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PRESS RELEASE

第４回防災グッズ大賞 受賞商品の発表
報道関係 各位
第４回防災グッズ大賞が決まりました。
今年は、アウトドア用品、衛生用品、生活用品、備蓄品、食品、
その他の６部門から、計２８品目の有益で役に立つ商品を表彰する
こととなりました。
防災グッズ大賞は、優れた品質の防災グッズを表彰し、広く普及することを通じて、
災害への備えの重要性、特に自助意識を啓発普及することを目的としています。
防災グッズは、「日常生活のなかで使われ、役に立つものでなけ
れば、決して災害時に使われることはない」という観点から、毎日、
楽しく使うという視点で、災害時に有益な商品を選定しています。
今年は、日常化する災害への対処を重視した、日常生活において、便利で使いやすい
商品が多く出展されたところが特徴です。
防災グッズには、災害の教訓や日常生活の知恵や創意工夫、高い技術が生かされてい
ますし、防災グッズ大賞には、多くの方々の防災意識、関心が反映されております。
是非、防災グッズ大賞展会場を取材していただければと思います。
また、『防災グッズ大賞２０２２』の表彰式を東京ビッグサイト、第９４回東京イン
ターナショナルギフト・ショー会場にて行います。
別途、ご案内いたしますので、表彰式の取材もよろしくお願い申し上げます。
【防災グッズ大賞についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 災害防止研究所 https://www.saibouken.or.jp/
〒105-0004 東京都港区新橋 5-26-5 ウッドオフィス(株)内
事務局 濱本亮 E-mail
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r.hamamoto@saibouken.or.jp

第四回防災グッズ大賞 大賞受賞商品
部門区分

製造会社

グッズ名

商品写真

商品URL

アウトドア

株式会社 イーコンセプト

ステンレス製焚火台
（燃焼促進器）

https://www.eco-candle.biz

衛生用品

四国紙販売株式会社

水のいらない泡なしシャンプー
ウェット手袋

https://www.s-kamihan.co.jp/business/home/gloves/

生活用品

株式会社ドリーム

SONAENO
クッション型多機能寝袋

http://mydream.co.jp/commodity/591

備蓄

コンビウィズ株式会社

Combi ひなん所用コットHB11
ベビーにこっと(３個入)

https://www.combiwith.co.jp/biz/shelter_babycot.html

食品

株式会社ベジタルアドバンス

ライフスープ

https://www.vegitaladvance.com/lifesoup

防災グッズ大賞 受賞商品一覧
N0

部門区分

表彰区分

会社名

商品名

選考理由［テーマ］

1

アウトドア

大賞

株式会社 イーコンセプト

ステンレス製焚火台・燃焼促進器

災害時のゴミ処理、採暖・調理の熱源確保等は大きな課題。米国の燃焼学会の学会賞等々を受賞した燃焼技術など燃焼に関する9つの特許を活かし
たハイテク商品で、燃焼効率が極めて高い。煙が少なく火力が強いので、剪定した生木の焼却などにも有効。普段はアウトドアのキャンプ用焚火台や採
暖やバーベキューに。外側な熱くならないので安全安心。避難所に備えておくと、多用途に使えて便利な商品です。【避難所／技術】

2

アウトドア

審査員特別賞

株式会社ウィード

3

アウトドア

アイデア賞

株式会社アトラス

イロムクン IROMUKUN

寒さ対策、疲れは身体の冷えからきます。今まであったようでなかった採暖用の軽量で持ち運びに便利なクッション。モバイルチャージャーを使用して、5
秒で温かくなり、環境に応じて3段階の切り替え可能。暖かい「ぬくもり」はは心の支えになります。【暖房クッション・シート】

4

アウトドア

優秀賞

株式会社工進

カセットガス式インバータ発電機GV-9ig

最低限の電源確保は、災害時に必須。カセットボンベ（メーカーを問わず）２本で発電するので、取扱いが簡単。交流コンセント、USB端子付きで、連続運
転は約１～２時間、周波数切り替え装置付き。普段はアウトドアなどに便利です。【非常用発電機】

5

アウトドア

優秀賞

パナソニック ライティングデバイス
株式会社

タングステン耐切創手袋

災害時、指先や足先に怪我をすると、人の動きが鈍くなり、気持ちまで萎えてしまいます。タングステン繊維で、高い耐切創レベルの安全基準をクリアし
ているので、瓦礫や金属・ガラスの破片などを取り扱う災害時の危険な作業にも安心して使えます。使用目的に応じて、濡れてもすべり難いニトリルゴム
処理がしてある手袋を用意しています。【災害時の作業】

6

衛生用品

大賞

四国紙販売株式会社

水のいらない泡なしシャンプー ウェット手袋

災害時に備えて、水を備蓄するだけではなく、節水生活に備えることも重要です。特に身体の汚れや頭髪の気持ち悪さはストレスの元。サッパリ感は心
のケアに有効です。ウェット手袋で頭皮をマッサージしながら髪を撫でてシャンプーします。お風呂には入れないときや高齢者のケアなどに備えておくと
便利です。5年保存可能。【節水／被災時の生活用品】

7

衛生用品

審査員特別賞

株式会社NBY

防災LAB 非常用トイレセット 幸せのおすそ分け

排泄対策は健康維持のため、食べること以上に重要です。災害時や断水時の簡易トイレに役立ちます。袋の交換時、便器内のたまった水に汚物袋が
直接触れないように、水漏れ防止袋がついています。一袋ごとに凝固剤を使用し、固形化します。家庭のトイレにも、応急的に製作した簡易トイレにも使
用することができるので、便利です。【トイレ】

8

衛生用品

アイデア賞

WATARUブリッジ株式会社

【Made in TSUBAME認証】純チタン製舌みがき クリンタン™

9

衛生用品

優秀賞

株式会社ポジティヴィスト

その場で作る除菌ウェットタオル

水の使えない災害時、おしぼりウェッティが欲しいが、長期間保存するのは乾燥が心配になります。除菌剤と不敷布の圧縮タオル2セット分をＣＤ1枚程
度の大きさに、コンパクトにまとめているので保存、備蓄に便利。製造から5年保存が可能。必要なときにウェットタオルを作ります。サイズは40ｃｍ×30ｃ
ｍで使いやすい。【被災時の生活用品】

10

衛生用品

推奨品

四国紙販売株式会社

赤ちゃんのおしりや大人のからだふきに ウェットティッシュ

皮膚の弱い乳幼児を対象とした「赤ちゃんのおしりふき」は、安全性が重要視され、厚生労働省が定める化粧品基準に適合したものでなくてはなりませ
ん。このウェットティッシュは、赤ちゃんから高齢者まで、皮膚トラブルに不安を持つ方など幅広い方々に使えるのが特徴です。大きさは30ｃｍ×20ｃｍ、
おしり拭き・からだ拭き・お手拭きなど多目的に使えるので、複数ウェットティッシュを備蓄する必要がなくなり、効率的です。【被災時の生活用品】

11

衛生用品

推奨品

四国紙販売株式会社

指サック型歯みがきシート

阪神・淡路大震災では、肺炎で命を落とされた方が多くありました。口内細菌の繁殖が原因の誤嚥性肺炎であったと考えられています。災害時は水の
使用が制限され、虫歯や歯周病のケアはもちろん、口臭が気になり、避難生活のストレスが増す原因にもなっています。高齢者の歯みがきケアや口腔
内のマッサージなどの普段使いにも有効です。【節水／被災時の生活用品】

12

生活用品

大賞

株式会社ドリーム

SONAENOクッション型多機能寝袋

災害時、自分専用の寝具を持ちたい人に。普段はクッションや膝掛けや毛布代わりに使用して、イザというときには寝袋として使える生活用品。避難所
での使用を考慮して、枕や貴重品入れや顔を隠せる大きなフードを備え、着替え用にも使える創意工夫が満載です。抗菌、防臭処理がしてあり、丸洗い
でき、カバーの色は自由に選べます。【防災目的の生活用品】

13

生活用品

審査員特別賞

日商印刷株式会社

SONAE+α ソナエタ

帰宅困難になってしまった際の、外出先から家に帰るまでの数時間に焦点を当て、必要な携行品をセットにした商品。使用場面が明確なので、本当に必
要な使いやすい防災グッズを選んでいます。バッグやデスクに入れられるように、約21x14x4cmのコンパクトサイズにまとめ、おしゃれなデザイン。実用
的で、無駄なく、普段使いできるのが強みです。【携帯防災用品】

14

生活用品

優秀賞

株式会社アクシス

耐切創手袋 ZIZAI

ZI-1887

災害時、指先や足先に怪我をすると、人の動きは鈍くなり、気持ちまで萎えてしまいます。高い耐切創レベルの安全基準をクリア。縫い目のない一体型
の成形により指先まで使う細やかな作業に適しているので、刃物や金属・ガラスを取り扱う製造業、整備業、土木建築業ではプロが使用している。軽度
の耐油性が求められる現場でもすべり難い安全安心の手袋です。【災害時の作業】

災害時の口腔内の不快さや臭いは、大きなストレスの要因。その口腔中の不快さの多くは、舌苔にたまる細菌が原因だとされています。金属アレル
ギーが起こりにくく、半永久的に使用できる純チタンの舌磨き用品で、災害時にも普段と同じように使うことができます。【口腔ケア用品】

いつ、どこで災害に会うか分からない時代。丈夫な帆布（６号）を使用した実用的かつオシャレなトートバッグに防災頭巾を組み合わせて持ち歩くように

me-posi（ミーポジ） ツーウェイトートバッグ＆防災頭巾になるク
工夫しています。トートバッグの持ち手を組み替えるとリュックサックに変身。防砂頭巾は、インナーバッグやクラッチバッグ、クッションとしても使用可能
ラッチバッグのセット

で、非常用の笛も付いています。【防災を考慮した生活日用品】

15

生活用品

優秀賞

リズム株式会社

防災クロック 4RQ001-003

普段は目覚まし時計として身近において使用し、非常時には、ＡＭ／ＦＭラジオで情報収集。単３乾電池、手回し充電で内蔵電池に充電し、スマホの充
電ができ、照明にも使用できる多様な機能を搭載した防災用クロックです。災害時に備えて、枕元にあれば安心です。【非常時に役立つ生活日用品】

16

生活用品

優秀賞

リズム株式会社

Silky Wind Mobile 3

猛暑でハンディタイプのファンが日常的に使用される今日。使用者のニーズに応えた機能を実現。二重反転ファンを使用した大風量。カラビナ付きの軽
量小型で、置いても、ぶら下げても、手に持っても使いやすい。繰り返し約３００回充電可能、最大１０時間連続使用可能です。【生活日用品】

17

備蓄

大賞

コンビウィズ株式会社

Combi ひなん所用コットHB11 ベビーにこっと(3個入)

避難所で赤ちゃんを寝かせる場所が欲しいというお母さんの生の声をり入れ、ベビー用品メーカーのノウハウを駆使して制作された避難所用コット。避
難所で、赤ちゃんとお母さんが安心できるスペースを確保しました。【避難所用】

18

備蓄

審査員特別賞

(株)グリーンデザイン＆コンサル
ティング

「Driver‘s Guardian Evo」

ー20℃～＋80℃の試験適合品をクーラーボックスにセットし、夏の高温から冬の低温まで耐えられる車載用の7年保存水・保存食。自衛隊用の戦闘糧
食と同等品なので品質は抜群で、安全安心。災害時に温かい食事で安心感が得られるように配慮して、ファイアレスヒーターを備えているのが有り難
い。【車載用備蓄食糧】

19

備蓄

アイデア賞

株式会社エバニュー

トランフォームとび箱NESTBOX

自治体では小中学校（体育館等）が避難所に指定されています。そこに必ず備えてある跳び箱を有効利用した赤ちゃん用のハンモックベッド。歩くたび
にホコリが舞う体育館などの床に直接赤ちゃんを寝かせることに危険や抵抗感がありました。避難所現場の声を吸い上げた防災グッズです。【避難所】

20

備蓄

優秀賞

ファシル株式会社

シェアする防災セット

物流・運送業界に焦点を当てた、社会貢献型の防災セットで、トラックなど物流車両の助手席足元や寝台に搭載します。防災用品30人分をセットにして
あるので、災害時だけではなく、渋滞等の非常時、いつでもどこでも誰にでも、困っている方々に配ることが出来ます。【社会貢献型の防災セット】

21

備蓄

優秀賞

四国紙販売株式会社

3Ｓトイレットペーパー

トイレットペーパー仕様の目安は、４人家族で約１６ロール／１ヶ月。密封加工で１０年保存なので、企業や自治体で安心して保管できます。３００ｍ×８
ロールで、約１００人分／３日間、軽量（４ｋｇ）でコンパクト。トイレットペーパーはあっという間に使ってしまいますから、万が一に備えて、家庭での備蓄に
も最適です。【備蓄】

22

備蓄

優秀賞

合同会社ウィズ工房

ウィズパーテーション２・蓄光ライン入り

感染症対策用の折り畳み式の飛沫対策パーテーション。コンパクトに折り畳みができ、場所をとらないので保管に便利。学校、オフィスや福祉施設など
での備蓄用に適しています。透明なので圧迫感がありません。蓄光ラインを入っていて暗闇で光るので、停電等でも安心です。【避難所等】

23

食品

大賞

株式会社ベジタルアドバンス

ライフスープ

子供から高齢者まで、総ての人たちへの栄養に配慮したスープ。食物アレルギー２８品目不使用、化学調味料・人工保存料等は不使用で、５年保存可
能。粉末タイプの栄養補給食品なので軽くて保存に便利。食べるときには、水かお湯を注ぐだけ。野菜コンソメ味なので、調味料としても普段使いできま
す。【非常時用栄養補給食品】

24

食品

審査員特別賞

杉田エース株式会社

家庭での食糧備蓄は、ローリングストックすることが効率的です。災害時に備えた長期備蓄食でありながら、普段から美味しく食べることが、ローリング

長期保存食IZAMESHI（イザメシ） シャンウェイ×IZAMESHI 中
ストックにつながります。一流料理人の腕を備蓄食品に活かし、アウトドア、デザインなど普段使いする方の関心に応えた備蓄食品です。【ローリングス
華惣菜缶詰

トック】

25

食品

優秀賞

株式会社サタケ

マジックライス ななこめっつ（白飯・五目ごはん・わかめご飯・青 アルファ化米を使用しているので、軽量で、保管・取扱いが容易。しかも7年保存可能。非常時には、熱湯で約7分、水で約40分で食べられて、食器も調
菜ご飯）
理も不要。被災時に備えたい便利な食品です。【備蓄用】

26

食品

優秀賞

杉田エース株式会社

長期保存食IZAMESHI（イザメシ） 三島食品×IZAMESHI 三島
ストックにつながります。一流料理人の腕を備蓄食品に活かし、アウトドア、デザインなど普段使いする方の関心に応えた備蓄食品です。【ローリングス
の ゆかり®・かおり®・あかり® とおかゆ

家庭での食糧備蓄は、ローリングストックすることが効率的です。災害時に備えた長期備蓄食でありながら、普段から美味しく食べることが、ローリング
トック】

27

食品

推奨品

アイリスオーヤマ株式会社

防災セット食品付き2人用 67 点

災害時、救援活動が始まるまでの3日間、自助で生き残る準備をすることは、常識となりました。問題は、グッズ選びの手間や面倒くささ。それを一気に
解決してくれます。しかも二人分。被災者の経験、ニーズを徹底調査し、食品を中心として必要最低限のグッズを選定してあります。【避難用】

28

その他

アイデア賞

山田 みどり

多機能エコバック「つるしー手」

応急処置で有効に使われる三角巾。日常的に持ち歩くエコバッグを非常時に三角巾として使えるように工夫しています。東日本大震災の現場での活動
や看護師としての経験を活かし、負傷時などに、三角巾と同様に腕の固定と安定化ができるようにした、機能的で、実用的な防災グッズです。子供から
高齢者までより多くの方々が身近に使用するようにデザインや色使いを工夫しています。【持ち歩く応急処置用品】

29

その他

審査員特別賞

株式会社バンダイ

バンダイ災害時こども支援おもちゃ

おもちゃを通じた被災地での心のケアと、防災の心得の啓発などを目的とした活動。子供たちが「避難生活下でも遊べるおもちゃ」、不安や困難にさらさ
れる子供たちの笑顔を取り戻すための支援活動やサポートを目指しています。【ＣＳＲ活動】

31

その他

推奨品

アイリスオーヤマ株式会社

4wayペットキャリー

ペットの同行避難は飼い主の責任。しかし、重たいペットの運搬は大変です。そんなときのペットキャリー。そのときの状況に応じて、リュックサック、キャ
リー、手提げ、肩掛けなどの要領で運べますし、小さく折りたためるので収納場所をとりません。旅行時などの普段使いにも便利【ペット避難用】

