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万 が一の災 害から社 員と家 族を守る

企業備蓄と防災のすすめ

D i s a s t e r  R e c o v e r y

2022 Vol.1

一般社団法人 非常食備蓄支援機構

当社は、阪神、能登、東北などの災害を身近に経験し
「東北の復興支援を行う」との決意のもと設立しました。

https://bichiku3days.jp/

一般社団法人 非常食備蓄支援機構 〒981-3117
宮城県仙台市泉区市名坂字原田107
TEL　076-240-0601　/　FAX　0942-70-9085

協賛団体

西日本事業本部・管理事業本部　〒921-8066　石川県金沢市矢木2丁目222　　／　　東日本事業本部　〒263-0023　千葉県千葉市稲毛区緑町1-25-11-102
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今は、企業が独自に食料や飲料水の備蓄を行い
　社員や家族、地域住民を守っていく時代です。　
万が一に備える企業備蓄。
私たちがサポートいたします。

過去30年で日本に起きた自然災害の一部 ……P02
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一般社団法人 非常食備蓄支援機構 サイトへは
こちらからアクセス

地球上の地震の�割は日本で発生しています。地球上の地震の�割は日本で発生しています。
※内閣府/防災情報のページ『我が国で発生する地震』より

他にも台風、洪水、津波、火山噴火、豪雪...
さまざまな自然災害が発生し、その頻度や被害規模も年々増加しています。　

北海道胆振東部地震
����年�月�日

出典：災害写真データベース

東日本大震災
����年�月��日

死者・行方不明者：��,���名

出典：災害写真データベース

福島県浜通り地震
����年�月��日

令和元年台風��号
����年��月��日

全壊家屋：�,���棟
死者：���名

大阪府北部地震
����年�月��日

平成��年台風��号
����年�月�日

阪神・淡路大震災
����年�月��日

死者：�,���名

熊本地震
����年�月��日・��日

出典：災害写真データベース

平成��年�月豪雨
����年�月��日～�月�日

山陰豪雨
����年�月�日

出典：災害写真データベース

御嶽山噴火
����年�月��日

長野県北部地震
����年�月��日

能登半島沖地震
����年�月�日

能登半島地震
����年�月��日

出典：災害写真データベース

――過去��年で日本に起きた自然災害の一部――

当社社員家族の声
東日本大震災の発生当時、宮城県の沿岸
部で家は流されましたが、どうにか高台
へ逃がれる事はできました。着の身着の
ままだったので、まともな飲食は�日目
まで取れることはありませんでしたが、
その時救助に来てくれた方々には感謝以
外の何ものもありません。（宮城県・女性）

当社社員家族の声
熊本地震の発生当時、生後間もない長男
がおり、避難所へ行くと泣き声など迷惑
をかけると思い、車中で避難生活を送り
ました。近くの避難所では人数分しか避
難物資が無く妻と子供の水分摂取に難儀
しました。自助・共助が大事だと教えら
れました。　　　　　　　（熊本県・男性）

02 03
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被災者

被災市町村
行政の力に加え、各企業が協力して補っていく
ことが求められます。
行政の力に加え、各企業が協力して補っていく
ことが求められます。

また、大規模災害時は行政も被災者です。
国や自治体の救援物資が被災市町村の手元に届
くまで時間が掛かる場合や、物資が不足する
ケースが見られます。

また、大規模災害時は行政も被災者です。
国や自治体の救援物資が被災市町村の手元に届
くまで時間が掛かる場合や、物資が不足する
ケースが見られます。

官民一体となり災害に備えることが必要
各企業が備えておけば不足分を補える！

国や自治体の物資だけでは不足する

タイムラグと供給不足が課題…タイムラグと供給不足が課題…

個々の企業も地域社会の一員です。
企業が備蓄（社員数+α）することに
より、社員を守るとともに地域
住民も救えます。万が一の災害
時に共助を行うことは企業の社
会貢献によるイメージ形成上必要
な時代であると言えます。

万が一の災害から社員と家族を守るため
周辺地域住民の方への援助のため

企業による非常食備蓄の目的

企業の非常食備蓄の準備は「必要不可欠」

供給

行政機関

要請

被災した人たちのために企業ができることは？
たとえば【非常用LPガス発電機】があれば、
災害時にライフラインが失われた場合でも
地域に電力を供給することができます。

たとえば【津波洪水対策用シェルター】があれば、
万が一の水災時に避難が困難な方たちの
命を守ることができます。

【非常用LPガス発電機】
に関してはP18・19を
ご参照ください。

【津波洪水対策用シェルター】
に関してはP22・23を
ご参照ください。

万が一の命の危機に企業ができる準備とは？

LPガス発電トレーラー

備蓄企業

地域住民

備蓄品

行政とともに
地域の人たちを
支えたい！

関連企業

供給 供給

災害時に関係企業や被災地域へスムーズに備蓄品を
提供できるよう関係各所と調整中。

過剰供給とならないよう、行政機関等と連携・調整し
必要としている人に必要な数を届けます。

■各備蓄企業へ寄付を依頼
　承諾後、発送量調整 ( 過剰防止）

■災害地域自治体から依頼

 ※各運送会社交渉中 /搬送管理システム準備中

 ※各運送会社交渉中 /搬送管理システム準備中
備蓄食の消費期限1年程前に、貧困世帯の子供たちを支援する
各支援団体へ寄付することでロスが発生しません。
また、売上金の一部を上記団体へ寄付いたします。

賞味期限１年前に
　　各支援団体へ寄付することも可能です

期限前の備蓄食。社会の為にできることは？

 ※現在各当該支援団体と調整中

被災地域へ迅速な物資の供給を！被災地域へ迅速な物資の供給を！

避難場所

依頼 供給

供給

供給 全国の備蓄企業データ
より寄付を依頼

依頼

行政機関

備蓄企業

備蓄品

非常食備蓄支援機構
THLホールディングス

お近くの運送会社へ持ち込み
行政機関・各避難場所へ※

災害支援ネットワーク構想災害支援ネットワーク構想
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備蓄食品（セット）

水だけでご飯を温めることができる、「火を使わない」
複合発熱剤です。

※この紙面に掲載の全商品には消費税は含まれておりません。　※アレルギー情報は各商品のページをご参照ください。
※セット内容は、商品内容・仕様が一部変更になる場合がございます。又セット内商品ごとの消費期限は揃っていない場合がございます。
※流通の段階で多少のお時間が掛かるため、お手元に届く際には賞味期限が5年(または7年)より短い場合もございます。

ファイアレスヒーター

品番

￥300

価格

TB-GKH

内容量

60g

 最高温度は 100℃、

成人が１日に必要とする水分量は約２L。
４人分で３日間に２４Lの水が必要となります。

 （厚生労働省による成人対象水分量）

長期保存水
硬度「0」の長期保存水、安全性を追求した99.9％不純物を
取り除いたお水です。

価格：500ml

5年

保存年数

7年

￥162

￥180

￥21010年

TB-GKW75

価格：2L

￥360

￥323

￥430

TB-GKW72

TB-GKW55

TB-GKW105

TB-GKW52

TB-GKW102

5年
保存3日間9食・バランス備蓄食セット

ファイアレスヒーターつきで、アルファ化米やレトルト食品を
温めてお召し上がりいただけます。クッキーや、摂取しやすい
ゼリー飲料などの、おやつも入ったセットです。

非常時でも温かい食事が召し上がれます

計9食

価 格

1人用

バリエーション

10人用

50人用

計90食

計270食

計450食

品 番

TB-39P001

TB-39P010

TB-39P030

TB-39P050

￥7,950

￥79,500

￥238,500

￥397,500

30人用

ほかほか

国
産
米

100％使用 スプーン付き お湯15分 水60分

お米のクッキー（1袋）
飲料ゼリー：グレープ・洋ナシ（各1袋）

● 7年保存 クッキー・5年保存 ゼリー

プレーン・ライ麦オレンジ・メープル（各1缶）

● 5年保存 パンの缶詰「備蓄deボローニャ」

● 長期保存水 5年

アルファ化米やリゾットを温かく召し上がれます。

● ファイアレスヒーター

〈１人用３日間９食セット内容 〉

・・・P09

・・・P11

五目ご飯・菜飯・カレーご飯（各1袋）
● 5年保存 アルファ化米 ・・・P08

五目ご飯・コーンピラフ・トマトリゾット（各1袋）

● 7年保存レトルト食品 ・・・P09

2L（3本）

（6セット）

×６

1食分
約884円

 ご飯を温かく召し上がれます。
2L
×３

お湯やお水を注ぐだけで簡単に出来上がるアルファ米や、袋を開ければすぐに

食べられるパンなどを厳選したセットです。何をどのぐらい準備すればいいか

分からない、備蓄の見直しをお考え中……。このような場合に最適な人数別の

セットなので、家族や会社など必要数にあわせて準備しておけます。

３日間の備蓄食を人数別セットにしました

5年
保存3日間9食ベーシック備蓄セット

計9食

価 格

1人用

バリエーション

3人用

5人用

10人用

50人用 計450食

計27食

計45食

計90食

 （厚生労働省による成人対象水分量）

成人が1日に必要とする水分量は約2Lです 
4人分で3日間に24Lの水が必要となります

ベーシック備蓄セットにクッキーやゼリーといったおやつを加えた満足感の高い

プレミアムセットです。お子様からご高齢者まで召し上がりやすい満足度を重視

した贅沢メニュー。災害時こそ心に潤いを。

おやつもプラスされたちょっと贅沢なメニュー

 3日間9食プレミアム備蓄セット
コスト重視のベーシックメニューです ちょっと贅沢なメニューもご用意しました

5年
保存

1食分
　　円

1食分
　　円1人用 3人用 5人用 10人用 50人用

メインメニュー

〈1人用3日間9食セット内容 〉

五目ご飯・菜飯・わかめご飯・カレーご飯
玄米ご飯・ガーリックトマトご飯（各１袋）

国
産
米

100％使用 スプーン付き お湯15分 水６０分

● アルファ化米

プレーン・ライ麦オレンジ・メープル（各１缶）
● パンの缶詰「備蓄deボローニャ」

※この紙面に掲載の全商品には消費税は含まれておりません。　※セット内容は在庫状況等によって、商品仕様やメーカー等が変更になる場合もございます。

品 番

画像
画像

3日間非常食ベーシックセット
1週間非常食セット

調理例
画像

クッキー、ゼリーの中身の画像

計9食

価 格

1人用

バリエーション

3人用

5人用

10人用

50人用 計450食

計27食

計45食

計90食

品 番

ファイアレス
ヒーター
画像

水分補給は
もちろん

アルファ化米の
調理にも

ファイアレス
ヒーター
画像

500ml（12本）
● 長期保存水

1人用 3人用 5人用 10人用 50人用

〈1人用3日間9食セット内容 〉

五目ご飯・菜飯・わかめご飯・カレーご飯
玄米ご飯・ガーリックトマトご飯（各１袋）

国
産
米

100％使用 スプーン付き お湯15分 水６０分

● アルファ化米

プレーン・ライ麦オレンジ・メープル（各１缶）
● パンの缶詰「備蓄deボローニャ」

500ml（12本）
● 長期保存水

アルファ化米を温かく召し上がれます。（６セット）
● ファイアレスヒーター

クッキー：お米のクッキー（１袋）
ゼリー：グレープ・ペアー（各１袋）

● クッキー・ゼリー

※アレルギー情報は各商品のページをご参照下さい

※アレルギー情報は各商品のページをご参照下さい

5年
保存3日間9食・基本備蓄食Aセット

お湯や水を注ぐだけで簡単に出来上がるアルファ化米や
手軽に摂取できるクッキーを合わせたセットです。
非常時に必要な分量を考え厳選しました。

３日間の備蓄食を人数別セットにしました

五目ご飯・菜飯・わかめご飯・カレーご飯
玄米ご飯・ガーリックトマトご飯（各1袋）

● 5年保存 アルファ化米

チーズ・ココナッツ・パンプキン（各1袋）

● 7年保存クッキー

2L（3本）

● 長期保存水 5年

〈１人用３日間９食セット内容 〉

・・・P08

・・・P11

計9食

価 格

1人用

バリエーション

10人用

50人用

計90食

計270食

計450食

品 番

TB-39A001

TB-39A010

TB-39A030

TB-39A050

￥4,100

￥41,000

￥123,000

￥205,000

30人用

国
産
米

100％使用 スプーン付き お湯15分 水60分

1食分
約456円

※1人用ずつ、そのまま持ち出せる小分け仕様対応も可能です。（別途費用がかかります）

5年
保存3日間9食・基本備蓄食Bセット

アルファ化米・お湯や水の不要なレトルト食品・人気のボローニャ製の
パンの缶詰を組み合わせたセットです。開封するだけでそのままお召し
上がりいただけるレトルト食品とパンの缶詰は、非常時に重宝します。

手軽に召し上がれるバラエティセット 国
産
米

100％使用 スプーン付き お湯15分 水60分

〈１人用３日間９食セット内容 〉

五目ご飯・菜飯・カレーご飯（各1袋）
● 5年保存 アルファ化米

プレーン・ライ麦オレンジ・メープル（各1缶）
● 5年保存 パンの缶詰「備蓄deボローニャ」

● 長期保存水 5年

五目ご飯・コーンピラフ・トマトリゾット（各1袋）
● 7年保存レトルト食品

2L（3本）

・・・P08

・・・P09

・・・P09

1食分
約578円

計9食

価 格

1人用

バリエーション

10人用 計90食

計270食

品 番

TB-39B001

TB-39B010

TB-39B030

￥5,200

￥52,000

￥156,00030人用

50人用 計450食TB-39B050 ￥260,000 ※1人用ずつ、そのまま持ち出せる小分け仕様対応も可能です。（別途費用がかかります）

※1人用ずつ、そのまま持ち出せる小分け仕様対応も可能です。（別途費用がかかります）

2L
×３

2L
×３
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※この紙面に掲載の全商品には消費税は含まれておりません。
※商品仕様が一部変更になる場合がございます。
※流通の段階で多少のお時間が掛かるため、お手元に届く際には賞味期限が5年(または7年)より短い場合もございます。

備蓄食品(単品)

ひじきご飯
TB-NS004

「アルファ化米」とは、お米を炊飯してご飯にした状態を急速乾燥させた乾燥米飯です。
お湯や水で戻すだけで柔らかく、美味しくお召し上がりいただけます。
食物アレルギー(特定原材料等28品目)不使用で製造。
アレルギーをお持ちの方はもちろん、お子様でも安心してお召し上がりいただけます。

元々が山岳用品のアルファ化米は
生米より約10％も軽量です。
コンパクトに持ち運ぶことができる
ので、携行食にピッタリです。

アルファ化米は、お湯か水で戻すだけ
で柔らかく美味しく仕上がります。
少ない手順、短時間で、誰でも簡単に
美味しいご飯をつくることができます。

炊飯後に急速乾燥させることから
アルファ化米は長期の保存が可能
になります。「もしも」の時の備えに
最適です。

五目ご飯
TB-NS005

菜飯
TB-NS002

わかめご飯
TB-NS003

カレーご飯
TB-NS007

ガーリックトマトご飯
TB-NS006

しろ飯
TB-NS001

玄米ご飯
TB-NS008

しろがゆ
TB-NS050

梅がゆ
TB-NS051

国
産
米

100％使用 スプーン付き お湯15分
(粥10分）

水60分
(粥40分）

ライ麦オレンジ
TB-BF002

プレーン
TB-BF001

メープル
TB-BF003

プルトップ缶を引き開けるだけ。温めたりせずにそのまま
美味しく召し上がれます。2個入りなので手軽に分け合えます。

缶入りパン

口当たりが軽くふんわりとした食感は、ご飯の代わりにもなります。

 「備蓄deボローニャブリオッシュタイプ」  

マフィンカップに入ったパンが2つ入っています。ふんわり食感で非常時に限らず食べたくなる美味しさです。

5年
保存

アルファ化米

アルファ化米(乾燥米飯)が選ばれる３つ の特長

5年
保存 「色々な味をご用意した簡単調理のご飯」  

①軽いから持ち運びに便利 ②簡単調理で美味しいご飯 ③長期保存可能

デニッシュパンで有名な（株）ボローニャから、
防災備蓄非常食として5年保存可能なパンの缶詰が登場。

※50個単位でのご注文の炊き出しセットもございます。
　お気軽にお問い合わせください。

①脱酸素剤とスプーンを袋から必ず取り出し、袋の底をしっかり広げてください。

②袋内側の注水線まで熱湯または水を注ぎよくかき混ぜてください。

③袋のチャックを閉めてお持ちください。召し上がる前に、よくほぐしてください。

2 31 しろ飯

内容量商品名品番

菜飯

わかめご飯

ひじきご飯

五目ご飯

ガーリックトマトご飯

カレーご飯

玄米ご飯

しろがゆ

梅がゆ

TB-NS001

TB-NS002

TB-NS003

TB-NS004

TB-NS005

TB-NS006

TB-NS007

TB-NS008

TB-NS050

TB-NS051

100g

100g

100g

100g

100g

100g

100g

71g

40g

42g

価格

￥280

￥320

￥315

￥320

￥330

￥330

￥330

￥280

￥280

￥290

1缶：約Φ77×H113mm商品寸法

内容量 約50g×2

価格 各￥500

入り数 2個

● アレルギー特定原材料等 28品目不使用

スプーン付きなので、必要な時に袋を開けてパッと召し上がれます。
食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用です。

7年保存レトルト食品 7年
保存

五目ごはん
TB-GK001

カレーピラフ
TB-GK002

コーンピラフ
TB-GK003

トマトリゾット
TB-GK004

スプーン付き

国
産
米

100％使用

 「お湯も水もいらない調理不要タイプ」  

230g内容量

各￥480

160×20×190mmパウチサイズ

価格

● アレルギー特定原材料等 28品目、
　 貝類不使用

お湯も水も使わず、
調理不要でそのまま召し上がれる非常食です。

調理方法

● 一部に下記を含む 
　 プレーン：小麦・卵・乳成分
　 ライ麦オレンジ：小麦・卵・乳成分・オレンジ
　 　　　　　　　 くるみ・大豆
　 メープル：小麦・卵・乳成分・大豆
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プレーン味×1本
にんじん味×1本
紫いも味×1本

58g

110×170mm

内容量

パウチサイズ

セット内容

品番 TB-GK050

￥370価格

70g（3本入）

130×160×15mm

内容量

パウチサイズ

各￥320価格

100g

約 80×H150 ×マチ10 mm

内容量

パウチサイズ

各￥298価格

グレープ / 洋ナシ商品名

エナジータイプタイプ

30g

約 55 × H120 × マチ5 mm

￥168

バランスタイプ

アップル＆キャロット

64食×2缶

ケースサイズ入り数品番

TB-HK010 500×260×375mm

価格

￥19,200

80食×2缶

ケースサイズ入り数品番

TB-HK011 500×260×375mm

価格

￥24,000

1個

ケースサイズ入り数品番

TB-HK001 75×75×110mm

価格

￥300

備蓄食品(単品)

食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用の米粉で出来たクッキーです。
お子様からご年配の方まで美味しくお召し上がりいただけます。

7年保存 クッキー 7年
保存

チーズ
TB-GK200

ココナッツ
TB-GK201

パンプキン
TB-GK202

世界初の5年保存非常食ゼリー。ゼリーなので、お年寄りからお子様まで誰でも安心・安全にお召し上がりいただけます。
ハンディサイズで軽量なので、携帯しやすくかさばりません。

エナジータイプは2袋で乾パン1缶分のカロリー相当。
エネルギーを補給しつつ、適度な甘味でホッとさせて
くれます。

バランスタイプはエナジータイプと
比べ、カロリーを抑え栄養バランスが
考慮されています。

ゼリー飲料

バランスタイプ
アップル＆キャロット

エナジータイプ
グレープ

7年保存 お米のクッキー 7年
保存

5年
保存

hokkaのカンパン保存缶 5年
保存

hokkaの災害対策用大型カンパン 5年
保存

hokkaの災害対策用ビスケット 5年
保存

TB-LS-001

エナジータイプ
洋ナシ

簡単に開封できるので、どこでもサッとお召し上がりいただけます。
非常食はもちろんのこと、登山、アウトドアにも最適です。

「いつでも、誰でも、すぐに、おいしい」

小麦粉もバターも使わないのにサクサクの食感です。

水分を多く含むため
栄養と同時に水分補給も

しっとりした食感、ボリューム満点です。

TB-LS-002 TB-LS-010

● アレルギー特定原材料等 28品目、
　 貝類不使用

● アレルギー特定原材料等 28品目不使用（バランスタイプは7品目不使用）

● 一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む

● 一部に小麦・ごまを含む
● 乳成分・卵を含む製品と共通の設備で製造しています

● 一部に小麦・ごまを含む
● 乳成分・卵を含む製品と共通の設備で製造しています

● 一部に小麦・乳・大豆・ごまを含む
● 乳成分・卵を含む製品と共通の設備で製造しています

レトルト殺菌により7年保存が可能になりました。美味しいパンをそのまま保存食として召し上がれます。
しっとり食感の丸パンで、非常食としてはもちろんのこと、キャンプや登山のお供にもオススメです。

7年保存レトルトパン 7年
保存

北海道クリーム
TB-GK100

チョコレート
TB-GK101

ブルーベリー
TB-GK102

メープル
TB-GK103

 「長期保存可能な丸パン」  

180×190mmパウチサイズ

内容量 約100g

価格 各￥430

入り数 1個

まろやかでしっとりした食感です。1個でボリュームたっぷり、充分な食べ応えです。
● 一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む

※この紙面に掲載の全商品には消費税は含まれておりません。
※商品仕様が一部変更になる場合がございます。
※流通の段階で多少のお時間が掛かるため、お手元に届く際には賞味期限が5年(または7年)より短い場合もございます。

着色料、香料、合成甘味料不使用。アレルギー物質の
乳・卵を使わず、独自の製法で長時間イースト発酵させて
からじっくりと焼き上げた、飽きのこない素朴な味です。
可愛い金平糖入り。

保存缶に入った、薄型のソフトビスケット。配りやすい分包タイプです。

保存缶に入った、切り込み入りの大型カンパン。配りやすい分包タイプです。

厚みがあって食べ応えがあり、
サクサク食べやすいのが特長です。
一斗缶入りの大型タイプなので
学校や病院など、大型施設の備蓄
にもオススメです。

カンパンより少しやわらかいので
幅広い年齢層から支持されている
人気商品です。
おやつにも備蓄にもオススメです。
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折りたたみ簡易ベッド

ポンプインエアーマット

段ボールベッド「パッと！ベッド！」

オリーブ
TB-WMU-A02

クリア
TB-WMU-A03

ベッドの端に座っても倒れにくい

TB-WNW-B01品番

重量 約3.8kg

耐荷重 150kg

￥8,400価格

商品サイズ 約182×50×8cm

重量 670g

耐荷重 200kg

￥12,000

約182×56×6cm

980g

150kg

品番 TB-WMU-A02 TB-WMU-A03

￥3,600価格

（膨らませ時）

約9kg

約100kg

品番

重量

耐荷重

価格

TB-TY-001

￥11,980

避難所での生活をサポートする折りたたみ式の簡易ベッド、本体が軽く組み立ても簡単です。
高さが32cmあるので床面のウイルスから体をガードします。

軽量でコンパクト、持ち運びや保管に便利なエアーマットポンプを内蔵しているのでどんな場所でも
膨らませて使用することが可能です。避難所などの硬く冷たい床の上でも心地よく眠れます。

折りたたんであるベッドを広げれば「誰でも」「簡単に」「数秒で」ベッドが完成します。
パネルにより周りからの目を遮ったパーソナルスペースが確保できます。

保管時はコンパクト複雑な組み立ては一切なし、大人も安心、大柄サイズ！

ハンドポンプ内蔵
数分で膨らみます

折りたたんで
収納バックに保管

保管時は省スペース

ポンプインエアーマット（別商品）を重ねてより快適に

ポンプインエア-マット（別商品）を重ねることもできます

約23×12×13cm（袋内収納時）約40×19×10cm（袋内収納時）
（膨らませ時）

商品サイズ 約190×60×32cm  （展開時）
約93×60×13cm    （保管時）

商品サイズ 約196×93.3×105cm  （組み立て時）
約113×23.5×56.8cm        （保管時）

TB-AE30：セット内容

圧縮収納バッグ・LEDライト・静音アルミブランケット

抗菌消臭トイレ1P・レインコート・フラットホイッスル

防災てぬぐい・マスク・ウェットティッシュ・軍手・カイロ

綿棒＆バンソウコウ＆救急手引・水に流せるペーパー

価格 ￥3,000

商品寸法 310×240×85mm（バッグ：175×265×105mm）

TB-SC30：セット内容

収納ポーチ・アルミブランケット・LEDライト・FMラジオ

IDホイッスル&カラビナリング・レインコート・軍手・携帯用トイレ1P

防災ウェットティッシュ・綿棒&バンソウコウ・防災の心得

￥3,000

190×278×60mm（ポーチ：190×120×50mm）

価格

商品寸法

TB-WE30：セット内容

非常用持出袋・歯ブラシセット・携帯用トイレ1P・防災用ウェット

ティッシュ・役立つレジャーシート・軍手・ヘアゴム2P・フェイスタオル

生理用ナプキン（8枚入）・静音アルミブランケット・防災の心得

￥3,000

310×240×85mm（持出袋：約340×400mm）

価格

商品寸法

防災用品

圧縮できる非常持出13点セット
収納バッグのファスナーでコンパクトに圧縮できる非常持出セット。

エマージェンシー11点セット
防災士が選んだ内容のコンパクトなセット。持ち運びするのに便利なクッション素材のポーチとB5サイズ化粧箱入り。

女性用非常持出11点セット
女性ならではの必需品を揃えた女性を意識したカラーの持出袋が特徴の非常持出セット。

TB-CS50：セット内容

非常用持出袋・アルミブランケット・携帯用トイレ1P・
IDホイッスル＆カラビナリング・ダイナモLEDライト・軍手
FMラジオ・防災用ウェットティッシュ・給水袋3L・マスク
レインコート・綿棒＆バンソウコウ・防災の心得・8徳ナイフ
使い捨てカイロ・カンパン100g・5年保存水500ml

￥5,000

310×240×85mm（持出袋：約340×390ｍｍ）

価格

商品寸法

非常持出セット17点セット
オフィスや家庭での棚や引き出しなどに常備しやすい帰宅支援を意識した必要度の高いセット。

ファスナーをしめて圧縮

B5サイズ化粧箱入り

A4サイズ化粧箱入り

A4サイズ化粧箱入り

A4サイズ
化粧箱入り
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ヘルメット
防災用品

ポータブル・タワーライト
重さ10.4kgと軽量化を実現。持ち運びも設置も簡単、工事現場や災害非常時に活躍します。

1～3個のバッテリーパックが利用可能。
全輝度の場合バッテリー3個で約9時間持続します。

最長
2.2ｍ

電源接続：

High
Medium
Low
Extreme

バッテリー駆動：

0-15,000Lm

8,000Lm
5,000Lm
2,500Lm
800Lm

全光束

「被れば機能する」を重視し、素早く形成できる収縮式（蛇腹形状）。
A4サイズ収納、簡単に組み立てが可能で素早く行動が起こせます。

薄さ45ｍｍ

衝撃吸収力を高めるため、
内側に発泡ライナーを使用

スライド式ヘッドバンドで
55～64cmまで
頭囲のサイズを調整

約330g

品番

頭囲寸法

重量

価格

TB-KGBo-1

54～62cm

¥3,500

約375g

品番

頭囲寸法

重量

価格

TB-KGO-1

55～64cm

¥4,400

引き出しに保管可能

30ｈ
最長稼働

オサメット（折り畳み式ヘルメット）　【ホワイト・オレンジ・ブルー】
TB-KGO-1

※折り畳み式ヘルメットの他、
　通常タイプのヘルメットもご用意しております（TB-KGBo-1）。

■ 各パーツ価格

消費電力

防塵･防滴

全光束

価格

①タワーライト本体

②バッテリー（1個）

③バッテリー充電器

④ACアダプター

￥180,000

￥33,000

￥23,000

￥26,000

35W/80W

IP65

MAX15000lm

￥328,000

品番 TCO-TL-400P
　(①③④×1,②×3)

●入力電圧︓動作範囲100～277V ●色温度︓5700K ●演色性︓Ra75 ●対応環境温度︓-10～50℃ 
●水平配光角︓30° ●定格寿命︓バッテリー充放電500回 ●保証期間︓1年
※１）　バッテリー使用時 35W、AC電源使用時 80W
※２）　AC電源使用時は無段階調光可能。バッテリー使用時は切替式 /  Highモード︓8000lm /  Mediumモ

ード︓5000lm / Lowモード︓2500lm / Extremeモード︓800lm

180°

165° 165°

②バッテリー ③バッテリー充電器 ④ACアダプター

簡易トイレ付きセット100回分

10年保存 簡易トイレ
災害時に直面するおトイレ問題「トイレが壊れた」「断水してトイレが使えない」などの問題を解決します。
省スペース、簡単保管、10年保存可能です。

10年保証 備蓄用トイレットペーパー
長期備蓄の為に開発された国産のトイレットペーパーです。10年間保存ができます。
通常のトイレットペーパーより長さが約4倍の200ｍ巻トイレットペーパーですので、経済的かつ保管スペースを削減できます。

簡易トイレセット100回分
既存のトイレにセットするだけ！
すぐに使用可能です

トイレに必要なものを一つに集約！
想像以上にコンパクトです

4ロール×3パック 1ロール×12パック

・水害、湿気、カビ、害虫等から長時間トイレットペーパーを保護するため
  真空パック包装しています。
・芯があるトイレットペーパーなのでつぶれにくくなっています。

・簡易トイレ×1個
・200m巻トイレットペーパー×4個
（真空パック1ロール×4個）
・凝固剤×100個
・汚物処理袋×100枚
・汚物保管袋×10枚
・結束バンド×10本

幅500×奥行285×高さ385mm

TB-MHCF-301

内容

外装サイズ

品番

・200m巻トイレットペーパー×2個
（真空パック1ロール×2個）
・凝固剤×100個
・汚物処理袋×100枚
・汚物保管袋×10枚
・結束バンド×10枚

幅265×奥行240×高さ255mm

TB-CFS-200

約7kg重さ 約5kg

価格

TB-LT-101 TB-LT-201

TB-CFS-200TB-MHCF-301

10年
保存

10年
保存

内容量 300ml 500ml

価格 2,582円 3,600円
大学の研究室や試験センターなどでの検証で菌やウイルスに対し抗菌効果が
４週間以上持続することが実証されています。

直接スプレーするか、布にスプレーして拭くだけ。抗菌効果が長期間持続！

ウイルス増殖環境 消滅
多くの人の手が触れる共有スペースの除菌・抗菌に。
抗菌効果が長期間持続するので何度も除菌していた負担を軽減します。

持続

抗菌効果が

衣類やマスクなど身に着ける物やドアノブ
手すりなど手に触れる物を除菌・抗菌します。

用途：

約1カ月

¥15，000 ¥12，000

幅360×奥245×高250mm

TB-LT-101

箱サイズ

品番

幅360×奥行245×高さ250mm

TB-LT-201

約5kg（1ロール重量：約400ｇ）重さ

12ロール（4ロール×3パック）入数 12ロール（1ロール×12パック）

価格 ¥3，600 ¥4，800

品番 TQ-SP-300 TQ-SP-500
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自動展開式土嚢 ウォーターダム(WATER DAM)
防災用品

ご自宅や事業所に（幅5.2ｍ使用）ご自宅や事業所に（幅5.2ｍ使用） 施設や事業所、店舗の周辺に（幅15.2ｍ使用）施設や事業所、店舗の周辺に（幅15.2ｍ使用）

5.2m

9.1ｍ

6.0m

9.1ｍ

15.2ｍ

10.0kg

19.0kg

20.0kg

24.0kg

39.7kg

480,000円

732,000円

570,000円

922,000円

1,268,000円
35cm

35cm

水害対策製品「WATER DAM（ウォーターダム）」 は、持ち運びが簡単で多くの人手を必要としません。
場所を選ばずにどこでも設置が可能、製品内部に水や空気を入れたりする必要もありません。
展開時の頼りになる大きな見た目に対して、収納時の丸めた状態はとてもコンパクトな軽量設計です。
企業やご家庭、市街地などの備えにぜひご活用ください。

水位が上昇するとバリアが自動展開し、水の重みで安定します。

● 簡単設置＆片付け

■ 一般用 / 業務用 ■ 

■ 福島モデル ■ 

● 保管の場所をとりません

ロール縛り形状バッグ形状

収納時の形状は以下の通りです。
※サイズによって形状が変わります。

・ 高耐久PVCコーティングポリエステル生地使用
・ 湿気ダメージに強く、－40℃～＋50℃での
   環境下での長期保存が可能です

設置後でも車も歩行者も通行できます設置後でも車も歩行者も通行できます
※止水後は車両や車輪の大きさにより通行できない場合があります。※止水後は車両や車輪の大きさにより通行できない場合があります。

WATER DAM

集中豪雨・洪水など、水害のトラブルが増えています。集中豪雨・洪水など、水害のトラブルが増えています。

 ●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

駐車場に車やバイクを停めているが、
車両水没の危険性がある。
駐車場に車やバイクを停めているが、
車両水没の危険性がある。

大量の土嚢を設置するための人手が
確保できそうにない。
大量の土嚢を設置するための人手が
確保できそうにない。

土嚢の保管場所が確保できない。
災害時には、すぐに取り出したい。
土嚢の保管場所が確保できない。
災害時には、すぐに取り出したい。

止水高 横幅 重さ 定価

止水高 横幅

60cm

60cｍ

155cm

140cｍ

140cｍ

奥行

奥行 重さ 定価

15cm

9.1ｍ

1,020,000円

1,468,000円

1,196,000円

1,744,000円

1,710,000円

2,532,000円15.2ｍ

9.1ｍ

15.2ｍ

9.1ｍ

15.2ｍ

62.9kg

103.9kg

38.6kg

62.9kg

30.4kg

50.2kg

■ 業務用 ■ 
止水高 横幅

324cｍ

324cｍ

268cｍ

268cｍ

200cｍ

200cｍ

奥行 重さ 定価

50cm

67cm

81cm

（仕様）
Ａ： 超強化PVCコートポリエステル
Ｂ： 伸縮機能パーテーション
Ｃ： 固定補助用ループ
Ｄ： 亜鉛メッキ鋼板
Ｅ： ループ（持ち手／乾燥時使用）
Ｆ： 浮き部

水を止めるウォーターダムの仕組み

ウォーターダムの設置方法 導入例

水害対策はお済みですか？
ウォーターダムなら
持ち運び可能で設置も簡単！

水害対策はお済みですか？
ウォーターダムなら
持ち運び可能で設置も簡単！

● ジョイントできて横幅が拡張可能①持ち運んで①持ち運んで ②広げれば設置完了②広げれば設置完了 ③抜群の安定感③抜群の安定感

これまで主流とされてきた土嚢に代わる浸水対策！

17

使用動画

一般家庭から業務用まで

形状・価格

連結することで長さを調整することができます連結することで長さを調整することができます

補助金/助成金
対象製品

※自治体により非対象となる場合がございます

※使用される必要な横幅プラス2ｍ以上でお考えください。
※1.5ｍ～2ｍ間隔でウエイトを設置してください。
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BCP対策・災害対策の推進により
【非常用LPガス発電機】を設置するにあたり
国から補助金・助成金を受けられる制度が
整えられてきています。 　※各自治体による

補助金・助成金制度

非常用LPガス発電機

災害時には停電発生を感知して自動送電01
100時間の連続運転（モデルSGは500時間）が可能
※指定オイル使用時

02
商用電源並みの安定した電力を供給03

非常用LPガス発電機

L P
GAS

50kgガスボンベ４本で

　約 90 時間
連続稼働

 約 5.41kW
合　計

エアコン（12畳）
2基/1.6kW

ノートPC
2台/0.06kW

照明
20基/1.6kW

液晶テレビ（32型）
1台/0.15kW

PC
10台/1.0kW

製品ラインアップ

■自治体（鳥取県）■設備工場（京都府）

GUARDIAN SERIES (9-24kW)

60Hzモデル(一例)

PROTECTOR SERIES (22-80kW)

INDUSTRIAL SERIES (35-1000kW)

G609
RG622
SG150

　三相四線※ 単相
- 200/100

208 200/100

208 200/100

出力
定格電圧(V)

9kW

 22kW

150kW

サイズ(mm) 重量

153kg

411kg

1960kg

LPガス / 都市ガス

LPガス / 都市ガス

LPガス / 都市ガス

燃料

L1232 × W　648 × H　737

L1580 × W　776 × H　980

L3633 × W1280 × H2330

GUARDIAN SERIES (8-20kVA)

50Hzモデル(一例)

PROTECTOR SERIES (17.6-27kVA)

INDUSTRIAL SERIES (35-500kVA)

G508
RG5223
SG120

　三相四線※ 単相
- 200/100

400 -

200 200/100

出力
定格電圧(V)

8kVA

 22kVA

150kVA

サイズ(mm) 重量

155kg

411kg

1961kg

LPガス / 都市ガス

LPガス / 都市ガス

LPガス / 都市ガス

燃料

L1232 × W　648 × H　737

L1580 × W　776 × H　980

L3633 × W1280 × H2330

災害時に強いLPガスを燃料とする非常用発電機

LPガスは、CO2排出量が少なく燃焼時の排出ガスも極めてクリーンなエネルギーです。
可搬性も高く、東日本大震災時にはライフラインを失った被災地でも
重要なエネルギー源として活躍しました。

一般住宅から工場などの大型施設まで対応

▶災害時にライフライン断絶の影響が少ない
▶メンテナンスがほぼ不要
▶燃料補充が行いやすい
▶劣化しにくく長期保存が可能
▶コンパクトで一般住宅からの流用が容易
▶価格が安い

【燃料にLPガスが選ばれる理由】

※設置には別途工事費が必要となります。　※三相機で単相機器をご使用になられる場合、スコットトランスが必要となります。

■GUARDIAN SERIES
空冷式ガスエンジン 非常用発電機

ガーディアンシリーズ

省スペース、低コストで導入できる非常用
発電機。家庭や小規模オフィスで 暮らしや
仕事を守る信頼のパートナー。

―G609/G508/G5203 他

個人邸宅から中小規模事業者向けの非常用
発電機。水道やオフィスでの電子機器の
機能をピンポイントで維持・保全。

■PROTECTOR SERIES
水冷式ガスエンジン 非常用発電機

プロテクターシリーズ ――RG622/RG5223 他

選択したことを後悔しない堂々たる風格の
最上級発電機。あらゆるニーズに対応。
常用発電機としてもお使いいただけます。

■INDUSTRIAL SERIES
水冷式ガスエンジン 常用 / 非常用兼用発電機

インダストリアルシリーズ ――SG150/SG120 他

オフィス

GENERAC

分電盤自動切替器商用電源

非常時に必要な機器へ
電気を供給

業務継続

LPG

都市ガス・ＬPガスボンベ 非常用発電機

非常用電源
供給開始

停電
感知

停電
発生

電気ポット
1台/1.0kW

●単相9kW据置型(G609) 非常用発電機使用事例
万が一の停電でも業務継続に必要な電力を供給します。《オフィスの例》

※数値は一般的なオフィスで
　使用される電気機器を
　想定したものとなります。

災害発生時に、万一の備えを災害発生時に、万一の備えを

LPガスとは？

※画像はイメージです。

非常用LPガス発電機はLPガスを燃料とすることで
災害時でも設置場所を選ばす安定した電力を供給できます。
また、けん引車で被災地に運搬し現地のLPガスを使用して
電力を供給することが可能です。

設置
事例

機　種：ガーディアン 型　番：G614 出　力：14kW

燃　料：LPガス 用　途：BCP対策

補助金：石油災害バルク等の導入事業費補助金

機　種：インダストリアル 型　番：SG130 出　力：130kW

燃　料：LPガス 用　途：BCP対策

補助金：石油災害バルク等の導入事業費補助金

補助金・助成金を
利用することで
導入時の負担を
軽減できます。

補助金/助成金
対象製品

※自治体により非対象となる場合がございます

LPガス発電機
トレーラーについては
P20・21をご覧
ください

※LPガス=Liquefied Petroleum Gas（液化石油ガス）

常用発電対応
大規模施設/

小規模オフィス
一般家庭～

中規模オフィス
個人邸宅～

￥2,000,000～（税抜）￥2,000,000～（税抜）

仕様等予告なく変更になる場合がございます。



■仕様により価格が異なります■
詳細に関しては当社までお問い合わせください。

給湯器で
お湯を提供！

来たる時に備えて⸺

LPガス発電トレーラーが簡易型シャワーをお届けします。
被災地でも温かいお湯を！

L P
GAS

悪路走行に特化した
カスタムを施した当

社の災害支援車

道が断たれていても、
　　　　　　　ヘリ輸送も可能。

※掲載画像はすべてイメージ画像となります。

L P
GAS

非常用LPガス発電機はLPガスを燃料とすることで災害時でも
設置場所を選ばず安定した電力を供給できます。
当社ではLPガス発電機を運搬できるけん引車を独自に開発。
被災地に発電機を送り込むことで、現地のLPガスを利用して
電力を供給することが可能となります。
非常用電源の無い避難施設への電源確保にも利用できます。

被災地に電源を供給

車両制作︓株式会社タジマモーターコーポレーション（モンスター静岡磐田店）
製作協力︓株式会社オーエス技研(岡山県)・有限会社モトレージ(兵庫県)

LPガス発電トレーラー

L P
GAS

LPガス発電機給湯器（オプション）

接合部

災害支援車両 ＆ LPガス発電トレーラー

当社では過酷な悪路にも対応するハイエースベースの災害
支援特殊車両を準備。被災地の要請に迅速に応えます。

LPガス発電トレーラーをけん引、
　酷路を乗り越え支援を求める被災地へ。

L P
GAS

迅速に被災地へ
物資を運ぶ災害支援車両

カスタムについてのお問い合わせは
（株）タジマモーターコーポレーションまで。
【https://www.tajima-motor.com/】

災害地支援に特化。当社開発の
LPガス発電トレーラー

エアコンも
使えます！

LPガス発電機は湯沸かしの他、テ
レビ視聴やスマホなどの充電にも
使えます。　　　　　　　　　

20 21
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６００シリーズ

３００シリーズ

–南海トラフ巨大地震に備えて–

南海トラフ

巨大地震で
想定される震源域

【地震規模Ｍ8～9】【発生確率70～80％（30年以内）】
※政府 地震調査研究推進本部 webサイトより

浮揚式津波洪水対策用シェルターSAFE+
（セーフプラス）は地震発生の際に乗り込み、水害や
衝突などから人々の命を守るよう設計されています。

また近隣に津波避難タワー/ビルや避難できる高台
が無い方や移動が困難な方などにも避難シェルター
としても活用いただけます。

3.11以降、津波の威力は周知のこととな
り今日も南海トラフ巨大地震をはじめ
様々な地震の襲来が予想されています。
津波や洪水の被害から身を守るために私
たちも、普段からできうる限りの用意が
必要となってきました。

人用8シリーズ300

入口高さ： 地面から42cm（枕木高6cm含む）

42

重量 880 kg
全長 3.90 m

諸元
全幅 2.15 m
全高 2.15 m

入口高さ： 地面から48cm
 （枕木高6cm含む）

48

重量 1300 kg
全長 6.16 m

諸元
全幅 2.33 m
全高 2.30 m

人用20シリーズ600

津波避難タワー上への設置
和歌山県串本町 自治体

特別養護老人ホームに設置
三重県松阪市 企業

海岸、河川隣接個人宅への設置
神奈川県逗子市 個人

導入
ポイント

津波被害想定の更新によりタワー上に設置。
自治体への津波シェルター納入は日本初。

導入
ポイント

お年寄りや車いすの方でも乗り込みやすい
低床設計が評価され導入。

導入
ポイント

地理的に避難場所が限られてしまうことから、
最短の避難方法として導入。

製品ラインアップ

コンパクト設計の
「セーフプラス」は
様々な場所に導入
されています。

衝突や転覆の衝撃に備え、室内には人数分の4点式シートベルトと大型ヘッドレストを完備。
万が一の浸水時にも浮力を失わない不沈構造。

設置
事例

￥4,200,000～（税抜）￥4,200,000～（税抜）

仕様等予告なく変更になる場合がございます。

別途運搬費・設置費が必要です
￥6,780,000～（税抜）￥6,780,000～（税抜）
別途運搬費・設置費が必要です

水害対策

津波・洪水から命を守る津波・洪水から命を守る

普段も使える多用途性

移動・設置が簡単低コスト

小型クレーン付４t車で運搬・設置が可能 タワーやビル上にも設置可能な軽量設計

使用例：イベント時の救護所 (600) 使用例：仮設事務所/会議室 (600)

平常時は、事務所や休憩所、集会場、備蓄倉庫、

勉強部屋、イベント時の救護所など、日常生活の
中で様々な用途で利用できます。

小型クレーン付の４ｔ車に積載できるので１人
でも移動・設置が可能。 低コストで運搬ができ
ます。

また、軽量なためタワーの上や建物の屋上等ど
こへでも簡単に設置できます。

けん引用トレーラーもオプションでご用意

※けん引免許が必要になります。※実際のトレーラーは写真とは異なる場合があります。

セーフプラスシリーズをけん引できる専用トレーラーも
ご用意いたしました。災害後、迅速に移動でき災害救護・
危機管理チームのベースルームなどにも使用できます。

補助金/助成金
対象製品

※自治体により非対象となる場合がございます
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サニティシステムはアイルランド農林水産省
によりＥＵライセンスを発行されています。
(PCS番号 100807,100808,100809,100810)

オゾン発生量 1,000m g/h
適応範囲目安 ～50m3

使用環境条件 温度4～38℃   相対湿度 0%～90％
オゾン除去装置 有り
電源 110 / 250V、50 / 60 H2
設置出力 35W 以下
外形寸法（W×D×H）  300 × 121 × 233 mm
 （突起含まず。取手含む場合はH282mm）

構造 AISI 430 スチール
質量 3Kg 

オゾン発生量 10,000m g/h
適応範囲目安 ～400m3

使用環境条件 温度4～38℃   相対湿度 0%～90％
オゾン除去装置 有り
電源 110 / 250V、50 / 60 H2
設置出力 150W 以下
外形寸法（W×D×H）  300 × 260 × 620 mm
 （突起含まず。取手含む場合はH678mm）

構造 AISI 430 スチール
質量 13Kg 

ウイルス対策

除菌・消臭 サ二ティシステム

サニティシステムとは？

SANITY SYSTEM JAPAN
もっと詳しく株式会社タジマモーターコーポレーション

室内まるごと
オゾンのチカラで
安全・安心な空間に

99%
除菌 ※

細菌やウイルスの
��％を除菌
細菌やウイルスの
��％を除菌

製品ラインアップ

お子様や
高齢者、

ペットにも
安全です

ついに日本にも上陸︕︕

カーディーラー レストラン

動物病院

救急車

病院 エステサロン

ホテル・旅館

研究室

欧米を中心に54 ヶ国に展開するイタリアのオゾン除菌機メー
カーです。官公庁、公共施設、宿泊施設、カーディーラーなど
グローバルに12,000以上の場所でご利用いただいております。

環境

効率

安全

空間サイズごとの適正なプログラムによりオゾンが空
間に広がり、織物素材にも浸透。手の届きづらく病原
菌などが繁殖しやすい場所にも行き渡り除菌します。

除菌プログラムの最後に残存オゾンを回収して酸素に
還元するので、室内のものや機械にダメージを与えず、
速やかに室内の使用が可能です。

オゾンの自然な酸化力だけで除菌を行い、酸素に戻る
ので危険な残留化学物質はなく、後で拭きとる手間も
ありません。

新型コロナウイルス

大腸菌

黄色ブドウ球菌

サルモネラ菌

《サニティシステムのしくみ》
サニティシステムは、空間にあわせおよそ1～3 ppmの高
濃度オゾンを発生させ、オゾンの酸化作用によって除菌・消
臭するシステムです。
（図の１→２→３→４の順番でプロセスが進行します）

空間にあわせ１～３ppmまでの高濃度オゾンを発生させ、
酸化作用によって、超強力除菌・消臭。

Point 1

空間サイズに合わせて除菌に必要な濃度と時間を制御してい
るので器物に損傷を与えません。

Point 2

持ち運び簡単で、いつでもお手軽に︕　コンセントにさして、
２タッチの“簡単操作”。

Point 3

1

4 2

3

※全てのウイルスや菌を除去できるものではありません。
※記載した機能・効果はSanity System International社の発表によるものです。

オゾンは３つの酸素原子(O)からなる酸素(O₂)の同素体です。
O₃の状態は不安定な性質のため、３つの酸素原子のうちの一
つを他の物質に与えて安定できる酸素（O₂）に戻ろうとする性
質（酸化作用）があります。
強い酸化力を持つのが特徴で、過酸化水素、塩素、次亜塩素酸
より強いとされています。空気中や物質表面の細菌や臭いの原
因物質を酸化させることで除菌する効果を持ちます。

菌やウイルスと
共に消滅

菌やウイルス
と結合

酸素原子（O）

酸素（O2）

O
O

O
O O
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アンモニア（2NH3）オゾン（O3） 窒素（N2） 水（H2O） 水（H2O） 水（H2O）
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O

窒素（S） 水（H2O） 酸素（O2）
悪臭

硫化水素（H2S）

O
O

O

オゾン（O3）

O
O

O

オゾン
【消臭】の

しくみ

オゾン
【除菌】の

しくみ

除菌・消臭の
　　メカニズム

仕様等予告なく変更になる場合がございます。

SANY PLUS （サニープラス） [CGO-SPU] ￥620,000（税抜）SANY CAR （サニーカー） [CGO-SCU] ￥450,000（税抜）

補助金/助成金
対象製品

※自治体により非対象となる場合がございます



ウイルス・クラスター対策

抗菌Ｑゲート

Qゲート抗
菌 が

１回通るだけで抗菌効果が��時間続く１回通るだけで抗菌効果が��時間続く

本 編 動 画

クラスター発生を抑えます

【消滅Ｑ】【消滅Ｑ】
抗菌Ｑゲート専用薬液

◆ 菌・ウイルスの増殖を抑制
抗菌Ｑゲート用に開発された専用薬液です。独自のナノ密着技術
で成分の複合化に成功、強力な抗菌効果で消滅Ｑに触れた菌やウ
イルスに大きなダメージを与え不活性化させます。

◆ 人にやさしい成分配合
成分の一つ一つはとても弱く、人にやさしいものを使用しています。
塩素系は不使用、万が一身体に触れてしまった場合も安心です。
　※急性経口毒性試験・皮膚一次刺激性試験済み。
　※アルコール過敏症の方は使用をお控えください。

  様々な効果が
実証済み！

【ウイルス増殖環境 消滅Q】による抗菌
ウイルス菌 抗菌剤に触れて… 活動を停止！新たなウイルスが付着!!

OUCH!
……

Yeah!

抗菌剤 抗菌作用を１日キープ!

【従来対策】（アルコール除菌）

ウイルス
菌

除菌剤に触れて… いったん勢力が
減退しますが…

OUCH!

……

Yeah!

除菌剤 小まめな除菌が必要…

※イメージ ※イメージ

一日中、繰り返す必要が… 抗菌効果が
��時間持続!!

ウイルス
増殖環境

【従来対策】と【消滅Ｑ】の比較【従来対策】と【消滅Ｑ】の比較

■全ての菌やウイルスに効果があるわけではありません。　■使用環境などにより効果が異なります。　■病気治療や予防を目的とした商品ではありません。
■本製品は衣類などに付着した菌やウイルスに対する使用を目的としたもので人体に使用することを目的としている製品ではありません。

容　　量：��Ｌ
噴射目安：約�,���回
（※�回あたり約�㏄使用の場合）

仕様等予告なく変更になる場合がございます。

定価：��,���円定価：��,���円
※レンタルプランの場合

��,���円

補助金/助成金
対象製品

※自治体により非対象となる場合がございます

新型コロナウイルス✓ インフルエンザ✓ ノロウイルス　etc...✓

・工場・倉庫 省エネ照明の販売
・ソリューション/コンサルティング
・工場・倉庫 省エネ照明の販売
・ソリューション/コンサルティング

株式会社 THL（東北ライティング）株式会社 THL（東北ライティング）

・製品開発・輸入貿易・品質管理事業
・グループ全体のシステム開発・管理
・製品開発・輸入貿易・品質管理事業
・グループ全体のシステム開発・管理

株式会社 THLホールディングス株式会社 THLホールディングス

・業務用製品の卸/販売・業務用製品の卸/販売

株式会社 Proワーク照明株式会社 Proワーク照明

・電気工事/照明設備のメンテナンス・電気工事/照明設備のメンテナンス

株式会社 THL総合電設株式会社 THL総合電設

私たちは震災復興を
応援するために設立しました

一般社団法人 非常食備蓄支援機構一般社団法人 非常食備蓄支援機構

・業務推進 ・サポート事業・業務推進 ・サポート事業

協賛団体協賛団体

全国��拠点
※����年�月現在

無電極ランプの製品企画開始
北陸地区に先行してマーケット試験販売を行う
東北ライティング株式会社設立（本社：宮城県仙台市）
新たに無電極ランプ「TecoL｣ブランドにて全国販売開始
直販営業による全国各地の拠点強化（地域拠点開設）
従来のLED特有の問題点を改善した高天井用LED照明
｢Eye-BAC｣シリーズの販売開始
施工管理部門である株式会社K電を設立
業販および大手特販卸部門である株式会社Proワーク照明を設立
ソリューション事業展開を行うため社名を株式会社THLに変更
株式会社THLホールディングス設立
一般社団法人非常食備蓄支援機構業務開始
自社ECサイトを開設
施工管理部門株式会社K電を株式会社THL総合電設に改組

導入予算の厳しい企業向けの、初期導入予算を必要としない「エスコ提案」事業

省エネで削減される予算から子供たちを支援する「エコ未来プロジェクト」事業

会社概要
代表者 芝山 憲司

設立 ����年��月

所在地 本社
〒���-����
宮城県仙台市泉区市名坂字原田���

HD管理本部
〒���-����
石川県金沢市窪�丁目���

北陸管理本部
〒���-����
石川県金沢市矢木�丁目���

●拠点/東北・関東・栃木・静岡・北陸・東海・関西・岡山・広島・四国・九州・熊本

事業内容 工場･倉庫用などの過酷な環境で使用される水銀灯などに対応する
業務用の「省エネ照明の開発・販売」事業

お客様が必要とされる「環境改善商材の開発／製造／提案」を行う
「ソリューション」事業

災害時に避難場所へ迅速に誘導する「災害時ひなん施設誘導看板」事業

災害時に社員を守る「企業による非常食備蓄」事業

沿革

����年
����年
����年

����年

         
����年
����年

����年
����年
����年
����年

万が一の夜間でも
避難場所を示す光る看板を

※事業化推進中です。

災害時ひなん施設誘導看板事業

26 27



����.��

代理店

株式会社THL（東北ライティング）

北陸管理本部
〒���-����
石川県金沢市矢木�丁目���番地
TEL：���-���-����
FAX：���-���-����

〒���-����
宮城県仙台市泉区市名坂字原田���
TEL  ���-���-���� 
FAX  ���-���-���� 

本社

株式会社THL総合電設株式会社Proワーク照明
〒���-����
石川県金沢市窪�丁目���
TEL  ���-���-����
FAX  ���-���-����

〒���-����
岡山県倉敷市東富井���-��
TEL：���-���-����
FAX：���-���-����

全 国 � , � � � 社 、� � , � � � 灯を超える納 入 実 績 ｜ 工 場・倉 庫 専 門の照 明メーカー

支店・営業所　東北/関東/栃木/静岡/北陸/東海/関西/岡山/広島/四国/九州/熊本

コロナウィルス感染拡大を抑止するためお客様のご要望がない限り
営業訪問を自粛しております。
お問い合わせやご相談等ございましたら、お気軽にお電話ください。

HD管理本部
〒���-����  
宮城県仙台市泉区市名坂字原田���
TEL  ���-���-����
FAX  ���-���-���� 

本社
〒���-����  
石川県金沢市窪�丁目���
TEL  ���-���-����
FAX  ���-���-����

株式会社THLホールディングス 0120-689-690

https://thl-hd.com THL 検索ホームページ

照明製品に関するお問い合わせ先： info@t-ecol.com各事業に関してのお問い合わせ先： info@thl-hd.co.jp

0800-1111-505商品に関するお問い合わせ

万 が一の災 害から社 員と家 族を守る

企業備蓄と防災のすすめ

D i s a s t e r  R e c o v e r y

2022 Vol.1

一般社団法人 非常食備蓄支援機構

当社は、阪神、能登、東北などの災害を身近に経験し
「東北の復興支援を行う」との決意のもと設立しました。

https://bichiku3days.jp/

一般社団法人 非常食備蓄支援機構 〒981-3117
宮城県仙台市泉区市名坂字原田107
TEL　076-240-0601　/　FAX　0942-70-9085

協賛団体

西日本事業本部・管理事業本部　〒921-8066　石川県金沢市矢木2丁目222　　／　　東日本事業本部　〒263-0023　千葉県千葉市稲毛区緑町1-25-11-102

本　部　


