携帯トイレ

令和2年度

※写真の便器は
付きません。

台東区

サニタクリーン・簡単トイレ 20枚入
6116

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。
あっせん価格

高速吸水凝固シートを
底部に接着 ・ 一体化

いつ起こるかわからない地震に対する備えは十分でしょうか。
台東区では区民及び区内に勤務先のある方を対象に、家庭用防災用品を特別価格であっせんします。
家族構成や住居環境に合わせてお選びください。

地震対策用品

2,400円（税抜）
単体使用時

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
ことで衛生的にも安心です。
サニタクリーン便袋10枚 脱臭剤4袋
（12回分）
密閉式収納袋1枚 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

4,240円（税抜）

受けネットとサニタクリーン便袋を洋式便器に取付けるだ
けで、断水時などの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 受けネット1個
あっせん価格

2,560円（税抜）

購入希望の商品をハガキまたはFAXでお申込みください。

名

あっせん価格 数量

7932

■ハガキでのお申込み

7933

小計金額

▲

03-3608 - 5200

消費税について

あっせん価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。また、
こちらのチラシ
に掲載の非常食料・飲料水はすべて軽減税率
（８％）
が適用されます。

4

商品のお届けは宅配便により台東区内の自宅又は勤務先に配送いたします。
（お届け先は台東区内のみに限らせていただきます。）
受注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もあります。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。

配達について

キ リ ト リ

5

代金のお支払い方法

商品のお届け時に、商品と引き換えに消費税込み代金をお支払いください。

返品・交換について

6

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。

円

消費税
（１０％）
消費税
（８％）
合計金額

■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。
■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。）
電池、粉ミルク、離乳食、治療食は、専門店でご購入ください。
■ 医薬品、

台東区 危機・災害対策課
円

※こちらのチラシに掲載の非常食料・飲料水はすべて軽減税率
（８％）
が適用されます。 2020.6

TEL.03-5246-1094（直通）

●このパンフレットは再生紙を使用しています。 印刷インキは石油系溶剤を使用していません。
●ユニバーサルデザインに配慮した書体を一部使用しています。

2020.6

7420

超発泡ダンパーが地震動をソフトかつ強力に吸収し、
家具の転倒を防ぎます。家具や壁を傷つけ
ずに簡単に取り付けることができます。
あっせん価格
円（税抜）
材質／ABS樹脂、
ポリウレタンフォーム

2,640

○ 取り付け可能な家具類

本棚、食器棚、オフィス棚
（スチール棚）
、下駄箱、キャビネット、サイドボード、テレビ台、パソコンラック、洋服
タンス、
クローゼット等

○ 取り付け可能な壁材

木材、合板、ベニヤ板
（ニス塗り、塗装品を含む）
、スチール材
（塗装品を含む）
、塩化ビニール樹脂壁紙、
オレフ
ィン樹脂壁紙
（PE、PP、EVA樹脂壁紙）
、
フッ素コートされた壁紙
（キッチンまわりなどの汚れやすいところ）
、
繊維織物でできた壁紙、珪藻土が表面に付着した壁紙、無機質防火壁紙
（11階建て以上の建物の内装）

× 取り付けできない壁材

セメントモルタル、
石膏プラスター(表面から砂や粉がはがれる)、
表面のやわらかい壁紙(指で押すとふかふかし
てはがれやすい)、
コルク壁紙(コルクが表面に貼ってある)、
紙壁紙(和紙や紙布でできた壁紙)、
ふすま、
障子など

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。
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㎝

1,120円（税抜）

あっせん価格

取付ける置き台
が固定されてい
ないと効果があ
りません。

1,280円（税抜）

〈ふんばる君〉
写真は実際にふんばる君を 家具転倒防止板
食器戸棚に取付けた状態
（2本入） 7050

〈不動王耐震シート〉
薄型テレビ用（6枚入） 7380

致しません。

3

不動王T 型固定式(2個1組)

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

家具類の重さ
150㎏まで対応

側面取付の場合

とびらロック（2組入） 7039

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 ※個人情報は防災用品の
あっせん以外では使用
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。

2

計

ML-110
（80〜110㎝）

※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。※天井の強度が弱い場合、
効果がうすれます。

※写真は
取付け例です。

東京都葛飾福祉工場 TEL.03-3608-3541

6,960円
6,960円
6,960円
7,360円

ML-80
（50〜80㎝）

A4サイズ程度の紙に、専用ハガキと同じ書式で、頭に
「東京都葛飾福祉工場・
台東区防災用品あっせん係」
行と書いてお送りください。

FAX送信先

あっせん価格
（税抜）

ML-50
（35〜50㎝）

■FAXでのお申込み

1

小

家具から天井までの高さ

ML-35
（25〜35㎝）

備え付けの専用ハガキ、
または郵便ハガキに必要事項を書いて、東京都葛飾福祉
工場までお申込みください。
（申込む商品は控えを取っておいてください。）

以下の防災用品を申込みます。
品

7931

防災用品のお申込み方法・お問い合わせ先

天面取付の場合

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）
品番号

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

キ リ ト リ

▲家具転倒
防止板

マグニチュード7（2本1組）

7930

お申込みの受付は令和3
（２０21）年5月31日（消印有効）までとさせていただきます。

申込む商品は控えを取っておいてください。

取付簡単！家具や壁を傷つけずにガッチリ固定

サニタクリーン・洋式便器用 6088

スペア用に左記製品
「サニタクリーン・簡単トイレ 20枚入」
も合わせてご利用ください。

防災用品専用注文ハガキ

震度 7 対応

家具転倒防止器具の
ベストセラー

サニタクリーン・
ポータブル 6118

No. 品番号

防災用品 あっせんのご案内
暮らし の 中 の 防 災 対 策

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。）

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。
テレビやテレビ台も傷つけず、繰り返
し使用可能。
材質／スチレン系エラストマー
50×50×厚5㎜
（1枚）
あっせん価格
円（税抜）

壁にぴったり
つけてください。 ふんばる君断面図

2,000

※ふんばる君とマグニチュード7を併用して設置
した場合、転倒防止効果がさらに高まります。

あっせん価格

1,600円（税抜）

通電火災とは…地震による停電が復旧した後、屋内外の断線箇所や使用中であった電気ストーブ等の電気

地震時の通電火災防止に感震ブレーカーを！ 製品が過熱・発火し起こる火災のこと。阪神・淡路大震災では火災の約60％が通電火災といわれています。

様々な分電盤のブレーカースイッチに対応しています。

感震ブレーカーアダプター〈ヤモリ〉 7349

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㎜
あっせん価格

3,184円（税抜）

本体

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。

火災対策用品

投てき消火具〈ラクシーシンプル〉 1016

日本消防検定協会鑑定品
投げつけた衝撃でボトルが割れて消火します。
消火剤量／600㎖ 重量／870ｇ
あっせん価格

火消しスプレー 1043

4,950円（税抜）

強化液消火器〈VF1HA〉

粉末消火器〈MEA5H〉

消火剤量
（強化液）
／1ℓ
サイズ／φ85×375㎜
重量／約2.2㎏

消火剤量
（粉末）
／1.5㎏
サイズ／φ102×390㎜
重量／約2.2㎏

1011

あっせん価格

1009

9,752円（税抜）

あっせん価格

8,400円（税抜）

※2点とも蓄圧式、メンテナンスフリーの住宅用消火器です。
消火器リサイクルシステム対象商品／リサイクルシール（有効期限10年）代金
510円
（非課税）
が別途必要となります。

2,800

避 難 用品

非常食料・飲料水

1020

見本

（使用期限3年）
日本消防検定協会型式適合評価承認品
自己認証規格適合品
片手ですばやく使えるワンプッシュのスプレー
式なので、お年寄りのいる部屋や子供部屋にも
最適。家庭内での初期消火に威力を発揮します。
薬剤量／480g サイズ／約φ66×227㎜
重量／約610g
あっせん価格
円（税抜）

（使用期限5年）

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。自動試験や電
池切れお知らせなど、安心の機能も搭載。
10年電池式
専用リチウム電池使用
（電池付）
電池寿命約10年
煙感知式サイズ／φ102×42㎜
熱感知式サイズ／φ102×44.5㎜
※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。

①煙感知式 1712
②熱感知式 1722

①煙感知式
あっせん価格 各

スーパー保存水（賞味期限5年）

北上山地の地表下に湧く自然鉱泉
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、
まろやかで美味しく、生体組織内
への浸透力が高い水です。
2934 500㎖×24本
あっせん価格
円（税抜）

シルバー防災頭巾 7011

日本防炎協会認定品
表地／アルミ粉末入り合成ゴム
中綿／難燃性発泡ポリエチレン
難燃性ポリエステル綿
裏地／ポリエステル(難燃性生地)
約280×530㎜
あっせん価格

4,720円（税抜）

7008

厚生労働省 保護帽規格「飛
来・落下物用、電気用」国家
検定合格品
材質／ABS樹脂
サイズ調整／52.5〜62㎝
あっせん価格

1,920円（税抜）

7965

厚生労働省 保護帽規格「飛来･落下物
用」国家検定合格品
軽量·コンパクト、本体を横から押し込む
だけで簡単に立体化できます。
材質／ポリプロピレン樹脂
立体サイズ／235×151×292㎜
収納サイズ／332×221×35㎜
サイズ調整／47〜62㎝ 重量／369ｇ
あっせん価格

2,880円（税抜）

スマートフォン・携帯電話

避難21点セット

充電機能付

8801

手回し充電ラジオ

①非常持出袋C
⑭ピンセット
〈ICF-B99〉
（表面加工／アルミ粉末入り合成ゴム）⑮救急絆創膏（10枚入）
ソーラーパネル付
②非常用給水袋
（4ℓ）
⑯ガーゼ
3275
③缶入カンパン
（110g×2缶）
⑰三角巾
ハンドルを回して、
内蔵の充
④スーパー保存水
（500㎖）
⑱脱脂綿
（5ｇ入）
電式電池に充電、AM/FM
⑤懐中電灯
（試用電池付）
⑲伸縮包帯
（2個）
ラジオ（ワイドFM対応）、
⑥ローソク
（台付 φ45×70㎜）
⑳ロープ
（5m）
LEDスポットライト使用と、
⑦マッチ
㉑レジャーシート
（2帖）
iPhone、
スマートフォン、携帯電話（※1）への
⑧軍手
充電ができます。
ソーラーパネルを搭載し太
箱入
⑨コンパクトタオル
（1枚入）
AC充電（※2）も可能。防滴仕様
約285×175×190㎜
非常持出袋 D（シルバー） 陽光で充電、
⑩ポリ袋
（10枚入）
※1. 一部の機種には対応していません。
重量／約2.3㎏
※2. USB/ACアダプター
（別売）
が必要です。
⑪チリ紙
（50枚入）
8007
※懐中電灯は変更になる場合があります。
単3アルカリ乾電池2本でも携帯電話の充
⑫缶切
（栓抜き兼用）
日本防炎協会認定品
（電池別売）
あっせん価格
⑬ハサミ
円（税抜） 表面加工／アルミ粉末入り合成ゴム 電ができます。
サイズ／132×58×高79㎜ 重量／385g
リュックサック式
付属品／キャリングポーチ マイクロUSBケーブル
約410×405×70㎜
充電プラグアダプター ハンドストラップ ホイッスル
化粧箱入

7,760

あっせん価格

3,600円（税抜）

あっせん価格

10,000円（税抜）

3,072

2935 1.5ℓ×8本

あっせん価格

①スーパー保存水(1.5ℓ×2本）
②アルファ米
（ドライカレー100g）
③アルファ米
（山菜おこわ100g）
④アルファ米
（五目ごはん100g）
⑤アルファ米
（梅がゆ42g)

⑥保存用ファイバービスケット 箱入
約388×205×150㎜
⑦缶入ミニクラッカー
⑧保存用ビスコ
〈コンパクトタイプ〉
（2袋）
⑨きなこ餅
あっせん価格
円（税抜）

3,040

非常食セット 2270

(賞味期限5年3ヶ月)
水がなくても温めなくてもそのま
ま食べられる、おかゆとおかずの
非常食セット
（1人1日分）
。袋から
直接食べられるので、非常時に最
適です。おかゆにおかずを混ぜる
と、
より美味しく召し上がれます。

手回し充電の使用時間目安

AMラジオ／約75分
ライト／約15分
携帯電話／連続待受：約120分
連続通話：約1分
スマートフォン／ 連続待受：約40分
連続通話：約1分

サバイバルブランケット
6140

軽くて薄いNASA向けに
開発の特殊素材を使用。
優れた保温・断熱効果があ
り、防寒・防暑用具として
便利な多目的シートです。
使用時サイズ／
約213×142㎝
あっせん価格
円（税抜）

1,040

①けんちん汁

2136

携帯用ストロー浄水器
4080

プールやお風呂などの水を浄水
することができます｡小型軽量で
携帯にも便利です。
粉末除菌剤付 浄水能力／水道水で
コップ約500杯
（100ℓ）
分
あっせん価格

1,840円（税抜）

水害対策用品
吸水バッグ10ℓ
（2枚入） 6556

水に触れると急速に吸水して土のうに変化します。

水害や工事現場などあらゆる水対策にスピーディ
に対応。薄くて軽いので保管・持ち運びに便利です。
材質／吸水ポリマー パルプ ポリプロピレン
1枚／約350×455㎜ 本体重量／123g
あっせん価格

1,600円（税抜）

葛飾区金町2- 8-20

東京都葛飾福祉工場

「台東区防災用品あっせん係」行

191g(約20食分)

②とん汁
2138 270g(約20食分)
湯の必要量／3ℓ
（20食）

ビスコ保存缶 5缶 2355

1,088

（受取人）

(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、お子さまが喜ぶ・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。また5枚ずつの分包が6袋入りと分けやすく
なっています。卵は使用していません。
1缶／30枚入
（5枚×6袋）
×5缶
あっせん価格
円（税抜）

1,760

スーパーバランス 6YEARS
5パック 2418 (賞味期限6年)

カルシウム、鉄分、食物繊維等をバランス
よく配合したクッキースタイルの栄養機能
食品。ソフトな食感でお子さまからお年寄
りまで、
おいしく手軽に栄養補充できます。
1パック／{ココア味2袋（4本）、全粒粉2袋
（4本）
}×5パック
あっせん価格

防災用品専用注文ハガキ

キ リ ト リ

1,180

3,984

お貼りください。

(賞味期限5年)
缶の中味をナベに入れ、熱湯を加えて
かきまぜるだけで栄養たっぷりの本格
的な味が楽しめます。食事に温かい汁
物は欠かせません。

3,120円（税抜）

大判サイズのシートで拭きやすく、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㎜
1袋／12枚入×2袋
あっせん価格
円（税抜）

1 2 5 0042

63円切手を

保存用けんちん汁・とん汁

あっせん価格 各

長期保管からだふきボディータオル（12枚入）2袋 6198

2,144円（税抜）

975

※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。

多機能LED照明〈お灯さん〉 3370

キ リ ト リ

内容／玄米がゆ(220ｇ)×2袋、玄
米小豆がゆ
（235g）
×1袋、きのこ
の 佃 煮（ 5 0 g ）
×１袋 、甘 辛 豚 肉
（50g）
×1袋、
スプーン3本
あっせん価格
円（税抜）

1機能のみ使用時

①

コンパクト設計ながら6畳ほどの空間を照らすことが
できます。背面に便利なマグネット付で、吊るしたり、
折りたたみポリ容器
手に持って使用することも可能です。停電時の室内
キュービジャグ
照明、倉庫の灯りなど多用途にお役立てください。
4022
食品衛生法適合
アルカリ電池寿命／約12時間 単3電池4本使用
（電池別売）
材質／ABS樹脂 ポリカーボネート
材質／ポリエチレン 容量／１０ℓ
サイズ／直径49×260㎜
円（税抜）
あっせん価格
本体重量／220g
円（税抜） あっせん価格

アルファ米セット 2926 （賞味期限5年）
（白飯×2袋・赤飯×2袋・山菜おこわ×2袋・五目ごはん×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）
あっせん価格
1袋／100g
（1食分）
×8袋

※食物アレルギー特定原材料7品目は不使用

〈1秒間に約2回転の速さで、
約1分回した場合〉

※本体は白色です。

1,920円（税抜）

保存食5年セレクトセットⅡ (約3日分) 2321

②

とう

3,500円（税抜）

※こちらのチラシに掲載の非常食料・飲料水はすべて軽減税率
（８％）
が適用されます。

タタメットBCP
プレーンタイプ
ヘルメット
〈148型〉

②熱感知式

ふりがな

お名前

（

電話番号

〒

）

--

ご住所 台東区

1,120円（税抜）
※お届けは台東区内のみに限らせていただきます。

