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BCPの作成は
もう待ったなしです！
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全ての介護・障害福祉サービス事業所に
福祉BCPの作成が義務づけられました。

2021 年から 2023 年までの間に作成義務

……で止まっていませんか？

ガイドラインが示す事業者に
求められる役割は…

介護保険ガイドライン P.8、
障がい者ガイドライン P.7 参考

下記を準備することでそれらを
実践できます。

職員の
安全

使える
BCP

身になる
防災訓練

STEP①

STEP② STEP③

何をしていいかわからない

どこから手をつ
けていいか

わからない

でも

●職員の安全確保

●利用者の安全確保

●サービスの継続

●地域への貢献

1
巻頭特集

について

期限は 2023 年！
BCP の作成は

もう
待ったなしです！
1. 全ての介護事業所・障害福祉サー
　 ビス事業所に2021年から 3年以　 
内にBCP作成を義務づけ
2. 福祉避難所ガイドラインの改定
3. 要支援者の個別避難計画作成が市
区町村の努力義務に

BCPの実践
本気で考えよう！

業務継続計画
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 福祉BCPの要は
「職員」です。

利用者を安全に避難させ、被災後の
生活を支援し、業務を継続するには
まず職員やその家族の安全が確保さ
れなくてはいけません。
職員の安全は忘れず意識しましょう。

もしくは
　計画書がで

きた～

　でおしまい
では……？BCP の作成が義務化されました

が、ただ作るだけではなく、災害
時に本当に使えるものにすること
が大切です。
BCP を作成するうえで、重要にな
るポイントを押さえましょう。

まだ何も
　やってない

…

BCP 作成における重要ポイント
●ハザード（浸水・土砂災害・揺れ・津波など）　
の確認

●避難場所、避難方法の確認
●ライフライン停止対策（電気・水道・ガス）
●トイレ、備蓄の確認
●避難支援、安否確認（利用者、職員の両方）
●職員の自助
●継続する業務の優先順位の確認
●職員参集、応援の確保
●地域貢献、福祉避難所の開設準備

では実際に BCP を作っていきましょう

環境・物・人など
確認事項が
たくさん！

大事なのは本当に
被災時に使えるか

 職員の安全確保を意識しよう

本当に使える BCP（業務継続計画）を作ろう

福祉BCPは職員みんなで作ろう！

・・・・・・

STEP
❶

STEP
❷
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でも
まだまだ
やることは
たくさん…

福祉BCPは職員みんなで作って情報の共有を！

このくらいまでなら自分たちでで
きそうだけど、ここから実際にど
う動くかを考えたり、ましてや防
災訓練をするところまで、どう
やって辿り着こうか……

ハザードの確認
事業所、職員の自宅や通勤路、
利用者の自宅周辺のハザード
（浸水、土砂災害、揺れ、高潮、
津波、液状化など）を、自治
体HPなどで調べましょう。

職員が参集できるか確認
職員に、災害時に事業所に来られそうか、
来ることへの不安はないかをアンケートし
ましょう。そして、可能ならその結果を基に、
どうすれば良いかを考えるグループワーク
を行いましょう。

食糧備蓄の確認
３日分の食糧備蓄があるかを
調べ、可能ならそれを使った
献立も考えておきましょう。

まずは下記の 3つを職員で協力して調べましょう

ひな型セットをご用意しました！

ま

2
巻頭特集

ご安心
ください！その負担を軽減する
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施設の安全点検実施要領

福祉BCP ひな型セットA

計画を計画で終わらせないための、実際的なマニュアルが作れるひな
型です。こちらも自分たちの事業所の情報を埋め込むだけで完成！
いざという時には番号順に行動に
移してください。

ＢＣＰを計画から実践に移すための
マニュアルが作れます！

BCP 兼避難確保計画書

被災した福祉施設の方々のご意見を参考に作成された
BCP兼 避難確保計画書です。
記入例に従って各項目に事業所の情報を埋め込むことで、
独自のBCP兼 避難確保計画書を完させることができます。

自分達の事業所の情報を埋め込むだけ！

（一般社団法人）
福祉防災コミュニティ協会 監修

まずは BCP の
作成をお手伝い！

この「実践指示書」を使って従来の避難訓練ではない
身になる防災訓練を行い

問題点のチェックや改善をしましょう！

身になる防災訓練

セット内容❶

STEP
❸

実践指示書より実践的な
マニュアルセット内容❷

福祉 BCPひな型セット［ダウンロード版］

※同一法人が運営の場合

1 事業所

2事業所目以降

￥33,000（税抜￥30,000）

￥3,300（税抜￥3,000）
8130-0005

8130-0006 １事業所
追加につき

以下の 2種類のひな型をダウンロードできるセットです。（書き込み可能なWord 形式）

ひな型
ダウンロード
までの流れ

シリアルナンバーと
利用者登録用URL をお知らせ

ダウンロード用URL と
利用者 ID・パスワードのお知らせ

利用者登録を
行うご注文 ひな型の

ダウンロード

ダウンロード版

作成ガイド
つき

作成ガイド
つき
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防災文具13点セット

彩ふく防災・備
蓄食糧

カタログペ
ージ

※このセットには乾電池が
　付属しております。

防災情報機器7点セット

水だけで
充電！

B
C

繰
り
返
し
貼
っ
て
は
が
せ
る

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
シ
ー
ト
！

繰
り
返
し
貼
っ
て
は
が
せ
る

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
シ
ー
ト
！

（一般社団法人）
福祉防災コミュニティ協会 監修

コミュニケーションブック
詳細 …P.14へ

防災情報機器 7点セット 防災文具 13 点セット

彩ふく防災・備蓄食糧カタログページ

防災衛生5点セットE

防災スタートBOXセット

防災スタートBOXセット

説明動画はこちらおすすめ

3
巻頭特集

D A+B+C

8429-7223
￥116,820（税抜￥106,200）

8429-7225
￥107,800（税抜￥98,000）

8126-3129
￥31,900（税抜￥29,000）

災害備蓄用生理用品

おすすめセットのご
紹介

ひな型や防災用品を丸ごとセットにして
        「防災スタートBOXセット」を作りました！

❶吸着ホワイトボードシート
   900×600mm
❷ボードマーカー中字
　マグネット式（黒・赤・青）
❸ホワイトボードイレイザー
❹両面強力マグネット（赤）10個入
❺模造紙白（両面無地）20枚
❻マジックインキ8色
❼付箋ポストイット10パッド
❽セロテープ（18mm×35m）×3
❾布粘着テープ（50mm×25m）×3
10養生テープ（50mm×25m）×3
11ラミネートラベル赤 （35×105mm）10枚×2
12コミュニケーション絵本
　サポート編 + アクティブ編
13コミュニケーションブック
　救助・防災セット

❶20ch防沫型特定小電力
　トランシーバー×2 (P194)
❷ポケットラジオ (P107)

❸多機能ラジオライト (P105)
❹LEDランタン (P98)

❺LED強力ライト (P102)
❻電源充電池
❼収納ケース

❶非常用トイレ袋100枚×4 (P109)
❷お尻シャワシャワ100本組 (P118)
❸シャカシャカうるさくない
　サーマルシート10枚組×2 (P132)
❹ユニーク6年ウェット300本入 (P124)
❺ウェットタオルワイド30本×5 (P124)

⑩35×105mm

※同一法人が運営の場合

1 事業所

2事業所目以降

￥172,700（税抜￥157,000）

￥143,000（税抜￥130,000）
8129-6385

8129-6395 １事業所
追加につき

ダウンロード版
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8120-2065
￥1,980（税抜￥1,800）

監修団体 （一社）福祉防災コミュニティ協会について

LINE WORKSのご紹介

LINEと同じような使いやすさで、業務連絡に役立つ機能が
揃った、ビジネス用のコミュニケーションツールです。
LINEおなじみのチャットやスタンプだけでなく、グループで共
有できるノートやカレンダー、フォルダを活用することで、無駄
なくスムーズなコミュニケーションが可能。福祉防災コミュニ
ティ協会もおすすめしている、便利なサービスです。

あのコミュニケーションツールは
BCPの実践でも大活躍！

LINE WORKSとは

日々の仕事で
便利な機能が
たくさん！

安否確認
アンケートを
すばやく
作成

被害状況を
写真つき
チャットで
やり取り

● LINE WORKSを無料ではじめたい方はこちら
http://works.do/xihrvf

● LINE WORKS体験セミナーへの
 　お申込みはこちら
https://pages.worksmobile.com/
2021_kaigo_start_webinar.html

屋 一（かぎや はじめ）
代表理事 事業の概要

新しい視点で福祉防災計画
策定のお役に立つ書籍です
■監修・著者 ： 鍵屋 一
■著者 ： 岡野谷 純、岡橋 生幸、高橋 洋
■出版社 ： 公益財団法人 東京都福祉保健財団
■B5判216頁
■ISBN ： 978-4-902042-59-7
■出版年 ： 2020年6月

～ 避難確保計画からBCP、福祉避難所～
』画計災防祉福るくつで型なひ『籍書

① 福祉人財と組織の
　 災害対応能力の向上
福祉施設の福祉防災計画研修や
訓練を実施し、継続的なフォロー
アップを行います。

② 福祉防災認定コーチの
　 養成
福祉防災計画研修や福祉施設の防災
対策を支援できる人財を「福祉防災
認定コーチ」として養成します。

④ 福祉防災コミュニティ
　 づくりと維持・発展
研修受講施設・支援者等による
福 祉 防 災 コ ミ ュ ニ テ ィ づ く り
と、その維持・発展につとめま
す。

⑤ 福祉施設の魅力増進（発掘）
平常時から職場の人間関係や環
境を良好にしたり、利用者・地
域や自治体などとの連携を進め
たりすることで、福祉施設の魅
力増進を支援します。

③ 安全・安心・魅力施設  
　  の認定
福祉防災計画を作成し、訓練、見直
しなど良好なマネジメントができて
いる福祉施設を「安全・安心・魅力
施設」として認定します。

⑥ 災害時の応援
災害時には、福祉人財を派遣す
る等により被災地の支援を行い
ます。

秋田県男鹿市生れ。早稲田大学法学部卒業、京都大
学博士（情報学）、板橋区防災課長、板橋福祉事務
所長、福祉部長、議会事務局長を経て2015年3月退
職。2015年4月より跡見学園女子大学観光コミュニ
ティ学部コミュニティデザイン学科教授、内閣府「
避難所の役割に関する検討委員会」座長などを務め
る。著書『図解　よくわかる自治体の地域防災･危
機理のしくみ』（2019年6月）など

一般社団法人 福祉防災コミュニティ協会は、全国の福祉施設や職員の災害対応能力向上と魅力増進を支援するために、
防災・事業継続計画（ＢＣＰ）研修等の事業を行うとともに、平時からの福祉防災コミュニティづくりと災害時の福祉
支援を行うことを目的に設立された団体です。

こちらも
おすすめ！

重要な「職員の安否確認」ですが、災害時には電話もメールもつながりません。一方、過去の災害ではLINE
がつながり、大活躍しています。既読がつき、写真が送れ、記録も残るので引継ぎもスムーズです。でも、
個人のLINEアカウントを業務で使うのはプライバシー上、問題です。そこで、「LINE WORKS」！
・個人の LINE アカウントを使わず、ビジネス用のアカウントを使うことでプライバシーに配慮できます。
・多くの人が使い慣れたLINEと同様な使い方なので、すぐに利用できます。
・100名までは無料です。
私たちも使っています。カンタンに導入できますので、安否確認用に始めてみてはどうでしょうか。

（一社）福祉防災コミュニティ協会代表理事　鍵屋　一

使い慣れたツールは災害時でも活躍！
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4
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8

急な停電時も非常用電源の準備があれば、照明器具・
冷暖房器具・携帯電話の充電・湯沸かしなどに使えます。

リチウム電池に電気を貯めて、家庭用のコンセントと
同じように家電が使えます。
充電も一般的なコンセントなどに繋ぐだけで簡単です。 

■サイズ：W266×D182×H248mm（ハンドル込み）
■定格出力：10W（5W×2）
■バッテリー：充電式リチウムイオン電池
■使用温度環境：充電時／0~40℃　放電時／-15~40℃

リベイドE500

●幅広い電気製品に対応
AC コンセントとUSB 端子を 2口ずつ搭
載し、幅広い電気製品に対応できます。

●良質な正弦波インバーターを
　搭載
出力する電気の周波数を整え、商用電源と同水準の良
質な電気を安定供給できるため、パソコンや検査機器
などの精密機器にも安心してお使いいただけます。

●片手で持ち運べるコンパクトさ
電源のないところに気軽に持ち運べるの
で、非常時以外にも活躍します。
（医療機器には使用しないでください）

●排気ガスを出さず静か
動作音が静かなので、室内や深夜・早朝で
もお使いいただけます。

●充電が簡単
一般的なACコンセントや車の電源を使い
約６時間※で充電できます。

×2 ×2
ＡＣコンセント：２口
ＵＳＢポート：２口

電気を貯めて手軽に持ち出せる蓄電池 リベイドE500

※内蔵バッテリーを使い切った状態から満充電するまで
　の常温25°Cでの時間です。バッテリーの残量や使用温
　度環境によって変化します。
●本製品(および充電器)の使用時には電磁波が発生しま
す。植え込み型心臓ペースメーカー等使用しているか
　たは、医師や医療用機器製造者に影響を確認してから
ご使用ください。
●バッテリー製品は特性上、使用温度環境やバッテリー
の劣化具合により性能は変化します。

介護事業所や障害福祉サービス事業所、また災害発生時に拠点となる福祉避難所には、
高齢者・障害者・子どもたちなど、配慮の必要な方々が集まります。福祉BCPを実践す
るために、「防災スタートBOX」の他にも、推奨商品・サービスをご紹介します。

蓄電池

商品・サービスのご紹
介福祉防災コミュニテ

ィ協会おすすめ

非常用電源

2683-0500
￥88,000（税抜￥80,000）

同
充
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■サイズ：W365×D262×H524mm
■定格出力：900VA（単相100V/9.0A）
■燃料タンク容量：500g×2
■使用温度環境：外気温5℃～40℃

エネポ EU9iGB

入手と保管がしやすいカセットボンベを使って
電気を作れる、コンパクトな発電機です

保管用カバー 推奨 カセットボンベ

保管時のホコリの防止に

※カバーを装着したままの
　運転はできません

１ケース36本入り

●カセットボンベで発電できる
ガソリンと比べて劣化が少なく、長期保管ができる
カセットボンベで発電します。ホームセンター等の
量販店で気軽に入手できます。

●簡単操作で使いやすい！
初めての人や機械が苦手な人でも手軽に安心して
使えます。

×2 ×1
ＡＣコンセント：２口
並列運転用コンセント：１口

カセットガスで電気をつくれる発電機　エネポ EU9iGB

※カセットボンベは別売です。

発電機

エネポ専用保管用カバー

2683-0902
￥7,700（税抜￥7,000）

TOHO純正シャトル１ケース

2683-0903
￥6,160（税抜￥5,600）

2683-0901
        ￥121,000（税抜￥110,000）

●すっきり収納・
　　　ラクラク移動
キャリーバックスタイルで移動も
ラクラク。
スリムなデザインで収納性にも優
れています（折りたたみハンドル
とタイヤ付き）。

あ
と

はコ
ンセントに挿すだけ

！2 3
グリップを引きエンジン始動

1
2本のカセットボンベを装てん スイッチを『運転』に合わせる

●3ステップでエンジン始動



ＰＰＡ
事業者

ＰＰＡ事業者へ従来より
安い電気代を支払い

不足分は従来通り
電力会社より購入

ＰＰＡ
事業者

パネルから建物に
電力を供給

PPA 事業者が
パネルを設置・所有
　　　　初期投資が０円！

PPA 事業者が
パネルを設置・所有

初期投資が０円！

ＰＰＡ事業者が
空いている屋上を
借りてパネルを設置

発電した電気を
安く購入できる
　　電気代の節約に！

発電した電気を
安く購入できる
　　電気代の節約に！

保守・メンテナンスも
期間内無料！

太陽光パネルがお得に導入できる
「PPAモデル」をご存じですか？
ＰＰＡ事業者があなたの建物の屋根を借りて発電します。
ＰＰＡモデル（第三者所有モデル）は、発電事業者や金融機関等のＰＰＡ事業者が、お客様の建物の敷
地や屋根のスペースを借りて、太陽光発電システムを設置・所有する事業です。建物の所有者であるお
客様は、そこで発電した電気を安く購入できるメリットがあります。

お客様の建物※パネルを設置・所有するのはＰＰＡ事業者なので、
　お客様の費用負担はありません。
※規模・条件により初期投資が必要な場合がありま
　す。蓄電池は別料金です。

お客様の建物

電力会社

お客様の建物の屋根や敷地で発電した電気
は、ＰＰＡ業者経由から従来よりも安い電気
料金で購入できるので、電気代の節約にな
ります。
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停電時の備えにもなる太陽光発電は今が導入のチャンスです。停電時の備えにもなる太陽光発電は今が導入のチャン

環境省が推し進める
PPA モデルを活用して

初期投資なしで
太陽光発電を！

NEWS

太陽光発電・蓄電池　オンサイトＰＰＡモデルのご紹介



お客様の費用負担なし
（PPA事業者が負担）

例えば
5.6kWhの蓄電池で
こんな物が使えます

携帯電話 LEDシーリングライト

冷蔵庫 扇風機

液晶テレビ

30台×2回充電 2台×10時間

1台×24時間 3台×24時間

1台×24時間

ビ

間 3台×24時間

間

さらに 蓄電池をセットにすれば…
災害時の電源確保 にも効果的！

これらの
合計で

5.6ｋW

パネル・蓄電池の内容は
必要な電力に合せて
ご提案可能です

まずはお気軽に
お問合せください

TEL.048 - 481 - 2188
FAX.048 - 481 - 0752

〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内３－７－31

Eメール　bousai@saifuku.com

お問合せは

社会福祉法人埼玉福祉会【防災用品課】

＋ ＝ 非常時の
備えに

太陽光パネルで発電 蓄電池で溜める

お客様が費用を負担

この費用も…？
設置時にはお客様の負担となりますが、
太陽光発電により日々の電気代が削減さ
れるため、実質的には新たな負担なくご
購入いただけます。

夜間なども
電力が使用でき

11



排泄物をラップでくるんでポン！

災害関連死とは、災害による直接的な被害
でなく、避難生活の疲労や環境の悪化な
ど、間接的な原因で亡くなることを言いま
す。災害関連死を防ぐために大事なのが「清
潔なトイレ」です。

トイレが不衛生だと…？
水や食料よりも我慢できないのがトイレで
す。水が流れない不衛生なトイレを多くの
人が利用すると、感染症などの原因にもな
ります。
また、不衛生なトイレを使用したくないた
めに、食事や水分補給を控えた結果、「エ
コノミー症候群」を発症することもありま
す。清潔なトイレの確保は、関連死の防止
にとって非常に重要なのです。

自動ラップ機構は水を使わず、熱圧着によって排泄物を1回毎に密封します。
毎回、個包装にして切り離すので、清潔にご使用いただけます。また、
排泄物は個包装になっているので、後処理の手間もなく、お手入れも簡単です。

処理開始 フィルム送り

リモコンで

操作は簡単
！

衛生的！

自動ラップ機構って？

熱圧着 切り離し

ラップポンは「自動ラップ機構」を搭載したポータブルトイレです。
排泄物をその都度、自動で個包装にするため、臭いや微生物（細菌）を密封。
感染症の予防にもなり、後処理も簡単です。

トイレを災害関連死の
原因にしないために

ラップポン非常用トイレ

排泄後、作動ボタンを押すと
「処理を開始します」と音声
案内が流れ自動ラップ処理が
開始されます。

排泄で飛び散った汚れ部分
も全てフィルムが送られて
閉じ込めます。

排泄物を密封するため熱圧
着します。

「処理が完了しました。トレ
ーから袋を取り出してくださ
い」と音声案内が流れると切
り離されて完了です。

熊本地震の避難所で「不便」だったこと！ ●1位がトイレでした。（67％）
※その他　2位：入浴（63％）　　3位：食事（32％）参考

災害時、避難所や施設で困る事の多くはトイレです。

12



専用凝固剤
カタメルポリマー ウェットティッシュフィルムロール

 ダンビー WD-3

 車用DCケーブル Bタイプ ラク・アーム WR-3 

 ハンディーバッテリー

■材質：本体・脚…アルミニウム合金　便座…PP
■サイズ：（使用時）W390×D460×H400mm
　（収納時）W390×D460×H270mm
■電源：AC100V、50・60Hz(ACアダプター) 
　または ＤＣ14.4Ｖ(専用バッテリー)
　またはDC12V(車用DCケーブル)
　※電源選択スイッチにより切り替え 
■消費電力：75W(バッテリー駆動可 ※別売)
■重量：本体約12kg、ACアダプター約500g
　※使用には必ず専用消耗品が必要です。

ボタン1つで排泄物をラップ
簡単・安心で臭いも漏れません

 ラップポン専用消耗品セット　Bタイプ
 ラップポン専用消耗品セット　Bタイプ

専用凝固剤カタメルポリマー
■材質：高吸水性樹脂
■1箱425g
■50袋入り

専用フィルムロール
■ポリエチレン
■約50回分

ウエットティッシュ
■ノンアルコール
■1袋・100枚入り
■無香料

ラップポン50回分の使用に必要な3点セットです

スタッキングできます

※未開封・保管状況により5年保証。

 その他　オプション

■材質：パイプ…鋼材
手すりクッション部…エラストマー
■サイズ：（本体）W570×D570×H820mm
（アーム高さ）615mm
（背もたれ高さ）820ｍｍ
■重量：約8kg

ラップポンを使いやすくする手すり兼背もたれ

■材質：壁板…段ボール
底板・天井板…プラスチック段ボール
プラビス…プラスチック
■サイズ：（組立時）W980×D930×H1805mm
（収納時）W1090×D1100×H130mm
■重量：（梱包時）約14kg

ダンボールの個室

車のDCソケットから
電源をとるケーブル

停電中の電源確保に

■長さ：10ｍ
■規格：12V車用 電源スイッチ付き

■サイズ：W86×D162×H30mm
■重量：650kg
■充電池：リチウムイオンバッテリー
■充電時間：約4時間
※1充電あたり使用可能回数90回（連続使用）
■USB出力：DC5V Max 2A
■LED残量表示：5段階
■電池容量：6900mAh
■出力電圧：14.4V
■適応規格：PSE、CE対応

 ラップポン・トレッカー WT-4(S)

 ラップポン・トレッカー WT-4(S)

8026-1001
￥176,000（税抜￥160,000）

8026-1111
￥6,270（税抜￥5,700）

8026-1030
￥41,800（税抜￥38,000）

8026-1040
￥33,000（税抜￥30,000）

8026-1135
￥28,600（税抜￥26,000）

8026-1127
￥12,100（税抜￥11,000）
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本体が水没してもめくり
やすいインデックス仕様

180 度にも 360 度にも
開ける中ミシン製本

水の中でも文字が書ける
特殊で丈夫な紙を使用

相手に伝わりやすい
ピクトグラムを使用

一方的な救助ではなく、
要救助者の要望を知れることで
双方向のやり取りが可能に。
要救助者の安心にも繋がります。

■ポーチサイズ：W210×Ｄ30×H150ｍｍ
■セット内容：防災ブック×１、救助ブック×１、
　　　　　　　シャープペンシル（1.3ｍｍ芯）×１、
　　　　　　　ホイッスル×１、防災用簡易ライト×１、
　　　　　　　ポーチ×１
※セット内容のデザインは予告なく変更になることが
　ございますのであらかじめご了承ください。

コミュニケーションブック ポーチセット

■サイズ：A6判　各26P
■セット内容：防災ブック１冊、
　　　　　　　救助ブック１冊
■材質：タイベック

コミュニケーションブック 防災・救助セット

コミュニケーションブックを被災時に便利な用品と一緒にポーチに入れました

●電池不要の折り曲げると発光するライト
●書きやすく芯が折れにくいシャープペン
●居場所を伝えるホイッスル
これらとコミュニケーションブックの
セットを作りました！

避難の必要性を
視覚的に理解できる
ピクトグラムも

水濡れに強い！濡れてもページがめくれ
水中でも文字が書けるタイベック紙使用。

佛教大学FAST監修　防災・救助 コミュニケーションブック

コミュニケーションブックポーチセット

防災ブック 内容 救助ブック 内容

8072-3830
￥1,320（税抜￥1,200）

8072-3831
￥2,090（税抜￥1,900）

事前に記入し持っておく

防災ブック と
救助される際につかう

救助ブック

一般的な会
話による

コミュニケ
ーションが

難しい方に

会話

■監修・イラスト・著：小林 美津江
■医療監修：村岡 潔
■防災監修：佛教大学FAST

■絵記号制作：近澤 優衣
■発行：田中手帳（株）

1. 自分の情報
　準備して安心／氏名・連絡先
　／避難所・くすり／処方せん
2. 準備して減災
　おもな自然災害／準備／地震
　／注意・津波／放射能・大雨／
　ひなん
3. コミュニケーション
　たいちょう／不安
　／伝えたいこと

1. 救助
　救助にきました
　／いのち・きけん・ひなん
　／しじにしたがう
　／けがはありますか／救急車
2. 要救護者の状態
　いたみ／くすり／電話番号
3. コミュニケーション
　痛いところ／痛みのぐあい
　／痛みの種類
　／不安・伝えたいこと
　／災害の状況
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埼玉福祉会おすすめ

防災用品のご紹介
埼玉福祉会おすすめの防災用品を

ピックアップしました。



福祉避難所の開設に便利！
設営しやすく機能的な 避難所間仕切り

つらい避難所生活少しでも快適に
過ごしてもらいたい

■組上がり寸法：約4m×4m×高さ2m（4部屋分）、　1部屋は約2m×2m×高さ2m
■材質：主要部品：パイプ（A6063S-T5）、ジョイント（ADC12）、スペーサー（PP）、
■仕切り材：ポリエステルタフタ（防炎仕様）
■重量：20ｋｇ/箱　4コマ間仕切り付き
■色調：ベージュ色（仕切り材）

横方向に連結設営可能

少人数で直感的に誰でも組み立てられる！

簡単に速やかに設営可能ポイント01

本製品は、構造（フレーム）を形成する 3つの部品（パイプ、
ジョイント、スペーサー）と、仕切り材および仕切り材を
押えるクリップの５つの部品のみで構成されており、少人
数で直感的に組み立てることが可能です。

三密回避とプライバシーを確保！

間仕切りとしての高い機能性ポイント03

本製品の間仕切りの高さは 2ｍ。仕切り材は透けを抑える
ポリエステルタフタを採用。居住者の様子は仕切り材の隙
間から確認できます。仕切り材のポリエステルタフタには
防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも
考慮しました。仕切り材をめくって世帯人数に合わせ区切
りを変えることもできます。基本の 4 部屋から横方向に連
結していく事も可能です。

構造フレームは、シンプルな部品構成 仕切り材を差し込み、下側をクリップ固定
※ユーティリティブースも同じ構成です。

ジョイント

←スペーサー
↓クリップ

パイプ→

世帯人数に合わせ部屋割りを変更可能

1部屋：2m×2m＝4㎡　1人あたり２㎡

4 分割 3分割

2ｍ

2ｍ

2ｍ 2ｍ

2分割 分割無し

コンパクトな備蓄スペースポイント02
備蓄現場での運搬重量負荷を軽減！

シンプルな構成でパッケージ
ングも軽量コンパクト。備蓄
スペースを抑えられます。

本製品の梱包箱サイズは
105×26  H29cm

1050

290

260

本製品のアルミ形材パイプは
リサイクル可能で、ジョイン
ト部品には 100% リサイクル
アルミを採用。昨今の SDGs
時代に沿った設計です。経年
の使用により不要になった場
合にもリサイクル材料として
活用が可能です。20kg約

1箱＝4部屋

低環境負担のアルミ製

リサイクル性の高いアルミを採用ポイント04

※ユーティリティブース、フレキシブルブースも
　同じ素材を使用。

防炎物品番号：A2210343

仕切り材は防炎加工

透けない素材
仕切り材を調整して
コマ割り変更可能

過ごしやすい
高さ 2ｍの
プライベート
スペース

2ｍ

2ｍ

2ｍ

特願番号   2021-038534

特許出願中

１パレットに 16 箱まで保管できます。
※1部屋（2ｍ×2ｍ）に２名居住とした場合、
　２名×６４部屋＝１２８人分

16 箱＝64 部屋　128 人分

1100 1100mm

1310
1160

150

1 パレット

16

備蓄
避難所

※簡易ベッドはセット内容に
　含まれません。

8027-0022
￥143,000（税抜￥130,000）



ユーティリティーブース

フレキシブルブース

本製品の
梱包箱サイズは
105×26  H24cm

16kg約

仕切り布は透けを抑えるポリエステルタフタを採用。
仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、
避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。

軽量＆コンパ
クト！

軽量＆コンパ
クト！

避難所運営の利便性を高めてマルチに活躍

1050

260

入口と出口
1方向の導線を
作れます足元スッキリ

車いすの
移動も安心

高さ 2mの
プライベート
スペースを確保

2ｍ

1ｍ

1ｍ
特願番号   2021-038534

特許出願中

受付ブース
避難所での

カウンセリング
ブース

医療ブース
ワクチン接種
ブース

ファスナーで開閉調節高さ 2mのプライベート
スペースを確保

2ｍ

1ｍ
1ｍ 天井仕切りも発売予定

( オプション設定 )

※天井仕切りはオプションです。お問い合わせください。

■組上がり寸法：約1m×1m×高さ2m
■材質：主要部品/パイプ（A6063S-T5）、ジョイント（ADC12）、
　スペーサー（PP）、仕切り材/ナイロンタフタ
■重量：6kg/箱　
■色調:ネイビー色（仕切り材）

特願番号   2021-038534

特許出願中

本製品の梱包箱サイズは
105×21  H17cm

仕切り材は透けを抑えるネイビーのナイロ
ンタフタを採用。プライバシー性を高める
「天井仕切り」をオプションで用意。使用者
の安心感を高めます。

避難所での「困りごと」にマルチに活躍

6kg約

着替え
汗ふき

避難所での

授乳や
礼拝室に

簡易トイレ
ブース

1050

170

210

構造フレームは、シンプルな部品構成 仕切り材を差し込み、壁面をつくります

ジョイント

←スペーサー

パイプ→

防炎物品番号：A2210343仕切り材は防炎加工

17

※簡易トイレはセット内容に
　含まれません。

8027-0021
￥79,200（税抜￥72,000）

8027-0030
￥29,700（税抜￥27,000）

■組上がり寸法：約2m×4m×高さ2m
■材質：主要部品/パイプ（A6063S-T5）、
　　　　ジョイント（ADC12）、
　　　　スペーサー（PP）、
　　　　仕切り材/ポリエステルタフタ（防炎仕様）
■重量：16kg/箱　
■色調：ベージュ色（仕切り材）



※特注品イメージ写真
6ｍ 3ｍ

SOS ジャンボシート

大空に、SOSが伝わる！

地震、津波、噴火、河川氾濫による災害
に見舞われ孤立した場合に上空からの
発見～救助が期待できます。

普段は専用袋に入れておき、いざという
時は地面に広げるだけで救助を求めるこ
とができます。

「SOSジャンボシート」は、
災害孤立時にあなたの地域を救う
巨大軽量シートです

※9×15mの特注品イメージ

完全特注品も作れます！
ご相談ください。
完全特注品も作れます！
ご相談ください。

■導入がカンタン！もしもの備えに

素材はポリエチレン製。文字の情報入りレ
ジャーシートの巨大版です。コンパクトな
折り畳みが可能で持ち運びは極めて容易
です。

■軽量＆コンパクト

いざという時の雨よけや避難時の敷布、
防寒シートにも利用できます。

■防水性＆耐久性

サイズ

定番品
（SOSのみ）

特注品
（SOS+施設名）

3ｍ×6ｍ 3ｍ×9ｍ

￥51,700
（税抜￥47,000）

8105-1136 ￥77,000
（税抜￥70,000）

8105-1139

￥69,300
（税抜￥63,000）

8105-2236 ￥102,300
（税抜￥93,000）

8105-2239

専用袋収納時イメージ

18

備蓄
装備

専用袋
付き！

■素材：ポリエチレン
■重量：㎡あたり170g
■印刷：UV硬化型インク
■加工仕様：外周4mm
　ロープ縫込み 
ハトメ♯28約1mピッチ

■付属品：専用収納袋
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205

300 300

79
0

単位：mm

153

電源コード2m

吹出口

吸込口

簡単設置
設置工事不要で、どこでも設置可能

簡単メンテナンス
メンテナンスは、空気取り入れ口のほこりを
取るだけで OKです。
ランプは1日 24 時間運転し、約1年に1回
程度の交換で済みます。
（紫外線ランプ定格寿命8000時間）

Stand  
ON・OFF タイプ（タイマー付きタイプ）

年間電気代

9,342 円
試算条件

電力料金目安単価 27 円 /kwh、
1 日 24 時間 365 日使用

3

■サイズ：W300×D300×H790mm
■適用体積：75㎥（18畳／約半教室分）
■電源：交流100V
■本製品は医療機器ではありません

●自動で消えるタイマー付

くりんクリン スタンド

置くだけ簡単に設置できる
紫外線ランプで空気を除菌する装置です。

75㎥を3時間で約90％除菌
6時間で約99%除菌

吸い込んだ空気を
紫外線ランプで
除菌します。

除菌機能のみに特化することで
低価格を実現しました

3

設置目安

約 18畳
（75m3・天井高 2.5m 想定）

※上記設置目安の除菌率は
空気の入れ替えがない特定の
仮定条件における理論計算に

よるものです。

くりんクリン スタンド 　空気循環式紫外線除菌装置

6949-9099
￥101,420（税抜￥92,200）

くりんクリン スタンド（タイマー付）

6949-9098
￥108,460（税抜￥98,600）

製品紹介動画

予防
除菌

ウイルスとの長い闘いでは除菌アイテム選びも大切です。
毎日使う除菌用品だからこそ、高い効果だけではなく、素材との相性や、快適な使用感も重視しましょう。

設置例

設置例



ウイルス、細菌、カビ対策

※イメージ

お部屋の空気

キレイな空気

抗菌「AT254吸着フィルター」の仕組み

エアコンを空気清浄機に！

小・中学校で500校以上の導入実績！

空気の王様抗菌
エアコンフィルター

フィルターを通過する時にフィルターに含浸した特殊吸着成
分が有害汚染物質を吸着・捕集・軽減。ハイブリッド新触媒
（AT254）が有害化学物質、真菌やウイルスを分解・除去し、
室内空気をクリーンにします。

抗ウイルス

！！！！！！！！！！ 消臭

エアロゾル
感染予防

クラスターの
発生予防

抗菌

■サイズ： W800×H380mm

家庭用エアコンサイズ 6 枚入

■サイズ： W545×H545mm

業務用エアコンMサイズ 10 枚入

■サイズ： W600×H800mm

業務用エアコン
L サイズ 10 枚入

取り付け方法

確かな品質
日本製

交換目安 ： 約2～3か月

※AT254とは254種類の菌類に不活化のエビデンスがある、空気中の水と酸素に反応し、効果を発揮する安心・安全な空気触媒です。

Ｗ感染 対策ＡＴ254
オールチタン 第三者機関にて実証実験

不活化を実証99.88％最新のウイルス

※フィルターの交換目安は
　利用頻度・取付場所により
　異なります。

※一部サイズが異なる場合がございます。

有害汚染物質
軽 減

ＰＭ2.5の付着したホコ
リや花粉など有害汚染
物質を軽減！

抗ウイルス抗菌
防カビ効果

空気中の細菌や真菌（カ
ビ菌）などを分解・除去！
ウイルスを抑制。

省エネ・節電
効 果

エアコン内部の防汚効
果で節電・クリーニング
代も節約！！

防汚効果

ホコリ・カビ・タバコの煙・
油煙などをキャッチし、エ
アコン内部や室内の空
気をクリーンに！

消臭効果

アンモニア・酢酸・ホルム
アルデヒドなどによる不
快臭を分解・除去！

20

予防
衛生

3504-0380
￥5,940（税抜￥5,400）

3504-0545
￥12,100（税抜￥11,000）

3504-0600
￥13,200（税抜￥12,000）
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エアーウィング プロ 
エアコンの直撃風を解消し、 
快適な風を隅々まで循環させて、 
お部屋の温度ムラをなくす
アタッチメントです。

あらゆるエアコンに違和感なく対応するウィングが、あの不快な
冷房や暖房の直撃風を防ぎ、空間内の空気を効率よく循環させ、
快適な風をすみずみまで行き渡らせます。  

エアーウイング

誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けできま
す。ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もあ
りません。

お部屋がもっと快適な空間に! 

付属の専用アダプターを使用することで、
ほとんどのタイプのエアコン*に使用可能です
＊天井埋め込みカセットタイプ、天井吊り下げタイプ、ダクトタイプ、
円形タイプ、 床置きタイプ、壁掛けタイプ

エアーウイング

簡単ワンタッチ 
取り付け

補助
装備

■サイズ：本体／W500×H160(取付時最大高150mm)、
アダプター／ W340×H40ｍｍ
■材質：ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン樹脂、アクリル系粘着素材
■カラー：アイボリー
■セット内容：本体、アダプター、断熱マット、落下防止補助キット

エアーウィングPro

6942-5160
￥4,235（税抜￥3,850）

風を防ぎ、空間内の空気を効率よく
みまで行き渡らせますす。。  

ウインググ

く循環させ、

属の専用アダプター
ど プ

を効率よく

付属 用することで、ーを使用

夏も冬も!
オールシーズン 
ウィング本体の向きを変え
るだけで、冷房にも暖房に
も対応。1年中使えてたい
へん便利です。

効果的に
空気を循環
エアコンからの直撃風を防
ぎ、空気を効率的に循環さ
せることで、「暑すぎ」「冷え
すぎ」 といった温度ムラを
解消します。

風向設定が
自由自在
アームの部分が前後に
180度、さらに上下にも大
きく動かせるので、風向設
定が自由自在。
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なんでも除菌ボックス

UV殺菌灯が新型コロナウイルス等を短時間で不活化！

最新鋭スタンレー電気製冷陰極管使用

施設の備品を45秒で手軽に除菌！利用者に安心して使って頂けます

殺菌灯4本を使用した
このクラス最大の
照射量と鏡面設計

新型コロナウイルスに対して高い除菌効果を実証済み。
インフルエンザウイルス、他の微生物にも効果があります。

45秒でスピード除菌
青いライトが消えたら除菌完了
です。45秒で除菌できるので、
利用者を待たせません。

5万時間の長寿命殺菌灯でコスト削減

ボタンを押すだけで
簡単操作
電源を入れて操作ボタンを押す
だけでだれでも簡単に操作でき
ます。操作ボタンが青く光った
ら除菌スタート。

特長その1

特長その2

特長その3

特長その4

従来の殺菌灯の5倍近くの長寿命で約17年間持ちます（1日の使
用時間を8時間とし、常に使用した場合）。取り換えの手間がか
からず、本体価格を含めてトータルコストが安上がりです。

わずか
45 秒で

簡単除
菌！

なんでも除菌ボックス

有効3段あたり4本の殺菌灯で照射し
ます。ボックス内を鏡面にすること
により隅々まで紫外線を反射させ、
効率よく除菌。

予防
除菌
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Q&A
Q1.入れた物は日焼けしないの？
照射時間が短いので、影響はごく微量です。目で
見て判るような日焼けの心配はありません。

Q2.紫外線は危なくないの？
扉を開けると自動で UV ランプがオフになる安全
設計なので安心です。

Q3.パソコンやスマートフォンも除菌できるの？
精密機器や食品なども除菌が可能です（いず
れも紫外線の当たる部分に限ります）。

1

2

3

1

2

3

棚は全て外せるので、高さのある物も入ります

■サイズ：Ｗ480×Ｄ450×Ｈ612ｍｍ
■重量：24kg
■材質：スチール、ステンレス、合成樹脂など
■付属品：取扱説明書、保証書

■サイズ：Ｗ360×Ｄ280×Ｈ200ｍｍ
■重量：3.0kg
■タイマー：最長10分
※UV殺菌灯を２灯使用

正面 側面
電源 操作ボタン

なんでも除菌ボックスmini

マスク

【用途例】

ゴーグル

新型コロナウルスや微生物の除菌を実現！
小型なので移動が簡単です

「なんでも除菌ボックス」と同じ殺菌灯を使用した小型紫外線除菌庫

■長寿命かつ点灯や消灯の繰り返しに強いUV殺菌灯を使用
■紫外線が外部に漏れない安全構造設計
■除菌中に扉が開くとUV殺菌灯は自動で消灯
■設置や移動が簡単　
※約1分間を目安に照射いたければ、安心してお使いいただけます。

UVの照射効率が落ちるので、
１番下の段には物を置かないでください

3916-9000
        ￥462,000（税抜￥420,000）

3916-3628
￥53,900（税抜￥49,000）

なんでも除菌ボックス

なんでも除菌ボックス mini

スタンレー電気製



上部サイネージの
画像・映像は自由に
交換可能

特 長

体表温異常の検知

ノーマスクの検知
マスクをつけていない人を検知し、
音声と映像で着用を促せます。

新型コロナウイルスとの長い闘いに備え……

検知

音声はオフにすることも可能です。

体表温異常

マスクなし

検知

体表温異常とノーマスク用の警告画像は
本体購入時に付属しています。

体
温
が
高
い
よ
う
で
す

マ
ス
ク
を
着
け
て

　
い
た
だ
け
ま
す
か

マスクあり

利用者の体表温度を瞬時に計測＆表示できるデジタルサイネージです。
検温とマスクの着用を常にチェックし、異常を検知すると音声と画像で警告します。

※写真やイラストはイメージです。

上部のサイネージエリアに好き
な画像や動画を、USBメモリで
取り込んで表示することができ
るので、警告がない時もサイネ
ージを有効に使えます。

体表温度が高い人を検知し、
音声と映像で警告することができます。
※オプションで、録画映像や警告
　を事務室の PCに転送すること
　も可能です（別料金）。

音声と
画像で
警告

音声と
画像で
警告

24

施
設
の
玄
関
に
！

施
設
の
玄
関
に
！

検温サイネージ予防
感染

コンセント
に挿すだけ
設定不要！

※風除室は正確な検温ができないため館内でご使用ください。

顔認証サーマルカメラ

サイネージ

テロップ

検温画面



● 本製品は被写体がウィルス感染しているかどうか判断する機器ではありません。● 測定しているのは「表面温度分布」なので、体温計ではありません。
● 着衣部の体表温分布は測定できない為、帽子等外した状態での検査を推奨いたします。
● 精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします。● 体表面温度は計測時・計測前の環境条件、被測定者の状態等で変動いたします。
● 防塵防水等級：IP66ですが、精度維持のため、屋内使用を推奨いたします。

国や地方自治体によって導入の補助金対象となります。各自治体へお問い合せください。

測定温度範囲　　　　30～45℃　  

測定誤差　　　　　　±0.5℃　　　 動作環境温度　　　　10～35℃

測定距離　　　　　　1～3ｍ

同時測定可能人数　　　　
　　　■通常型　10人
　　　■コンパクト型　20人

ご 注 意

補助金対象

主な仕様

■サイズ：W563×D525×H1640～1780mm　　
■付属品：取扱説明書、USBメモリ、
　リモコン、マウス、キーボード ■サイズ：W1000×D1000×H1920mm（自立時）

■付属品：取扱説明書、USBメモリ、
　リモコン、マウス、キーボード
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※モニターが24インチの場合

寸法

100100

140140

192192

（cm）

11

3333

（モニターが24インチの場合）

設置時

折り畳み時

重量：23.5Kg

563

1640

1780

525
497

（ｍｍ）

525
497

スタンドを縮め、総重量約10㎏で
持ち運びに便利です。

AI顔認証

※写真・イラストはイメージです

36.7℃

不正入室の防止

無開錠 開錠

PHOTOPHOTO

豊富な検知設定

自動検温と顔認証による入室管理が一瞬でできます。
入館者の検温だけでなく顔認証を同時に行うことで、防犯にも役立つセンサー付き端末です。

■サイズ：W325×D325×H1524mm
■付属品：取扱説明書

す。

自動検温 3Ｄ顔認証端末

AIアルゴリズムを搭載し、顔認証に
よる個人特定や額を瞬時に検温しま
す。顔認証精度は業界最高クラスの
0.2秒。事前に登録していない個人
や、体表温が設定した温度以上なら
ば、アラートを発生できます。

体表温検知に加え、マスク着用・未着
用も検出できます。その他、入退室
管理の設定もあります。

デュアルレンズを採用することで顔の
写真と人を区別し、不正入室を防止で
きます。

防犯
にも

6719-0679
        ￥181,500（税抜￥165,000）

6719-0401
        ￥682,000（税抜￥620,000） 6719-0512

        ￥572,000（税抜￥520,000）

通常型 コンパクト型

6000

工事費用別

検温サイネージ  通常型

自動検温 3D顔認証端末

検温サイネージ  コンパクト型



570

450

420

450

580

450

880

450

1180

450

間仕切り

テーブル
22～55mm
までが最適

間仕切り

テーブル
55mm
以上が最適

天板の厚さ
50mmまで有効

● 既存のテーブルに簡単に取付
● 個人空間が低コストですぐつくれます
● 圧迫感のない透過性アクリル樹脂

テーブルの上に置くだけで自立します。適度の重量がありますので安定しています。

写真は9808-5112です。

左右と前方のどちらにも使えます。

据え置き型据え置き型

高さが450mmあるので、
視線が合うことはありません。

左右の間仕切り用。

差し込みネジを天板の片方に締めて固定するだけです。クランプ式クランプ式

浅型

深型

●アクリル板のサイズは3種類です。

●アクリル板のサイズは2種類です。
W420×H450 サイズ

浅型クランプ 深型クランプ

W570×H450 サイズ

W580×H450 サイズ

W880×H450 サイズ

W1180×H450 サイズ

●クランプは2種類あります。

※テーブルの天板の形状を確認してからお選びください。

抜群の安定感！！

しっかり頑丈なスチール
製の脚部はパネル部分を
軽く押したぐらいでは倒
れません！
うっかりぶつかって倒れて
しまうことがないのでとっ
ても安心です。

オリジナルの脚部

■材質：パネル／5mm厚アクリル板　 脚部／クランプ＝スチール鋼板

浅型クランプ 深型クランプ

サイフク
オリジナル

個別空間を手軽に
確保できます
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個別

予防
感染

半透明アクリル製間仕切り板
人気商品！

9808-5112
￥9,570（税抜￥8,700）

9808-5101
￥10,890（税抜￥9,900）

9808-5102
￥11,000（税抜￥10,000）

9808-5103
￥11,660（税抜￥10,600）

9808-5104
￥11,880（税抜￥10,800）

9808-5113
￥10,780（税抜￥9,800）

9808-5111
￥14,740（税抜￥13,400）



組み合わせ例

1800

880
900 900

580 420

1800

900
580 420

2100

1180
570

1200

2400

※クランプ式は例として浅型タイプを選択しています。実際はお使いのテーブルの形状に応じてお選びください。
※テーブルのサイズに合わせた特注サイズの製作も承ります。お気軽にご相談ください。

W1800×D900　閲覧テーブルの場合
●据え置き型（9808-5113）：2個●クランプ式（9808-5101）：4個

●据え置き型（9808-5112）：3個
●クランプ式（9808-5101）：8個
●据え置き型（9808-5112）：3個

W2100×D900　閲覧テーブルの場合

●クランプ式
　（9808-5103）：3個

W1800×D600　
閲覧テーブルの場合

●クランプ式
　（9808-5101）：2個

W3000×D450　
閲覧テーブルの場合

1800

600 570

据え置き型とクランプ式の組み合わせ事例

3000

420450

さまざまなサイズのアクリル板の組み合わせにより間仕切りが自由にできます。

●クランプ式（9808-5103）：4個
●据え置き型（9808-5111）：2個

W2400×D1200　閲覧テーブルの場合

クランプ式 と 据え置き型組み合わせ自由自在

簡単
設置

倒れ
にくい

アクリル板
5ｍｍ厚

●●●●●●●●● 通のテテテ ルが……●普通のテーブルが…

個別空間の確保に！　　　　　　飛沫感染の予防に！　　　　　
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カウンターの
間仕切りに

キャレルデスクに

受付窓口で
飛沫予防に
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580

550

1180

550

118880

550

888

580

550

1180

550

880

550

アルコール消毒液の使用により、板の表面が溶ける可能性がございます。短時間で拭き取るか、
次亜塩素酸ナトリウム液をご使用ください。
また、次亜塩素酸ナトリウム液をご使用の際は、使用上の注意をよく確認の上、他の洗剤や溶剤と一緒に
使用しないようご注意ください。

窓つきと窓なしの2種類

■材質：パネル／5mm厚アクリル板　脚部／クランプ＝スチール鋼板
■サイズ：高さ（共通）／550mm

飛沫感染も接触感染も予防

●当社従来の間仕切り板より10cm
　高いので対面接客におすすめです！

●クリアな透明素材で視界を遮らず、
　飛沫感染を予防出来ます。

書類等の受け渡しがスムーズ！

■窓部サイズ ／W350×H150mm
W1180 窓つき

W 580 窓つき

W 880 窓つき

写真は窓つき W580サイズです。

必要な時にテーブルの上に
広げるだけ！ 保管しやすく
高さが70cmあります。

S
U
S
材
蝶
番

ピ
タ
ッ
ト
ス
ト
ッ
パ
ー
で

パ
ネ
ル
が
ず
れ
ま
せ
ん
。 コの字型1個とL字型の2個の組み合わせ設置例

■サイズ：W600×D400×H700ｍｍ（組立時）
■素材：パネル板/2mm厚ポリ塩化ビニル
　　　　蝶番/ステンレス
■ストッパー（滑り止め）つき

コの字型 1 枚

折り畳みパーテーション

■サイズ：W600×D400×H700ｍｍ（組立時）
■素材：パネル板/2mm厚ポリ塩化ビニル
　　　　蝶番/ステンレス
■ストッパー（滑り止め）つき

L 字型 1 枚

180cm

80～90
cm

コの字型P

L字型PL字型P

700mm

上
か
ら
見
た
図

※写真はイメージです

※写真はイメージです

W1180 窓なし

W 580 窓なし

W 880 窓なし

製品のアルコール除菌について

9808-5342 ￥12,980（税抜￥11,800）

9808-5322 ￥9,900（税抜￥9,000）

9808-5343 ￥14,300（税抜￥13,000）

9808-5323 ￥11,330（税抜￥10,300）

9808-5341 ￥16,390（税抜￥14,900）

9808-5321 ￥13,310（税抜￥12,100）

8034-8251 ￥25,410（税抜￥23,100） 8034-8246 ￥16,280（税抜￥14,800）

対面接客に
おすすめ！

窓つき

窓なし

予防
感染

透明アクリル製　間仕切り板 据え置き型

折りたたみパーテーション（コの字型・L字型）
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完全に
座れない
状態

こんな対策を
よく見ますが…
警告表示の上に
座れてしまいます。

取付け方法

下図のように3面をマジック
テープで固定します。  
①+②+③辺の合計が
2300mm以内なら
設置可能です

適応サイズ

生地長さ

780mm

総長 1400 ~ 2300mm 

マジックテープで
連結

生地幅 240mm

ゴム : 伸縮長さ

860~1620mm 

ディスタンスキーパーは、帯状の生地を椅子に巻きつけることで、利用者が椅子に座れない状
態にし、感染予防に必要な距離を確保することができます。

適切なソーシャルディスタンスを確保します。

ディスタンスキーパーを巻けば
完全に座れない状態に！

1 枚 10 枚セット

■材質：ナイロン（アルコール次亜塩素酸での消毒可能）
　※椅子の形状によっては取付けできない場合があります。 

優れた耐久性と視認性の
フロア誘導サイン
ソーシャルディスタンスの確保を
誰にでもわかりやすく。

■サイズ：W300×H300mm
■材質：表面／PET　印刷面／ポリオレフィン
※凹凸のある面や床材の種類によっては貼れない場合があります

優れた耐久性
滑りにくい
表面加工

簡単施工！
床に
貼るだけ

糊残し少なく
撤去も
ラクラク！

フロア誘導サイン（５枚入）

ディスタンスキーパー

フロア誘導サイン

9126-6013
￥6,380（税抜￥5,800）

3905-2303
￥9,900（税抜￥9,000）

9126-6014
￥60,500（税抜￥55,000）
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手指消毒用速乾性ジェルゴージョー○R IHS-N

世界80ヵ国で
使われている定番

品！

■入数：100個
■サイズ：W50×D3×H40mm

内容量

60ｍl

350ｍl

価格商品番号
8033-9622
8633-3044

手指消毒用速乾性ジェル
ゴージョー　IHS-N（指定医薬部外品）

布製品やアクリル製品、プラスチック製品など様々な素材に使用できます
使用例：ドアノブ・手すり・テーブル・机・椅子・パソコン周り・共有の電話機・トイレ・トイレのカギ・蛇口など。
※経口用ではありませんのでフェイスガードやマスクに使用の際は表側（外側）に吹き付け、必ず乾かしてからご使用ください。
※使用できない表面もありますので商品裏面ラベルの注意事項をよくお読みの上でご使用ください。

アクリル板 フェイスガード マスク おもちゃ

受付での提供用などに
便利な使い切りタイプ

様々な素材に適合し
毎日の除菌に最適な除菌スプレー

高い消毒効果なのに
手洗いより手荒れしにくい
ハンドジェル

EPA（米国環境保護庁）「環境配慮設計ラベル」取得
ピュレル®サーフェスは発がん性、生殖毒性物質を含まず、着色料や香料なども
厳格な基準を満たした商品にのみ与えられる「環境配慮設計ラベル」取得。

速乾性ジェルを使いやすい
１回分のパックにしました

調理台 カーテン

●アクリルや塩ビなど幅広い材料に使用可
●インフルエンザなど幅広い菌※1に対応
●強アルカリ性で洗浄と除菌が一度に完了
●素手で扱える安全性
●医療施設で使われてきた安心の品質
●原液使用なので希釈の手間が不要
●無香料
※1：すべての菌を除菌するわけではありません

● ジェルでもベタつかず
　 サラッとした使い心地
● エタノール濃度約80％
　 の消毒力
● １回あたりの適正使用量※1は
　一般的な液体タイプの
　約3分の1※2
● 幅広い菌※3に対応
※1：1.2ml（350ml＝1プッシュ、60ml＝2プッシュ）
※2：医療現場における手指衛生のための
　　 CDCガイドライン2002より
※3：全ての菌を除菌するわけではありません

予防
除菌

様々な
表面に除菌効果がありま

す！

ピュレル  サーフェスは独自の処方で強力な洗浄・除菌力と
安全性を両立したスプレーです。
様々な素材に適合し表面を洗浄・除菌します。

ピュレル   サーフェス

大容量の

946ml！

○R

手指消毒用 速乾性ジェル
ゴージョー   IHS-N（指定医薬部外品）
シングルユース 1.2ml（100 個入り）

○R

8033-9620
￥3,300（税抜￥3,000）￥605（税抜￥550）

￥1,650（税抜￥1,500）

8033-0018
￥2,200（税抜￥2,000）

ピュレル○Rサーフェス環境除菌・洗浄剤

■内容量：946ml
2021年2月、ピュレル®サーフェスは新
型コロナウィルス（SARS-CoV-2）へ
の有効性が確認され、EPAに新型コロ
ナウイルスに有効な除菌・洗浄剤とし
て登録されました。
（登録名：Urth PRO  登録番号：84368-1）

様々な素材に適合し
毎日の除菌に最適な除菌スプレー

高い消毒効果なのに
手洗いより手荒れしにくい
ハンドジェル

受付での提供用などに
便利な使い切りタイプ
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3504-1201
￥28,608（税抜￥26,008）

環境除菌・洗浄剤

※揮発性ではないためふき取りが必要です。

生成時間で濃度が変わるんです！
電気分解にかける時間により、低・中・高の3種類の
有効塩素濃度につくりわけることができます。

手指の消毒除菌、うがい 口に入れる物のつけ置き消毒 テーブルやドアノブの清拭除菌、室内の噴霧消毒

中央に残りの生成時間が表示されます。

＼ボタンひとつで簡単につくりわけ／

濃度によって様々な使い方ができます

低濃度
15PPM

中濃度
30PPM

高濃度
80PPM

生成
時間5分 生成

時間15分 生成
時間30分

BK-Ⅱキャンペーンセット

※送料込み
※そのほかさらに詳しい情報・使い方など、詳細はオンラインへ

♦ＢＫ-Ⅱ
●BK-Ⅱ（微酸性次亜塩素酸水生成器）本体×１台
●BK-Ⅱ用電源コード×１本
●BBK-Ⅱ（BK-Ⅱ専用原液）×1本
●BBK-Ⅱ用メジャーカップ×1個
●計量カップ500ml×1個
●かき混ぜ棒×1本
●試験紙×50枚
●300㎖不透明スプレーボトル×1本
●手動ポンプ×1個
●5ℓポリタンク×1個

♦ＢＢＫ-Ⅱ
主成分：希塩酸、
　　　　塩化ナトリウム
内容量：750mℓ
生成回数：100回
（約170ℓの生成量）

♦手動ポンプ

容量：5ℓ
♦ポリタンク生成量：約1.7リットル

サイズ：258×178mm
重量：0.65kg
材質：ABS樹脂等
電圧：AC100V
消費電力：20W
生成時間：5分/15分/30分
生産国：中国
保証書：有（1年）

セット内容詳細商品仕様

(BK-Ⅱ専用原液)(微酸性次亜塩素酸水生成器)

BK-Ⅱで生成した次亜塩素酸水は
付属のスプレーボトルやポリタンク
に移し替えてご使用ください。

♦スプレーボトル
容量：300㎖

すぐに使えるスタートセット！

微酸性次亜塩素酸水生成器キャンペーンセット

毎日の除菌消毒
・感染予防に

微酸性次亜塩素酸水は、2002年6月厚生労働省認可済みの食品添加物の殺菌料です。電気分解で生成するので、人体に限りなく無害
な除菌消毒液です。強力な酸化力で菌・ウイルス・臭いなどを分解します。コロナウイルスや、アルコールの効かないノロウイルス、
O-157にも効果があります。2021年10月、厚労省から正式に空間噴射を認める通達も出されました。

微酸性次亜塩素酸水はアルコールの効かない
ノロウイルス、O-157にも効果があります。

1ℓあたり

コ

スパ最強

1ℓあたり

1717円約

市販の

次亜塩素
酸水の

10分の1

アルコー
ル

タイプ
消毒液の

100分の1

市
販
商
品
よ
り
断
然
お
得

※メーカー調べ

消毒コストを
大幅削減
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■サイズ：W431×D281×H1479mm
■重量：約10.2kg
■材質：ステンレス、ABS樹脂、
　ポリプロピレン
■ゴミ箱容量：約42ℓ（使用済みペーパー
　タオル200～250枚分）
■アジャスターつき
■セット内容：本体、付属シール２種
　（手指消毒液とペーパータオルは
　付属しません）
※転倒防止のため壁面に寄せるか、
　２台を背中合わせにしてご使用ください

ペーパータオルスタンド　
壁寄せ設置タイプ

感染予防のためには、布のタオルよりもペー
パータオルを試用する方が衛生的です。
これまでペーパータオルを置いていなかっ
たところにも、後から設置できるペーパー
タオルスタンドができました。

後
か
ら
簡
単
に
設
置
で
き
る

取
り
付
け
工
事
不
要
の

ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
ス
タ
ン
ド

取り付け工事不要の
ペーパータオルスタンド
卓上版

ペーパータオルホルダー

消毒液固定用バンド

ゴミ箱（蓋なし）

■サイズ：W400×D166×H500mm
■重量：約3,4kg
■材質：ステンレス、ABS樹脂
■ウレタン脚ゴムつき
■セット内容：本体、付属シール1種
　（手指消毒液とペーパータオルは付属しません）

壁寄せタイプが置けない狭い手洗い場に
も置ける、コンパクトな卓上タイプです。

※イメージ画像／プッシュボトルは
　付いていません。

手
を
触
れ
ず
に
消
毒
液
が
！

衛
生
的
！

■サイズ：
W380×D350×H870／1200mm

（高さ2段階調整可）
■重量：約5kg
■材質：スチール製

ペーパータオルスタンド

ペーパータオルスタンド　卓上版

予防
衛生

足踏式アルコールディスペンサー

8060-0100
￥16,500（税抜￥15,000）

3905-1500
￥82,500（税抜￥75,000）

3905-1550
￥33,000（税抜￥30,000）
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■枚数：2枚
■サイズ：W200×H300mm
■素材：0.3mm厚ポリ塩化ビニル
■製造元：株式会社 三洋

自動扉のボタンや手すりなど、
様々な場所でお使いいただけます。
インフルエンザウィルスやノロウィルス、
O-157などに優れた抗ウイルス効果を発揮！

抗菌製品技術協議会の
「抗ウイルスSIAAマーク」取得

長期間効果が期待できます。

！ シートを剥がす際に壁や塗装面を
傷める可能性があります。ご注意ください。

用途に合わせてカットして貼ることで
特定のウイルスを減少させます。

SIAAマークはISO21702法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

・製品上の特定のウイルス数を減少させます。
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を
 目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

2682-2303
￥1,628（税抜￥1,480）

非常時にも身体が拭ける
清潔な布製ウエットタオル。

非常用ウエットタオル 

ウイルスガード LP 抗ウイルスシート （2枚入）

ウイルスガードLP 抗ウイルスシート （2枚入）

●水が使用できない状況でもすぐに使える
　ウェットタオルです。
●即効性に優れた薬液で、ウイルスや菌の
　拭き取り除去もできます。
●ご使用後、洗濯すればそのままタオルと
　して再利用できます。
●100％綿素材の優しい手触りで、お子様
　にも使えます。

100枚 60枚
4556-2020

￥39,380（税抜￥35,800）
4556-2021

￥59,400（税抜￥54,000）

ハンドタオルサイズ１ケース フェイスタオルサイズ１ケース

■枚数：100枚
■サイズ：W260×H260mm
■材料：綿100％
■タオルカラー：ホワイト
■保存期間：約６年

■枚数：60枚
■サイズ：W350×H840mm
■材料：綿100％
■タオルカラー：ホワイト
■保存期間：約６年
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SKK ウェットティッシュ備蓄
衛生 一般の『ウェットティッシュ』と違い、厚

生労働省が定める安全性基準に適
合した化粧品の『ウェットティッシュ』
です。赤ちゃんのおしりにも使えるく
らいやさしい素材で、皮膚の弱い方に
も使えます。5年の長期保存が可能
なので、備蓄におすすめです。

■梱包のサイズ：W255×D615×H410mm
■1パックのサイズ：W215×D130×H32mm
■シートサイズ：約200×300mm

■梱包のサイズ：W310×D436×H160mm
■1パックのサイズ：W150×D93×H10mm
■シートサイズ：約200×200mm

※ノンアルコール製品で、除菌効果はありません。
※安全性を考慮し製造しておりますが、全ての方に安全・
　アレルギー反応等を保障するものではありません

5年
長期保存

SKKウェットティッシュ
コンパクト（10 枚入り）
1 ケース（100 パック）

8514-3010
￥32,780（税抜￥29,800）

■梱包のサイズ：W585×D390×H145ｍｍ
■1パックのサイズ：W210×H125ｍｍ
■シートサイズ：W200×H300mm
■材質：レーヨン、ポリエステル

7 デイズ防災ウエット（10 枚入り）
１ケース（100 パック）

8514-3710
￥12,320（税抜￥11,200）

■梱包のサイズ：W395×D230×H320ｍｍ
■1パックのサイズ：W170×H230ｍｍ
■シートサイズ：W900×H300ｍｍ
■材質：レーヨン、ポリエステル

8514-3090
￥22,000（税抜￥20,000）

スーパーロング
ウエットボディタオル（1 枚入り）
１ケース（100 パック）

■梱包のサイズ：W570×D375×H145ｍｍ
■1パックのサイズ：W180×H150ｍｍ
■シートサイズ：W200×H300mm
■材質：レーヨン、ポリエステル

7 デイズ防災ウエット（20 枚入り）
１ケース（50 パック）

8514-3720
￥7,700（税抜￥7,000）

8514-3030
￥36,300（税抜￥33,000）

SKKウェットティッシュ 
大判（30 枚入り）
1ケース（60 パック）

7 デイズ防災ウエット スーパーロングウエットボディタオル

●数少ない除菌×大判だから広範囲をしっかり拭けます
●感染対策にも最適
●10枚入りと 20枚入りが選べます
●パラベン不使用
●５年の長期保存

除菌×大判で広範囲も拭けます

●業界最大の 90㎝と大判厚手のタオルです
●長さと高い強度で拭きづらい背中もしっかりキレイに
●満足度が高いとストレス軽減にもなります
●特許取得の製造法で未使用時はコンパクトに
●アルコール、パラベン不使用
●５年の長期保存

90×30ｃｍの大判サイズで
身体が拭きやすい

●業●業界最界最大の大の 9090㎝と大判厚手のタオルです

水が使えない状況でもサッパリ！
ウエットシート・タオル。
身体を衛生的にすることで、
臭いによるストレスや病気を防げます。
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SKK 歯みがきシート

■梱包のサイズ：W375×D290×H180ｍｍ
■1パックのサイズ：W190×D43×H20ｍｍ
■シートサイズ：W280×H560mm
■材質：綿

コットンボディタオル（1 枚入り）
１ケース（100 パック）

8514-3305
￥13,200（税抜￥12,000）

■梱包のサイズ：W140×D350×H410ｍｍ
■1パックのサイズ：W130×D170×H20ｍｍ
■材質：レーヨン、パルプ、PET

SKK 歯みがきシート（10 枚入り）
１ケース（80 パック）

8514-1080
￥48,400（税抜￥44,000）

■梱包のサイズ：W140×D305×H385ｍｍ
■1パックのサイズ：W180×H150ｍｍ
■材質：レーヨン、ポリプロピレン

SKKウエット手袋（２枚入り）
１ケース（80 パック）

8514-3080
￥24,464（税抜￥22,240）

●髪や頭皮を清潔にできるウエットシート
●使いやすい手袋型
●驚きのサッパリ感で災害時のストレスケアに
●洗髪が難しい寝たきりの利用者さんのリフレッシュにも
●アルコール、パラベン不使用
●５年の長期保存

指サック型でしっかり拭ける歯みがきシート

頭皮をサッパリさせてリフレッシュ

●水のない環境でも、口の中を清潔にする歯みがきシート
●指サック型で使いやすく、虫歯や誤嚥性肺炎対策に効果的
●チャック付きのパックに３日分（10枚）ずつ入っています
●アルコール不使用、無香料
●５年の長期保存

●人にも地球にも優しいコットン100％の不織布
●耐久性を備えた超厚手メッシュ素材
●優れた国産綿素材製品の証である
　ジャパンコットンマーク取得
●３回まで洗濯も可能
●原料30％にリサイクルコットンを活用しエコ
●５年の長期保存

コットン100％で肌に優しい
ウエットタオル

コットンボディタオル SKK ウエット手袋

災害時に歯みがきができない危険性とは ?
95 年の阪神・淡路大震災では、多くの方が肺炎で命を落とされました。 その主な原因は、口内細
菌の繁殖が原因となる誤嚥性肺炎であったと考えられています。 衛生環境の維持が難しい避難所
で、特に高齢者にとって歯みがきは「命」を守る事に繋がります。
また虫歯や歯周病は勿論、口臭が気になる事で人と関わりにくくなり、避難生活のストレスが増
す結果、発病や持病を悪化 させる原因にもなります。災害時だからこそ、人としての「尊厳」を
守る事が重要です。

指サック型 でしっかり拭ける!
水いらずでお口スッキリ!

枚入103日分

備蓄用
〈 長期保存 〉
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備蓄
衛生

■セット内容：便袋10 枚／受バッグ1 枚
■サイズ： W270×D50×H340mm
■10～20回用

簡単トイレ10枚+受バッグのセット

■枚数：5枚
■材質：ポリエチレン
■サイズ（袋）：W600×H870mm
■サイズ（パッケージ）：
　W225×D10×H310ｍｍ

簡単トイレ 20 枚入り

災害が発生した後はさまざまなインフラがストップし、水
洗トイレが使えなくなるリスクも高まります。サニタクリー
ンは既存のトイレに被せるだけの非常用トイレです。
便袋の構造 袋と凝固シートの一体型！

■セット内容：便袋200 枚／受ネット 1 枚／
　　　　　　　使用済収納大袋10 枚／　　　　　
　　　　　　　トイレ用脱臭剤（ボトル）10 本
■サイズ：W565×D360×H465ｍｍ
■200～400回用

受ネット+脱臭剤 +使用済収納大袋入り使用済収納大袋

トイレ用
脱臭剤
（ボトル）

使用済収納大袋

便袋

受ネット

被せるだけ
簡単装着！

便袋が濡れにくくなる
受バッグつき

受バッグ

トイレは災害時の必需品！

サニタクリーン 簡単トイレ

熊本地震の避難所で「不便」だったこと！

1 位／トイレ
2位／入浴
3位／食事

67％
63％
32％

■内容：便袋20 枚
■サイズ：W280×D85×H320ｍｍ
■20～40回用

簡単トイレ使用方法

8026-6116
￥3,300（税抜￥3,000）

8026-6088
￥3,300（税抜￥3,000）

8026-6087
￥1,045（税抜￥950）

8026-6117
￥50,600（税抜￥46,000）

便利な受バッグつきセット

使用済の袋をまとめる大袋 大容量トイレセット

参考

簡単トイレ20枚セット
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アテント下着爽快プラス超うす型パンツ
M（22 枚入り）

1ケース（4パック）

■梱包サイズ：W540×D370×H330ｍｍ
■パンツタイプ

8514-4188
￥30,800（税抜￥28,000）

アテント下着爽快プラス超うす型パンツ
L（20 枚入り）

1ケース（4パック）

■梱包サイズ：W540×D370×H330ｍｍ
■パンツタイプ

8514-4180
￥30,800（税抜￥28,000）

3905-2400
￥4,070（税抜￥3,700）

感染リスクのある汚物や
嘔吐物などを素早く簡単に
安全に処理できます。
汚物を処理するために必要なものをセット
にしました。全て使い捨てで衛生的、使い方
マニュアルも付いています。

◀組み立てた回収ヘラ2枚で汚物が直接
　手に触れるリスクを少なくします。

セット内容

■成分：次亜塩素酸ナトリウム
■液性：アルカリ性

ピューラックス〇-S　5ℓR

汚物処理セットで回収した汚物の除菌
のほか、調理器具やふきんの漂白・殺菌
にもつかえる次亜塩素酸ナトリウム6％
液です。

アテント下着爽快プラス

汚物処理セット・殺菌料

■セット内容：使い捨てマスク１枚、
　使い捨て長袖エプロン１枚
　使い捨て手袋2組（4枚）、
　ポリ袋２枚、回収ヘラ（紙製）２枚
　使い捨て靴カバー1組（２枚）、
　高吸収シート10組（1組４枚重ね）汚物処理マニュアル1枚
■セットの他に準備するもの：次亜塩素酸ナトリウム 
　（汚物専用除菌剤2000または6%次亜塩素酸ナトリウム）

汚物処理セット

3905-2205
￥1,815（税抜￥1,650）

利用者の方の負担にならない伸縮性素材で、使いやすい仕様です。
また、介護用オムツ等に比べて薄手の構造であるため、省スペースに備蓄ができます。

下着感覚で装着可能な非常用おむつ

●伸縮性のある素材を全面に配置し、布下    
　着の感覚でズボンの上からも目立ちにくい
　です（吸収体部分を除く）
●すっきり吸収体で装着中のごわつきを軽減
●ズボンからはみ出しにくいウエストすっき
　りカット
●引き込みラインが尿を素早く引き込んであ
　ふれ漏れも安心です
●全面通気性シート採用
●消臭加工



カ レ ー ラ イ ス

す き や き 丼

ハ ヤ シ ラ イ ス

牛　　丼

玉　子　丼鶏そぼろ玉子とじ丼

豆　腐　丼

豚　丼

ザ・カレーライス ザ・ハヤシライスザ・ハヤシライス

HOT！ぐるべん7備蓄王 1ケース（12 食）

軽減税率対象

■トレイ、スプーンつき　■梱包サイズ：W560×D395×H195mm
■１食のサイズ：W200×D95×H185mm

ライフラインが遮断されると
水道・ガス・冷蔵庫は使えなくなります。
そんな時でも利用者に食事と安心を提供でき、
水や熱を使わず食べられ、常温で長期間保存できる
備蓄食を集めました。
災害が起きなかった時でも
おいしく食べられるよう
味にも自信のある商品です。

アツ
熱！

ザザ・カレカレーラライイス

※豆腐丼の素は豆板醤を使用しています。
※すきやき丼・豚丼は一般的な味付けよりもかなり甘口です。

商品番号 商品名 商品番号 商品名
玉子丼
牛丼

豆腐丼（ピリ辛）
すきやき丼（甘口）
豚丼（甘口）

400g・ 565Kcal
335g・ 536Kcal
400g・ 513Kcal
400g・ 581Kcal
400g・ 521Kcal

8513-8101
8513-8102
8513-8103
8513-8104
8513-8105

8513-8106
8513-8107
8513-8108
8513-8109
8513-8110

アレルギー対応　ザ・カレーライス

アレルギー対応　ザ・ハヤシライス

カレーライス

ハヤシライス

鶏そぼろ玉子とじ丼

400g・ 489Kcal
400g・ 490Kcal
410g・ 520Kcal
410g・ 565Kcal
400g・ 563Kcal

内容量・エネルギー 内容量・エネルギー
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非常備蓄食　HOT！ぐるべん 7備蓄王

●ひもを引いたら８分で完成！
　アツアツの料理が被災時の不安な
　心も温めます。

ひもを引いたら８分でアツアツ！
ぬくもりのある食事は被災時の活力に
ひもを引いたら８分でアツアツ！
ぬくもりのある食事は被災時の活力に

備蓄
非常食

￥14,256（税抜￥13,200）各

ース（12 食）

賞味期限
7年

１ケース

12食
セット

食物アレルギー

特定28品目
不使用

そのまま
食べられます

調理不要
食器つき

火がなくても
８分で
アツアツ！

１食あたり
335ｇ
～581ｇ



介護食（刻み食・流動食）の作り方

スプーンで崩せば刻み食・流動食に！
様々な利用者に対応できる備蓄食。

ザ・カレーライス ザ・ハヤシライス

カレーライス ハヤシライス 鶏そぼろ玉子丼

玉子丼 豆腐丼 すきやき丼

豚丼

■トレイ、スプーンつき　■梱包サイズ：W650×D210×H200mm
■１食のサイズ：W168×D197×H40mm
※豆腐丼の素は豆板醤を使用しています。
※すきやき丼・豚丼は一般的な味付けよりもかなり甘口です。

様々な利用者に対対応できる

ザ・カレーライス

アレルギー対応　ザ・カレーライス

アレルギー対応　ザ・ハヤシライス

カレーライス

ハヤシライス

鶏そぼろ玉子とじ丼

商品番号 商品名
玉子丼

豆腐丼（ピリ辛）

すきやき丼（甘口）

豚丼（甘口）

商品番号 商品名内容量・エネルギー

400ｇ・320kcal

400ｇ・288kcal

410ｇ・350kcal

410ｇ・350kcal

400ｇ・389kcal

内容量・エネルギー

400ｇ・395kcal

400ｇ・341kcal

400ｇ・411kcal

400ｇ・351kcal

8513-7901
8513-7902
8513-7903
8513-7904
8513-7905

8513-7906
8513-7907
8513-7908
8513-7909

軽減税率対象

●食塩相当量2ｇ以下
●保存料・殺菌剤不使用
●消化に良い材料を使用
●甘口やピリ辛メニューもご用意
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備蓄介護食　ユニフーズ 7

スプーンの持ち方

※スプーンの側面を使用

トン
トン

1. ルーとごはんをよくまぜるとお粥になります。
2. 図①の様にスプーンを持ち、図②の様にお粥をスプーン側面で
 叩くと刻み食に、時間をかけると流動食になります。

図① 図②

同じ非常食で
何役も
こなせます！

ユニフーズ 7防災食 　１ケース（20 食）

￥12,528（税抜￥11,600）各

税率対象

賞味期限
7年

１ケース

20食
セット

食物アレルギー

特定28品目
不使用

そのまま
食べられます

調理不要
食器つき

１食あたり
400ｇ
～410ｇ

刻み食・
流動食
になります



和風鯛ごはん

海鮮カレーごはん 海の幸ごはん

洋風トマトごはん

●袋が自立し器代わりになります
●味付けにこだわった7種類のメニュー

普段から食べたい！見た目もオシャレで味もおいしい防災食

災害時、気持ちが暗くな
りがちなのですが、少し
でも明るくなって頂きた
いという願いでできた
カラフルなパッケージ
デザイン。

明るくて楽しい
パッケージ♪

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

エネルギー（1食分 280g当たり）
176kcal
182kcal
185kcal
171kcal
162kcal
185kcal
168kcal

和風鯛ごはん
和風ちりめんごはん
洋風トマトごはん
海鮮カレーごはん
海の幸ごはん
野菜ごはん
五目ごはん

商品番号 商品名
8511-1251
8511-1252
8511-1253
8511-1254
8511-1255
8511-1256
8511-1257

HOZONHOZON 防災食 １ケース（25 食）

和風ちりめんごはん

野菜ごはん 五目ごはん

軽減税率対象

■スプーンつき　■梱包サイズ：W330×D305×H175mm
■１食のサイズ：W150×D30×H166mm

●製法や容器を工夫することで
　保存料不使用でも長期常温保存が可能に
●大豆の皮を取り除く「引き絞り製法」で
　おいしさもバッチリ
●やわらかい「なめらか」と、崩れにくい
    「しっかり」の2種類をご用意

ローリングストック用に！冷蔵庫をふさがない長期常温保存可能なとうふ！

森永絹とうふ１ケース（12 個）

■梱包サイズ：W144×D280×H120mm
■１個のサイズ：W62×D106×H41mm（250ｇ）

軽減税率対象

8512-0001
森永 絹とうふ・なめらか 森永 絹とうふ・しっかり

8512-0002

おいしい防災食 HOZONHOZON

長期常温保存　絹とうふ
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備蓄
非常食

￥13,230（税抜￥12,250）各

￥2,160（税抜￥2,000）各

賞味期限
7.2ヶ月

豆腐なのに
常温保存

そのまま
食べられます

調理不要

１ケース

12個
セット

賞味期限
7年

１ケース

25食
セット

食物アレルギー

特定28品目
不使用

そのまま
食べられます

調理不要
スプーンつき

１食

280ｇ
味に
自信の
リゾット

１個

250ｇ
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そのまんまOKカレー１ケース（30 食）

軽減税率対象

軽減税率対象

■梱包のサイズ：W524×D274×H130ｍｍ
■1食のサイズ：W135×D30×H180ｍｍ

￥14,580（税抜￥13,500）各

￥25,920（税抜￥24,000）

カレーとごはんが一緒に入った
すぐに食べられるレトルト

●食べやすく、柔らかく、小さく加工した
　「こんにゃくご飯(でんぷん)」をごはん代わりに使用
●開封するだけで食べられ手間いらず
●袋が自立し器代わりになります
●食物アレルギー特定原材料28品目不使用 
※増粘剤(キサンタンガム)のタンパク質残存量は、
　アレルゲン表示必要量以下

そんまんまOKカレー

温めても
そのままでも
おいしい！

「おはよう日本(NHK
)」

「めざましテレビ(フジ
テレビ系列)」 

「教えてもらう前と後
(TBS系列)」

でも話題！

※写真はイメージです

もずくと玄米のレトルト長期保存食

沖縄県産のもずくと塩を使用！
玄米も入って栄養たっぷりなレトルト

●安心・安全な原材料を厳選して使用した
　保存食
●沖縄のもずく・塩はミネラルが豊富です
●玄米は白米よりもビタミン、ミネラル、
　食物繊維を多く含んでおり健康を保つ
　ために必要な 栄養素がほとんど接種
　できます
●保存料・合成着色料不使用 

非常時にこそ
　　　栄養価が高く
美味しいものを

そのまんまOKカレー（甘口）

玄米トマトリゾット 玄米カレーリゾット 玄米ジューシー 玄米エスニックピラフ

そのまんまOKカレー（中辛）

沖縄県産もずくのレトルト長期保存食（50 食）

■梱包のサイズ：W400×D310×H200ｍｍ
■スプーン50本つき
■1食のサイズ：W140×D30×H180ｍｍ

各

8517-7281 8517-7282 8517-7283 8517-7284

8518-5301 8518-5302

１ケース

30食
セット

食物アレルギー

特定28品目
不使用

メディア
でも
話題に！

そのまま
食べられます

調理不要

１食あたり

300ｇ

賞味期限
7年

１ケース

50食
セット

食物アレルギー

特定28品目
不使用

もずくと
玄米で
栄養豊富

そのまま
食べられます

調理不要
スプーンつき

１食あたり

230ｇ

いつでも
どこでも
すぐ
食べられる！

賞味期限
5年
（製造より）
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防災
備蓄

サンレール移動棚

床
面
か
ら

〜
約 2,200

約 2,400

900・1200・1500

380・450

災害用の備蓄は買ったけれど置き場がない！
　　　　 移動棚はこのような問題を低コストで解決します。

移動棚の
メリット01 同一スペースに収納棚を増やせます

60
40

7250
11
00

空
き

ス
ペ
ー
ス

出
入
口1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7250

60
40

出
入
口1 2

3 4

5 6

※レイアウト図面、見積り無料。
※床面荷重の問題で施工できない場合もあります。

現状：既存の固定棚6台 ご提案：既存の棚6台を移動棚に。新規に14台増設

既存の棚※ 新規増設した移動棚 歩けるスペース

移動棚にすると収納量が2～3倍に増えます！

側板なしタイプ（標準） スチール側板ありタイプ

側板は下記の3種類からお選びいただけます。
側板 素材 カラー

1 側板なし ― ―

2 側板あり スチール ホワイト

3 側板あり 合板 木目

間　口 奥　行 高　さ 一　台 棚板一枚当り
S 900mm

M 1200mm

L 1500mm

棚本体 積載荷重
形式

380mm／450mm 2146.5mm 1000kg
150kg

(下段300kg)

全国数多くの注文実績！ 機能性、安全性、耐久性を実証します

棚板を乗せる棚受けが頑丈なフック形式
構造のため30mmピッチで自由に棚段調
整ができます。

転倒防止のため、移動棚の走行方向両端
にはサポートフットを取り付け。左右方
向は車輪がレールをガイドします。

高精度のベアリングが内蔵された車輪
（ジュラコン製）は、レールと点接点で
走行するため、女性でも軽く動きます。

便利な自在棚 耐震構造 走行性能 床面施工方法

移動棚サイズ
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現在使用中の固定棚を 固定書架が簡単に移動書架に固定棚のサイズに
合わせて製作した
台枠の上に乗せる

移動棚の
メリット02 既存の固定棚を再利用して移動棚にできます

導入実例

新規増設

1
2 3

既存の棚を
移動棚化

●現状のレイアウト：
もともとの既存の固定棚は3台

●移動棚化した後のレイアウト：
既存の棚3台を移動棚に。新規に5台増設

撮影ポイント

1 2 3

1 2 3 新規増設
既存の棚を
移動棚化

既存の棚※ 新規増設した移動棚

新品・オーダーメイドで
お作りすることも可能です。

ご相談ください。

移動棚の
メリット03 お客様に最適な設置レイアウトをご提案します

レイアウト図面、お見積は無料です。ご相談ください。
◆ ご相談から納品までの流れ ◆

1. 相談依頼 2. 現場拝見 3. 要望確認

どの場所をどのように
変えたいのか
大筋でお伺いします。

実際に現場へお伺いし
写真撮影・実測などを
含め、現状を確認します。

備品数、ご予算など
ご要望をお伺いします。

6. 搬入施工 7. 引渡4. 図面見積提案 5. 注文・製作

お打ち合わせに
基づき最適な
プランをご提案
いたします。

ご注文後、製作に
取り掛かります。
納期はご相談に
応じます。

1～3日間ほどで
完了します。
※規模によって
異なります。

お客さま立会いのもと、
検収の上 お引渡しと
なります。

社会福祉法人 埼玉福祉会
防災用品課TEL ▶ 048-481-2188

FAX ▶ 048-481-2266
Email▶shohin@saifuku.com HP▶https://www.saifuku.com

お見積・お問い合わせはこちら

〒352－0023 埼玉県新座市堀ノ内3－7－31



マジックシリーズの照明は、普段づかいしながら災害対策ができる優れもの。
バッテリーを内蔵しているので、普段は照明として使いながら充電し、停電を感知
すると非常灯として自動的に点灯。暗闇の恐怖やパニックから守ります。

突然の暗闇でもあわてずに行動できて、
ケガをする心配もありません。停電中で
も壁のスイッチでオンオフできます。

マジックシリーズ照明
4つの特徴

■サイズ：φ70×H122～157mm
　　　　　口金 E26（E27兼用）
■重さ：180g
■1日電気代（10時間）：1.5円
■充電時間（通常点灯）：4～6時間
■駆動時間：フル点灯約 3時間 / ハーフ 約6時間

※多灯式の器具や特殊な配線では、
　正常に点灯しない場合があります。

普段は省エネLED
高輝度LEDチップを搭載した
省電力LEDランプです。環境に
も人にもお財布にも優しい。

点灯中に常時充電
リチウムイオンバッテリーを
内蔵し、日常の灯りとして点
灯中に充電されます。

停電時に自動点灯
停電感知センサーを内蔵し、
停電を感知すると数秒以内で
自動で点灯します。

懐中電灯にもなる
照明器具から外せば懐中電灯
やランタンに。充電済みなの
で電池切れの心配は無用です。

ホッとする 電球色

ハっとする 昼光色

LEDインジケーター

切り替えスイッチ

ソケットか
ら外せば

懐中電灯に
なります！

LED 管専用灯具なら
そのまま入れ替えて
取り付け完了！
従来の蛍光灯用灯具の場合は簡単な
100V 直結工事で取付可能です

停電したらそのまま約6時間点灯する、LED電球タイプの
ライトです。
取り外してもそのまま光るので、懐中電灯として使え
ます（オン・オフスイッチつき）。

●普段づかいで充電＝電池切れの心配なし！
●停電時にすぐに光る＝暗闇のなかで
　懐中電灯を探す必要なし！
●停電したらそのまま約3時間点灯する、
　LED管タイプのライトです。
●取り外してもそのまま光るので、大型懐中
　電灯として使えます（オン・オフスイッチつき）。

停電したら「パッと」点灯！ 暗闇のパニックを防ぎます。

3時間
自動点灯！

マジックシリーズ照明
4つの特徴

　正常に点灯しない場合があります。

6時間自動点灯
！

各￥4,840（税抜￥4,400）

胴
体
が
伸
ば
せ
ま
す

7989-5307

7989-5308

7989-2413
￥8,580（税抜￥7,800）
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マジックチューブ

防災
停電

マジックチューブ：1本
■長さ：1,214mm　口金 G13
■重さ：460g
■1日電気代（10時間）：7.4円
■充電時間（通常点灯）：5～6時間
■駆動時間：約3時間

 電球色

昼光色

マジックバルブ　パッと！



裏面に接着パッドとマグネット付き

フレームフック

ドラム付きベルトフック ベルト （裏面）

棚に付けるシートベルトで本や荷物の落下を防止！

設置
イメージ図

フックに引っ掛けると
ベルトを固定できます

必要な物の取り出しも
スムーズ

間口 900ｍｍ用

間口 1800ｍｍ用

● 棚板に乗せるだけの簡単設置！
● 糊を使わないので取り外しも簡単！
● 書籍の出し入れが容易で、ノンダメージ！

書籍の落下防止と、
日常作業のスムーズさの
両方を実現したマット！

運搬時の荷崩れ防止に！
１人での荷物運びに！ 

地震時に収納物が当たると瞬時にベルトにロックがかかり落下を防止します。
●棚の支柱に接着パッドで貼りつける簡単設置！
● フックが着脱できるので収納物の出し入れ容易！

■材質：強化樹脂、ポリプロピレン、ステンレス、鋼材、アクリル系接着材
■サイズ：長さ900・1800× D40× H 40ｍｍ（ベルト幅25mm）
■耐震度：震度 6強　■取扱説明書、アルコールパッドつき
■取り付け推奨高さ：棚板から上に 10cm程度
                                          ※棚の形状によっては取付けできない場合があります。

●ベルトは軽い力で引けば弛むので、日
　常の収納物の取り出しには支障があり
　ません。
●スチール書架推奨です。
※木製書架にも設置できますが、ドラム付きベ
ルトフックのマグネットが使用できません。

● 荷物に巻きつけることで落下を防止するベルトです
● お手持ちの台車の背板に簡単設置
● 荷解き時はワンタッチでロック解除
● ベルトは自動で巻取り収納でき、使用しない時に本体を
台車に付けたままでも邪魔になりません

●本体のフックで台車の背板を挟んで固定するだけの　
　簡単設置です（背板が無い台車には使用できません）
●ベルトの長さは最大3100ｍｍで、荷物の高さに合わ　
　せてご使用頂けます
●ダイヤルを回すと、ベルトの締め付け具合が調整でき、
　しっかり固定ができます

■材質：ポリカーボネートABS 樹脂、
　　　　ステンレスばね、ポリプロピレンベルト 
■サイズ：W87×D112×H175mm、 ベルト長約 3100ｍｍ
■取扱説明書つき

■材質：（表）布／（裏）ポリマー環境樹脂
■サイズ：Ｗ850×Ｄ100×Ｈ2ｍｍ
■対象物重量：約40kg／枚　■10枚入り　
■耐震度：震度6強　■取扱説明書つき

■表面（布）
　書籍が適度に滑る材質の布地で、地震の衝撃
　を逃がします。摩擦が強すぎないので、日常で
　本が取り出しにくい、書籍が擦れて傷んでしま
うといった、従来の滑り止めマットの弱点を克
服しています。

■裏面（ポリマー環境樹脂）
　棚板にしっかりくっつく滑り止め素材です。

6948-0009 ￥2,750（税抜￥2,500）
6948-0018 ￥3,080（税抜￥2,800）

表

裏

取付け可能
背板幅
10 ～ 15ｃm

6948-1002
￥11,000（税抜￥10,000）

6948-1015
￥6,600（税抜￥6,000）
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地
●
●

防災
地震

書架用落下防止シートベルト

書架用落下防止マット 台車用落下防止ベルト



46

ブックコートフィルムの特長
●汚れやキズから守る
●もし小さなお子さんが舐めても安心な素材
●UVカット仕様
●公共図書館で長年使われいる

汚れ
キズ

検 索サイフクオンライン フィルム貼り方

ブックコートフィルムは、本を保護
するシール式の透明フィルムです。
お手持ちの本に貼ることで、傷や
紫外線から守ることができます。

詳しい
フィルム

の

貼り方は

カードなどに3切り貼りした絵に2作った工作に1 ラベルの保護に4

ブックコートフィルム
を

表面にコートしていれ
ば、

汚れをサッと拭きとれ
ます！

ブックコートフィルムは本以外にも色々な使い方があります！

これ以外にもイベントの飾り、
ポスターや掲示物などにもお使いいただけます。

ブックコートフィルム
を

表面にコートしていれ
ば、

汚れをサッと拭きとれ
ます！

ブックコートフィルムとは

ブックコートフィルム

フィルム
をかける

と

工作が長
持ちしま

す

　社会福祉法人 埼玉福祉会は、福祉防災の事業だけではなく、全国の学校図書館・公
共図書館などで使う専門用品の販売を40年以上にわたり行っています。福祉施設でも
お使いいただける商品がたくさんございますので、このカタログではそのほんの一部
を抜粋し、ご紹介いたします。

埼玉福祉会の図書館用品のご紹介
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ロールタイプ 25m 巻

■サイズ：全長210mm
■材質：ステンレス製

■色：ブラック

カッター : 刃（3枚付）

■替え刃（10枚入）■刃先処理ケース付

大量の本を
コートするのに
おすすめです。

A3 サイズ

■サイズ：320×450×3mm
■材質：再発泡PP

A2 サイズ

■サイズ：450×600×3mm
■材質：再発泡PP

　￥8,140（税抜￥7,400）
 ￥12,540（税抜￥11,400）

2100-3735
2100-3752

幅 価　格 50mでコートできる目安
Ａ4判（35cm）
52cm判

約 90 冊分
約100冊分

商品番号

2100-3803
2100-3805
2100-3807
2100-3809
2100-3812

幅 価　格
3cm
5cm
7cm
9cm
12cm

￥990（税抜￥900）
￥1,485（税抜￥1,350）
￥1,980（税抜￥1,800）
￥2,530（税抜￥2,300）
￥3,300（税抜￥3,000）

商品番号

本のコートには、A4判。ポスターや工作のコートには52cm判、105cm判がおすすめです。

両面使用できます。

実用新案第3099668号

52cm判・105cm判

A4判（35ｃｍ）

▼25m巻

▲50m巻

ウラ

オモテ

ボンドフリーハサミ カッティングマット

フェルト付きフィルム貼り定規

きれいにはるゾウ

カッター／カッター替刃

フィルムを貼る時、使用すると気泡が残りにくく
便利です。

長さ400mm

■サイズ：幅80×長300×厚5mm（フェルト部）

長さ300mmベージュ

■サイズ：幅80×長400×厚5mm（フェルト部）

長さ400mmベージュ

フィルム貼り定規

ブックコートフィルムや粘着テープを
切っても刃に接着剤が付きにくいボン
ドフリー加工！

小さなラベルの
コートや本の補修に

ブックコートフィルム各種

ロールタイプ 50m 巻

補修用ロールタイプ 50m 巻 背の部分の
補 強

小口部分の
補 修

ブックコートフィルムを貼るのに便利な用品
フェルト面を
軽くすべらせる
だけなので
手が疲れないよ！

■サイズ：幅50×長400×厚4mm

長さ350mm

■サイズ：幅50×長50×厚4mm

　￥4,620（税抜￥4,200）
　￥6,820（税抜￥6,200）
 ￥14,080（税抜￥12,800）

2100-3635
2100-3652
2100-3655

幅 価　格 25mでコートできる目安
Ａ4判（35cm）
52cm判
105cm判

約45冊分
約50冊分

商品番号

■フィルム厚：80ミクロン■材質：ポリ塩化ビニール
■UVカット仕様■エンボス加工

4547-0801
￥275（税抜￥250）

4552-5001
￥1,540（税抜￥1,400）

替刃

4547-0802
￥220（税抜￥260）

4556-0206
￥1,265（税抜￥1,150）

4556-0207
￥2,090（税抜￥1,900）

6001-0002
￥660（税抜￥600）

6001-0003
￥605（税抜￥550）

5192-3377
￥4,290（税抜￥3,900）

5192-3387
￥4,950（税抜￥4,500）
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鼻 野菊の墓

原作：森 鴎外
文：川尻 亜美　画：かどた 和之
■サイズ　W390×H270mm
■10 場面

「お上のする事には間違いはございますまいから」

最後の一句

ISBN：978-4-86596-444-8

名作あらすじ紙芝居シリーズ 8

原作：夏目 漱石
文：川尻 亜美　画：かどた 和之
■サイズ　W390×H270mm
■11 場面

夢十夜

ISBN：978-4-86596-442-4

名作あらすじ紙芝居シリーズ 6

原作：伊藤 佐千夫
文：川尻 亜美　画：かどた 和之
■サイズ　W390×H270mm
■10 場面

ISBN：978-4-86596-440-0

名作あらすじ紙芝居シリーズ 4

原作：芥川 龍之介
文：川尻 亜美　画：松井春子
■サイズ　W390×H270mm
■8場面

ISBN：978-4-86596-439-4

名作あらすじ紙芝居シリーズ 3

原作：原作：菊池 寛
文：川尻 亜美　画：かずのこ
■サイズ　W390×H270mm
■10 場面

ISBN：978-4-86596-441-7

名作あらすじ紙芝居シリーズ 5

憧れのトロッコに乗ったけれど、遠くに来過ぎてしまい…？

ISBN：978-4-86596-443-1

原作：芥川 龍之介
文：川尻 亜美　画：水谷 優子
■サイズ　W390×H270mm
■9場面

トロッコ
名作あらすじ紙芝居シリーズ 7

ようやく見つけた父の敵はやせ細っていた

恩讐の彼方に

名作あらすじ紙芝居シリーズ１
ISBN：978-4-86596-437-0

原作：森 鴎外
文：川尻 亜美　画：かどた 和之
■サイズ　W390×H270mm
■11 場面

安寿と厨子王、幼い姉弟の過酷な運命

山椒大夫
名作あらすじ紙芝居シリーズ 2
ISBN：978-4-86596-438-7

原作：中島 敦
文：川尻 亜美　画：坪田 伸一
■サイズ　W390×H270mm
■11 場面

山月記

誰もが知っている作家の名作を短い紙芝居にしました！

母と引き裂かれ、恐ろしい人買いである山椒大夫に売られた姉弟。無理やり働
かされる辛い暮らしの中、母から託された守本尊が２人を守ります。そして姉
は弟を逃がし、弟は母を探す旅へ……。安寿と厨子王で有名な作品です。

李徴は自分に詩の才能があると信じていましたが、上手く行かない現実に苦し
みます。そしてある夜ついに発狂し、強く自惚れた心がいつの間にか虎の姿と
なって現れてしまうのです。かつて友人だった袁 に、打ち明けたその胸の内
とは……。

自惚れから虎になってしまった詩人の悲しい嘆き

父が処刑されると知った長女いちは、自分達を身代わりにするよう奉行様に
頼みます。そして、父に会えないまま殺されても良いのかと訊かれると、「お
上のすることに間違いは御座いますまいから」と強い眼差しで訴えるのでし
た。

夢の中の不思議な世界
夏目漱石が書いた、不思議な夢の短編です。様々な時代、場所、シチュエーショ
ンで、幻想的な世界が広がります。この作品では１０夜ある内の、１・６・
９夜を取り上げています。

若く健気な２人の、悲しい初恋の物語
政夫が回想する、野菊のような少女、民子との初恋の物語です。明治時代、し
きたりに振り回された２人の純粋な思いは、生と死をもって離れても変わる
ことはありません。
映画やドラマにもなった名作で、多くの人の涙を誘いました。

コンプレックスの鼻を直して上機嫌のはずが……
僧である禅智内供は、腸詰のように長い自分の鼻を、密かに恥ずかしく思って
いました。
色々と試み、ようやく鼻を短くできた内供は晴れ晴れしますが、今度はなぜ
かその短い鼻を、周囲が笑っているのに気が付きます。

人を殺した罪を悔いて僧になった了海は、人々の命を救うため、トンネルを
掘り続けていました。そこに現れたのは、かつて父を殺された実之助。トン
ネルの完成を目前に、２人のとった行動は……実話を基にした作品です（モ
ノクロ）。

良平が子どものころに憧れていたのは、土工達が乗っていたトロッコ。ある
日一緒に乗せてもらい遠くまで行きましたが、１人で帰る様に言われ、急に
怖くなります。子ども１人で暗がりを走る心細さは、誰しも覚えがあるかも
しれません。

名作あらすじ紙芝居シリーズ

2021-6437
￥2,640（税抜￥2,400）

2021-6438
￥2,640（税抜￥2,400）

2021-6444
￥2,640（税抜￥2,400）

2021-6443
￥2,640（税抜￥2,400）

2021-6441
￥2,640（税抜￥2,400）

2021-6442
￥2,640（税抜￥2,400）

2021-6439
￥2,640（税抜￥2,400）

2021-6440
￥2,640（税抜￥2,400）
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名作あらすじ紙芝居シリーズ 9
ISBN：978-4-86596-445-5

原作：中島 敦
文：川尻 亜美　画：かどた和之
■サイズ　W390×H270mm
■10 場面

本物の「名人」は、弓を射ることすらいらない…?

退屈した老夫婦が始めたこととは…？

お坊さんに里芋を分けずに独り占めしたら…？

大晦日、歳を配る神様と、取りたくない人間のものがたり 婆さまを残して三途の川に向かった爺さまでしたが…

おじいさんの形見の魔法のランプをこすってみたら…？

観客参加型の回想法ができる紙芝居

名人伝
ISBN：978-4-86596-446-2

名作あらすじ紙芝居シリーズ10

原作：太宰 治
文：川尻 亜美　画：酒井 ゆきお
■サイズ　W390×H270mm
■9場面

裸川

紀昌は天下一の弓の名人になろうと修行に出ました。そして腕を上げますが、
師匠から、本物の名人は弓も矢もいらぬと言われ驚きます。全てを知った紀
昌は、もう弓を持つことすらしません。しかし人々は彼を名人だとありがた
がるのでした。

小銭を大捜索する、役人からの滑稽な命令
真面目過ぎる役人の青砥は、川で落とした小銭を、大金を使い人々に探させ
ます。浅田という男が見つけたふりをして褒美をもらいますが、嘘がばれると、
小銭が見つかるまで川を裸で探せと言われます。風刺のこもった作品です。

2021-6445
￥2,640（税抜￥2,400）

2021-6519
￥2,750（税抜￥2,500）

2021-6522
￥3,190（税抜￥2,900）

2021-6520
￥2,970（税抜￥2,700）

2021-6521
￥2,970（税抜￥2,700）

2021-6525
￥2,970（税抜￥2,700）

2021-6523
￥3,190（税抜￥2,900）

2021-6446
￥2,640（税抜￥2,400）

手作り紙芝居の人気作品から高齢者におすすめのものを商品化しました！

老夫婦二人だけの穏やかな暮らし。でも、二人はため息ばかり。退屈で退屈で
互いの顔も見飽きたけれど、ふと、おばあさんの思いつきで「にらめっこ」が
始まります。睦まじい二人にほわっと灯がともります。

にらめっこ 
にらめっこ

退屈した老夫婦が始めたこととは…？

2
￥2,7

手作り紙芝居の人気作品

老夫婦二人だけの穏やかな暮らし。でも、二人はため息ば
互いの顔も見飽きたけれど、ふと、おばあさんの思いつき

にらめ
にらめ
文・画 中村 ルミ子
監修 ときわ ひろみ
■8場面　

読んでびっくり、観てなるほど。これは言葉遊びで始まる「大人向けの参加型
紙芝居」。昭和の生活感あふれる“ 星座 ”に誰もが心をひらいて、しゃべりた
くなることうけあい。お話の意外なラストにもご注目。

おもしろ
星座めぐり　

観客参加型の回想法ができる紙芝居

）

2
￥3,1

齢者におすすめのものを商品化し

屈で
が

読んでびっくり、観てなるほど。これは言葉遊びで始まる
紙芝居」。昭和の生活感あふれる“ 星座 ”に誰もが心をひ

おも
星座め
文・画 本多ちかこ
監修 ときわ ひろみ
■16 場面

高齢者紙芝居シリーズ

ISBN：978-4-86596-519-3 ISBN：978-4-86596-522-3

家族のために里いもを洗っているかあちゃん。貧しい僧が分けて欲しいと頼
みますが、断ってしまいます。でもその晩、芋をゆでてみると…? 因果応報の
民話で弱者への思いやりや布施の心を伝えます。

石になった
いも　

お坊さんに里芋を分けずに独り占めしたら

2
￥2,9

始まります。睦まじい二人にほわっと灯がともります。

家族のために里いもを洗っているかあちゃん。貧しい僧が
みますが 断ってしまいます。でもその晩 芋をゆでてみ

石に
いも

子どもの頃は早く大人になりたいと思うもの。でもいつからか、年はとりた
くないと思うようになります。そんな心を掴む出来事が、大晦日の晩に起こ
ります、年を配る神様と人間のおりなす抱腹絶倒の物語です。

おとしとり　

大晦日、歳を配る神様と、取りたくない人間

2
￥2,9

民話で弱者への思いやりや布施の心を伝えます。

子どもの頃は早く大人になりたいと思うもの。でもいつか
くないと思うようになります。そんな心を掴む出来事が、

おと

文・画 片岡 直子
監修 ときわ ひろみ
■12 場面

文・画 ときわ ひろみ
■12 場面

おじいさんに先立たれたおばあさん、片づけをしていたら魔法のランプを見
つけます。ランプの精は三つの望みを叶えてくれるそう。一つ二つ三つ…、
さあ、おばあさんのときめく第三の人生が始まります。

おばあさんの
第三の人生　

おじいさんの形見の魔法のランプをこすっ

）

2
￥3,1

くなることうけあい。お話の意外なラストにもご注目。

と頼
報の

おじいさんに先立たれたおばあさん、片づけをしていた
つけます。ランプの精は三つの望みを叶えてくれるそう

おばあ
第三の
文・画 上野 明美
監修 ときわ ひろみ
■16 場面　■

仲の良い爺さま婆さま。どちらが先にあの世に行っても、残されたほうは後
添えなどもらわないと誓いあいますが、まもなく爺さまがポックリ…。テン
ポの良い脚本に笑いが巻き起こります。

どんと来い ! 
三途の川
■発行：埼玉福祉会 出版部
■文・画：折原 由美子
■監修：ときわ ひろみ
■12 場面

ISBN：978-4-86596-520-9 ISBN：978-4-86596-523-0

ISBN：978-4-86596-521-6
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懐かしいね！

思い出した！

回想法とは
1960年代にアメリカの精神科医、ロバート・バトラー氏が提唱し
た心理療法です。当初は高齢者のうつ病の治療として使われま
したが、後に認知機能が改善することも明らかになり、日本でも
認知症患者のリハビリとして実践されるようになりました。

むかし、
多くの方がご覧になった

を中心に約20分に
ダイジェスト編集！

むかし、
多くの方がご覧になった

を中心に約20分に
ダイジェスト編集！
を中心を中心にに約約2200分に分に
「映画のハイライトシーン」

映画 de回想法 DVD 既刊のご紹介
パブリック版

『懐かしい映画がやってきますよ！』映映画がやってきますよ！』『懐かしい映『懐かしい映画がやってきますよ！』
青春時代の映画を観ながら、当時を思い出し、

心も体も元気にしましょう！
青青春春時代時代の映映画を観ながら、当時を思い出し、

心も体も元気元気にしましょう！
青春時代の映画を観ながら、当時を思い出し、

心も体も元気にしましょう！

往年のスターが出演している“青春期”に観た映画を
約 20分のダイジェスト編集！有名な挿入歌もあり
“回想空間”を作ります！

地域コミュニティの場や、
高齢者施設での上映会が
大好評です！
認知症の

改善をサポート

上映
OK

貸出
OK
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■ イベント・レクリエーションにお役立てください！
なつかしさで話がどんどん引き出されて会話が弾み、会場が楽しい雰囲気に包まれます。
☆付属のDVD活用ガイドに基づいて簡単に運営できます。

社会福祉法人 埼玉福祉会
〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内３－７－31

ホームページ　https://www.saifuku.com E メール　shohin@saifuku.com

お問い合わせ・お見積り・ご注文は

FAX. 048-481- 0752
TEL. 048 - 481 - 2188

映画以外にもこんな映像を収録！飽きない工夫がされています。

懐かしい写真 リズム体操 懐かしい歌

第3集第2集第1集

既刊は第９集まで出ています。くわしくはお問い合わせください。

制作

DVDの利用範囲：
施設内の上映権付・個人試聴可

そよかぜ-リンゴの唄-
影を慕いて
名探偵アジャパー氏
歌うエノケン捕物帖
青い山脈
想ひ出のボレロ
アチャコ青春手帖
勘太郎月夜唄
芸者ワルツ
銀座カンカン娘

SF-7001
SF-7002
SF-7003
SF-7004
SF-7005
SF-7006
SF-7007
SF-7008
SF-7009
SF-7010

SF-7501 第1集 10巻セット

注文番号 作品名 価格

各
￥9,790
（税抜￥8,900）

￥88,000
（税抜￥8,000） 第2集 10巻セット

注文番号 作品名 価格

各
￥9,790
（税抜￥8,900）

￥88,000
（税抜￥8,000）

SF-7011
SF-7012
SF-7013
SF-7014
SF-7015
SF-7016
SF-7017
SF-7018
SF-7019
SF-7020

SF-7501

弥次喜多道中記
泣くな小鳩よ
とんかつ大将
憧れのハワイ航路
腰抜け二刀流
男の涙
鞍馬天狗角兵衛獅子
異国の丘
ひばり捕物帳唄祭り八百八町
カルメン故郷に帰る

第3集 10巻セット

注文番号 作品名 価格

各
￥9,790
（税抜￥8,900）

￥88,000
（税抜￥8,000）

SF-7021
SF-7022
SF-7023
SF-7024
SF-7025
SF-7026
SF-7027
SF-7028
SF-7029
SF-7030

SF-7501

カサブランカ
自転車泥棒
ローマの休日
キング・コング
名犬ラッシー　家路
ロビンフッドの冒険
オペラの怪人
アリババと四十人の盗賊
踊る大紐育
黄色いリボン



※当注文用紙でいただいた情報に基づき、製品やサービスのお知らせなどをお届けする場合がございます。ご不要なお客様は、埼玉福祉会 防災用品課までご連絡ください。
※当カタログの内容は予告なく変更する可能性がございます。

商品代金の他に配送料金がかかります。
このマークのない商品は、20,000円（税別）以上のご購入で送料無料です。

2022.9

保存版 Vol.2埼玉福祉会お客様専用 2022▶2023 彩ふく福祉防災カタログ
FAX 048-481-0752




