クローズ
アップ

ライフラインが
止まったら！？

もしも

在宅避難 でも 安心！頼 れる 3 電池！

のときも、 いつも のように。

2 太陽電池

繰り返し起こる自然災害。もしもライフラインが停止した場合、
「 3 電 池」があれば安心！

1

3 電池

燃料電池

+

（エネファーム）

とは

2

太陽電池

+

（太陽光発電）

2
3

つくる

1 燃料電池

蓄電池

1 エネファームがつくる電気を優先して消費する。

つくる

2 日中に不足した電気は太陽光発電がまかなう。
3 太陽光発電で余った電気は蓄電池にたまり
「備え」
となる。

停電時にエネファームの電気を使われていたお客さまの声
停電被害時に冷蔵庫を使えたり、おふろに入
れたことは非常に助かりました。

3電池が在宅避 難を
サポートします！
電気・お湯・温水暖房が利用可能！

コインランドリーがどこに行っても大行列で、
洗濯機が使用できることは非常に助かった。

太陽光・蓄電池で電気の利用可。エネファーム
内蔵の電気ヒーターでお湯を供給。入浴も可能！

暴風雨による飛来物からのガラスの保護
スリットの開け閉めで
上手に採光・採風

YKK ap かんたんマドリモ耐風
リモコンスリットシャッター GR
メーカー希望小売価格本体 ¥498,410（税込）
※
+ 標準工事費 = ¥608,410（税込）のところ

メーカー希望小売価格本体 ¥68,310（税込）
+ 部材 + 標準工事費 = ¥115,544（税込）のところ

特別価格

もしも

▶スリット全閉

パナソニック 雨水貯留タンク
レインセラー 150 MQW104

ジョウロ
約30回分！

採光・採風で快適な空間をつくる
▶スリット半開

断水時のトイレの水源として

いつも

▶スリット全開

もしも

飛来物から家を守る

▶スリット全開

タ
家庭菜園やガーデニング、
50ℓ イプ
打ち水、ペットの足洗い等 1

リフォーム

シャッターで
暮らしに
安心と快適を︒

いつも

プチ

いつも 使える
もしも グッズ

詳しくはお問い合わせください！

いつも 使えて、もしも に役 立つ 防災
雨水を集めて、貯める
雨水を有効活用できるレインセラー

特集

※（株）
アイシン／ホームページより引用

エネファームの貯湯タンク内のお湯（水）を
生活用水として利用可能！

断 水

創刊号

ためる

エネファームだけでもこんなに活躍！

エネルギー を 自給自足 します。
ガス停止

いつも＆もしも

電気

お湯

3つの電池を活用して電気とお湯をつくります！

停 電

の暮らしになじむ防災グッズ

蓄電
3 蓄電池

これら3つを組み合わせたシステムです。

INT!!
PO

売電

¥108,000（税込）

特別価格

※自治体により補助金・助成金制度をご利用いただけます。

¥483,000（税込）〜

※W=1786 H=2117サイズオーダーの場合。標準工事費は設置状況により異なります。

使える便利な機能がいっぱいの無料防災アプリ。
スマホ で 今日から 防災。「いつも」
自治体などのアプリも要チェックです！
自分にぴったりなアプリを！
アプリ選びのポイント
●

情報の信頼性

●

必要な機能

●

わかりやすさ

NHK ニュース・防災
NHK公式アプリ
最新ニュースと災害情報を提供。
速 報 や 災 害、避 難 情 報 をプッ
シュ通知でもお知らせ！

まいたま防災

Goo 防災アプリ

埼玉県公式アプリ
埼玉県内の防災情報の提供。便
利な防災マニュアルや、安否確
認機能など便利なアプリ。

NTTレゾナントが運営。
防災アプリニュースや防災マッ
プだけでなく、SNS等の情報入
手が可能。地図はオフラインで
使用可。

らじる★らじる
NHK公式アプリ
N H Kの3つのラジオ（ 第1、第
2、NHK- FM）が聴取可能です。
番組予約、聞き逃し再生などの
機能も！

※アプリの仕様等についてはアプリ開発元へお問い合わせください。通信料はお客さまご負担となります。

3電池に関するお問い合わせは

ご購入を検討の方は
防災グッズはこちらでも
ご覧いただけます

サービスチーム

049 - 247- 3852

受付時間：9:00〜17:00 平日（月〜金）

0120 - 49 - 6611

ライフラインが止まったら！？

在宅避難 でも 安心！頼 れる 3 電池！

いつも 使えて、もしも に役 立つ 防災

プチ

リフォーム

スマホ で 今日から 防災。
「いつも」使える便利な機能がいっぱいの無料防災アプリをご紹介

受付時間：8:30〜17:15（祝日除く）

※写真はイメージです。また、掲載商品は仕様変更、価格改定となる場合がございます。

クローズアップ

2022-03-006

災害大国 日本

2011/03/12

長野北部地震
2014/09/27

避けることのできない自然災害との共存は永遠のテーマです。
「日本」に暮らす一つの知恵と言えます。正しくおそれ、日常に

御嶽山噴火

2018/06/18

福島県浜通り地震

2014/08/20

広島市土砂災害

2018/09/04

2016/04/14

台風 21号

熊本地震

毎日がもっと暮らしやすくなるはずです。

2016/04/16

行っている
行っていない

主要都市居住者の約 5 割 が 災害に対しての備えができて

2011/04/11

2018/06/28〜07/08

平成30年7月豪雨

Q. あなたのご家庭は、災害に対して「備え」を行っていますか？

甚大な自然災害が毎年のように発生する現代においても、

2011/03/11

東日本大震災

大阪北部地震

ある日突然起きる災害。災害を忘れずにいることは、災害大国
「防災」をなじませることができれば・・・

備えるを考える。

2018/09/06

北海道胆振東部地震

2019/09/09

台風 15号

いません。しっかりと「備える」ことで被害を最小限に抑え、

2019/10/12

台風 19号

被災を免れる可能性が高まります。

行っていない

33%

50%

出典：日本赤十字社【東日
本 大 震 災から10年、災害
被災地
（岩手・宮城・福島）

大分県中部地震

行っていない

その他主要都市
（東京・愛知・大阪・福岡）

の記憶と災害意 識の変 化
に関する実態調査】を引用

2016/04/16

熊本県阿蘇地震

いつも使える、もしもグッズ

特集

ポータブル電源

「災害への備え」というと、普段はしまっていて「非常時のみ使用するもの」とイメージしてしまいます。
もし普段から目にして、暮らしになじんだモノが非常時にも役立てば、今よりもっと暮らしやすい毎日になり、
「備える」ことも簡単になるはずです。
「いつも」使いで「もしも」に備えましょう !

トイレ の 備えは 大丈夫？

ポータブルソーラーパネル

スマホにも直接給電できる優れモノ！

長時間使用できることが特長の携帯用「蓄電池」

太陽光から電気を生みだせることが一番
の強みです。スマホなどのモバイル製品に

ル製品をはじめ、さまざまな電化製品に給電する

も対応し、ポータブル電源と組み合わせれ

ことができます。
「もしも」の性能はもちろんです

の代表格です。

メ！
オスス

｢いつも」はイスやゴミ箱として活用で
きます。パタッと折りたためば 厚さ
4cm！車はもちろん、わずかな隙間に

み合わせ
が
の組
こ

¥148,500（税込）

簡易トイレに変身！

M&T パタット350プラス
+ SAFETY TOILET10回分
+ GUARD PONCHO付セット

高効率変換パネルで最大100Wの出力
JVC ポータブルソーラーパネル
BH-SP100-C
販売価格

わたしの空気、いつもキレイに。
花粉が飛び交う季節は光触媒花粉フィルターが大活躍！ストラップ

オープン価格

で首下げに、クリップで胸ポケットに、充電スタンドでデスクに。

LED充電式ランタン

明るいって、
あったかい。
不安な停電時には、懐中電灯よりLEDラン
タンがオススメです。心を落ち着かせるや
わらかな照射はもちろん、長時間使用が可
能な優れモノ。
（リチウム電池内臓 ）
満充電時／フルモード：約 8 時間
省エネモード：約 18 時間
ナイトライト：約 400 時間
USB ポートで充電、スマホなどに給電できます。

オーム電機 LED ランタン
LN-CY1-G
オープン価格

販売価格

¥4,300（税込）

¥6,000（税込）

販売価格

ネイビー

除菌もできる

オリーブ

防災セット（車載用15点）

スタンド付き！

専用ポンチョ付

安心を50セット。

1回分セット

抗菌性凝固剤と排便袋をセットにした、超コンパクトタ
イプの純日本製携帯トイレです。10年間の長期保存を

充電しながら

光触媒で空気中の有害物質を除去

や有害物質、ウイルス等を分解し、キレイな空気をつくります。また、

｢いつも」にも。メーカー独自の「光触媒技術」で空気中の悪臭成分

販売価格

¥38,500（税込）
防災バッグ

カルテック 光触媒搭載
パーソナル空間除菌・脱臭機
KL-P02-W

ウイルス感染対策や被災時の「もしも」にも。通学や打ち合わせ時の

専用ポンチョ付

メーカー希望小売価格 ¥7,700（税込）のところ

オープン価格

パーソナル空間除菌・脱臭機

トイレ10回分付

厚さ ４㎝に
折りたたみ

オープン価格

テラコッタ

も収納できる優れモノ。被災時には

バイ！
スト
ベ

JVC ポータブル電源
BN-RB10-C

出力！
Bに

アウトドアの
ゴミ箱として

※USB 出力端子（タイプ A・C )
※最大 100W の出力（ 条件あり）

US

ンからも注目を集める「いつも」に強い防災グッズ

販売価格

快適を持ち運び。

ば、いつでもどこでも電源となります。

が、DIYやキャンプ・車中泊などのアウトドアシー

3WAY 電源 & 出力 1,000W
さまざまな電化製品に対応

簡易トイレ

！

です。AC電源の搭載により、スマホなどのモバイ

アウトドアの
トイレとして

「備え」で忘れがちなのがトイレです。被災時は普段どおりにトイレが使えないかもしれません。
東日本大震災では、仮設トイレが避難所に届くまで4日以上かかった自治体が 6 割近くあった
そうです。被災時の「もしも」のために、車の渋滞時やアウトドアなどの「いつも」使いに。
「簡易
（内閣府 避難所におけるトイレの確保管理ガイドラインより／平成 28 年 4 月）
トイレ」はマストアイテムです！
選べる3色

いつもを、もしもに。 折り畳み式だから持ち運びもラクラク！
一 般 的なモバイルバッテリーより容量が大きく、

携帯トイレ

可能とし、抜群の抗菌性と吸収力を誇ります。一人あた
り1日5回使用と想定すれば、1ケースで10日分のトイレ
を確保したことになります。

M&T SAFTY TOILET
ONE PACK50（カモフラージュ）
メーカー希望小売価格 ¥9,350（税込）のところ

販売価格

¥5,800（税込）
携帯用ウォシュレット

¥17,380（税込）

カセットガスコンロ

いつでもどこでも
テーブルクッキング！

基本の基本。
家族にひとつから、
一人にひとつへ。

スタイリッシュで実用的な2バーナー。風の影響
を抑える深型水皿&多孔式バーナーを搭載。アウ
トドア調理はもちろん、被災時に電気・ガスなどの
ライフラインが復旧されていない場合には、
「温める、

防災グッズのはじめの一歩。全30点のアイテムを

沸かす、調理する」など大活躍。
「もしも」を「いつも」に
変える、頼もしいパートナーです。

※カセットガス別途

※テント内・車内では使用しないでください。

アクセサリーシリーズ で 広がる 楽しさ

※別売

イワタニ カセットガス テーブルトップ
BBQ こんろ CB-TBG-2
オープン価格

販売価格

¥21,900（税込）

詰め込んだバッグです。ご家族一人につきひとつ
がおススメです。

専用ポーチ付

車だって、しっかり備える。

こんなものも
持ち歩ける時代に。

外出先や乗車中の「もしも」を想定し、車にも防災セットを準備しま

自宅でウォシュレットを使用している方におススメ

しょう！緊急時脱出用ハンマーやポータブルトイレ、保存水など15

の携帯型！2つのモードで快適に洗浄します。コン

※食料は入っておりません。買い足して自分流の防災バッグで
「もしも」に備えましょう！

点を厳選。座席下に収納できるコンパクトサイズです。防災バッグと

パクトなのでいつでも携帯でき、
「もしも」のときは、

セットで備えておきましょう。

非常用トイレとともに活躍します。

山善 防災バッグ BBG-30R

M&T 車載用防災15点セット

TOTO 携帯ウォシュレット YEW350

オープン価格

メーカー希望小売価格 ¥5,500（税込）のところ

メーカー希望小売価格 ¥12,870
（税込）のところ

販売価格

¥4,300（税込）

販売価格

¥4,500（税込）

販売価格

¥9,800（税込）

※写真はイメージです。また、掲載商品は仕様変更、価格改定となる場合があります。商品の在庫状況によりお届けまでにお時間をいただく場合があります。 ※本体販売価格が￥10,000（税込）未満の商品のお届けには別途出張費がかかります。

