LEDライト。ショル
ダーベルト標準装備、ベルトを使えば、両手が空くので作業
時や移動時にとっても便利。オプションパーツにはマグネット
クリップ・ハンガークリップ・パイプクリップ・警告灯カバーが
あり、あらゆる場所に対応します。ほとんど放電しないという
次世代蓄電デバイスであるカーボンバッテリーを搭載。

いつでも、どこでも
暮らしを照らすLED

ハイブリッド蓄電BOX

HAKOBUNE
充電式LEDたすきライト

HOTARU

○オプションパーツ（別売） / 
　マグネットクリップ・ハンガークリップ・
　パイプクリップ・警告灯カバー
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「一食ボックス　カレーライス」のセット内容 調理時

■DATA　右側の写真
○一食ボックス　カレーライス
　白いごはん：1個
　ビーフカレー：1袋
　発熱剤・発熱溶液・加熱袋・レンゲ・紙ナプキン：各1個

○入り数 / 12セット
○標準小売価格 / １セット　860円（税別）

URL http://www.foricafoods.co.jp

〒949-7411 新潟県魚沼市大石59-1
TEL 025-794-5333　FAX 025-794-4404

ホリカフーズ株式会社

■商品説明
「レスキューフーズ」は、ライフラインの途絶えた被災地で
救出・救援・復旧に従事する方のために開発された食事で
す。気温の高い夏場にも安心して携帯でき、寒い時にも、火
も水も使わずに専用の発熱剤を使用して温かい食事をとる
ことができます。「白いごはん」を中心にメニューも豊富で、
被災地での活動に従事する方々はもちろん、普段でも満足
していただける、食べ飽きない品質です。

ライフラインの途絶した被災地で
救援活動を支える食事メニュー

レスキューフーズ
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