


日常の防災から避難生活のケアまでシーンに応じた
新潟発「真に役立つ防災・救災用品」をご提案します。
公益社団法人にいがた産業創造機構（NICO）では、これまで「防災・救災産業研究会」（平成17年～平成23年）を設置

して、「にいがた」の蓄積されたモノづくりの技術と中越大震災等の被災経験から学んだ教訓を活かした防災商品の開発

等を支援して参りました。そして、平成24年より「防災・救災産業研究会」を「にいがた防災ビジネス研究会」に改組、

「日常」生活と災害や事故等「非日常」時の両方のシーンに対応できる製品・サービスを「にいがた」から発信するべく

取り組んできました。このような取り組みの中、「にいがた防災ビジネス研究会」の参加企業が創りあげた選りすぐりの

商品を1冊にまとめた「にいがた防災セレクション Vol.5」を発行することになりました。「にいがた防災セレクション」は

「自分を守る商品をトータルに考えよう・用意しよう」をテーマに、日常から災害発生時、復旧・復興までのシーンに応じた、

新潟発の「真に役立つ防災・救災商品」を提案させていただきます。皆様の自助共助に対する一助としていただければと

考えておりますので、様々なご意見やご提案など頂戴できれば幸いです。

災害に備えるためには、自分の生活や年齢、仕事などを考え、何が一番必要なの
かを決めて、そのための防災商品を選ぶことが大切です。「安心生活商品」は、
普段の生活でも使うことができ、災害時には役に立つ商品です。

日常から災害に備える［安心生活商品］

災害では、巨大な力が襲ってきます。日常では安心して生活できる環境も、助かる
機能としては不十分です。「安全確保商品」は、災害による天井の崩落、家具の
転倒による事故や二次災害などから身を守るための機能を持つ商品です。

助かるための機能を確保する［安全確保商品］

災害が起きた直後から避難生活を余儀なくされることがあります。ストレスの
かかる避難生活を少しでも快適にしていくことが、ココロとカラダの再生のために
大切です。「避難生活快適商品」は、避難中でも通常生活に一歩近づき、快適に
過ごすための商品です。

避難生活を快適にする［避難生活快適商品］

災害時には、一刻も早い救助活動や、インフラの復旧が大切です。救援活動に
携わる人々の体力の消耗を減らし、活力を持って活動できるような商品も大切
です。「救命救急支援商品」は、救援・復旧活動をより迅速に、より的確に遂行する
ための商品です。

救援活動に力を与える［救命救急支援商品］

］

助ける・助かる4つの商品提案
災害時に

自分を守る商品を
トータルに考えよう・

用意しよう
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にいがた防災セレクションVol.5
NIIGATA DISASTER PREVENTION SELECTION

02 白がゆ（備蓄用）
コシヒカリがゆ

非常食・保存食

株式会社ヒカリ食品

08 A4シェルター・タフ
携帯用防災頭巾「おまもり頭巾ちゃん」

非常時・緊急避難用品

避難生活用品

株式会社マキトー・コンフォート
NPO法人 おぢや元気プロジェクト

13 エコストッパーゼロ
イーガード 900㎜用 内付用

耐震用品

株式会社ティーエフサービス

14 TOSS OUT
FIRE-OUT

対火災用品

日本ファイヤープロテクト株式会社

04 本格中華 ほたて粥
非常備蓄用ミキサー粥 まつや株式会社

03 勝太のわかめご飯 有限会社エコ・ライス新潟

07 胎内高原の水 6年保存水（500ml/2L）

ユニバーサルデザイングレーチング

胎内高原ハウス株式会社

株式会社カワグレ

緊急用簡易担架 レスキューボード 安達紙器工業株式会社
救助用品

05 非常用・備蓄用白飯（6P）
越後の3年保存おいしいごはん 越後製菓株式会社

06 ライス72H＋野菜カレー72Hセット
レスキューフーズ コンパクトセット

株式会社バイオテックジャパン
ホリカフーズ株式会社

10 グリーンマナーハンディ 災害用トイレセット（GMH100P）
軽快どこでもトイレ べん軽 進展工業株式会社

11 ジーミスト5D
避難所用 更衣室&授乳室

ユニトライク株式会社
安達紙器工業株式会社

12 防災キャビ コーナータイプ
防災キャビ 座れるタイプ 吉川金属株式会社

18

16 アルミパイプ伸縮式カチ割りスコップ
スノーバケット®

有限会社浅野木工所
株式会社橘工芸

19 サーチライフ 多目的音響画像探査装置 AK-20
サウンドトレーサー 地中音響探知機 AK-6 ウエタックス株式会社

15 氷割・バネ内蔵くん
アルミ・ロング雪落とし（4.7m）

雪害対策用品

株式会社コンパル

17 除草ショベル（大・小）
グレーチングストッパー

道路用品

有限会社浅野木工所
丸運建設株式会社

09 防災用コンパクト羽毛掛けふとん 越後ふとん株式会社

安否確認用品

20 クラウド型安否確認&在席管理サービス AZ BOARD 株式会社イートラスト
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お米の味にこだわった、すぐ食べられる備蓄食

株式会社 ヒカリ食品
〒959-1803 五泉市下条88番地　TEL 0250-43-5611　FAX 0250-43-5600
http://www.hikari-shokuhin.co.jp   *okayu@smile.ocn.ne.jp
担当／梶 しずよ

新潟県産コシヒカリを100％使用した備蓄用のおかゆです。長期保存が可能で、
冷たいままでもすぐにおいしく召し上がれますので、保存食に最適です。また、
体調の悪いときや朝食、夜食など日常的に食べながら備蓄もできます。

希望小売価格（税込） 270円
原材料 うるち米（新潟県産コシヒカリ）、食塩

主原料産地 新潟県
内容量 280g

賞味期限 5年6カ月
1ケースあたりの入数 20個

保存温度帯 常温
JANコード 4980398000416

最低ケース納品単位 3ケース以上
発注リードタイム 3～4日

ケースサイズ（重量） 43.6×30×8.3㎝（6.2㎏）

白がゆ（備蓄用）

安心生活商品 安心生活商品

安心生活商品

避難生活快適商品 避難生活快適商品

避難生活快適商品

新潟県産コシヒカリ100％
使用したおかゆ

株式会社 ヒカリ食品
〒959-1803 五泉市下条88番地　TEL 0250-43-5611　FAX 0250-43-5600
http://www.hikari-shokuhin.co.jp   *okayu@smile.ocn.ne.jp
担当／梶 しずよ

新潟県産コシヒカリを100％使用した缶詰のおかゆです。常温未開封で製造日か
ら3年保存が可能となっております。缶詰のふたは缶切りのいらないイージーオー
プン缶になっています。開缶後、冷たいままでもすぐに召し上がれます。

希望小売価格（税込） 291円
原材料 うるち米（新潟県産コシヒカリ）

主原料産地 新潟県
内容量 280g

賞味期限 3年
1ケースあたりの入数 24缶

保存温度帯 常温
JANコード 4980398000010

最低ケース納品単位 2ケース以上
発注リードタイム 3～4日

ケースサイズ（重量） 41×28.5×11㎝（8.5㎏）

コシヒカリがゆ

地震で「困った！」 被災地の連携で生まれた災害食

有限会社エコ・ライス新潟
〒954-0181 長岡市脇川新田町字前島970-100　
TEL 0258-66-0070　FAX 0258-66-0447
http://www.eco-rice.jp/   *offi  ce@eco-rice.jp
担当／豊永　有

中越地震の「米」と東日本大震災の「わかめ」がコラボ。「白米」「わかめご飯」の2種類の
食べ方は被災経験を生かして開発し、息の長いビジネス支援を実現。塩分コントロールが
でき、50gは食べきりサイズで、女性・子供・老人に優しい。

希望小売価格（税込） 280円
原材料 米、わかめ、塩

主原料産地 新潟県、宮城県
内容量 50g

賞味期限 5年
1ケースあたりの入数 50個

保存温度帯 常温
JANコード 4530493215699

最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム 1週間（土日祭日を除く）

ケースサイズ（重量） 40.5×30.5×14㎝（3㎏）

勝太のわかめご飯
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食べて美味しい、備えて安心

越後製菓株式会社
〒947-0193 小千谷市高梨町1003-1　TEL 0258-83-3288　FAX 0258-83-4479
http://www.echigoseika.co.jp/   *s-maeda@echigoseika.co.jp
担当／前田　聡

日常生活の中で使っている食材を少し多めに常備して、使いながら災害に備えると
いう「ローリングストック」の考えのもと開発した、賞味期限42ヶ月の包装米飯です。
お店で販売している通常の包装米飯と同様の形態で、手軽に備蓄が可能です。

希望小売価格（税込） 173円
原材料 うるち米

主原料産地 日本
内容量 200g

賞味期限 42ヶ月
1ケースあたりの入数 20個

保存温度帯 常温（直射日光・高温多湿を避ける）
JANコード 4901075080330

最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム 1週間

ケースサイズ（重量） 34×26.5×16㎝（4.6㎏）

越後の3年保存おいしいごはん
安心生活商品 避難生活快適商品

いざというときにも美味しさと安心を

越後製菓株式会社
〒947-0193 小千谷市高梨町1003-1　TEL 0258-83-3288　FAX 0258-83-4479
http://www.echigoseika.co.jp/   *s-maeda@echigoseika.co.jp
担当／前田　聡

国産米と水だけを使い、独自の製法で美味しく炊き上げた包装米飯を、非常時に
も活用できるように長期保存用とし、常温で65ヶ月の賞味期間としました。1袋に
6パックが包装されています。

希望小売価格（税込） 1,296円
原材料 うるち米

主原料産地 日本
内容量 200g×6パック

賞味期限 65ヶ月
1ケースあたりの入数 6袋

保存温度帯 常温（直射日光・高温多湿を避ける）
JANコード 4901075080408

最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム 1週間

ケースサイズ（重量） 36.5×26.5×25㎝（8.3㎏）

非常用・備蓄用白飯（6P）

安心生活商品 避難生活快適商品

介護や医療の現場に！ 簡単調理＆お米の風味が自慢

まつや株式会社
〒950-3321 新潟市北区葛塚3497-2　TEL 025-387-3325　FAX 025-388-7413
http://www.niigata-matsuya.com   *matuya@ruby.ocn.ne.jp
担当／韮澤 隆博

普段のお食事が「ミキサー食」の方にも対応できる、ペーストタイプのお粥です。パッケージ
に直接お湯または水を入れ、粉末状の製品を振り入れながら付属のスプーンでかき混ぜる
だけですぐに食べられます。お湯の量で自在にやわらかさの調整が可能です。

希望小売価格（税込） 307円
原材料 うるち米（国産）

主原料産地 新潟県
内容量 23g

賞味期限 5年
1ケースあたりの入数 50個

保存温度帯 常温
JANコード 4510549002428

最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム 5日

ケースサイズ（重量） 34×37×16.5㎝（2.5㎏）

非常備蓄用ミキサー粥
安心生活商品 避難生活快適商品

安心生活商品 避難生活快適商品

味と素材にこだわった災害食。食物繊維を強化

まつや株式会社
〒950-3321 新潟市北区葛塚3497-2　TEL 025-387-3325　FAX 025-388-7413
http://www.niigata-matsuya.com   *matuya@ruby.ocn.ne.jp
担当／韮澤 隆博

鶏ガラベースの本格的な中華風のお粥です。お米の粒感や具材のホタテ貝柱など、素材
感にもこだわった災害食。お湯を入れてかき混ぜて約5分。この1食でレタス約1.5個分の
食物繊維も摂ることができます。

希望小売価格（税込） 358円

原材料
水稲うるち米（国産）、難消化性デキストリン、ガラスープ（食塩、乳糖、チキン
エキス、砂糖、酵母エキス、ポークエキス、野菜エキス、香辛料）、乾燥ほたて
貝柱、ごま、ねぎ、加工でん粉（原材料の一部に乳、鶏肉、豚肉、ごまを含む）

主原料産地 新潟県
内容量 38g

賞味期限 5年
1ケースあたりの入数 50個

保存温度帯 常温
JANコード 4510549005061

最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム 5日

ケースサイズ（重量） 34×37×16.5㎝（3.2㎏）

本格中華 ほたて粥
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倉庫不要！
身近な隙間に簡単備蓄

ホリカフーズ株式会社
〒949-7411 魚沼市大石59-1　TEL 025-794-5333　FAX 025-794-2562
http://www.foricafoods.co.jp   *m.takano@foricafoods.co.jp
担当／高野 正成

従来の一日セットをよりコンパクトなＢ5サイズにし、机の引き出しや本棚に収納し易く
し、備蓄の省スペース化を可能としました。また災害時に摂取困難な野菜をジュースや
サラダで補え、主食は発熱セットで普段通りの温かな食事を摂ることが可能です。

希望小売価格（税込） 2,883円
1点あたりの商品サイズ 268×219×62㎜
1ケースあたりの入数 6個

保存温度帯 常温
JANコード 4977113979003

最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム 2週間程度

ケースサイズ（重量） 46.4×27.8×21.1㎝（10㎏）

レスキューフーズ 
コンパクトセット

安心生活商品 避難生活快適商品

安心生活商品 避難生活快適商品

からだにやさしい天然水

胎内高原ハウス株式会社
〒959-2824 胎内市宮久1096番地　TEL 0254-48-0202　FAX 0254-48-0201
http://www.tainai-water.com/   *tainaisui@basil.ocn.ne.jp
担当／田中 昭一

硬度14度で軟水に属する、自然から生まれた天然水。まろやかな口あたりを爽やかな清涼感でおいしく飲んでいただけます。
摂氏120度で30秒間加熱殺菌し、耐熱容器に充填しており、未開封ですと6年の長期保存が可能です。
※1.5L 8本入りもございます。

希望小売価格（税込） ①【500ml】 4,147円／ケース　②【2L】 2,268円／ケース
原材料 水（鉱水）

主原料産地 新潟県胎内市
内容量 ①500ml　②2L

賞味期限 6年
1ケースあたりの入数 ①24本　②6本

保存温度帯 常温
JANコード ①4571289751052　②4571289751069

最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム 1週間（但し、100ケース以上の場合は、3週間）

ケースサイズ（重量） ①25.8×37×22㎝（12.5㎏）　②19×32.7×31.9㎝（12.5㎏）

胎内高原の水 6年保存水（500ｍl/2L）

電気ガス水不要、
開けてすぐ食べられるカレー

株式会社バイオテックジャパン
〒959-1923 阿賀野市勝屋字横道下918-112　TEL 0250-63-1555　FAX 0250-63-1556
http://www.biotechjapan.co.jp/   *oguro@biotechjapan.co.jp
担当／小黒 康史

調理不要で容器を食器として使用できるので、簡単
に食べることができます。袋から直接食べることが出
来ますので、処理が簡単です。食品衛生法によるアレ
ルゲン物質25品目を含む原料は使用していません
ので、どなたでも安心してお召し上がり頂けます。

希望小売価格（税込） 810円

原材料

ライス72H：うるち米（国産）、還元デンプン分解物、寒天、加工デンプ
ン、酸味料 　野菜カレー72H：野菜（玉ねぎ、じゃがいも、にんじん）、
パーム油、砂糖、デキストリン、カレーパウダー、トマトペースト、ロース
トココナッツペースト、酵母エキス、かつおぶしエキス、香辛料、増粘剤

（加工デンプン、キサンタンガム）、調味料（アミノ酸等）、カラメル色
素、乳化剤、酸化防止剤（ビタミンC）、香料、香辛料抽出物

主原料産地 日本
内容量 400g

賞味期限 5年
1ケースあたりの入数 20袋

保存温度帯 常温
JANコード 4532021800032

最低ケース納品単位 1ケース
発注リードタイム 最短3日～2カ月

ケースサイズ（重量） 44.8×35.7×14.7㎝（9㎏）

ライス72H＋
野菜カレー72Hセット

安心生活商品 避難生活快適商品
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ノートひとつ分の安心

NPO法人おぢや元気プロジェクト
〒947-0021 小千谷市本町1-4-16　TEL 0258-82-2650　FAX 0258-82-2650
http://www.ojiya-genki.jp/   *info@ojiya-genki.jp
担当／若林 和枝

子供を災害から守りたい。突然の災害に対しての備えはありますか？「おまもり頭巾ちゃん」は、
ランドセルに入るサイズにこだわった、持ち歩ける防災頭巾です。

希望小売価格（税込） 5,800円
原材料 綿生地100%（三層構造）

産地/生産地 日本（生地、染色、縫製）
重　量 135g

1点あたりの商品サイズ ポーチ時 ： 180×255×15㎜　 頭巾時 ： 355×260×10㎜
1ケースあたりの入数 1枚～
最低ケース納品単位 1枚

発注リードタイム お問合せください
ケースサイズ（重量） 18×25.5×1.5㎝（135g）

携帯用防災頭巾
「おまもり頭巾ちゃん」

安心生活商品 安全確保商品

平穏な日々の移動に、さりげなく防災を

発売元 株式会社マキトー・コンフォート
〒950-1135 新潟市江南区曽野木2-13-2　TEL 025-284-1853　FAX 025-285-4581
http://a4t.jp/   *cfh@makitou.com
担当／稲月 久夫

移動中の防災対策として、携行性のよいA4ファイルケース型の簡易ヘルメット。災害時の
初期避難行動をサポートします。透明な本体は視界が広く、外の人からは顔が見えやすい
ので集団行動がしやすい仕様です。LEDライト・笛・自分防災カードセット付き。

希望小売価格（税込） 2,700円
原材料 ポリプロピレンほか

産地/生産地 中国
重　量 450g

1点あたりの商品サイズ 300×225×18㎜
1ケースあたりの入数 30個

JANコード 4582462639999
最低ケース納品単位 1ケース

発注リードタイム 3日
ケースサイズ（重量） 59×33×24.5㎝（15㎏）

Ａ4シェルター・タフ
安心生活商品 安全確保商品

「非常時」の備えに小さくたためる羽毛ふとん

越後ふとん株式会社
〒959-2821 胎内市坪穴1162　TEL 0254-20-7955　FAX 0254-20-7956
https://www.echigofuton.jp/   *k_ishii@echigofuton.jp
担当／石井 一友

コンパクトに収納できますので、収納に場所をとりません。羽毛を使用しておりますので、保温性に優れて
います。普段使いのおふとんとして、また車中の常備用など身体に掛けて体温保持する防災用品として
お使いいただけます。

希望小売価格（税込） 6,000円

原材料 側生地 ： ポリエステル100％ 
詰めもの ： グレーダックダウン50％・スモールフェザー50％・0.8㎏

産地/生産地 中国
重　量 1,080g

1点あたりの商品サイズ 布団本体 ： 1,300×1,900㎜　専用収納袋 ： 390×190㎜
1ケースあたりの入数 1個

JANコード 4937642189908
最低ケース納品単位 1個

発注リードタイム 1週間
ケースサイズ（重量） 20×20×34㎝（1.1㎏）

防災用コンパクト 
羽毛掛けふとん

安心生活商品 避難生活快適商品

非
常
時・緊
急
避
難
用
品

避
難
生
活
用
品
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「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

安達紙器工業株式会社
〒940-0029 長岡市東蔵王2丁目7番30号　TEL 0258-24-2145　FAX 0258-24-5597
http://www.adachishiki/co.jp   *aaa@adachishiki.co.jp
担当／小林　弘

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。

希望小売価格（税込） 50,000円
原材料 ダンボール・特殊紙

産地/生産地 日本
重　量 約20㎏

1点あたりの商品サイズ 組立時 ： 1,100×1,100×2,150㎜
1ケースあたりの入数 1個
最低ケース納品単位 1ケース

発注リードタイム 1週間
ケースサイズ（重量） 約140×70×26㎝（約23㎏）

避難所用 更衣室＆授乳室
避難生活快適商品

あっ！という間に！！ ワンタッチでトイレに変身

進展工業株式会社
〒950-1104 新潟市西区寺地670-7　TEL 025-267-3762　FAX 025-266-3495
http://shin-ten.com   *wada@shin-ten.com
担当／和田 一雄

ワンタッチ折り畳み式トイレです。収納時は高さ136ｍｍで持ち運びが容易、
使用時はワンタッチで高さ387ｍｍのトイレに変身。「グリ－ンマナ－ハンディ」と
セットで使用願います。避難場所でトイレを我慢する事で起こる被害等も防止で
きます。
※渋滞時等に便利な車載タイプ（収納時：94ｍｍ　使用時：202ｍｍ）もあります。

希望小売価格（税込） 19,980円
原材料 プラスチック

産地/生産地 新潟県
重　量 約8㎏

1点あたりの商品サイズ 収納時 ： 525×365×136㎜　使用時 ： 525×365×387㎜
1ケースあたりの入数 1個
最低ケース納品単位 1個

発注リードタイム 1週間
ケースサイズ（重量） 52.5×36.5×22.5㎝（約8㎏）

軽快どこでもトイレ べん軽
けい

安心生活商品 避難生活快適商品

業界初！
長期5年保存の備蓄用除菌水

ユニトライク株式会社
〒950-2063 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
http://unique-office.com   *idea@unique-office.com
担当／村上 秀樹

業界初！長期5年保存の備蓄用除菌水。災害発生時、避難所では多くの人が出入
りするため、インフルエンザなど感染症発生リスクが高く、さらには衛生環境の
悪化でノロウイルスなど食中毒が発生しやすい状況にあります。食料と合わせて
除菌水も備蓄しておきましょう。

希望小売価格（税込） 7,500円
原材料 次亜塩素酸水

産地/生産地 日本
重　量 4㎏

1点あたりの商品サイズ 120×190×270㎜
1ケースあたりの入数 4個
最低ケース納品単位 1ケース（ケース割れ可）

発注リードタイム 翌日発送
ケースサイズ（重量） 49×20×28㎝（16.5㎏）

ジーミスト5D
避難生活快適商品

避
難
生
活
用
品

避
難
生
活
用
品

待ったなしの災害に！ もみがら炭で消臭
ポケット等に入る「携帯トイレ」です

進展工業株式会社
〒950-1104 新潟市西区寺地670-7　TEL 025-267-3762　FAX 025-266-3495
http://shin-ten.com   *wada@shin-ten.com
担当／和田 一雄

撥水性もみがら炭と高吸水性樹脂を使用したハイブリット品で液体と臭いを吸収。災害等により水が使え
ない場合でもビニ－ル袋をトイレにセットし、用を足した後「グリ－ンマナ－ハンディ」を振り掛ければ簡易トイ
レとして使用できます。1セットで4人家族約5日間のトイレ処理が出来ます。(燃えるゴミとして処理可能）

希望小売価格（税込） 21,600円／1セット
原材料 もみがら

産地/生産地 新潟市
重　量 約3㎏

1点あたりの商品サイズ 400×270×180㎜
1ケースあたりの入数 1セット（グリーンマナーハンディ100袋・45Ｌビニール袋100袋）
最低ケース納品単位 1セット

発注リードタイム 1週間
ケースサイズ（重量） 40×27×18㎝（約3㎏）

グリ－ンマナ－ハンディ
災害用トイレセット（GＭＨ100Ｐ）

安心生活商品 避難生活快適商品



12 NIIGATA BOUSAI SELECTION 13NIIGATA BOUSAI SELECTION

開閉式で設置が簡単！
対角2ヵ所でOK！

株式会社ティーエフサービス
〒955-0045 三条市一ノ門1-12-2　TEL 0256-36-5235　FAX 0256-36-5236
http://www.tf-service.jp   *info@tf-service.jp
担当／渡辺 雅樹

地震によるコピー機などの走り出しを防止します。キャスター脇から挟み込む設置方法で、
コピー機を持ち上げる必要がありません。その他、しっかり4ヵ所止めの「エコストッパー」、
後ろの設置が困難な場合に前側設置の「エコストッパープラス」があります。

希望小売価格（税込） 4,298円（2個1セット）
原材料 ペーパーボード、ウレタンゴム、プラスチック

産地/生産地 日本
重　量 110g（1個）

1点あたりの商品サイズ 108×128×23㎜
1ケースあたりの入数 2個

JANコード 4582418910233
最低ケース納品単位 1セット

発注リードタイム 約3日
ケースサイズ（重量） 11×4.7×13㎝（245g）

エコストッパーゼロ
安心生活商品

片手で開閉！
書類の取り出しもラクラク！

株式会社ティーエフサービス
〒955-0045 三条市一ノ門1-12-2　TEL 0256-36-5235　FAX 0256-36-5236
http://www.tf-service.jp   *info@tf-service.jp
担当／渡辺 雅樹

地震による書類の落下を防止します。ベルトタイプで、ワンタッチバックルの他、金具部分では片手
での施錠解除が可能。外付用と内付用があり、内付用は粘着固定もできます。その他、ラック用、メ
タルラック用、巻き付けタイプなどがあります。※1,200㎜用、1,500㎜用、1,800㎜用もあります。

希望小売価格（税込） 2,678円
原材料 スチール、ポリプロピレン、VHB

産地/生産地 日本
重　量 140g

1点あたりの商品サイズ 45×18×900㎜（梱包時 ： 45×38×145㎜）
1ケースあたりの入数 1個

JANコード 4582418910363
最低ケース納品単位 1セット

発注リードタイム 約3日
ケースサイズ（重量） 7.5×4×14.8㎝（175g）

イーガード 900㎜用 内付用
安心生活商品

普段は椅子として座れる防災キャビネット

吉川金属株式会社
〒959-0214 燕市吉田法花堂1961番地　TEL 0256-92-3111　FAX 0256-92-3713
http://www.yoshikawa-group.co.jp/kinzoku/   *k-a-tanabe@yoshikawa-group.co.jp
担当／田辺　明 

防災キャビに座れるタイプが登場！上部がクッションになっているので普段はエレベーター
内の椅子として使うことができます。宿泊施設、公共機関、病院など、お年寄りのご利用が
多いエレベーターにお勧めです。ロビーや待合室の椅子としてもご利用いただけます。

希望小売価格（税込） 157,680円
原材料 ステンレス

産地/生産地 日本
重　量 9.4㎏

1点あたりの商品サイズ 505×320×500㎜
1ケースあたりの入数 1台
最低ケース納品単位 1台

発注リードタイム 要相談
ケースサイズ（重量） 39×39×55㎝（14㎏）

防災キャビ 座れるタイプ
安心生活商品 安全確保商品

避
難
生
活
用
品

耐
震
用
品

地震によるエレベーター閉じ込めに備えるキャビネット

吉川金属株式会社
〒959-0214 燕市吉田法花堂1961番地　TEL 0256-92-3111　FAX 0256-92-3713
http://www.yoshikawa-group.co.jp/kinzoku/   *k-a-tanabe@yoshikawa-group.co.jp
担当／田辺　明 

地震などによりエレベーターに閉じ込められた際にあると便利な物を収納したキャビネットです。
暗闇の中でも使い方がわかる蓄光シールと扉を開けると点灯するセンサーライトで明かり確保。
水、カンパン、携帯トイレ、携帯電話充電器などが収納されています。

希望小売価格（税込） 129,600円
原材料 ステンレス

産地/生産地 日本
重　量 7.5㎏

1点あたりの商品サイズ 282×192×706㎜
1ケースあたりの入数 1台
最低ケース納品単位 1台

発注リードタイム 要相談
ケースサイズ（重量） 47.5×72×34㎝（12㎏）

防災キャビ コーナータイプ
安心生活商品 安全確保商品



14 NIIGATA BOUSAI SELECTION 15NIIGATA BOUSAI SELECTION

凍結路面での
転倒防止に

株式会社コンパル
〒955-0081 三条市東裏館2-8-8　TEL 0256-35-6417　FAX 0256-33-1196
http://www.compal-niigata.jp   *compal@winpal.net
担当／浅野 優次

頑丈なヘッドで氷や根雪になった氷雪を砕きます。本体内部にスプリングが内蔵
されており、使用時の衝撃を和らげ体への負担（腕・肩・腰）を軽減します。スクレー
パータイプで氷はがしにも使えます。

希望小売価格（税込） オープン価格
原材料 鉄（S30C炭素鋼、焼入れ）、塩化ビニール樹脂

産地/生産地 中国
重　量 2,200g

1点あたりの商品サイズ 幅150×全長1,180㎜
1ケースあたりの入数 6本

JANコード 4935682028812
最低ケース納品単位 1ケース

発注リードタイム 2日前後（欠品時を除く）
ケースサイズ（重量） 17×121×23㎝（14㎏）

氷割・バネ内蔵くん
安心生活商品

石油類の火災に効果的！

日本ファイヤープロテクト株式会社
〒940-0011 長岡市下々条町1202-2　TEL 0258-86-7308　FAX 0258-86-7309
http://group-jfp.com   *genesis.to@tempo.ocn.ne.jp   *tada@group-jfp.com
担当／多田　修

灯油やガソリンなどに引火した火元に容器を投げつけるだけで瞬時に消火。
容器を投げ込むだけなので女性や高齢者でも、火の勢いに気押されることな
く消火活動が出来ます。

【例】シンナー瓶が落下し蚊取り線香で引火。咄嗟に試験充填していたTOSS-OUTを投げ消火し、
大惨事を免れた。

希望小売価格（税込） 5,500円
原材料 リン酸二アンモニュウム等

産地/生産地 日本
重　量 710g

1点あたりの商品サイズ 230×88×88ｍｍ
1ケースあたりの入数 12個

JANコード 4582317220112
最低ケース納品単位 1ケース

発注リードタイム 3日
ケースサイズ（重量） 360×270×245ｍｍ（9.5㎏）

TOSS OUT
安心生活商品 安全確保商品

フライヤー火災に迅速対応！

日本ファイヤープロテクト株式会社
〒940-0011 長岡市下々条町1202-2　
TEL 0258-86-7308　FAX 0258-86-7309
http://group-jfp.com   
*genesis.to@tempo.ocn.ne.jp   *tada@group-jfp.com
担当／多田　修

一般住宅での火災原因第一位はコンロ火災です。同様に店舗・食
品工場等でのフライヤー火災も少なくありません。火の勢いが激
しいフライヤー火災を迅速かつピンポイントで消火するのが「ＦＩＲＥ 
ＯＵＴ」です。掴みやすい形状で、誰でも慌てず安全、確実に消火で
きます。

希望小売価格（税込） 2,980円
原材料 主原料：炭酸カリウム　他

産地/生産地 イギリス
重　量 150g

1点あたりの商品サイズ 370×35×20ｍｍ
1ケースあたりの入数 12個
最低ケース納品単位 1ケース

ＦＩＲＥ－ＯＵＴ

安心生活商品 安全確保商品

    

火災発生

ピンを抜き
火元に放出

消火！
消火剤を

使い切ってください

対
火
災
用
品

雪
害
対
策
用
品

冬場の屋根・カーポート等
からの危険な落雪対策に

株式会社コンパル
〒955-0081 三条市東裏館2-8-8　TEL 0256-35-6417　FAX 0256-33-1196
http://www.compal-niigata.jp   *compal@winpal.net
担当／浅野 優次

最長472㎝、ヘッド幅63㎝の幅広仕様で効率良く雪落としができます。アルミ
ハンドル製で女性・御年配の方にも使い易い軽量仕様。326・472㎝、2段階調節
可能。

希望小売価格（税込） オープン価格
原材料 アルミ、ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂 他

産地/生産地 中国
重　量 約1,650g

1点あたりの商品サイズ 幅約630×長さ3260・4720㎜（2段階伸縮）
1ケースあたりの入数 1個

JANコード 4935682027358
最低ケース納品単位 1ケース

発注リードタイム 2日前後（欠品時を除く）
ケースサイズ（重量） 7×17.5×148㎝（2.2㎏）

アルミ・ロング雪落とし（4.7ｍ）

安心生活商品
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業界初!!　
道路の清掃維持管理に!　
パテント商品

有限会社浅野木工所
〒955-0852 三条市南四日町2丁目11番23号　
TEL 0256-32-1800　FAX 0256-33-3655
http;//asano-mokkousho.co.jp   
*asano01@oregano.ocn.ne.jp
担当／浅野 雅之

大雨や水害等で道路が冠水しやすいのは道路と歩道を
分けている縁石の水抜き穴が泥や土、草で詰まっている
ことが一因としてあり、それを除去するのに除草ショベル
小が解決します。縁石回りや道路脇などは除草ショベル
大が便利です。道路の清掃維持管理に安全に少ない人
数で効率よく作業ができます。

希望小売価格（税込） 大 ： 4,536円 小 ： 3,456円
重　量 大 ： 約2㎏ 小 ： 約1.4㎏

除草ショベル(大・小）

安心生活商品

跳ねない、はずれない、強力、コンパクト！

丸運建設株式会社
〒950-8738 新潟市中央区幸西1-4-21　TEL 025-245-4320　FAX 025-245-4325
http://www.maruun.co.jp/   *yuuzi-wakasugi@maruun.co.jp
担当／若杉 裕司

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やガタツキ騒音、盗難防止対策に効果的です。
用途にあわせて、NI・NⅡ・NⅢ型の3タイプがあります。

希望小売価格（税込） NⅠ、Ⅱ型 ： 2,160円　NⅢ型 ： 3,024円
原材料 鉄（溶融亜鉛メッキ処理）

産地/生産地 日本／新潟県
重　量 350g

1点あたりの商品サイズ
NⅠ型：30㎜×144㎜×120㎜
NⅡ型：30㎜×148.5㎜×120㎜
NⅢ型：30㎜×136㎜×120㎜

1ケースあたりの入数 1個
最低ケース納品単位 1個

発注リードタイム 3日

グレーチングストッパー
（NI型、NⅡ型、NⅢ型）

安心生活商品

雪
害
対
策
用
品

道
路
用
品

業界初!!　
屋根からせり出した雪

せっ
庇
ぴ

やツララ落としに!
伸縮できるカチ割りスコップ

有限会社浅野木工所
〒955-0852 三条市南四日町2丁目11番23号　TEL 0256-32-1800　FAX 0256-33-3655
http://asano-mokkousho.co.jp   *asano01@oregano.ocn.ne.jp
担当／浅野 雅之

除雪やツララ落としから、災害・緊急時のガラス片や火山灰などの処理まで、
幅広い用途に使用可能。関東方面の大雪時にも除雪で活躍しました。アルミ
パイプで軽く、2段伸縮式で収納時はコンパクトに、使用時は伸ばして高いと
ころや深いところの作業もできます。皿本体はアルミで軽く、先部分にステン
レス先金がついているので多少の無理がききます。

希望小売価格（税込） ①8,000円　②6,000円　③6,800円　④5,200円
重　量 ①1.84㎏　②1.37㎏　③1.67㎏　④1.16㎏

1点あたりの商品サイズ ①長さ1,650～2,490㎜ 幅295㎜　②長さ1,275～1,850㎜ 幅255㎜
③長さ1,380～1,940㎜ 幅295㎜　④長さ885～1,040㎜ 幅255㎜

1ケースあたりの入数 各タイプとも6個

JANコード ①4994898221158　②4994898221202
③4994898221233　④4994898221257

アルミパイプ伸縮式カチ割りスコップ
安心生活商品 救命救急支援商品

突然の大雪に備える除雪用アタッチメント

株式会社 橘工芸
〒940-1151 長岡市三和1-1-9　TEL 0258-33-2362　FAX 0258-33-2385
http://snowbucket.t-signs.biz/   *t-signs@ninus.ocn.ne.jp
担当／三浦 正昌

新潟県の雪は山沿いを除けば重く湿っているため、踏み固められると除
雪も一筋縄ではいきません。除雪車や除雪機は年間稼働日数も限られ
ています。フル稼働をしていないのに、それらの購入は躊躇されます。
朝、目覚めて大雪で「しまった！」という経験をお持ちの方も少なくない
はず。フォークリフトをお持ちであれば、本来の業務のかたわら、簡単に
スノーバケットを装着し除雪作業にかかることができます。
※1.5トン車標準フォーク用だけでなく、各フォーク長に応じた商品をライ

ンナップしています。

希望小売価格（税込） 183,384円（送料無料（但し、離島は除く））
重　量 205㎏

1点あたりの商品サイズ バケット幅 1,220㎜

スノーバケット® 
安心生活商品 救命救急支援商品

【1.5トン車標準フォーク用】
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暗い・狭い瓦礫の中でも見つけ出す

ウエタックス株式会社
〒943-0814 上越市岩木83番地8　TEL 025-525-9666　FAX 025-522-5652
http://uetax.co.jp/   *info@uetax.co.jp
担当／植木 正春

被災地で、要救助者を捜索・発見するための救助用機材。約3.1mまで
伸びる伸縮ポール先端に、広角カメラ・マイク・スピーカーを搭載し、アン
プで確認できる。完全防水設計で悪天候・水中にも対応し、暗い瓦礫の
中など人が直接確認できない場所の捜索に力を発揮する。

希望小売価格（税込） オープン価格
産地/生産地 日本

重　量 【コントロールボックス】約7㎏　【カメラポール】約2.5㎏
1ケースあたりの入数 1セット
最低ケース納品単位 1セット

発注リードタイム 2.5ヶ月

ケースサイズ（重量） 【コントロールボックス】 34.5×29.3×14.9㎝（約7㎏）
【カメラポール】 110.2×29.3×13.9㎝（約10㎏）

サーチライフ
多目的音響画像探査装置 AK-20

救命救急支援商品

瓦礫の下からの微かな動き・音を捉える

ウエタックス株式会社
〒943-0814 上越市岩木83番地8　TEL 025-525-9666　FAX 025-522-5652
http://uetax.co.jp/   *info@uetax.co.jp
担当／植木 正春

被災地で、要救助者を捜索・発見するための救助用機材。6個の高感度
振動センサーと音響センサーから構成され、振動センサーによって要救
助者の位置を絞り込み、発見した際には音響センサーに搭載したマイ
ク・スピーカーによって、相互通話が可能である。

希望小売価格（税込） オープン価格
産地/生産地 日本

1ケースあたりの入数 1セット
最低ケース納品単位 1セット

発注リードタイム 2.5ヶ月

ケースサイズ（重量） 【コントローラー類】 50.2×40×18.8㎝ （約7㎏） 
【センサー、ケーブル類】 56×45.5×26.5㎝（約16㎏）

サウンドトレーサー
地中音響探知機 AK-6

救命救急支援商品

小さな車輪が、はまらない
雨の日でも、すべらない

株式会社カワグレ
〒955-0033 三条市西大崎3-16-55　TEL 0256-38-5011　FAX 0256-38-5013
http://www.kawagure.co.jp/   *niigata@kawagure.co.jp
担当／高橋 史季

雨・風・雪のコンディションにも左右されない安全階段、あらゆる方向からの車輪
のはまり込みや落ち込みを防ぐ安全通路を実現します。

希望小売価格（税込） 15,920円
原材料 スチール製SS400／溶融亜鉛メッキ

産地/生産地 日本／三条市
重　量 20.7㎏

1点あたりの商品サイズ U字溝用みぞぶた　みぞ幅300用　
車道用　995×360×38ｍｍ

1ケースあたりの入数 1枚
最低ケース納品単位 1枚

発注リードタイム 2週間

ユニバーサルデザイン
グレーチング　

安心生活商品

「目の前の人を助けたい!」 その気持ちに応えたい

安達紙器工業株式会社
〒940-0029 長岡市東蔵王2丁目7番30号　TEL 0258-24-2145　FAX 0258-24-5597
http://www.adachishiki/co.jp   *aaa@adachishiki.co.jp
担当／小林　弘

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500㎏の耐荷重に耐えられます。また、担架全体を24時間浸水させて状
態でも約200㎏の耐荷重に耐えるなど耐久性に非常に優れております。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。

希望小売価格（税込） オープン価格
原材料 硬質繊維ボード

産地/生産地 日本
重　量 約3.5㎏

1点あたりの商品サイズ 展開時 ： 1800×730×2.4㎜
1ケースあたりの入数 5台

JANコード 4580179562012
最低ケース納品単位 1ケース

発注リードタイム 1週間
ケースサイズ（重量） 約75×20×65㎝（約19㎏）

緊急用簡易担架
レスキューボード（スタンダードタイプ）

救命救急支援商品

道
路
用
品

救
助
用
品

救
助
用
品
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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

株式会社イートラスト
〒940-0871 長岡市北陽1-53-54　TEL 0258-21-2500　FAX 0258-21-2540
http://etrust.ne.jp   *otoiawase@etrust.ne.jp
担当／野田 多津司

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。

希望小売価格（税込）

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）

クラウド型安否確認＆在席管理サービス
AZ BOARD

安心生活商品 安全確保商品

安
否
確
認
用
品

〒950-0078  新潟県新潟市中央区万代島5番1号「万代島ビル」

（公財）にいがた産業創造機構：9〜10F ／ NICO プラザ：11F

TEL.025-246-0025    FAX.025-246-0030   *info@nico.or.jp

http://www.nico.or.jp

公益財団法人にいがた産業創造機構の概要

NICO（公益財団法人にいがた産業創造機構）は、「新潟県の産業をもっと元気に」を使命
に、チャレンジする県内企業を応援しています。
県内経済と雇用を支える県内企業の皆さまの取り組みや、直面している個別課題の
解決をサポートするため、きめ細かな支援を実施してまいります。

社名50音順
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有限会社浅野木工所� 16、17
安達紙器工業株式会社� 11、18
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有限会社エコ・ライス新潟� 3
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