
品名 ハイブリッドファンFJR
品番 HBF-FJRCW HBF-FJRSW
価格 〈本体価格〉 オープン価格

品名 パーソナル パーティション
品番 コンパクトタイプ No.8010 ハイタイプ No.8020
価格 〈本体価格〉¥1,100＋消費税 〈本体価格〉¥1,400＋消費税

●パンフレットに表示されている＜本体価格＞は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。●商品の見直しなどのため、仕様・価格・デ
ザイン・その他は予告なく変更する場合があります。●商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。●Twitter
はアメリカ合衆国また他国々におけるTwitter,Inc.の登録商標です。● FacebookはFacebook,Inc.の商標です。●ハイブリッドファンは株式会社潮の
登録商標です。●キングジム、KINGJIM およびその他記載の商品名は、株式会社キングジムの商標または登録商標です。●このパンフレットの内容は2020
年 8月現在のものです。●当社の情報はホームページをご覧ください。https://www.kingjim.co.jp/

https://www.kingjim.co.jp/

地震対策 震度 6 強相当対応！

●外寸：42（W)×190（D)×20（H)mm　
●2本1組

品名 地震対策ゴムストッパー 160
品番 GS160ｼﾛ GS160ﾁﾔ　
価格 〈本体価格〉¥2,700＋消費税

●外寸：52（W)×210（D)×20（H)mm　
●2本1組

品名 地震対策ゴムストッパー 300
品番 GS300ｼﾛ
価格 〈本体価格〉¥6,000＋消費税

対象物重量
160ｋg以下

  選べる２色！

対象物重量
300ｋg以下

取り付け可能幅
900～1,200mm

取り付け可能幅
1,500～1,800mm

▼詳細はwebで！

▼詳細はwebで！

Workplace disaster prevention Review book

の職 場
防 災
見 直 し B O O K

緊急時の意外な盲点からひも解く本当に役立つ防災用品

衛生・環境改善

● 外寸：約120（W）×212（D）×188（H）mm（トレー使用時）
　約102（W）×162（D）×180（H）mm（本体のみ）　
● 重量：約330g（トレー、消毒液、乾電池を除く）
●容量：500ml
●電源：単3形アルカリ乾電池×4本（別売）

iFデザイン賞受賞！

●可変範囲：直径900〜1,100mm
●重量：本体 約800g・取付金具 約240g　

●色：ライトグレー

※空調のタイプにより、取り付け可能な商品が異なります。
　詳しくはHP上でご確認下さい。

HBF-FJRCW HBF-FJRSW

▼詳細はwebで！品名 アルコールディスペンサー「テッテ」
品番 TE500
価格 〈本体価格〉¥4,900＋消費税

コンパクトタイプ使用時 ハイタイプ使用時

▼動画はコチラから！

●外寸：【ロックホルダー】約52（W）×16.2（D）×
　47.6（L）mm　【ベルト】幅25mm
●1本入り

品名 収納棚につける落下防止ベルト
品番 RB1200
価格 〈本体価格〉¥2,250＋消費税

●外寸：【ロックホルダー】約52（W）×16.2（D）×
　47.6（L）mm　【ベルト】幅25mm
●1本入り

品名 収納棚につける落下防止ベルト
品番 RB1800
価格 〈本体価格〉¥2,300＋消費税

▼動画はコチラから！

手をかざしてシュッと消毒

ソーシャルディスタンスの確保やテレワークに

エアコンの直撃風を防ぎ、空気を循環！

カラー（羽根）：
ハーフクリアー

カラー（羽根）：
シルバー
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【コンパクトタイプ No.8010】
●外寸:約1,092（W）×3（D）×450（H）mm（最大）
●外寸:約220（W）×30（D）×310（H）mm（折りたたみ時）
●重量：約615g

【ハイタイプ No.8020】
●外寸:約1,092（W）×3（D）×450（H）mm（最大）
●外寸:約1,092（W）×30（D）×450（H）mm（折りたたみ時）
●重量：約855g



私 たちの 想い
〜職場の皆様の安心を第一に考える〜

近年の日本は、地震や台風などの記録的な災害が多く発生し

私たちの生活を脅かしています。

個人の防災はもちろん

職場における防災は、従業員の安全を守る上で

とても大切な取り組みとなります。

「とりあえず何か揃えなければ、とは思っていても、

世の中にはたくさんの防災用品があふれていてよく分からない…。」

そんなあなたにとって、まずは職場の防災に

改めて取り組むきっかけになれば幸いです。

I N D E X

どの災害に備えるか？地震、水害、風害 etc．

新耐震基準の建物かどうかの確認
もし、旧耐震基準で建てられた建物であれば

自社が被災したことにより、
周辺に被害が及ぶことを防ぐ

安否確認方法の確立
食料品・医薬品・トイレなどの備蓄

▶︎被害想定 （自治体等が公表しているデータを参照）
▶︎自社の災害対応力を把握

▶︎耐震診断　▶︎必要に応じて耐震補強

▶︎出火防止策や薬液などの漏洩防止策
▶︎看板の落下防止、窓ガラスの飛散防止

災害の特定

建物の耐震性確保

二次災害の防止

生命の安全確保

企業の防災への取り組みポイント
地震や水害などの自然災害に備えることを一般に防災と呼びます。

それでは、企業の防災への取り組みとは、どのようなものであるべきなのでしょうか。

出典元：内閣府　防災情報のページ　http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/kbn/index.html

P1 私たちの想い

P13 災害対策セット一覧

P3-4 緊急時の意外な盲点…
本当に役立つ防災用品を考える

P5-6 備蓄倉庫にあっても使えない!?
お困りごと 1

P7 備蓄食料品でアレルギー発症!?
お困りごと 2

P10 留まる準備の他に移動の準備も!
お困りごと 5

P11-12 避難できなかった意外な理由
お困りごと 6

P8 トイレによるニオイ・衛生問題!?
お困りごと 3

P9 寒さを甘く見ると命取りに!?
お困りごと 4
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トイレによるニオイ・衛生問題！？

備蓄食料品でアレルギー発症！？

備蓄倉庫にあっても使えない！？

緊急時の意外な盲点 ···本当に  役立つ防災用品を考える

予期せぬタイミングで発生する災害。備蓄倉庫に社員全員の備蓄品を
取りに行って配布するだけでとても時間と労力が取られてしまった。

災害発生後に、避難所へ移動したり帰宅したりする道中は様々な危険が。
安全に移動するアイテムをそろえたセットがいざという時に力を発揮！

留まる準備の他に移動の準備も！5

災害発生時は、時に停電や断水状態で夜を迎えることも…。
外気の寒さ、床からの冷えから体を守るアイテムが必須です。

寒さを甘く見ると命取りに！？4

ただ選ぶだけではダメ！さまざまな社員がいるからこそ、
どんな社員も“おいしく”“安全に”食べられるものを選びましょう。

2

激しい揺れのあとは、書庫が倒れて避難経路を塞いだり、
収納物が散乱することで滑りやすくなって前に進めないことも…。

避難できなかった意外な理由6
いざ避難することになったら、トイレの問題は避けられません。
ニオイや衛生問題も考えた備蓄品選定が必須です。

3

災害時にはじめて気づく意外な盲点…。いざという時、使いにくい防災用品では備える意味がありません。
実際の災害時に「本当に困った…」というエピソードをもとに、
新たな学びを得て、本当に役に立つ防災用品をご提案いたします。

1
お困りごと

お困りごと

お困りごと

お困りごと

お困りごと

お困りごと
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備蓄倉庫にあっても使えない！？

◦備蓄品ごとに倉庫保管しているので、いざという時にすぐに配布できなかった。

◦備蓄品ごとに保存年数が異なるので賞味期限管理や補充業務が大変だった。

◦備蓄品ごとにサイズが異なっているので効率的な保管ができずスペースをとってしまった。

◦個人、部署単位で保管できるので配布が不要。
◦期限を６年保存で統一、管理がラクラク！

◦A4/A5ファイルサイズに統一！効率的な保管でスペースを有効活用

  ◦外国人従業員も安心。パッケージや食料品は英語表記に対応。

いざという時に迷わずすぐに手に取れる！

【個人管理】 【部署管理】

1

■災害備蓄セットⅡ
BCS-200

TLS-200

MNS-200

ABS‐200

KTS-200

HMS-200
■災害毛布セット

■災害備蓄セット ミニ

■災害ヘルメットセット

■災害帰宅セットⅡ

■災害トイレセット

対象商品 商品の詳しい説明は P13 〜 14へ

ここも創意工夫ポイント

お困りごと

困った体験談

非常時に備え、倉庫に飲料水や食品などを備蓄しておいても、すぐには取りにいけません。
いざという時にすぐに使えるように、平時から手に取りやすい場所に保管してみてはいかがでしょうか？

ロッカーの中引き出しの中 部署（フロア）共有の棚

いつでもすぐ手に取れる場所に
置いておくからこそ、
こだわりました。

セットごとに色分けされた
デザイン性の高いパッケージ

そんな「困った」を解決！キングジムの災害対策セットなら
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備蓄食料品でアレルギー発症！？ トイレによるニオイ・衛生問題！？2 3
お困りごと お困りごと

◦ キングジムのご用意する災害対策セットでは、
食物アレルギー特定原材料等28品目
と貝類不使用！

◦  五目ごはん、わかめごはんは、
  水も加熱も不必要 ! スプーン付き
  なので災害時でもすぐに食べられて安心！

◦   非常用簡易トイレは
  「収納袋」と 「凝固剤」が入っているので、
　ニオイや衛生問題を解決！

◦   災害トイレセットには、他にも組み立て式の
  「紙製便器」と 「アルミポンチョ」
　「ポケットティッシュ」入り。
　断水で普段のトイレが使えなくても安心。

どれを選んでも全部アレルギー対策品！ ニオイを封じ込める凝固剤入りで安心

対象商品 対象商品商品の詳しい説明は P13 〜 P14へ 商品の詳しい説明は P13 〜 P14へ

※紙製便器が入っているのは「災害トイレセット」のみです。
■災害備蓄セットⅡ

BCS-200
■災害備蓄セットⅡ

BCS-200MNS-200
■災害備蓄セット ミニ

KTS-200
■災害帰宅セットⅡ

KTS-200
■災害帰宅セットⅡ

TLS-200
■災害トイレセット

体力の消耗を避けるために、いざ備蓄食料品を食べようと思ったら、アレルギー食品が含まれていた…
なんてことがあったら大変です。様々な社員がいるからこそ、
どんな社員も“おいしく”“安全に”食べられるものが必要です。

避難場所のトイレは、断水している事が予測されるためニオイの問題が発生したり、
片付けの際の衛生問題にも配慮する必要があります。
凝固剤で固めてニオイを封じ込めることで処分をしやすくすることが必要です。

非常用簡易トイレ
（汚物収納袋＋抗菌性凝固剤）

袋の中に用を足した後、
凝固剤を振りかけて袋を縛れば
衛生問題もニオイ問題もクリア！

紙製便器

そんな「困った」を解決！キングジムの災害対策セットなら そんな「困った」を解決！キングジムの災害対策セットなら

紙製便器組立時
（耐荷重200kg※等分布）
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4 5
お困りごと お困りごと

◦ がれきやガラス片などの怪我を防ぐ軍手
◦ 煙やホコリを吸わないようにするマスク
◦ 身の安全や居場所を知らせるホイッスル
◦ 寒さ対策ができるアルミポンチョ
◦ その他「水」「クッキー」「非常用簡易トイレ」「ポケットティッシュ」

も含めたすべてのアイテムを持ち運び可能なナップサック

対象商品 対象商品商品の詳しい説明は P13 〜 P14へ 商品の詳しい説明は P13 〜 P14へ

■災害毛布セット
ABS‐200

■災害帰宅セットⅡ
KTS-200

災害発生時は、時に停電や断水状態で夜を迎えることも…。外気による寒さ、床からの冷えから命を守る
アイテムが必要です。収納するスペースをとらず、身体を十分に温めることができる毛布を備えておけば安心です。

避難所へ移動したり帰宅する道中には、想定外のさまざまな危険が…。安全に移動するための軍手や、
居場所を知らせるホイッスルなど、多様なアイテムをそろえたセットは、いざという時に力を発揮します。

寒さから身を守るために毛布で全身を覆って体温を逃さ
ず温もりを閉じ込めることが大切です。

普段から避難経路を把握し、いざという時、冷静かつ速や
かに逃げられるようにしましょう。

外気を遮断することで体温の低下を防止する 職場では平時から避難経路を確認しましょう

◦ フリース素材のふかふか毛布で
　寒さ・冷えから体を守る！

◦ アルミブランケットも併用することで
　熱を逃がさないような更なる防寒対策が可能。

◦ アイマスクやフェイスタオル、スリッパなど、
避難中で緊張した体を休めるアイテム入り。 圧縮時開封時

column column

寒さを甘く見ると命取りに！？ 留まる準備の他に移動の準備も！

そんな「困った」を解決！キングジムの災害対策セットなら そんな「困った」を解決！キングジムの災害対策セットなら

ふかふかのあったか毛布をコンパクトに圧縮！ 9 点の便利アイテムで安全な移動を！
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◦折りたたみ式ヘルメットで普段はコンパクトに収納。

　収納袋付きで持ち運びにも便利。

  ◦国家検定合格品！安全性もお墨付き！

ゴムストッパーで棚の転倒防止！ ベルトで収納物の落下防止！

避難できなかった意外な理由

◦棚から落下してきた収納物が通路をふさぎ、避難するのにかなり時間がかかった。

◦倒れた棚が出口の扉をふさぎ、外に出られなかった。

◦ヘルメットが近くになかったので避難する時に物が落ちてくる恐怖があった。

◎ ゴムが伸びて衝撃吸収！
◎ 設置に工具は一切必要なし！
◎ 震度6強相当に対応。

◎  スチール製のさまざまな対象に取り付け可能！
◎ 設置に工具は一切必要なし！
◎ 震度6強相当に対応。

6
お困りごと

困った体験談

大規模な地震では、棚に収納しているファイルや備品などが飛び出したり、棚そのものが倒れてきたりと、
さまざまな問題が発生します。そんなことになる前に、普段からストッパーやベルトでしっかりと固定し、
災害時も安全な通路を確保しましょう。

そんな「困った」を解決！キングジムの災害対策セットなら

対象商品 商品の詳しい説明は P13〜P14 および裏表紙へ

■地震対策ゴムストッパー 160
GS160 RB1200 ／ RB1800

■収納棚につける落下防止ベルト
HMS-200

■災害ヘルメットセット

■地震対策ゴムストッパー 300
GS300

使用時 折りたたみ時

グラッと来る前に！
棚の転倒、収納物の落下を防ぎ、安全を確保！
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File size
A4

File size
A4

File size
A4

File size
A4

災害対策セット一覧
手元に保管できるキングジムの災害対策セット。ひとりひとりが管理しやすく、
いざという時、探す手間も省けます。緊急時のさまざまなシーンを想定した

“本当に役立つ防災用品”がそろっています。

詳しくはこちら ▼その他防災用品

キングジムホームページより詳細をご確認下さい

その他、本紙でご紹介した商品の詳細情報や
ご紹介しきれなかった防災用品に関しては、

避難先での滞在を支援するセットです。
（1日分）災害備蓄セットⅡ 賞味期限 6 年

■パッケージ
●外寸：約 68(W)×222(D)×313(H)mm
●質量：約 2,060g　

品番 BCS-200 価格 〈本体価格〉¥4,800＋消費税

❶保存水（500ml）  2 本
❷ポケットティッシュ 2個
❸クッキー（3 本入） 1袋
❹ご飯（スプーン付） 2 食
❺ 非常用簡易トイレ 
（汚物収納袋十抗菌性凝固剤）  5個

■セット内容

01

組立式紙製便器同梱で、断水時の
トイレ問題を解決するセットです。災害トイレセット

■パッケージ
●外寸：約 68(W)×222(D)×313(H)mm
●質量：約795g　

※紙製便器の品質保持期限は購入後 6 年です。

※ヘルメットの交換目安は購入後 6 年です。

品番 TLS-200 価格 〈本体価格〉¥4,500＋消費税

❶紙製便器  1個
❷アルミポンチョ 1枚
❸ポケットティッシュ 2個
❹ 非常用簡易トイレ 
（汚物収納袋十抗菌性凝固剤） 5個

■セット内容

05災害帰宅セットⅡ 賞味期限 6 年 自宅までの帰宅を支援するセットです。

■パッケージ
●外寸：約 68(W)×222(D)×313(H)mm
●質量：約1,655g　

品番 KTS-200 価格 〈本体価格〉¥4,000＋消費税

❶保存水（500ml）  2 本
❷ホイッスル  1個
❸クッキー（3 本入）  1袋
❹アルミポンチョ  1枚
❺ 非常用簡易トイレ 

（汚物収納袋十抗菌性凝固剤）
  1個

❻ナップサック 1枚
❼マスク  1枚
❽ポケットティッシュ
  1個
❾軍手  1双

■セット内容

02

災害ヘルメットセット ヘルメットをはじめとした、
身を守るアイテムを集めたセットです。

■パッケージ
●外寸：約 68(W)×222(D)×313(H)mm
●質量：約 625g　

品番 HMS-200 価格 〈本体価格〉¥8,000＋消費税

❶ヘルメット（収納袋付） 1個
❷マスク 1枚
❸ホイッスル 1個
❹軍手 1双

■セット内容

06

❶

❶

❷

❷

❹

❹
❻

❺

❺

❼
❾❽

❸

❸

File size
A4

災害毛布セット 「体を休める」に特化したセットです。

■パッケージ
●外寸：約 68(W)×222(D)×313(H)mm
●質量：約 920g　

品番 ABS‐200 価格 〈本体価格〉¥5,600＋消費税

❶圧縮毛布 1枚
❷アイマスク 1個
❸使い捨てフェイスタオル 1枚
❹不織布スリッパ 1足
❺アルミブランケット 1枚

■セット内容

04

❶

❷

❹
❺

❸

❶

❶

❷

❷

❹

❹

File size
A5

災害備蓄セット ミニ 賞味期限 6 年 水、クッキー、トイレ、ブランケットなどを、
コンパクトにまとめたセットです。

■パッケージ
●外寸：約 68(W)×156(D)×222(H)mm
●質量：約795g　

品番 MNS-200 価格 〈本体価格〉¥2,000＋消費税

■セット内容

03

❶

❷ ❹

❺

❸

❸

❸
❶保存水（500ml） 1本
❷クッキー（3 本入） 1袋
❸アルミブランケット 1枚
❹ポケットティッシュ  1個
❺ 非常用簡易トイレ 
（汚物収納袋十抗菌性凝固剤） 1個

食物アレルギー特定原材料等
28品目と貝類不使用

食物アレルギー特定原材料等
28品目と貝類不使用

食物アレルギー特定原材料等
28品目と貝類不使用
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