
セレクション

介護施設向け防災マニュアル

施設の　　　　は　　ですか？防災対策　万全

防災関連用品 約1,200アイテム掲載!!
災害発生時の段階ごとに必要な商品をご紹介!!
防災の基礎知識が学べる!!
防災の用品のチェックリストで必要なものが一目瞭然!!
災害ごとに想定される被害と対策の基本をご紹介!!

防災用品専用カタログ

カタログ無料キャンペーン実施中!!
2019

今だけ限定 !! 特徴１
特徴2
特徴3
特徴4
特徴5

￥0

防災用品は  この一冊におまかせ！

特集

スマート介護
Webをチェック

※在庫なくなり次第終了となります。
※防災のキホン2019カタログはメーカー小売希望価格での表示です。

有効期限 :2019/12/31

JK0071-201907

販売店記入欄

プラス株式会社 ジョインテックスカンパニー

TEL：
ご不明な点・カタログの請求に関してはスマート介護お問い合せセンターまでご連絡ください。

午前９時～午後６時
（日・祝祭日を除く）

0120-535-060

0120-535-071

http://www.smartkaigo.jpWEB24時間受付 FAX
FAXでのご注文は、スマート介護 vol.6カタログ裏面の専用オーダーシートをご利用ください。

スマート介護 検索ご注文

■
■
■

日・祝祭日のお届け（配送）をご希望の際はスマート介護お問い合せセンター（0120-535-071）までご相談ください。 
Ⓜ価はメーカー希望小売価格（税別）です。 
　  はお取り寄せ商品です。キャンセル・返品はお受けできません。

この表紙のチラシをCHECK！ 防災用品は防災のキホンでそろいます！

●いざという時のために施設で備えておくと役立ちます。チェックして足りないものはぜひ備えておきましょう‼



災害対策時に必要な防災備蓄品は、時間の経過に伴い変化します。
防災対策を時系列にまとめています。
被害状況を想定しながら、どのような準備が必要か？
おすすめの備蓄品をご紹介します。

終息

セーフティクッション
（防災頭巾）

 ￥2,678+税
M価  ￥3,150+税
 ￥2,678+税

大

本体サイズ Ｗ280mm×Ｈ490ｍｍ、
対象 小学生～大人

［大明企画］

711 015

防災用ヘルメットCrubo130 ST-130

 ￥4,600+税
材質：ABS、質量：420g、
箱サイズ：W214×D84×H287mm、頭周寸法：47～62cm

711 006
［タニザワ］

 ￥4,600+税

厚生労働省保護帽規格国家検定合格品
▪飛来・落下物用
▪墜落時保護用

前後から内側へ
押すだけ！

①保護具

②救助用品
災害救助工具セットB
（背負い式）

 ￥42,330+税
711 046

［河本総合防災］

M価  ￥49,800+税

 ￥42,330+税

内容品：平バール900mm、両口ハンマー900mm 
3.5kg/ボルトクリッパー600mm折込鋸/皮手袋×2/ゴ
ーグル×2/防塵マスク×2/救助ロープφ8mm×10m/
ホイッスル×2/背負式キャリーバック、サイズ：約
H1000×W340×D120mm、質量：約14.5kg

水、ほこりに強く、耐衝撃性を備えた軽量メガホン。

かる～いホン TD-503R

 ￥16,000+税
 ￥16,000+税

731 432
［ノボル電機］

TD 503R M価  ￥20,200+税

サイズ：W109mm×D228mm×H205mm、質量（電池別
）：約400g、使用電源：単3形乾電池×4本（別売）、出力
：定格4.5W（最大6W）、通達距離：音声時＝約160m、
電池持続時間：音声時＝約13時間、色：赤、防水性能：保
護等級IP66（JISC0920に準拠）、バックル式バンド付、
サイレン音付

 ￥8,550+税
711 108

［日本特装］

M価  ￥9,500+税

両足が抱えられる便利なストラップ
調整ベルトを採用！

おんぶ隊プラス

 ￥8,550+税

運搬中の足ぶれを軽
減し、階段を下りる際
や狭い場所での怪我
を防止。

③救急用品

内容品：三角巾×8、ホームガーゼ（300mm×1m/1枚）×3、スノー
カット10g×3、パイル包帯（6列/46mm×45mm）×6、清浄綿
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（12mm×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50mL×2、救
急ハンドブック×1、サラヤウィルステラ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

 ￥31,300+税711 124
［河本総合防災］

M価  ￥37,000+税

災害多人数用救急箱(20人用)

￥31,300+税

・施設の安全確認
・入居者、従業員の安否確認

・天井の落下
・窓ガラス、蛍光灯
 などの飛散
・棚、収納物の落下
 などによるケガ
・建物倒壊
・閉じ込め
・家具の下敷き
・火災

被害状況 必要な備蓄品

①保護具 ②救助用品

③救急用品 ④消化用品

地震
発生 ・対策本部の設置

・一斉帰宅の抑制
※施設に留まるのか否かの判断

・情報不足による
  混乱
・ライフライン寸断
・交通機関のマヒ

被害状況 必要な備蓄品

⑤情報・通信機器

⑥携帯トイレ・照明･電源

数分~
数時間

・待機場所の設営
・備蓄品の配布
・入居者、従業員の家族の安否確認

・空腹
・暑さ、寒さ
・生活環境の悪化

被害状況 必要な備蓄品

⑧寝具・防寒用品⑦水・食料

⑨衛生用品

数時間
～3日

・生活の再建に向けた
　入居者への周知
・家族への報告

⑩相談窓口(制度活用など)
　帰宅支援

必要な備蓄品

4日目
以降

防災対策フロー帰宅困難者対策
ガイドラインに基づく

※スマートフォン、iPhone用のUSBケーブルは
　付属していません。

多機能防災ラジオ・ライト

①ダイナモ充電機能
②３灯LEDライト
③FM、AMラジオ
④時計
⑤アラーム

￥4,930+税
本体サイズ：約W155mm×D60mm×H76mm、質量：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、
（スマートフォン、iPhone用/FOMA、3G用/au用）、USB充電用ケー
ブル1本

 ￥4,930+税745 571
［朝日電器］

M価   ￥5,800+税
4

⑤情報・通信機器
地震の見張り番 ＠ｈｏｍｅ
インターネット回線を通じて、気象庁から得られた地震発生の情報
から、端末設定場所への予測震度と予測到達時間をお知らせします。

￥28,500+税
 ￥28,500+税711 166

［センチュリー］4

●震度5弱、20秒後といったような訓練もできます。
●津波・噴火情報も入手可能！
●通常時には、ＦＭラジオ、携帯電話充電機能、
　LEDライト点灯機能も付属しております。
●5年間の情報配信料を含みます。
※5年で情報配信は停止します。

※本製品をご利用頂くには、以下のインターネット環境（有線のみ）が必要です。
アウトバウンドのTCP80およびTCP9001ポートが開放さている必要があります。

M価   ￥30,000+税

 ￥108,000+税

発電機 ホンダ EU9iGB エネポ

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：カセットボンベ2本（別売）、本体サイズ：
W365mm×D262mm×H524mm（ハンドル折りたたみ状態）、質量：19.5kg

711 077
［本田技研工業］

M価   ￥110,000+税  ￥108,000+税

カセットボンベで使用できるインバーター発電機。
キャリーバッグスタイルで移動もスマートにできます。

ソーラーパフ クールブライト

本体サイズ：W110mm×D110mm×H110mm (膨らませた時)※たたんだ時
/W210mm×D110mm×H15mm、本体質量：82g、材質：PET/PP、LED：10灯(白色)*点灯
モード弱・強・点滅の3パターン、電源：ソーラー充電（直射日光8時間でフル充電）、明る
さ：強/90lm、弱/60lm、連続点灯時間：(弱)約12時間・(強)約6時間*防水仕様

711 437
［ランドポート］

 ￥3,060+税M価   ￥3,400+税

厚さがわずか1.5cmにたためるランタン。
省スペース&軽量で備蓄に適しています。
ソーラー充電式なので電池不要!

 ￥3,060+税

災害時や断水時に水がなくても
簡単に使える簡易トイレです。

マイレット

711 327
［まいにち］

内容物：抗菌性凝固剤（7g）×100/排便袋×100/大型外袋×10

 ￥13,250+税M価   ￥15,000+税

 ￥13,250+税

⑥携帯トイレ・照明・電源

その他

折りたたみ式リヤカー

￥59,580+税

コンパクト
に

折りたため
る！

711 439
［ピカコーポレイション］

本体サイズ：W1860mm×D870mm×H630mm、（荷台サイズ）L900mm×Ｗ600ｍｍ、質量：
21kg、20インチノーパンクタイヤ　　

 ￥59,580+税M価   ￥66,200+税

⑦水・食料

ホールドキャリア

711 473
［イーストアイ］

本体サイズ：約240mm×240mm×240mm

 ￥1,575+税
M価   ￥1,750+税

小さく収納でき、大量の備蓄が可能！
給水もワンタッチ開閉コック付で簡単！

 ￥1,575+税

5年保存水

745 503
［胎内高原ハウス］

 ￥2,900+税
ケースサイズ：W370mm×D250mm×H220,質量：約12.5kg
入数：1箱(24本入)/500mL

745 504  ￥1,572+税
ケースサイズ：W320mm×D190mm×H319,質量：約12.5kg
入数：1箱(6本入)/2L

￥2,900+税500
ml

￥1,572+税2L

胎内川の伏流水を原水とした水。

おいしい防災食

736 119
［アルファーズ］

 ￥5,000+税M価   ￥5,000+税

カセットフーBO（ボー）EX

731 578
［イワタニ］

本体サイズ：W337mm×D302mm×H93mm質量：1.9kg

 ￥7,919+税

￥7,919+税

強火力で多めの分量もラクラ
ク調理。専用キャリングケー
ス付きで、日常も、非常時も
役立つ。ダブル風防で野外使
用も心強い。

岩谷カセットガス 3本組

745 502
［岩谷産業］

 ￥930+税
本体サイズ：φ68mm×Ｈ198mm、内容量：250g/本

￥930+税

やわらかセットはつぶして食べやすい

【やわらかセット】
●セット内容：白粥（230ｇ）、梅粥（230ｇ）、鮭粥（
230ｇ）、さつま芋のレモン煮（100ｇ）、ハンバーグ
煮込み（100ｇ）、ホワイトシチュー（250ｇ）、かぼち
ゃ煮（90ｇ）、保存水（500ｍL3本）●質量：3.1ｋｇ

常温で4年～５年の長期保存！素材の風味・色・食感を損なわない！
豊富なラインナップで開封後すぐに食べられる！
（必要に応じてとろみ剤をご準備頂きお使いください。）

 ￥5,000+税

非常用圧縮毛布
軽量なので女性にも簡単に持ち運びができ、配給時にも大変便利です。

711 380
［足立織物］

【圧縮前】ニューマイヤー毛布、
 サイズ：約1200mm×2000mm、質量：約900g、
 材質：ポリエステル100%、色：オレンジ
【圧縮後】真空パックサイズ：
 約210mm×260mm×35mm、真空後質量：約930g

￥40,500+税

●非常用圧縮毛布【EB 201BOX】
避難時の不安が少しでも和らぐよう、やさしい肌触
りにこだわったポリエステル100%の素材を採用し
ています。

⑧寝具・防寒用品

災害避難所用間仕切り４部屋セット

711 401
［イーストアイ］

PT P4  ￥45,404+税M価   ￥54,000+税
本体サイズ：W4200mm×D4200mm×H1800mm、本体質量：31㎏（1部屋あたり7.8㎏）、セット内容：柱パイプ（
1.8m・連結式）×9、梁パイプ（2.1m・連結式）×24、間仕切り布×12、パイプ接続コネクター×18、間仕切り布取り
付け用留め具×60、床保護用ウレタンシール×10、収納袋付き、材質：柱パイプ・梁パイプ／スチール（白色粉体塗
装）、間仕切り布／ポリエステル68デニール、PUコーティング￥45,404+税

2.1m×2.1mのスペースが４部屋設営可能。小さく収納・備蓄できる
パイプ組み立て式簡易間仕切り。

⑨衛生用品

おう吐物処理に必要なアイテムが
揃ったセット！

スピードクリーンEXシリーズ 8点セット

￥5,120+税
セット内容：
サンワスピードプロテクト×3セット、
抗菌ソフトペーパータオル×1、サンワ
スピードフリーズ×1、メディクロール
×1、チェアバケツ×1、6％次亜塩素
酸ナトリウム（500mL）×1、スポイト
（10mL）×1、ディスポチリトリ×3

745 474
［三和製作所］

 ￥5,120+税M価   ￥5,700+税

防災の
キホンから
ピックアップ
しました！

 ￥40,500+税
M価   ￥45,000+税
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