世田谷区

防災用品 あっせんのご案内

お申し込み方法

あっせん価格一覧
品番号

品

名

本体価格 あっせん価格

2,805円

6097 トイレ用脱臭剤（保存期間10年）

1,320円

1,122円

3356 ポータブルソーラー充電器

8,778円

8,778円

7349 感震ブレーカーアダプター〈ヤモリ〉

4,378円

3,502円

感震ブレーカーアダプター用オプション
2,750円
7361 〈ヤモリ・デ・リモート〉
（単体では作動しません）

2,420円

3123 ピオマ感震ブレーカー

10,780円

（約3日分）
2322 保存食5年セレクトセットⅡ

4,104円

10,780円
3,488円

アルファ米・白飯×10袋

2157 （賞味期限5年）

3,024円

2,570円

2926 （賞味期限5年）

アルファ米・4種×2袋セット

2,894円

2,460円

2072 こまちがゆ×10缶（賞味期限5年）

2,916円

2,478円

2117 （賞味期限5年）

1,620円

1,377円

2639 4種×1缶セット（賞味期限5年）

2,160円

1,836円

2355 ビスコ保存缶×5缶（賞味期限5年3ヶ月）

2,375円

2,256円

スーパー保存水 1.5ℓペットボトル×8本
2935 （賞味期限5年）

2,592円

2,203円

ポケットワン おみそ汁（10食セット）
新・食・缶ベーカリー 缶入りソフトパン

スーパー保存水 500㎖ペットボトル×24本
2934 （賞味期限5年）

4,147円

3,525円

7931 マグニチュード7 ML-50（2本1組）

9,570円

8,134円

7932 マグニチュード7 ML-80（2本1組）

9,570円

8,134円

10,120円

8,602円

7933 マグニチュード7 ML-110（2本1組）
8761 世田谷区特注 非常持出袋セット

9,361円

7,956円

7983 タタメットズキン3

4,180円

3,553円

6137 エマージェンシーブランケット（1人用）×2枚

1,760円

1,496円

3009 単2LED防雨ライト

1,100円

935円

4374 非常用給水袋4ℓ×3枚セット

2,310円

1,963円

×3袋
6194 長期保管〈防災ウェットタオル〉

1,782円

1,514円

6198 長期保管からだふきボディータオル×2袋

1,496円

1,271円

※あっせん価格には消費税が含まれております。
送料と代金引換手数料も含まれています。

本体価格は東京都葛飾福祉工場2021年度版カタログに準拠しています。

■訪問販売にご注意を！区や消防署の名をかたった訪問販売にご注意ください。
（区や消防署では訪問販売はいたしておりません。）
■医薬品、電池、粉ミルク、離乳食、治療食は、専門店でご購入ください。
■本チラシに掲載していない商品でも、あっせん価格で提供できる商品もございます。
詳しくは、東京都葛飾福祉工場
（右記連絡先）
までお問い合わせください。

〈 記入例 〉

63

（表）

〒125-0042

葛飾区金町２ ８‑ ‑

3,300円

郵便ハガキでのお申し込み

品番号・品名・あっせん価格・数量・小計金額・氏名・住所・電話番号を
明記の上、下記の住所までお申し込みください。
（申し込む品物は控
えを取っておいてください。）

東京都葛飾福祉工場
﹁世田谷区防災用品
あっせん係﹂行

6116 サニタクリーン・簡単トイレ 20枚入

防災用品

世田谷区

20

（裏）

①氏名
（フリガナ）
②住所 〒
③電話番号

品

名

あっせん
小計
数量
価格
金額

合計金額

避難所はスペースや備蓄が限られており、環境の変化などによって
体調を崩す人もいます。また、過密状態になると感染リスクも高まり
ます。自宅に被害がない場合は、避難所に行かず自宅で生活を続け
る「在宅避難」をしましょう。
「在宅避難」は日々の備えが大事。自宅
を避難所にするために備えておきたいものをご紹介します。ご自身
やご家族を守る上で必要なものをお求めください。

簡易トイレは1人1日5回を目安に、
なるべく1週間分を備蓄しましょう。

2072 こまちがゆ 2,478 2 4,956
8761 世田谷区特注 7,956 1 7,956
非常持出袋セット

品番号を必ず記入
してください。

あっせん価格で購入できます！

「在宅避難」
に備えていますか？

④
品番号

地震に備えて
自宅を
避難所に!

あっせんのご案内

高速吸水凝固シートを
底部に接着・一体化

FAXでのお申し込み

A4サイズ程度の大きさの紙にハガキでのお申し込み方法と同様に
必要事項を明記の上、頭に
「東京都葛飾福祉工場・世田谷区防災用
品あっせん係」
行と書いて下記のFAX番号までご送信ください。

FAX.03-3608-5200
電子メールでのお申し込み

setagayaku-tkf@tocolo.or.jp
消費税について

あっせん価格はすべて税込み価格表示となっています。また、保存
食料・保存飲料水はすべて軽減税率
（８％）
が適用されています。

配達の方法

商品のお届けは宅配便により、直接各ご家庭または勤務先に配送い
たします。
（お届け先は世田谷区内のみに限らせていただきます。）
注文生産の製品もありますので、
お届けが数ヶ月かかる場合がござい
ます。あらかじめご了承ください。納品日時の指定はご遠慮ください。

代金のお支払い方法

商品のお届け時に、商品と引き換えに代金をお支払いください。

返品・交換について

ポータブルソーラー充電器

3356 あっせん価格8,778円

単体使用時

※自治会・企業等団体で申し込む場合は、事前に東京都葛飾福祉工場ヘ
電話でご連絡ください。

確保しましょう。

太陽光約2時間でスマホをフル充電
可能、防塵・防水機能
（IP65準拠）
で安
心です。
USB端子×2ポート装備
サイズ／
（折りたたみ時）
約160×230×30㎜
（展開時）
約815×230×5㎜
重量／約620g

12,912

ハガキでのお申し込み方法と同様に必要事項を明記の上、下記の
アドレスまでご送信ください。

スマホの充電手段を

サニタクリーン・簡単トイレ 20枚入

折り返すだけで便器として使用でき、洋式トイレ
やポータブルトイレにかぶせて使用することもで
きる便袋タイプの簡易トイレです。使用後は焼却
処理することができます。

6116 あっせん価格2,805円

トイレ用脱臭剤

（保存期間10年）
災害時のトイレ用脱臭剤で
す。便槽及び便袋の中に散
布すると悪臭を消します｡

↑展開充電例

6097 あっせん価格1,122円

感震ブレーカーアダプター〈ヤモリ〉

地震の際、
バネの強い力によりブレーカーを遮断
し、通電火災を防止します。作動震度を震度5
強、6弱に選択可能。またアンペアブレーカー、
漏電ブレーカーに設置可能で、
レバー埋込み型
など様々な種類の分電盤に取付け可能です。
材質／ABS/PCアロイ PBT
ステンレス材 アクリル系接着パッド
サイズ／145×66×厚55㎜

停電復旧時に起こりやすい通電火災。
感震ブレーカーで電気を自動的に遮断、危険を回避。

本体
3,502円
様々な分電盤のブレーカースイッチに対応しています。

7349 あっせん価格

返品・交換につきましては、商品到着後10日以内にご連絡くださ
い。商品の不良・傷・汚れなどの場合には、無償にて交換いたします。
お客様のご都合による返品の場合は、送料・手数料をお客様負担に
てお願いします。お客様のご都合による食料品・保存水の返品・交換
はご遠慮ください。

防災用品のお問い合わせ先

感震ブレーカーアダプター用オプション
〈ヤモリ・デ・リモート〉

TEL.03-3608-3541

※個人情報は防災用品のあっせん以外では使用致しません。

障害者の職業対策の一環として、東京都が昭和47年に設置し、現在はすべての障
害者がひとりの社会人として職業をもち、自立した生活を営むことを目標に、社会
福祉法人東京コロニーが運営をしております。
東京都葛飾福祉工場では開設以来、防災用品や生活安全用品を開発し、生産して
きました。

東京都葛飾福祉工場では事業活動を通じて被災地の復興および支援活動に努めてまいります。
諸般の事情により商品の取り扱い中止、代替品への変更、仕様の変更、品切れ等があることを
ご了承ください。その際はご連絡いたします。

世田谷区 災害対策課
TEL.03-5432-2262 FAX.03-5432-3014
2022.5

フタ付き分電盤の外側に〈ヤモリ〉を取付けた場
合に、ワイヤーリモコンを介してブレーカーを遮
断するオプション品です。
サイズ／ワイヤー長さ480㎜
※壁の材質が「布クロス貼り」
や「和紙/漆喰/砂
壁」
の場合は、壁面への取付ができませんので
ご注意ください。
※〈ヤモリ〉のオプション品のため、単体では作動
しません。

7361 あっせん価格

2,420円

ピオマ感震ブレーカー

震度5強相当以上の地震を感知すると警告音を発しブレーカーを
遮断します。約3分後に作動する遅延遮断機能を搭載し、ブレーカ
ーが遮断された後も約10分間ライトが点灯、夜間もあわてず行
動できます。
材質／本体：ABS 遮断部：ABS POM SUS
サイズ／本体：約62×87×厚47㎜ 遮断部：約67×67×厚31㎜
使用電池／専用リチウム電池、電池寿命約10年
（電池切れお知ら
せ機能付）
※電池のみを交換し継続使用することはできません。電池切れの
お知らせ警報音が鳴った際は、速やかに機器を交換してください。

3123 あっせん価格

一般財団法人日本消防設備安全センター推奨品、内閣府
「大規模地震時の電気火災抑制に関する検討会」
ガイドラインにおいて標準試験に合格
※設置にあたっては、瞬時に電源が遮断されても影響がないことを確認してからご使用ください。
（パソコン、医療機器など）
※また、電気が消えた中での避難が想定されるので、非常用の照明やラジオなどを併せて準備することをおすすめします。

10,780円

食料・飲料水は充分ありますか？
大規模な災害では、
ライフラインの停止や物流の停滞が想定されます。
1人最低3日分以上、なるべく1週間分の食料・飲料水の備蓄をしましょう。
保存食5年セレクトセットⅡ(約3日分)

家の中は安全ですか？

食料・飲料水は

「ローリングストック」
で定期的に入れ替えを！

①アルファ米
（ドライカレー100g）⑥缶入クラッカー
（2袋）
②アルファ米
（山菜おこわ100g） ⑦保存用ビスコ〈コンパクトタイプ〉
③アルファ米
（五目ごはん100g） ⑧きなこ餅
⑨スーパー保存水
（1.5ℓ×2本）
④アルファ米(梅がゆ42g)
（アルファ米・乾燥粥・きなこ餅のもどし用）
⑤保存用ファイバービスケット

備蓄
買う

箱入／約388×205×150㎜

2322 あっせん価格3,488円

食べる

地震の揺れにより、家具が転倒する危険があります。
転倒防止器具を取付けましょう。
マグニチュード7（2本1組）

家具から天井までの高さ 品番号 あっせん価格
家具を傷つけずに簡単に取付けられる家
ML-50 (35〜50㎝)
7931 8,134円
具転倒防止具。シンプルで強靱な構造は
長年に渡って、
ご家庭・オフィスなどで高い
ML-80 (50〜80㎝)
7932 8,134円
信頼を得ています。洋室にも和室にもマッ
ML-110
(80〜110㎝)
7933
8,602円
チするデザインです。滑らかな床面での家
具の滑り出しを防ぐ補助板
（家具転倒防止 ※家具と天井の間がちょうど50、80㎝の場合には、1つ
板）
付きで、安全性を高めています。
上のサイズをご使用ください。
材質／鋼鉄
（メラミン焼付塗装）
※天井の強度が弱いと、効果がうすれます。

補助板
（家具転倒防止板）

避難の準備はできていますか？

ローリングストックとは、日頃から利用している
食料や日用品を少し多めに買い置き、普段の
生活の中で定期的に使いながら新たに買い足
し、常に一定の備蓄量を保つ方法です。

自宅が被害を受け、
やむを得ず避難所へ。
いざというときのために、家族に合った避難用品を話し合いましょう。
世田谷区特注 非常持出袋セット
①スーパー保存水
（500㎖×2本）
②アルファ米
（梅がゆ42g）
③アルファ米
（わかめごはん100g）
④缶入クラッカー
（2缶）
⑤救急セットDr.K

【コットンガーゼ
（8枚入） 救急絆創膏
（10枚入）
伸縮包帯 脱脂綿
（5g入） 綿棒
（10本入）
清浄綿
（3枚） ハサミ ピンセット
ナイロン製巾着袋】

⑥3+4どっちもライト
（単3または単4電池使用）
⑦アルカリ乾電池 単3
（2本1組）
⑧サニタクリーン・簡単トイレ 3枚入
⑨非常持出袋A
（オレンジ）

※パッケージデザインは変更になる場合があります。

※梅干しは入っていません。

アルファ米（賞味期限5年）

湯または水を注ぐだけで、いつでも、
どこでも美味しいご飯が食べられま
す。軽くて、かさばらないので運搬に
も便利で、キャンプや運動会などの ●4種×2袋セット
イベントにも最適です。スプーン付
（白飯×2袋・赤飯×2袋・

●白飯×10袋

1袋／100g(約1食分)×10袋

2157 あっせん価格2,570円

山菜おこわ×2袋・五目ごはん×2袋）

４種×２袋セット
（８袋） 1袋／100g
（1食分）
×8袋

2926 あっせん価格2,460円

こまちがゆ×10缶（賞味期限5年）

精選したあきたこまちを圧力釜でじっ
くり炊き上げてあります。消化が早くお
子様からお年寄りまで安心して食べら
れます。
1缶／280g(約1食分)×10缶
缶切り不要

2072 あっせん価格2,478円

新・食・缶ベーカリー
缶入りソフトパン4種×1缶セット

2117

6137

タタメットズキン3

ヘルメット
：厚生労働省 保護帽規格「飛来・落下物用」
国家検定合格品
防災頭巾:アキレス㈱製AT-1000
（日本防炎協会認定の
防炎製品）
を素材として使用。

本体を横から押し込むだけで簡単に立体化でき
ます。独自の３Ｄヘッドバンド＋ラバーアジャスタ
ーで、快適なかぶり心地です。
材質／ヘルメット：ポリプロピレン樹脂
頭巾：アルミ粉末入り合成ゴム
立体サイズ／235×151×292㎜
（ヘルメット本体）
収納サイズ／332×221×45㎜(頭巾を含む)
サイズ調整／47〜62㎝ 重量／410g

7983 あっせん価格3,553円

2935

2355 あっせん価格2,256円

体熱の90%を反射させて
体温を維持します。しなや
かな素材で音も静か、繰り
返しの使用が可能です。
材質／ポリエチレン
使用時サイズ／
約1420×2130㎜
重量／約82g

あっせん価格1,377円

2639 あっせん価格1,836円

(賞味期限5年3ヶ月)
ロングセラーのビスコが保存缶になりま
した。乳酸菌クリームサンドビスケットで
食べやすく、幅広い年齢の方におすすめ
です。また5枚ずつの分包が6袋入りで
分けやすくなっています。卵は使用して
いません。
1缶／30枚
（5枚×6袋）
×5缶

エマージェンシー
ブランケット
（1人用）
×2枚

（賞味期限5年）
長期保存が可能な粉末タイ
プ。パッケージを組み立てる
と1杯分の容器になります。
スプーン付
湯または水の必要量／150㎖（1食）

飲料水は1人1日3リットルを目安に。

（賞味期限5年）
パン生地本来のおいしさにこだわった
驚きのしっとり・やわらか食感です。香ば
しいコーヒー、ほのかに甘い黒糖、爽や
かなオレンジ、卵不使用のEggフリーの
4種類。
1缶／100g×４缶
●コーヒー
●黒糖
●オレンジ
●プレーンEggフリー
（卵不使用）

ビスコ保存缶×5缶

8761 あっせん価格7,956円

ポケットワン おみそ汁
（１０食セット）

スーパー保存水（賞味期限5年）

北上山地の地表下600mに湧く自
然鉱泉水を加熱処理することにより、
5年間の保存を可能にしました。弱
アルカリ性で分子集団が極めて小さ
いため、まろやかで生体組織内への
浸透力が高い
「美味しくて、身体に良
い水」
です。

●1.5ℓペットボトル×8本

長期保管〈防災ウェットタオル〉
（20枚入）
×3袋

2934

2935 あっせん価格2,203円

●500㎖ペットボトル×24本 2934 あっせん価格3,525円

非常用持ち出し品の一例
保存食、飲料水、応急医療品
（絆創膏・常
備薬など）
、衛生用品
（マスク・消毒液・体
温計など）
、生活用品
（衣類・靴・ヘルメッ
ト・携帯トイレなど）

手指を清潔に保つウェットタオル
です。未開封で製造日より5年
間、
ウェット感が保てます。
パッケージサイズ／
230×130×20㎜
レーヨン不織布サイズ／
200×300㎜

6194

あっせん価格1,514円

あっせん価格
1,496円

単2LED防雨ライト

アルカリ電池寿命／約23時間
単2電池2本使用
（電池別売）
サイズ／50×175×37㎜
重量／約95g
3009 あっせん価格935円

非常用給水袋4ℓ×3枚セット
（注ぎ口付き１枚）

高密封チャック付きで飲料水の給水・
一時保存に最適。コンパクトに折り
たためます。
材質／ナイロン ポリエチレン
容量／4ℓ

4374 あっせん価格1,963円

長期保管からだふきボディータオル（12枚入）
×2袋

シートが大判サイズのため拭きや
すく、避難生活で体を衛生的に保つ
必需品。未開封で製造日より5年間
保存対応。
パッケージサイズ／
245×175×30㎜
レーヨン不織布サイズ／
300×600㎜

6198 あっせん価格1,271円

