
「もしも」の時に備えて防災対策、備蓄品の用意は万全ですか？本号では、企業に
おける防災備蓄のうち「対策本部用品」を取り上げてご紹介致します。災害時に⼾惑う
ことなく、被害を最⼩限に抑えられるよう⽇頃から備えておくことが⼤切です。

上記商品以外にも、多数商品を取り揃えております。お気軽にご相談ください。※掲載価格は全て税抜価格になります。※価格は2017年8月現在のものです。
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ご提供
価格

円

スピィーディーに設営！
あらゆるシーンに対応可能。
設置時サイズ：270×180×310cm
収納時サイズ：45×40×157cm
重量：28kg
商品番号 1686176
標準価格 96,800円

災害対策本部を構成 転倒・落下・移動・⾶散防⽌ 建物の耐震強化

避難 安全確保 消火活動

対策本部 始動 救助・救護 被害拡⼤の防⽌

地震発生
減災 事前対策

自助 自分で自分の命を守る
初動〜10分

社内などで共に助け合う
10分〜3日

公助 ⾏政による救助・⽀援
4日以降 復旧活動 事業の継続 地域貢献

ミスタークイックテントミスタークイックテントメガホンメガホン

炊き出し/マジックライス炊き出し/マジックライス

トランシーバートランシーバー

手回し充電 ラジオ手回し充電 ラジオ

ご提供価格 円

高音質の⼩型
メガホン。
サイレン音付。
音声通達距離：
約250ｍ

単3乾電池×6本使用
商品番号 1658216
標準価格 14,800円

ご提供
価格

ご提供価格 円

超コンパクトボディ。
電池1本で
約33時間使える
省電⼒設計。

周波数範囲：400MHz帯
単3アルカリ乾電池1本使用
商品番号 1962930(ﾌﾞﾗｯｸ)
標準価格 15,800円

多言語拡声装置多言語拡声装置

発電機発電機

防水ブルーシート防水ブルーシート

全体統制 情報収集 照明 電⼒ その他01 02 03 04 05全体統制 情報収集 照明 電⼒ その他全体統制 情報収集 照明 電⼒ その他01 02 03 04 05

誘導灯誘導灯
ご提供価格 円

約380コメント
のアナウンスが
収録。4か国語
再生可能。
防滴仕様。

音声通達距離：約200ｍ
単2乾電池×6本使用

商品番号 1686571
標準価格 260,000円

発電機用カセットボンベ発電機用カセットボンベ

コードリールコードリール

ソーラーLED街路灯ソーラーLED街路灯

LEDランタンLEDランタン

円

雨でも使える
防滴構造。
際⽴つ明るさ
のスーパーLED
採用。

照度：約80Lx
単１形電池４個使用

商品番号 1620869
標準価格 ＯＰＥＮ

差込み式 ベスト差込み式 ベスト

ご提供価格 円

赤色LEDで
異常事態を
知らせます。

サイズ：φ42×410mm
単2乾電池×2本使用

商品番号 1686299
標準価格 2,800円

ご提供価格 円

サイズ：フリー／着丈55cm
商品番号 1686589(蛍光オレンジ)
標準価格 4,800円

ご提供価格 円

ライト、ラジオ、防災サイレン、
携帯電話充電等の機能搭載。

LED:2500mcd
寿命>10,000H

商品番号 1686466
標準価格 3,800円

免許不要

折畳みノーパンク自転⾞折畳みノーパンク自転⾞
パンクの心配

＆空気⼊れ不要

ご提供価格 円

工具なしの簡単
操作で折畳
みが可能な

ため持ち運び
や収納に便利！

商品番号 1686761
標準価格 OPEN

電池不要

非常時、広域避難場所での
照明としてだけでなく、
防犯常夜灯にも最適。
電⼒消費ゼロ、
配線工事不要、
簡単取付・即使用可能！
充電時間:
太陽光/晴天時8.7時間
商品番号 1620870
標準価格 ＯＰＥＮ

LEDヘッドライトLEDヘッドライト

円

雨天時
にも最適
な防雨型
仕様

照度：約1850lx
単４形乾電池×２本

商品番号 1620647
標準価格 ＯＰＥＮ

ご提供価格

ご提供価格

円

カセットガスで
電気をつくる。
カンタン操作。
すっきり収納、
らくらく移動！

定格出⼒:100V-900VA
連続運転可能時間：
約2.2〜1.1ｈ
商品番号 1686232
標準価格 110,000円

円

48本/ケース

商品番号 1649474
標準価格 OPEN

ご提供価格

円

屋内用

商品番号 1685950
標準価格 16,500円

コード⻑:30ｍ
コンセント口：4口

ご提供価格

乾電池乾電池

円

単1形2個/ﾊﾟｯｸ
※他仕様の商品は
別紙価格表を
ご参照ください。

商品番号 1663559
標準価格 OPEN

ご提供価格

円

破損箇所
補修や屋外
避難時等に。

サイズ：3600×5400ｍm
商品番号 1686279
標準価格 4,000円

円

1度に50人分！

お湯を注いで15分、水を注いで60分。
弁当容器やスプーン、しゃもじもセット
されています。
商品番号 1686378(五目ご飯)
標準価格 14,000円

5年保存

A4用紙
対応

A4用紙
が入るポケット、
反射材付き。

防災特集 -対策本部用品-防災特集 -対策本部用品-月号

ご提供価格

ご提供価格

ホワイトボードシートホワイトボードシート

円

商品番号 1664144
標準価格 3,500円

静電気で貼りつく！
ｻｲｽﾞ:600mm×800mm

×25枚分(20ｍ巻)

ご提供
価格

※カセットボンベ(下記)と
オイル(1686762)が別途必要に
なります。価格表をご参照ください。

従業員がパニックにならないよう
本部の的確な指揮が必要です。
事前に、班構成やBCPを作成し、
必要なものを検討しておきましょう。

災害時の輻輳による通信障害にそなえ、
複数の情報入手手段を準備しておくと安心
です。被害状況や交通網の復旧確認等の
最新情報を入手することで、最善の対応が
可能になります。

共助

夜間活動のための各種照明が
必要になります。どこに、いくつ、
どのような照明が必要か検討
しておきましょう。

停電により、様々な⽀障が想定さ
れるため、電源確保は必要不可⽋
です。定期的な燃料の期限管理
も⼤切です。

企業の規模や⽴地条件等により
必要となるものは様々です。
御社に最適な備蓄品をご提案
致します。



調達業務の一元化による支出の見える化と
業務効率化で調達の最適化へ

コストの把握はできていますか？

間接材※のコストを管理し
間接材調達の最適化を実現！
※主に経費で購入するモノ

間接材全体の支出状況がわからない
間接材調達の業務コストが把握できない
調達ルールを根付かせる仕掛けがない

「業務の診断」から
「ご導入後の継続的なコスト
削減を支える調達レポート」
まで一貫してサポート

これらのお悩みを間接材調達支援サービスで解決！

支出の見える化
調達業務の効率化
調達ルールの定着

詳しくは担当営業までご相談ください。

宇式エンジニアリング株式会社

〒420-0813 静岡市葵区長沼１０１２－３

054-262-2557 054-263-6552


