
ホワイト/オレンジライン オレンジ/ホワイトライン 携帯時に便利な
収納袋付き

現在の
天気は…

備蓄性・携帯性に優れ
平常時の作業にも使える
新しい防災用ヘルメット

性能、プロ仕様。
収納、ハーフサイズ。

防災用ヘルメット

国家
検定

墜落時保護用/飛来落下物用

○応急処置の基本となる

傷・骨折・やけど
これら3種の手当てに

あわせた内容が

ポーチに入っています。

○A4箱型タイプで
収納に非常に便利です。

誰でも使える
救急箱
誰でも使える
救急箱

たためるヘルメットたためるヘルメット

各セット共通内容物：減菌ガーゼ５枚・三角巾１枚・減菌タオル１枚・マニュアル１枚 
【傷セット内容】・共通内容物 ・伸縮包帯１個 ・サージカルテープ１個 ・救急絆創膏S４枚/M６枚
　　　　　　　　　・消毒液１本 ・ピンセット１本・手袋２組(４枚)
【骨折セット内容】・共通内容物 ・伸縮包帯１個 ・副木２本 ・アルミックシート１個 ・手袋２組(４枚)
【火傷セット内容】・共通内容物 ・手袋２組(４枚)

折りたたみランタン救急箱

○雨にぬれても使える防水設計

○８時間ソーラー充電で6-12時間連続使用可！

○ビーチボールのように空気を入れて使用

○超軽量（100g）かつ、折りたためて場所を取らない！

アンケート調査結果からは、

非常食・飲料水
携帯ラジオ
懐中電灯が特に
必要性を感じられた
ことがわかります。

※Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Plan の略。 災害時に短期間で重要な機能を再開し、事業を継続するための方法、 手段などを取り決めておく計画のこと。

防災対策品リスト防災対策品リストSUNCOSUNCO
おすすめおすすめ 20172017

日本全国どこでも大規模地震・災害が起こる可能性があります。

もしもの日に備えて会社での備蓄やＢＣＰ対策※で

防災対策品を備蓄する企業が増えています。

そこで、必要とされる防災対策品を調査しリストアップしました。

長期保存食

 賞味期限５年間

スプーン付

各20食入

お湯・お水を適量加えるだけ！

マジックライス…　お湯15分　お水60分

マジックパスタ…　お湯  3分　  お   20分

水分量を変えることでご飯と雑炊（おかゆ、リゾット等）

といった２通りの食べ方を選べます！

老若男女問わず、食べやすくなっています！

※マジックライス雑炊シリーズ・マジックパスタは除く

※

●簡単に調理可能 ●２通りの食べ方を選べる

食料の備蓄量の目安は

３日分 と言われています。

水 1日3ℓ×3日 9ℓ/1人
9食/1人1日3食×3日食料

○救援物資が届くまでが約3日間。

○東京都では帰宅困難者条例で、
従業員の3日分の水や食料などの
備蓄を努力目標としてあげられています。
(平成25年4月1日施工)

非常用飲料水

５年間保存可能

500ml×24本 2ℓ×6本

雄大な北アルプス連峰の
立山山麓で花岡岩層からなる
自然のろ過装置によって
磨き上げられたまろやかで
口当たりの良い
ナチュラルミネラル
ウォーターです。

防水型LEDソーラーランタン防水型LEDソーラーランタン

エムパワードエムパワード

マジックライス・マジックパスタマジックライス・マジックパスタ

立山の天然水立山の天然水
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Y5009015 Y5009016 Y5009017

お湯
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カラーバリエーション

ホワイト オレンジ グリーン ブルー

サイズ  折りたたみ時：(H)25mm×(W)125mm
           使用時　　　：(H)112mm×(W)125mm

Y5003D05

Y5009095

Y5009060

○災害時の避難から復旧作業まで対応。国家検定品。

○携帯性に優れ、コンパクト収納。

→Ａ4サイズなのでビジネス用の鞄や机の引き出しにも

スッポリ収まる

○現場間の移動が多い方にもおススメ！
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おすすめ
おすすめ

ラジオ付きライト

○簡易ラジオライト（要乾電池）

※アルカリ
電池推奨

LEDパームラジオライトLEDパームラジオライト

○帰宅困難時に使える機能満載ラジオライト

ソーラーラジオライトチャージャー「フルモナフル」ソーラーラジオライトチャージャー「フルモナフル」

LED
ライト

AM/FM
ラジオ

イヤホン
ジャック

太陽
電池

USB
充電

携帯
充電

（別売）（１灯） 接続
ケーブル付

単3×3本
（別売）

乾電池
使用可

AC/USB
アダプター

LED
ライト

AM/FM
ラジオサイレン

単4×3本
（別売）

乾電池
使用可
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＜両震災での被災者へのアンケート調査結果＞
1995年　阪神淡路大震災（神戸市） 2011年　東日本大震災（仙台市）
「これを用意しておけば
よかったと思うもの」

「震災後に備えたもの、
今後備えたいもの」

1位 飲料水 非常用食料・飲料水
2位 懐中電灯 懐中電灯・ろうそく
3位 非常食 携帯ラジオ
4位 携帯ラジオ カセットコンロ

<神戸市消防局調べ> <仙台市東日本大震災に関する
市民アンケート調査より>

携帯トイレ

組み立て式便器付！
車載用におすすめ！

商品内容：
トイレ処理５回分、アルミ蒸着シート、
ルミカライト、手ピカジェルプチ、
ビニールポーチ、ポケットティッシュ

組み立て式便器付！
ジェルで手洗い・殺菌可能！

使用例使用例

トイレBOXトイレBOX

商品内容：
組立便器：1個、抗菌性凝固剤：10袋
排便袋：10袋、目かくし用トイレポンチョ:1個　　　　　　

SUNCO
SUNCO

おすすめ
おすすめ

○汚物を素早く固めて
   においも閉じ込める

○安心・安全な
   抗菌・消臭性凝固剤を使用！

○水のいらない簡易トイレ！

洋式トイレに袋を被せるだけで
すぐに使えます！

マイレットとは？

水のいらないトイレ処理セット水のいらないトイレ処理セット

お1人様2日分※のお試し10回分セット！

マイレット mini10マイレット mini10
Y5009070Y5009070

100回使用可能！

マイレットＳ-100マイレットＳ-100
Y5009071Y5009071

※トイレの目安1人 1日5～6回として。

10
(処理剤)

回分
大便対応

おでかけトイレPOTON ⅣおでかけトイレPOTON Ⅳ

「救急戦隊」「救急戦隊」

「マイレット」「マイレット」 Y5009072

Y5009075

IZANOIZANO



震度７の縦揺れ・横揺れ対応　不動王

不二ラテックス株式会社 製

○貼るだけで簡単にガッチリ固定 家電製品・家具の転倒防止に！

○地震動のエネルギー吸収機能で家具・壁も傷つけない

☆取付けできる壁紙の選別方法：市販製ガムテープ（20㎜×50㎜）を壁の目立たない
場所へ貼り付け、ゆっくり（ 2～3秒）はがし壁紙が破損しないものは使用可能です。

何を買えばよいの？とお悩みの方は
非常持出袋＋長期保存食・飲料水（表紙記載）がおすすめです！

共通内容物6点共通内容物6点

共通内容物共通内容物

共通内容物共通内容物

「非常持出袋」「非常持出袋」「不動王」「不動王」

【セット内容】

浮くリュック、防災ずきん、ホイッスル、フリーズドライビスケット、防災マニュアル、

ラジオライトチャージャー「モナフル」 （ＬＥＤライト・ＡＭ/ＦＭラジオ・イアホンジャック・

携帯電話充電機能）、10年保存アルカリ乾電池（単4×3）、7年間保存水

(500ml)×2、携帯トイレマイレット3枚、救急セットエイドクルー46（9点）、　

SOS真空タオルセット（フェイスタオル・軍手・マスク真空圧縮3点セット）、

ジップロックイージージッパー×3　

(浮力目安80kg）を採用したセットです！

【セット内容】

①～⑱                              　（5年保存水×2）＋

⑲携帯ミニトイレプルプル（小用）、⑳非常用アルミシート、

㉑タタメットＢＣＰ、㉒マジックライス（2食）、

㉓ＩＤホイッスル、㉔ウェットティッシュ

【セット内容】

①～⑥                　　　＋⑦軍手、⑧～⑯救急9点セット、

⑰ラジオライトチャージャー「モナフル」 （ＬＥＤライト・ＡＭ/ＦＭラジオ・

イアホンジャック・携帯電話充電機能付）、⑱３層立体個包装マスク×２

【セット内容】

①～⑥　              　　　＋

⑦LEDポータブルラジオ（ＬＥＤライト・ＡＭ/ＦＭ２バンドラジオ)、

⑧～⑩SOS真空タオルセット（フェイスタオル・軍手・マスク真空圧縮3点セット）、

⑪アルミシート

①ビスコ保存缶（５枚×６袋入）、②５年保存水（500ｍｌ）、

③モバイルトイレポケット（大用）、④水に流せるティッシュ×２、

⑤10年保存アルカリ乾電池(単4×3)、⑥防災マニュアル

※ビスコ保存缶・5年保存水の賞味期限は製造日より５年です。　

「非常持出袋　１１点セット」「非常持出袋　１１点セット」

「非常持出袋　１8点セット」「非常持出袋　１8点セット」

「非常持出袋　 24点セット」「非常持出袋　 24点セット」

「非常持出袋　 18点セット」「非常持出袋　 18点セット」

非常持出袋非常持出袋

ご家庭のあらゆるものに対応しています！ご家庭のあらゆるものに対応しています！

水に浮くリュック水に浮くリュック「浮くリュック 防災セット」「浮くリュック 防災セット」

防災士監修！
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1.Ｌ型固定式不動王／ＦＦＴ-001　２個入

2.Ｔ型固定式不動王／ＦＦＴ-009　２個入

3.不動王ホールド／ＦＦＴ-003　２個入

4.スーパー不動王ホールド／ＦＦＴ-011　２個入

5.不動王連結シート／ＦＦＴ-004　4個入

6.スーパー不動王テレビ用耐震シート／ＦＦＴ-010　10個入

7.不動王薄型テレビ用耐震シート／ＦＦＴ-002　6個入

8.不動王パソコン用粘着シート／ＦＦＴ-005　4個入

9.不動王インテリア家電用強粘着シート／ＦＦＴ-006　4個入

10.不動王ホールドインテリア小物用強粘着シート／ＦＦＴ-007　4個入

11.不動王オフィス小物用強粘着シート／ＦＦＴ-008　6個入

12.不動王キャスターストッパー／ＦＦＴ-012　2個入
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Y5009208Y5009208

Y5009212Y5009212

Y5009027Y5009027


