
受付期間

2022年6月30日(木)まで
中野区では区民及び中野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、あっせんいたします。

家族構成や住居環境に合わせてお選び、ください。

Ea聖罰E32開咽家具の転倒防止はわが家の防災対策の第一歩ですo

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具。シンプルで強靭な構造は長年

に渡っτ、こ、家庭・オフィスなどで高い信頼を得ています。洋室にも和室にもマッチする

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(家具転倒防止板)付き
で、安全性を高めています。

材質/鋼鉄(メラミン焼付塗装)

家具転倒防止板〈ふんばる君)(2本入)
家具の前下部に敷くだげ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/合成樹脂工ラストマー

幅4.3x90cm
家具の帽に合わせて

ハサミやカッターでカットで、きます。 fl盟国あっせん価格 1，760円

E0:t三RfíJ~蓮司圃

-JrUllJ窪玄箪~咽

不動王T型固定式 (2個1組)
超発泡ダンパーが地震動をソフトかつ強力に服収し、家具の転倒を防ぎます。家具

や墜を傷つけずに簡単に取付けることができます。 ，

材質/ ABS樹脂ポリウレタンフ才一ム 陸軍司あっせん価格 2，904円
。取付け可能な家具類
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、 Jf~ノコンラッ
ク、洋服タンス、クローゼット等

0取付け可能な壁材
木材、合板、ベニヤ板(二ス塗り、塗装晶を含む)、スチール材(塗装晶を含む)、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)、フッ繁コ 卜された壁紙(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、無縫質防火壁紙(11階建て以
上の建物の内装)

×取付けでき怠い壁材
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
ふかふかとしてはがれやすい)、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

とぴらロック(2組入)

ガラス飛散防止フィJレム
〈平面ガラス用〉
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。どなたにも

簡単に貼ることができます。

92x185cm へラ付

E窪田あっせん価格 2，904円

ネジで食器戸棚などの扉に取付け、丈夫怠クサυで揺れによる扉の開放を

防止し、食器類の飛出しを防きます。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 一一一一
(長さ約6仰と約9c冊、各1本) 固軍国あっせん価格 1，232円



EE霊竪盟国E司

感震ブレーカーアダプター〈ヤモリ〉
地震の際、パ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一、漏電ブレーカーに設置可能で、レバー埋

込み型なと糠々な種類の分電盤に取付け可能です。

材質/ABS/PCアロイ PBrステンレス材アクリル系接着パッド

サイズ/145x66x厚55mm ti霊園あっせん価格 3，502円

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〉
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畠です。

サイズ/ワイヤー長さ480mm
※壁の材質が「布クロス貼りJやI和紙/漆喰/砂壁jの場合l手、壁
画への取付ができませんのでご注意ください。

※〈ヤモ1))のオプション品のため、単体では作動しません。

匪墨田あっせん価格 2，200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

力ーを遮断します。約3分後に作動する遅延遮断機能を箔載

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:ABSPOMSUS 
サイズ/本体:約62x87X厚47mm遮断部約67x67x厚31mm 
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5せ警報音が鳴った際|立、速やかに機器を交換してください。

mIlあっせん価格 10，780円
一般財団法人日本消防設備安全センター推奨晶、内閣府「大規模地震時の電気火災抑制に関する検討会J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と、使用ください。(パソコン、医療機器怠ど) い

※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。

園霊霊置翠圏直

アルファ米(賞昧期限5年)

食料は最低3日分、飲料水は1日1人3リットルを目安lこ備蓄しましょうo

※非常食料・飲料水はすべて軽減税率(8%)が適用されています。

こまちがゆ 10缶(賞昧期限5年)

おいしい!防災Pancan
マフィン仕立て 10缶
(賞味期限5年)

湯または水を注ぐだけで、いつでも、どこでも美味しいこ飯が食べられます。軽くて、かさば

らないので運搬にも便利で、キャンプや運動会怠どのイベントにも鼠直で、す。スプーン付
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ロ

美昧しさにこだわった、しっとり食感のマフイン

タイプのパンです。焼きたての風味を長期間

楽しめます。缶切り付白飯 1O袋 五目ごはん 10袋
1袋/100g(約1食分)X10袋 1袋/100g(約1食分)X10袋

四mあっせん価格 2，419円 四回ヨあっせん価格 2，937円
1缶/280g(約1食分)X10缶缶切り不要

milあっせん価格 2，332円
1缶/95gx10缶

mDあっせん価格 3，456円

クリームサンドビ、スケット 5缶(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

子ざまが喜ぶ・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x6袋)X5缶缶切り不要

fIl週あっせん価格 1，900円

保存用ファイバービ、スケット 10i固(賞昧期限5年6ヶ月)

非常時に不足しがちな食物繊維と、ビタミンB1などの栄養

素を効率良く摂れる、ほんのり甘くサクサクした食感の健

康機能食品(栄養機能食品)主食タイプです。アルミの真

空パック入りで、封筒を兼ねたパッケージ、に入れ、切手を貼

れはそのまま郵送するとともできます。

1袋/約33本入(約80g)

回翠冨あっせん価格 2，505円

スーパー保存水 8本(賞昧期限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I美味しくて、身体に良い水jです。

1.5(1.ペットボ、トJレx8本
G園あっせん価格 2，073円



防災・避難用晶は備蓄しておくだけでは意昧がありません。
みんなが置き場所、使い方を知っておくようにしましょう。

避難21点セット サパイパルGセットE
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(4'1)③缶入カンパン(110gx2缶)④スー

パ一保存水(500mQ)⑤懐中電灯(試用電池付)⑥ローソ

ク(台付φ45x70mm)⑦マッチ③軍手⑨コンパクトタオル
(1枚入)⑬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⑬ピンセット⑮救急緋創膏(10枚入)

⑮ガーゼ⑫三角巾⑬脱脂綿(5g入)⑮伸縮包帯(2個)⑫

ロープ(5m)③レジ、ヤーシート(2帖)

①非常持出袋ビ、ツク、ナップ(表面加工/アルミ粉末入り合成コ、ム)②

コンパクト肌着セット(男・女各1)③スーパー保存水(1.5'1)④おいし

いl防災Pancanマフィン仕立て(2缶)⑤防雨ライト(試用電池付)⑥

ANトFMラジオ(試用電池付)⑦液体ローソク(マッチ付)③クイックコ

ンロ(携帯袋・燃料付)⑨ステンレスなべ⑬3人用食器セット⑪ロープ

(5m)⑫ポケットコート(2着)⑬スベリ止付軍手(2組)⑭レジャーシー

ト(2帖)⑮救急セットDr.K(ベルトポーチ型/内容.コットンガーゼ、(8枚入

1袋)・救急緋創膏(10枚入1籍)・伸縮包帯(1個)・脱脂綿(5g入1袋)・

綿俸(10本入1袋)・清浄綿(3枚)・ハサミ(1本)・ピンセット(1本))箱入約285x175x190mm

重量/約2.3kg 箱入約420x260x170mm

E翠Eあっせん 価格 8，536円 重量/約6.1kg m翠盟あっせん価格 24，904円

手指消毒剤〈ステアジ、工Jレ〉
300rnQ 

エマージ、ヱンシーブ、ランケット

12枚
使 い 切 り マ ス ク ( 7枚入体熱の90%を反射させて体温を維持し

x5袋セット |ます。しなやかな素材で音も静力¥繰り

通気性に優れた不織布3層構造で、立体|返しの使用が可能です。

的にフィットしてチリ・ホコリ・花粉の侵入|材質/ポリエチレン

をしっかりガードします。 1使用時サイス、/約1420x2130mm

本体素材/ポリプロピレン |収納時サイズ/約205x120x25mm

サイズ/フリーサイズ 175x95mm 重量/約82g

fiDあっせん価格 792円ImIiJあっせん価格 1，408円

サニタクυーン・
ポータブルの
スペア用としても

サニタクリーン. ~~"-判叩訓緑亨 ご利用ください。

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ととができます。

mmあっせん価格 2，640円

ヘルメット148型
厚生労働省保護帽規格「飛 ぶ ぬ縦約

来・落下物用、電気用J国家 必機訟。 々 、
検定合格品 子得機 約 ノ
材質/ABS樹脂 %で慌時咽同二ぶ--
サイス、調整/52.5-62cm

E富国あっせん価格 2，112円

さすだけ充電ラジオライト2
軽量・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・AM/FMラジオ・サイレン・焼事帯電

話充電機能付き。災害時はもちろん、防犯用とし

ても頼りに怠るアイテムです。USB端子装備でパ

ソコン等から本体の充電ができます。単3アルカリ

乾電池4本を使用して携帯電話、iPhone、スマー

トフォン(※1)への充電力fできます(電池別売)。
※1一部の機種には対応していません。

160x77X高70mm 重量/約292g 付属晶/充

電用USBケーブル1本吊り下げひも1本

E塁目あっせん価 格 3，502円

-E盛嬬繍蝉轟樹霜・・

ソーラー&ダイナモLEDライト

コンパクトボディで、ソーラーと手回しの2通りの充

電ができます。約120固の手回し充電で約10分間

点灯。約1時間のソーラ 充電で約15分間点灯。

※使用条件により、点灯時間が異なる場合があります。

材質/ABS樹脂サイスソ約93x50x32mm

重量/約88g

EE盟あっせん 価格 660円

サニタクリーン・ポータブル

サニタクリーン便袋に、組立式の簡易

トイレをセッ卜したタイプ。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/365x365x高350mm

収納時寸法/390x385x厚145mm

m図あっせん価桔 4，664円

医翠霊童書義務化から10年以上が経過していますo 夢野型司穐 ぷ戸一山崎町

この機会に交換しましょう。 潟 ジ
で通

T3225罪記主主fLIE?宮ズ/約仰加 戸~-_/ 園 之4ダ
知らせします。自動試験や電池切れお知らせ芯ど ※電池の寿舎は、使用温度・外部環境や使用
安心の機能も箔載。 、 条件なζ1<:より短く怠る場合があります。 1m]光電式住宅用火災警報器煙式

※設置後10年を経過したら機器交換を推奨
専用リチウム電池使用(電池付)電池寿命約10年 します。 1m)定温式住宅用火災警報器熱式あっせん価格告2，640円



|防災用晶あっせんのお知らせ|
受付期間/2022年6月30日(木)まで

あっせん価格表 l 

9，570円

7931 1マク、二チユード7ML-50(2本1組) 9，570円

79321マグニチユード7ML・80(2本1組) 9，570円 7，656円

79331マク、二チユード7ML-11 0(2本1紐) 10，120円 8，096円

74201不動王T型固定式(2個1組) 3，630円 2，904円

70501家具転倒防止板〈ふんばる君)(2本入) 2，200円 1，760円

70371ガラス飛散防止フィjレム〈平面ガラス用〉 3，630円 2，904円

70391とひ‘らロック(2組入) 1，540円 1，232円

73491感震ブレーカーアダプター〈ヤモリ〉 4，378円 3，502円

7361 1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) 2，750円 2，200円

ピオマ感震ブレーカー 10，780円 10，780円

アルファ米・白飯 10袋 3，024円 2，419円

アルファ米・五目ごはん 10袋 3，672円 2，937円

こまちがゆ 10缶 2，916円 2，332円

おいしいl防災Pancanマフィン仕立て 10缶 4，320円 3，456円

23551クリームサンドビ、スケット 5缶 2，376円 1，900円

29071保存用ファイパービ、スケット 10個 3，132円 2，505円

29351スーパー保存水 8本 2，592円 2，073円

8801 1避難21点セット 10，670円 8，536円

88861サパィパルGセットE 28，300円 24，904円

92151手指消毒剤〈ステアジ、エル)300mQ 1，950円 1，320円

91661使い切りマスク(ア枚入)x5袋セット 990円 792円

61371工マージエンシーブランケット 2枚 1，760円 1，408円

70081ヘルメツト 148型 2，640円 2，112円

32621さすだけ充電ラジオライト2 4，378円 3，502円

33201ソーラー&ダイナモLEDライト .825円 660円

サニタクリーン・簡単トイレ 20枚入 3，300円 2，640円

サ二タクリーン・ポータブル 5，830円 4，664円

1713 住宅用火災警報器煙感知式 3，300円 2，640円

1723 住宅用火災警報器熱感知式 3，300円 2，640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。

お申し込み方法 l 
郵便ハガキに晶番号・晶名・あっせん価格・数量・小計金額・合計金額・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。

(申し込む晶物は控えを取っておいてくだ、さい。)

※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へ
電話でご連絡ください。

〈 記入例表裏 )

嗣
干125-0042

「東葛
中古飾
野都区
区首金
あ防~~

82詰5
ん官祉?
係閣工 20

行明 r
E入

してください。

①氏名(フリガナ)

②住所干

③電話番号

④ 

あっせん1.....1小宮十品番号品名 I \>")~~ltl数量 |1 | 価格 IM~ I 金額

7幻 11ザニチュー川L剖17，656111 7，656 
88011避難21点セYト18，53611 1 8，536 
29351スーパー僻本鉢12，07312 1 4，146 

合計金額 120，338 

eFAXでのお申し込みも受付けております。
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・中野区防災用品あっせん係J行
と書いてお送りください。

FAX.03・3608-5200

| 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怠っています。また、保存食料・

飲料水はすべて軽減税率(8%)が適用されています。

配達について | 
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。(お届け先は中野区内のみに限らせていただきます。)も今

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。

納品目時の指定はご遠慮ください。

代金のお支払い方法 | 
商晶のお届け時に、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 | 
返晶・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晶の場合は、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晶・保存水の返品・交換はご遠慮

ください。

-・・・・・i雌 JJ...眠{I.J]:詞面1'lF.iii置ZEd司・・・・・・
東京都葛飾福祉工場

TEL.03-3608・3541

Fハ川 弘
※個人情報は防災用品のグみ噌γ

あっせん以外では使用 I盛'1
致しません。 ¥と.-/

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、自立した生活を富むととを目標に、
社会福祉法人東京コロ二ーが運営をしております。
東京都葛飾福祉士場では開設以来、防災用品や生活安全用面を開発し、生産し
てきました。

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l 区や消防署の名をかたった訪問販売にこ、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、専門庖でご購入ください。

l 展翫悶一:にに示鵡相:::期欄一昨…由:に:;;;2却…0防災用品展示のご、案内 展献示時悶関問悶ω一←[;lI)却0-17:15

1rtlI!flil点の防災用畠が展示されています。 展示場所 ・中野区役所8階地域防災係膿示コーナー(中野区中野4・ -

2021.6 

中野区地域防災係 TEl.03・3228・8930(直通)
eメールアドレス kikikanri@city.tokyo・nakano.lg.jp


