
大賞生活用品部門 アイデア賞生活用品部門

生活用品部門　大賞
鮮度まもる君コンテナー
株式会社グリーンフィールド　
半永久的に繰り返し使用できる鮮度保持容器で、抗菌・防カビ成分配合で腐敗を防ぎ、
蒸気弁付きでフタをしたまま電子レンジで加熱が可能です。
長距離の移動時、この容器を使用することで品質維持をサポートし、
災害時のストックにも役立ちます。

http://www.g-field.jp/

生活用品部門　アイデア賞
清涼ファン風雅ベスト・ヘッド２
株式会社 TJM デザイン
手持ちの作業服にマルチに対応できる後付け清涼ファンです。
ベルトで後付け装着のため いろいろな作業着で使用できます。
 軽量でスタイリッシュであり、災害の場のみならず熱中症対策のために庭作業、
野外フェスなどの日常生活の場においても普及しています。
ヘッド 2 は、ヘルメット内と首元の 2 方向送風で効果的に放熱でき頭部が蒸れません。

https://jpn.tajimatool.co.jp/page/fugavest_product

1150　913 円（税込）
800　748 円（税込） フルセット L , LL ,３L

39,930 円（税込）
ヘッド
25,300 円（税込）



審査員特別賞生活用品部門 優秀賞生活用品部門

生活用品部門　審査委員特別賞
ネック－ル　ウルトラ
株式会社ケンユー　
血管の集中する首周りを綿とウレタンの二重構造により、じんわり、ゆっくり、
やさしく冷やせます。断熱アルミシートにより適度な冷たさを持続でき、
天然素材の綿 100％パイル生地のため結露や汗でべたつきにくくなっています。
洗濯可能で冷蔵庫で冷やし繰り返し使用が可能です。

http://www.kenyuu.co.jp/RN-48UT/RN-48UT.htm

生活用品部門　優秀賞
対流型石油ストーブ
株式会社トヨトミ　
被災時には長期間の停電が予想され、エアコンなどの電気暖房設備及び電源を必要とする
石油ファンヒーターなどが使用できないため灯油を燃料とする対流型石油ストーブが有効です。
特に寒冷地では、暖房効果からも石油ストーブが不可欠です。
この製品は電子点火で楽に点火でき、2 重タンクで転倒しても油がこぼれにくく安全です。

https://www.toyotomi.jp/products/heating-oil/convected-stove/ks-67h/
 

1,320 円（税込） 30,580 円（税込）



生活用品部門 優秀賞

生活用品部門　優秀賞
ムコシア　
株式会社生活の木
" 口腔機能の向上　口腔ケア用クリーム　高品質のシアバターにレモングラス（檸檬茅）
エキスを適切な割合で配合。
お口をきれいにした後、袋のまま、もしくは袋からでして手のひらで温めて柔らかくした後、
指先に取って口の中を優しくなでるように塗って使います。"

https://hero365.net/products/detail/137

6,160 円（税込）



備蓄用品部門 アイデア賞

備蓄用品部門　アイデア賞
どこでもスイーツ缶　各種
トーヨーフーズ株式会社
賞味期限は製造日より 24 ヵ月です。災害時に不足しがちなカロリーをスイーツとして
美味しく補給できます。
チーズケーキ、ガトーショコラなど種類が多く子供からお年寄りまで
皆が美味しく食べられる製品です。

https://www.toyofoods.co.jp/introduction/index.html#cup

540 円（税込）

大賞備蓄用品部門

備蓄用品部門　大賞
ほほえみらくらくミルク（液体）
株式会社明治
製造日より 1 年の保存が可能です。
断水や停電、ガスが使えない恐れのある避難所などにおいても衛生的に赤ちゃんに授乳すること
ができます。
また、ホームページの本製品紹介の中で、赤ちゃんを連れた家族へ災害時の対応など
多くのスペースを使ってしっかり啓発しています。

https://www.meiji.co.jp/baby/hohoemi/rakurakumilk/disaster/

232 円（税込）



審査員特別賞備蓄用品部門

備蓄用品部門　審査委員特別賞
サバイバルフーズ（賞味期限 25年）
株式会社セイエンタプライズ　
25 年の超・長期保存が可能なクラッカーとフリーズドライ加工食品の備蓄食です。
3 年から 5 年保存が一般的な非常食の中で、サバイバルフーズは 25 年の保存により、
一般の非常食に比べて買替の頻度が減らせてコストパフォーマンスがよくなります。

https://www.sei-inc.co.jp/news/2018/06/862

大缶 9180 円（税込）
小缶 3240 円（税込）

洋風えび雑炊
洋風とり雑炊
チキンシチュー

小缶 3024 円（税込）
大缶 8208 円（税込）

小缶 2592 円（税込）
大缶 4320 円（税込）

野菜シチュー

クラッカー

備蓄用品部門 アイデア賞

備蓄用品部門　アイデア賞
温めずにおいしい野菜カレー
ハウス食品株式会社
賞味期限は製造日より 3 年です。加熱調理せずにそのままご飯にかけても
さらっとなめらかで香り高い野菜カレーが楽しめるため、水やガスが使えない状況でも
美味しく食事ができます。。

https://housefoods.jp/company/news/news00003772.html

183 円（税込）



備蓄用品部門 優秀賞

備蓄用品部門　優秀賞
スープ缶各種
ベターホーム
賞味期限は製造日より 3 年です。野菜をたっぷり使ったやさしい味の野菜スープです。
常温のままでもおいしくいただける味なので、災害時の非常食として備蓄しておくのも
おすすめです。化学調味料はもとより、乳化剤もたん白加水分解物も未使用です。

https://net-shop.betterhome.jp/ec/products/list.php?__shop_key=ec&category_id=521

324 円（税込）

優秀賞備蓄用品部門

備蓄用品部門　優秀賞
フルーツ・スイーツ缶　各種
サンヨー缶詰株式会社
賞味期限は製造日より 3 年です。一缶の大きさがコンパクトで一人で食べきれる量になっています。
また、フルーツの種類が多く、飽きずに食欲がないようなときも食べやすくなっています。

http://www.sanyo-kanzume.com/index.html

162 円（税込）



備蓄用品部門 優秀賞

備蓄用品部門　優秀賞
スマイルケア食　調理不要　里芋の鶏そぼろ煮
アルファフーズ株式会社
製造後 5 年 1 ヶ月の保存が可能です。歯ぐきでつぶせる程度のやわらかさに加工し、
そしゃく配慮が必要な方々でも食べやすいお惣菜に仕上げており、
常温長期保存食としては業界初の※スマイルケア食「黄 4」（歯ぐきでつぶせる）を取得しています。
加熱、加水の必要がなくライフラインが途絶えた状況でもそのまますぐに食べられます。

https://www.alpha-foods.net/media/20190510.html

540 円（税込）

優秀賞備蓄用品部門

備蓄用品部門　優秀賞
フリーズドライおみそ汁　スープ各種
神州一味噌株式会社
製造から 5 年間保存可能です。非常時にも便利な折りたたみカップ・スプーン付です。
コンパクトでかさばらないので、家庭や職場、自治体などの非常備蓄用品として最適です。
熱湯を注ぐだけで食べることができ、またお湯が沸かせない状況でも、
水で約 10 分で戻すことができます。

https://www.shinsyuichi.jp/product/instant/bousaisyoku

162 円（税込）



備蓄用品部門 優秀賞

備蓄用品部門　優秀賞
フリーズドライご飯　各種
永谷園ホールディングス
賞味期間 8 年です。災害備蓄用のフリーズドライご飯のわかめ味です。
お湯で 3 分、水でも 5 分でできあがります。できあがり量は約 260g で、
味の種類も白米を含め 5 種類あり飽きが来ません。

https://www.nagatanien.co.jp/product/detail/853

518 円（税込）

優秀賞備蓄用品部門

備蓄用品部門　優秀賞
えいようかん
井村屋グループ株式会社
製造から 5 年の保存ができます。食べきりサイズのミニようかんで、
1 本食べるだけで手軽に 171kcal（ご飯一杯分）のエネルギー補給が可能です。
化粧箱表面の点字で中身が羊羹であることを案内しています。

https://www.imuraya.co.jp/goods/yokan/c-eiyo/eiyo/

594 円（税込）



サバイバル部門　アイデア賞

サバイバル部門　アイデア賞
レスキューハンマー（DX-SPEC）
株式会社ヴァイス
シートベルトカッター、ガラス破壊用ハンマー、LED 照明ランプ、警報灯・警報音、　
AM・FM ラジオ、防水スピーカー、手動発電レバー、デジタルモニター、
充電入出力用 USB 接続口、磁器方位計、固定用磁石多機能搭載の車載用レスキューハンマー　
アウトドアにも使用可能です。

https://www.vaice.world/

オープン価格

　大賞サバイバル部門

サバイバル部門　大賞
LED　サイレン　” レス Qラジオ”
アンドーインターナショナル株式会社
ラジオ、ラジオアラーム、時刻表示、LED ライト、サイレンの機能が手のひらサイズに詰まった小型・
軽量ラジオです。胸ポケットに収まるサイズです。LED ライトや緊急時に音が鳴るサイレン機能は
災害時のみならず夜の外出や防犯対策でも活躍します。購入しやすい単 4 乾電池 2 本で
駆動するので災害用の備えに最適です。

http://ando-catalogue.com/index.html

5,000 円（税込）



サバイバル部門　審査員特別賞

サバイバル部門　審査員特別賞
エムパワード ストリングライト
MCMJAPAN 株式会社
エムパワード　ストリングライトはコンパクトなケース本体に収まる 5.4m のケーブルに、
10 個の LED を等間隔に配列したソーラー充電ライトです。太陽光充電だけではなく
USB 充電にも対応しています。停電時には誘導灯として使用することもでき、
またどこでも手軽にライトアップでき様々な用途で使用できます。

http://mpowerd.jp/product/string_light.html

7,150 円（税込）

　アイデア賞サバイバル部門

サバイバル部門　アイデア賞
カセットガス式発電機 EU9iGB( エネポ )
本田技研工業株式会社
おなじみのカセットボンベで動く手軽さが魅力。
燃料の入手も保管もしやすく、非常用電源にも適した１台です。

https://www.honda.co.jp/generator/lineup/eu9igb/

121,000 円（税込）



サバイバル部門 優秀賞

サバイバル部門　優秀賞
小型船舶用救命胴衣（大人）（小人）
日本船具株式会社
救命胴衣用に特別に開発した特殊柔軟フォーム「メローフォーム」を使用しており、
従来品と比べ薄型で装着、作業時着用負担が少ないため抜群の作業性を発揮できます。
大人、子供用があり子供用は体重別で区分が 3 種類に分かれており大人も子供も使用できます。

http://www.nihon-sengu.co.jp/product_04sagyou.html

（大人用）8,690 円（税込）
（小児用）7,480 円（税込）

　優秀賞サバイバル部門

サバイバル部門　優秀賞
LEDランタンライト
旭電機化成株式会社
" 国産アルカリ乾電池を使用すると連続 40 時間使用できます。
LED と反射板の併用で明るさがアップします。
災害時のみならず、キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時にも役に立ち、
取扱店舗が多く購入が容易です。"

http://www.smile-asahi.co.jp/ala-3404.html

1,650 円（税込）



　優秀賞サバイバル部門

サバイバル部門　優秀賞
マルチポータブルチャージャー
株式会社スターリング
イザと言う時にこれ 1 台でマルチに活躍するラジオライトです。
これ一台で明かり（ライト＆ランタン）、情報（AM/FM ラジオ）、
携帯電話の補助電力を確保できます。
使用電源は、USB 充電、ダイナモハンドル充電、単 4 電池 3 本（別売）、AC/USB アダプターが
使用可能です。

http://www.sterling.jp/catalog/old/6991.html

7,700 円（税込）



住宅部門 　大賞大賞 住宅部門

住宅部門　大賞
制震構造　「シーカス」
積水ハウス株式会社
特殊高減衰ゴムを内蔵した「シーカスダンパー」が、地震動エネルギーを熱エネルギーに
変換して揺れを吸収し、発生した熱を放散するシンプルな仕組みです。
地震時における住宅の変形量を 1/2 以下に抑え、内外装の損傷を軽減して、
震度「7」クラスの大地震や繰り返しの地震にも効果を発揮します。
耐用年数 100 年相当の耐久性を試験で確認しています。

https://www.sekisuihouse.co.jp/kodate/products/steel2/technology/anshin/

住宅部門　大賞
「基礎ダイレクトジョイント」「MJ（メタルジョイント）接合システム」
積水ハウス株式会社
" 土台を介さずに基礎と柱を専用の構造用金物で直接緊結する「基礎ダイレクトジョイント」は、
従来の常識だった土台をなくすことで、どの方向からの力にも均質な強さを発揮し、
柱の抜けや倒壊も起きにくい、強い構造を実現しています。
従来の「ほぞ」や「仕口」など木材を切り欠き組み合わせておさめる手法では、
強度的な弱点になる場合がありますが、独自の構造用金物で緊結する「MJ（メタルジョイント）
接合システム」を導入し、金物を木に対してスリットで差し込み、
より強い緊結を可能にしています。"

https://www.sekisuihouse.co.jp/kodate/products/shawood/technology/anshin/



住宅部門 大賞

住宅部門　大賞
外壁耐震「外壁パネルロッキング工法」
積水ハウス株式会社
外壁を直接駆体に緊結させない工法で、いざ地震が発生し摩擦力を上回る力がかかると、
外壁パネルが駆体とは異なった動きのロッキング ( 回転 ) を開始します。
これにより、外壁に力が加わることを抑制し、地震によるひび割れや脱落を防いでいます。

https://www.sekisuihouse.co.jp/kodate/products/steel2/technology/anshin/



防災専用部門 アイデア賞

防災専用品部門　アイデア賞
消棒　RESCUE
株式会社ワイビーシステム
津波・台風・ゲリラ豪雨・地震・火災など、もしもの時に車内缶詰事故を防ぐ緊急脱出ツールです。
消棒 RESCUE は消火機能に加え、シートベルトカット・ガラス破砕機能もついた脱出ツールで、
これを車に常備しておけばいざという時に命を救います。

https://www.syou-bou.com/products/products_03.html

6,600 円（税込）

防災専用品部門

防災専用品部門　大賞
防災備えパック 3ディズ
株式会社河本総合防災
災害直後の交通網等の遮断によりライフラインが途絶え、ガス・水道・電気がストップした
といった過酷な状況を想定し、最低限の食糧、飲料水、ブランケットをコンパクトに搭載した
防災備蓄用パックです。食料・水ともに賞味期限 5 年となっています。

https://my.ebook5.net/hiroseshokai/emergency-goods-catalog/

3,080 円（税込）



防災専用部門 審査員特別賞

防災専用品部門　審査員特別賞
RESCUE　REQUEST
関株式会社
災害時の人命救助の観点から、「上空から避難場所の状況を確認できるものがあれば・・・」
という消防従事者の現場の声から開発された商品です。数字のアウトラインが表記された
シートを付属のマーカーで塗りつぶし、空から見えやすい位置に配置し、
ヘリコプターやドローン等に発見されるまで待機します。難燃加工済の不織布なので燃えにくく、
マーカー（油性チョーク）は、雨などで濡れた面や水中でも書くことができます。

https://rescuerequest.com/

25,166 円（税込）

　アイデア賞防災専用品部門

防災専用品部門　アイデア賞
ハザードトーク
テレネット株式会社
ハザードトークは災害時でも通話しやすい業務用ハンディ無線機です。
全国で、グループ通話が可能です。オプションの専用アプリを使って写真を共有することができ、
Map 上に写真をマッピングしながら共有することもできます。
また、現在位置を GPS でリアルタイムに把握しているため、
移動速度や方角などの現在位置を Map 上に表示することができます。

https://telenet.co.jp/hazardtalk/

オープン価格



　優秀賞防災専用品部門

防災専用品部門　優秀賞
防災用携帯充電器 SUPER　BUDDY
Arch　Rainbow
単三乾電池 6 本を使用しアンドロイドスマートフォンやタブレット、iPhone・iPad

（別途ライトニングケーブルが必要です）への充電が可能です。
災害時のみならず出張や旅行など普段から使用できます。本体への充電は不要で、
乾電池を入れ替えて繰り返し使用可能です。

https://shop.arch-rainbow.jp/items/27292826

3,278 円（税込）



アイデア賞

その他（ペット避難用品 )部門

その他（ペット避難用品）部門　アイデア賞
ウエット手袋なでなで（ペット用）
株式会社本田洋行　
手袋型のウェットシートです。水などの使用が制限される避難所などでも、
ペットの身体を細かいところの汚れもしっかりと拭きとることができます。
100％食用由来成分でペットが舐めても大丈夫なようになっています。

https://www.hondayoko.co.jp/item/pet/

548 円（税込）

　大賞その他（ペット避難用品 )部門

その他（ペット避難用品）部門　大賞
愛犬・愛猫の保存食（ペット同行避難資料　標準付）
日本ペットフード株式会社
災害時にペットを同行して避難できる避難所資料を標準添付しており避難時に役に立ちます。
ペット同行避難資料は、各自治体ペット同行避難可避難所情報及び
避難所ペット同行避難運営マニュアルが記載されており、
NPO 法人が作成した信頼できるものとなっています。

https://vitaone.npf.co.jp/

528 円（税込）



優秀賞

その他（ペット避難用品 )部門

その他（ペット避難用品）部門　優秀賞
ペットシーツ　NEWスマイルワンレギュラー
株式会社ペティオ
使い捨てで、避難所等でも軽易にペットのトイレ処理が可能な製品です。
尿を素早く吸収し、尿のイヤなニオイも閉じ込めます。
シートが白色なので、尿の色をチェックできます。
販売シェアが大きくホームセンターやドラッグストアなどで比較的簡単に入手できます。

https://www.petio.com/fs/pshop/c/dog-sheets

88 枚　987 円（税込）

　審査員特別賞

その他（ペット避難用品 )部門

その他（ペット避難用品）部門　審査員特別賞
避難用ペットゲージ　ハチコウゲージ
株式会社市瀬
災害避難用に企画・制作されたペットゲージです。
移動に便利な折りたたみ式でネジ等を使用せず、簡単に組み立てられます。
折りたたむことができるので、使わない時の収納や移動する時も場所を取りません。
緊急時の避難用に重宝します。

http://pet.ichise.info/products/list.php

M　22,055 円（税込）
L　32,065 円（税込）
LL　40,535 円（税込）



衛生関連推奨品 衛生関連推奨品

衛生関連推奨品
スリーオブディフェンス
株式会社ピーキューテクノ
据え置き型噴霧装置で　身体に付着している病原性微生物を除去するため、
効率的・確実に暗線ポイントにアミノエリアを噴霧できる機器です。
現在、これに類似するような機材はないと思われます。

https://www.pq-techno.co.jp/menu

衛生関連推奨品
マスクリフレッシュ（機能性マスク収納ケース）

株式会社ケイオーミラクル
機能性バイオセラミックボールパック内蔵で、マスクを衛生的に保管。
抗菌、除湿、消臭機能あり寿命延長　　ポケットサイズで持ち運びにも便利です。

https://item.rakuten.co.jp/7street/m_rf/

SF-1S（ツイン支柱 H1500mm）
638,000 円（税込）
SF-2S    （ツイン支柱 H1800ｍｍ）
682,000 円（税込） 1,000 円（税込）



衛生関連推奨品 衛生関連推奨品

衛生関連推奨品
使い捨て【抗菌】紙マスクケース
巧和工芸印刷株式会社
" 食事時など、マスクを衛生的に一時保管するものです。両面に抗菌加工をしてあるので、
マスクについた菌類の増殖を抑える効果があります。
紙製なので、エコで低コストな上、使い捨てなので清潔です。"

https://www.kowakogei.co.jp/

衛生関連推奨品
アミノエリア neo・PREMIUM
株式会社ピーキューテクノ
第 4 世代の抗ウイルス・抗菌剤です。コロナ、インフルエンザやノロなどのウイルスや
様々なばい菌を安全・簡便に徹底除去できます。大豆アミノ酸が主成分で安全です。

https://www.pq-techno.co.jp/menu

300ml　1,595 円（税込）
4L            9,350 円（税込）
18L        32,450 円（税込）



衛生関連推奨品

衛生関連推奨品
フェイスシールド
株式会社郵便出版社
" 飛沫感染対策用の簡単に組み立てられる一体型のフェイスシールドです。
透明度の高い素材で視界もクリアであり、保管や持ち運びにも最適です。
マスクやメガネを装着しても使用でき、軽くて耳にもかからないため、
装着のストレスが低い構造です。

（感染予防のためにはマウスシールドよりフェイスシールドが優れており、
数多くあるメーカーの中で災害防止研究所の活動に共感していただいている協力メーカーを
代表して選考したものです。）"


