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4231

マグニチュード7　ML-35 （2本1組）

マグニチュード7　ML-50 （2本1組）

マグニチュード7　ML-80 （2本1組）

マグニチュード7　ML-110 （2本1組）

タンスガードⅡ（2本1組）

家具転倒防止具〈L字型金具〉

家具転倒防止板〈ふんばる君〉（2本入）

ガラス飛散防止フィルム〈平面ガラス用〉

とびらロック（2組入）

〈不動王耐震シート〉薄型テレビ用（6枚入）

透明耐震ゴム〈G-BLOXゲル〉（4枚入）

光電式住宅用火災警報器 煙式

定温式住宅用火災警報器 熱式

感震コンセント〈ヤモリ・デ・コンセント〉

避難21点セット

サニタクリーン・簡単トイレ 20枚入

サニタクリーン・ポータブル

サニタクリーン・洋式便器用セットⅡ

モバイルバッテリー〈MB-GC10000〉

LEDランタン〈EX-X777D〉

エマージェンシーブランケット（2枚）

非常用給水袋（3枚）

サラヤ ドライシャンプー

ツインウェーブ〈防災の達人〉（3個セット）

マルチポータブルチャージャー

タタメットズキン3

防災用簡易ライト（10本）

ヘルメット〈118型〉

長期保管〈からだふきボディータオル〉（12枚入）（2個セット）

アルファ米セット 4種×2袋（８袋）

野菜たっぷりスープ4種×3袋（12袋）セット

パンですよ！ 3種4缶セット（12缶）

特注カレーセット

こまちがゆ（10缶）

スーパー保存水（1.5ℓ×8本）

スーパー保存水（500㎖×24本）

ヒジョウショク ＥＲ ９食入

ビスコ保存缶（5缶）

イワタニカセットフー〈風まるⅢ〉
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1,496
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6,490

10,285
3,272
5,423
3,478
3,646
4,656
1,683
1,739
1,075
1,683
6,545
3,880
2,244
2,879
1,402
2,717
3,304
4,626
2,390
2,570
2,570
3,965
2,212
2,249
8,415

●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。

2023.04

※お申込みの品物の控えを取っておいてください。

防災用品あっせんのご案内

●あっせん申込書によるお申込み（ハガキ・FAX申込み兼用）
記入方法にそって必要事項をご記入の上、お送りください。

※あっせん申込書をハガキとして使う場合は、所定の郵便料金の切手をお貼りください。

あっせん申込書（ハガキ・FAX申込兼用）、郵便ハガキ、または電子メールでお申込みください。
お申込みの受付は令和6年3月31日（消印有効）までとさせていただきます。

※品番号は必ず記入してください。（宛名） （申込み欄）

①氏名（フリガナ）

②住所　〒

③電話番号

④

避難21点セット
こまちがゆ

8801
2072

1
2

品番号 品　名 数量

10,285
2,570

あっせん
価格

小計
金額
10,285
5,140

１5，425合計金額

FAXのお送り先　03-3608-5200

●電子メールによるお申込み
住所・氏名・電話番号・品番号・品名・あっせん価格・数量・小計金額・合計
金額をご記入の上、下記のアドレスまでお送りください。

電子メールアドレス　shinjuku-tkf@tocolo.or.jp

●郵便ハガキによるお申込み
住所・氏名・電話番号・品番号・品名・あっせん価格・数量・小計金額・合計
金額をご記入の上、下記の住所までお送りください。

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。（お届け先は新宿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2ヶ月程度かかる場合がござ
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。

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。

東京都葛飾福祉工場　TEL.03-3608-3541

配達について

代金のお支払い方法

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。

返品・交換について

取り扱い業者

〈 記入例 〉 

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。

消費税について

お問い合わせ先 ： 新宿区 危機管理課　TEL.03-5273-3874

※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。

お申し込み方法

新宿区では家庭向け防災用品を特別価格で区民の皆さまにあっせんいたします。家族構成や居住環境に合わせてお選びください。

〈東京都葛飾福祉工場とは〉
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。

※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。

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。あっせん価格表
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新宿区
令和5年度

防災用品あっせんの
ご  案  内防災用品あっせんの
ご  案  内

新宿区では、地震などの災害に備えてさまざまな防災対策の充実を図っています。ご家庭や事業所においても、ふだんから
防災についての心がけがあれば、いざという時に最小の被害で済ませることができます。防災意識をもって万一に備えましょう。
新宿区では、地震などの災害に備えてさまざまな防災対策の充実を図っています。ご家庭や事業所においても、ふだんから
防災についての心がけがあれば、いざという時に最小の被害で済ませることができます。防災意識をもって万一に備えましょう。

家具転倒防止板
〈ふんばる君〉（2本入）  7050
家具の前下部に敷くだけで地震に力
を発揮する耐震性能に優れた形状の
転倒防止板です。
材質／合成樹脂エラストマー　
幅4.3×90㎝
（家具の幅に合わせてハサミやカッター
でカットできます。）

あっせん価格 1,870円

※家具と天井の間の寸法が、ちょうど
35、50、80㎝の場合には、1つ上
のサイズをご使用ください。

ML-50（35～50㎝）

家具から天井までの高さ品番号 あっせん価格

ML-80（50～80㎝）
ML-110（80～110㎝）

7931
ML-35（25～35㎝）7930

7932
7933

8,134円
8,134円
8,134円
8,602円

マグニチュード7（2本1組）
家具を傷つけずに簡単に取付けられる家具転倒防止器具。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信頼を得ています。滑らかな床面での
家具の滑り出しを防ぐ補助板（家具転倒防止板）付。
材質／鋼鉄（メラミン焼付塗装）

タンスガードⅡ（2本1組） 7045
地震などによる家具の転倒を防ぐベルト式
耐震金具です。
内容／ベルト本体2本、木ネジ12本、コンク
リート用釘4本
取付有効長／約10～90㎝

あっせん価格 1,496円

※壁の形状・強度によっては設置できない場合があります。

補助板（家具転倒防止板）

※天井の強度が弱い場合、効果がうすれます。

ふんばる君
断面図

壁にぴったり
つけてください。

ふんばる君

大地震が起こった時、家族の安全が守られ、住居の被害ができるだけ
少なくてすむように、家具の転倒防止策を考えておきましょう。家具転倒防止器具

大地震が起こった時、家族の安全が守られ、住居の被害ができるだけ
少なくてすむように、家具の転倒防止策を考えておきましょう。家具転倒防止器具

煙や熱をいち早く知らせる火災警報器や通電火災を防ぐ感震コンセントで、
恐ろしい火災を予防しましょう。火災予防器具

ガラス飛散防止フィルム
〈平面ガラス用〉  7037
ガラス面に貼ることにより、割れた時に
ガラス破片の飛散を防ぎます。
92×185㎝　ヘラ付

あっせん価格 3,459円

●施工例
左=フィルムを貼ったガラス扉
右=フィルムを貼っていないガラス扉

※ガラスの平らな表面にのみ
　貼ることができます。

とびらロック（2組入） 7039
ネジで食器戸棚などの扉に取付け、丈夫なクサリで揺れに
よる扉の開放を防止し、食器類の飛出しを防ぎます。通常の
扉の開け閉めは簡単にできます。 
内容／止め金具2組　クサリ2本（長さ約6㎝と約9㎝、各1本）

あっせん価格 1,402円

※写真は取付け例です。

〈不動王耐震シート〉薄型テレビ用（6枚入）  7380
液晶モニターやテレビの下に敷くことにより、強力な粘着力でテレビ台にしっかり固
定し、転倒・落下を防ぎます。52インチまで対応し、テレビやテレビ台も傷つけませ
ん。繰り返し使用できます。 
材質／スチレン系エラストマー
本体サイズ／50×50×厚5㎜（1枚） あっせん価格 2,337円

透明耐震ゴム〈G-BLOXゲル〉（4枚入）  7328
パソコンやモニターの下に敷くことにより、強力な粘着力で地震等による衝撃や震動
を吸収します。厚みを3㎜に抑えたことで、重心を低く、より安定させることができます。
対象物重量／100㎏以下（4枚使用）　材質／ポリウレタン
本体サイズ／50×50×厚3㎜（1枚） あっせん価格 2,337円

※取り付ける置き台が固定されていないと効果がありません。

※取付ける場合、壁の桟と家具の桟の中
心に固定してください。 

ふんばる君を取付けた時 ふんばる君がない時

耐震性能試験（震度7）

家具転倒防止具〈L字型金具〉 
  7099
頑丈な鉄製の焼付塗装した金具とネジ
で、タンスや食器棚などの木製家具をガッチリ壁に固定して転倒を防止します。
内容／ L型金具（大）: 16×90×90（厚4.5）㎜ 2個
 L型金具（小）: 16×60×60（厚3.0）㎜ 2個
取付けネジ : 壁側用8本、家具側用8本 あっせん価格 2,337円

感震コンセント〈ヤモリ・デ・コンセント〉
 7362
地震の揺れを感知すると壁コンセントの通電を遮断。
全ての通電は切らずに特定の機器への通電を遮断さ
せたい場合に有効です。壁面に設置された一般的なコ
ンセントへ工業用強力両面接着テープで壁面に固定
し取り付けます。震度5強以上と震度6弱以上の切り替
えができます。
サイズ／約136×117×57㎜
使用環境温度／0℃～40℃
対象コンセント／AC100V
可能使用最大電力／合計1,500Wまで
※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。また、机上に設置されたコンセント等、
床に対して水平となる場所に設置されたコンセントには使用できません。

あっせん価格 6,490円

地震による通電火災を予防！

住宅用火災警報器は、設置が義務付けられてから１０年以上経過しています。
この機会に見直しましょう。

住宅用火災警報器
国家検定合格品
火災発生を大きな音声警報と表示灯が点滅してお知
らせします。電池寿命約10年で天井、壁どちらにでも
簡単に取付けられ、配線工事も不要です。自動試験や
電池切れお知らせなど、安心の機能も搭載。煙式、熱
式の2種類があります。
専用リチウム電池使用（電池付）電池寿命約10年
煙式サイズ／約φ99×25㎜
熱式サイズ／約φ99×25㎜
※電池の寿命は、使用温度・外部環境や使用条件などにより短くなる場合
があります。
※設置後１０年を経過したら機器交換を推奨します。

光電式住宅用火災警報器 煙式  1713
 あっせん価格 2,805円

定温式住宅用火災警報器 熱式  1723
 あっせん価格 2,805円

取付場所

寝室（居室など） 階 段
台 所



危険が迫ったときや、区職員、警察官、消防職員などの指示があったら速やかに避難できるように、
非常持出袋などの避難用品は日頃から準備しておきましょう。避難用品

非常食料・飲料水・加熱用品 3日分を目安に、調理が不要、常温で長期保存ができる食料や
水などを備えておきましょう。
※非常食料・飲料水はすべて軽減税率（８％）が適用されます。

スマートフォン・携帯電話
充電機能付

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。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。

あっせん価格 2,570円
1.5ℓ  8本セット 2935

あっせん価格 3,965円
500㎖  24本セット 2934

特注カレーセット  2552 （賞味期限／白飯5年　カレー5年）
レトルトカレーは災害対策の準備に最適なメニューのひとつです。温めなくても常温のまま美
味しく食べられるカレーと、レトルト白飯のセットです。
●白ごはん：200g（1食分）×6袋
●常備用カレー職人：甘口170g（1食分）×3袋　中辛170g（1食分）×3袋

あっせん価格 2,390円

イワタニカセットフー〈風まるⅢ〉  4231
ダブル風防ユニットが強風をさえぎり、屋外でも高
い加熱性能を発揮します。プラスチック製キャリング
ケース付で持ち運び・収納もラクラク、大きい鍋が使
えるので非常時の備えに最適です。 
連続燃焼時間／約66分
本体サイズ／357×278×115㎜
本体重量／2.2㎏
※底部直径24㎝、15㎏までの鍋等に対応できます。
※カセットガスは、イワタニ製をご使用ください。

あっせん価格 8,415円

避難21点セット  8801
①非常持出袋C
　（表面加工／アルミ粉末入り合成ゴム）
②非常用給水袋（4ℓ）
③缶入カンパン（110g×2缶）
④スーパー保存水（500㎖）
⑤懐中電灯(試用電池付）
⑥ローソク（台付 φ45×70㎜）
⑦マッチ
⑧軍手
⑨コンパクトタオル（1枚）
⑩ポリ袋（10枚入）
⑪チリ紙（50枚入）
⑫缶切(栓抜き兼用）
⑬ハサミ
⑭ピンセット
⑮救急絆創膏（10枚入）

⑯ガーゼ
⑰三角巾
⑱脱脂綿（5g）
⑲伸縮包帯（2個）
⑳ロープ（5m）
㉑レジャーシート(2帖)
箱入（サイズ）／
約285×175×190㎜
重量／約2.3㎏

あっせん価格 10,285円

携帯トイレ

サニタクリーン・洋式便器用セットⅡ
 6126  
受けバッグとサニタクリーン便袋を洋式便器に
取付けるだけで、水のない状況でもトイレとして
利用できる、取り扱いがとても簡単なセットです。
サニタクリーン便袋10枚　受けバッグ1個

あっせん価格  3,478円

※写真の便器は
　付きません。

サニタクリーン・簡単トイレ 20枚入 6116
便や尿の水分をすばやく凝固する高速吸水凝固シー
トを便袋に圧着した携帯用トイレ。防臭・抗菌効果に優
れ、焼却処理が可能です。

あっせん価格 3,272円

サニタクリーン・ポータブル 6118
サニタクリーン便袋に、組立式の簡易トイレを
セットしたタイプ。便座カバーを兼ねることで衛
生面でも安心です。
サニタクリーン便袋10枚　組立式トイレ　密閉式
収納袋1枚　脱臭剤4袋（12回分）　クリップ2個
使用時寸法／365×365×高350㎜
収納時寸法／390×385×厚145㎜

あっせん価格 5,423円

被災時にトイレの不足は大きなストレスとなり、健康を
悪化させます。充分な準備をしておきましょう。

サラヤ ドライシャンプー  6187
水を使わずふき取るだけで髪や頭皮の汚れを落とす泡状
のシャンプーです。肌にやさしい弱酸性。200㎖

あっせん価格 1,075円

非常用給水袋（3枚）  4372
倒れたり、落としても水漏れしにくい特殊構造の高密封チャック付
きなので、避難生活に欠かせない飲料水の給水・一時保存に最適
です。コンパクトに折りたためて、破れにくい食品包装用の安全な
フィルムを使用。
容量／4ℓ
材質／ナイロン　ポリエチレン あっせん価格 1,739円

エマージェンシー ブランケット（2枚） 6137
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1,420×2,130㎜

あっせん価格 1,683円

LEDランタン〈EX-X777D〉  3112
単1電池3本で78時間点灯（Eco）します。カバーを外し逆さ
まに吊るすと、裸電球のようにして使えます。防塵防滴構造
（IP64準拠）。
アルカリ電池寿命／実用点灯時間 ：  Highモード約27時間
 Ecoモード約78時間単1電池3本使用（電池別売）
サイズ／102.4×87.3×高184.1㎜
重量／約380g あっせん価格 4,656円

ツインウェーブ〈防災の達人〉（3個セット）
 5914
人間の耳に最も聞こえやすい２種類の音を同時に発する
救助笛。キャップ付きで衛生的に常備できます。
サイズ／52×19×16㎜

あっせん価格 1,683円

ヘルメット〈118型〉 7001
厚生労働省 保護帽規格「飛来・落下物用」
国家検定合格品
材質／FRP樹脂
サイズ調整／52.5～62㎝

あっせん価格 2,879円

ラジオ／約１0分　ライト／約5分
ランタン／約6分　サイレン／約4分
※携帯電話の持続時間は周囲の環境、機種、およびその
　使用状態や設定などによって異なります。  

手回し充電の使用時間目安 
〈1秒間に約2回転の速さで、3～4分回した場合〉 （注）1機能のみ使用時

マルチポータブルチャージャー
 3194
手放しでの作業がしやすいLEDランタンが付
いた、コンパクトな手回し式充電多機能ラジ
オライト。LEDライト・LEDランタン・AM/FM
ラジオ・サイレン・携帯電話充電機能付き。手
回し、本体充電池、単4アルカリ乾電池3本で
も携帯電話、iPhone（※1）、スマートフォン（※2）
への充電ができます（電池別売）。
※1.iPhoneへの充電はお手持ちの純正ケーブルをご使
用ください。

※2. 一部の機種には対応していません。
サイズ／177×52×高60㎜　重量／230g
付属品／
2in1充電ケーブル1本（microUSB/Type-C）
ストラップ あっせん価格 6,545円

長期保管〈からだふきボディータオル〉（12枚入）（2個セット）  6198
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。
レーヨン不織布　サイズ／300×600㎜ あっせん価格  1,402円

防災用簡易ライト（10本）
 3935  （使用期限：5年）
軽く折り曲げるだけで発光します。火や電気を使わ
ないのでガス漏れの心配がある場所でも安心。強風
の中や水中でも使用できます。
発光時間／約10～12時間
発光体サイズ／φ18×190㎜

あっせん価格 2,244円

パンですよ！ 3種4缶セット（12缶）  2980 （賞味期限5年）
ふっくら・やわらかなパンを焼きたての風味をそのままに缶詰にしました。
缶切り不要　1缶／2個入（100g）
●チョコチップ×４缶　●レーズン×４缶　●コーヒーナッツ×４缶

あっせん価格 4,626円

野菜たっぷりスープ4種×3袋（12袋）セット  2380  （賞味期限5年）
（トマト・かぼちゃ・豆・きのこ各3袋）
常温でもおいしいスープです。野菜・豆・穀類をふんだんに使い、食べ応えがあります。
1食あたりの食塩相当量1g以下でお子さまやお年寄りにも安心です。
4種×3袋セット（12袋）　1袋／160g（１食分）×12袋 あっせん価格 3,304円

下記のサニタクリーン・ポータブル、サニタクリーン・
洋式便器用のスペア用としてもご利用ください。

タタメットズキン3 7983
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 あっせん価格 3,880円

※写真はイメージです。

ビスコ保存缶（5缶）  2355  （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。ビスコは、子供が喜ぶ・おいしそう等の理由
から高く支持されています。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。卵は使用していません。 缶切り不要
1缶／5枚×6袋（30枚）×5缶 あっせん価格 2,249円

ヒジョウショク ＥＲ ９食入  2401  （賞味期限7年6ヶ月）
口どけが良くお菓子感覚でそのまま食べられるビスケットタイプの非常食。一食ずつが
真空パックにされており、保存性・衛生面が優れています。
1箱／56g×9個入（9食分2465kcal） あっせん価格 2,212円

単体使用時

底部の面積が大きい鍋はカセットガスのボンベ収納部分を覆って熱をこもらせ、ガスを熱して危険ですので、カセットコンロでは使用しないでください。

アルファ米セット  2926  （賞味期限5年）
（白飯、赤飯、山菜おこわ、五目ごはん 各2袋）
湯または水を注ぐだけで､ご飯がおいしく出来上がります。スプーン付

４種×２袋セット（８袋）　1袋／100g（1食分）×8袋
※食物アレルギー特定原材料28品目は不使用 あっせん価格 2,717円

モバイルバッテリー
〈MB-GC10000〉
  3357
停電時だけでなく、外出先でも
役立つコンパクトなポータブ
ルモバイルバッテリーです。災
害時のスマートフォンでの情
報は重要。10000ｍAhの大容
量で安心です。USB端子を3ポ
ート装備し、3台同時充電可能。
USB Type-Cケーブル付属
内蔵電池／
リチウムポリマーバッテリー
サイズ／68×134.6×15.5㎜
重量／約222g
あっせん価格 3,646円 LEDランタン

賞味期限が７年６ヶ月になりました！

こまちがゆ（10缶）2072 （賞味期限5年）
精選したあきたこまちを圧力釡でじっくり炊き上げてありま
す。消化が早くお子さまからお年寄りまで安心して食べられ
ます。 缶切り不要
1缶／280g（約1食分）×10缶
※食物アレルギー特定原材料28品目は不使用

あっせん価格 2,570円


