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防災情報館安藝 広島ガス東部 では防災用品の取り扱いをしています
送料が別途発生する場合があります。
商品は予告なく変更される事がありま
す。写真はイメージです。

2021年10月1日改訂

商品
販売価
格　税
込(円)

内容 商品
販売価
格　税
込(円)

内容

月々
4,620円
で7年間

AEDがもっと普及すれば、多くの命が助か
ります。突然の心肺停止、1分でも早いAED
の使用が生存率の増加に繋がります。300m
毎の設置が基準です。音声ガイドに従って
操作を行います。

10,780

消火器を使用した場合は初期消火の成功率
は75%以上です。消火薬剤にお酢と食品原
料を使用していますので環境や身体にも安
全です。1家に2本以上の設置が推奨されて
います。使用期限は5年です。リースでの
取付ができます。

5,632
当社のLPガス供給先であれば、リースでの
取付ができます。 6,600

当社のLPガス供給先であれば、リースでの
取付ができます。

33,000

水や海水を入れるだけで発電します。長期
保存可能です(5年間保証)。軽くて廃棄も
容易です(紙製容器)。発電時間は最大5日
間、電気量は300Wh、寸法はW233×D226×
H226mm、質量は注水前が約1.6kgです。ス
マホのフル充電回数は30回です。

159,500

家庭用コンセントとシガーアダプターと
ソーラーパネルからの3通りの充電ができ
ます。蓄電容量は1,260WhでAC出力は
1,600Wです。照明器具・パソコン・スマホ
など消費電力が1,600W以下の電気機器が使
用できます。電子レンジを1～1.8時間使用
できます。重量13.6kg。ソーラーパネルは
別売で税込38,000円です。

148,500

家庭用コンセントとシガーアダプターと
ソーラーパネルからの3通りの充電ができ
ます。蓄電容量は1,002WhでAC出力は
1,000Wです。照明器具・パソコン・スマホ
など消費電力が1,000W以下の電気機器が使
用できます。スマートフォンを56回充電で
きます。重量10.9kg。ソーラーパネルは別
売で税込38,500円です。

74,800

家庭用コンセントとシガーアダプターと
ソーラーパネルからの3通りの充電ができ
ます。蓄電容量は626WhでAC出力は500Wで
す。照明器具・パソコン・スマホなど消費
電力が500W以下の電気機器が使用できま
す。スマートフォンを35回充電できます。
重量6.5kg。ソーラーパネルは別売で税込
38,500円です。

44,800

家庭用コンセントとシガーアダプターと
ソーラーパネルからの3通りの充電ができ
ます。蓄電容量は375WhでAC出力は200Wで
す。照明器具・パソコン・スマホなど消費
電力が200W以下の電気機器が使用できま
す。スマートフォンを21回充電できます。
重量3.6kg。ソーラーパネルは別売で税込
38,500円です。

296,198

ご家庭でお使いのプロパンガスを利用して
発電します。1500Wの出力が有り、2台並列
運転すると3000Wの出力となります。投光
機、テレビ、パソコンなど電気機器を幅広
く使用できます。重量21kg。7年間リース
なら月々4,493円(税10%込)。

215,269

ご家庭でお使いのプロパンガスを利用して
発電します。900Wの出力が有り、2台並列
運転すると1800Wの出力となります。投光
機、テレビ、パソコンなど電気機器を幅広
く使用できます。重量13.4kg。7年間リー
スなら月々3,295円(税10%込)。

116,537

カセットボンベ(イワタニ製)を利用して発
電します。900Wの出力があります。投光
機、テレビ、パソコンなど電気機器を幅広
く使用できます。カセットボンベ2本で1～
1.6時間使用できます。重量22kg。7年間
リースなら月々1,834円(税10%込)。使用温
度範囲は10℃～40℃です。

84,857

カセットボンベ(メーカー指定無し)を利用
して発電します。600Wの出力があります。
投光機、テレビ、パソコンなど電気機器を
使用できます。カセットボンベ2本で1.5時
間使用できます。重量14kg。7年間リース
なら月々1,365円(税10%込)。使用温度範囲
は10℃～40℃です。

8,767

ソーラー充電・手回し充電・乾電池の3電
源で使用ができます。充電池は過放電しに
くいです。乾電池は、単3形・単4形どちら
でも使えます。手回し180回で14分使用で
きます。スマートフォンの充電もできま
す。

3,520

折りたたむとコンパクトに収納できます。
手動ポンプ付で約3分間で空気が入りま
す。サイズ:幅191cm×奥行73cm×高さ
22cm。

88,000

1ケース10枚入りです。難燃性です。アル
ミ圧縮袋に入っており、コンパクトサイズ
で収納場所をとりません。サイズ:幅140cm
×高さ190cm。

73,370～

カメラ1台、モニター1台のセットです。カ
メラとモニターの接続はワイヤレスです。
ワイヤレスの為、電波の状況により取付で
きない場合があります。

16,720
発電機や蓄電池から電気機器を使う場所ま
でのばします。電線の長さは30mありま
す。屋外用。コンセント3個。
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486,200

プロパンガスを使用しますので、停電時で
も調理ができます。自動点火です。吹きこ
ぼれや風などで万一火が消えてもガスを自
動遮断します。ごはん約135杯分の10升炊
きです。

1,650,000～ 上水道断水時にも使用できます。

7,370
プロパンガスを使用しますので、停電時で
も使用できます。 43,670

プロパンガスを使用しますので、停電時で
も暖房ができます。木造11畳・コンクリー
ト15畳までです。

4,378

一次避難対策に絞って無駄のない軽量で低
価格な防災リュックです。重さが約2kgな
ので女性・高齢者・子供でも持ち運びしや
すいです。飲料水や保存食を買い足して、
自分流の防災バックで備えましょう。

2,772
出荷単位は6本です。開封後はお早めにお
飲みください。保存期間は7年です。

6,600
出荷単位は24本です。開封後はお早めにお
飲みください。量は少ないですが取り回し
に便利です。保存期間は7年です。

5,280
出荷単位は20袋です。非常食とは別にキャ
ンディがあると少し和みますね。保存期間
は6年です。

6,160

出荷単位は20袋です。非常時に手軽にエネ
ルギーチャージができます。1日当たり2本
を目安にお召し上がりください。保存期間
は6年です。

4,730

お湯または水を入れるだけです。お湯なら
約20分、水なら約60分で召し上がれます。
袋が器となります。スプーンも入っていま
す。でき上がりはちょっと大盛の260gで
す。袋が器となります。スプーンも入って
います。五目ごはん×3、わかめごはん×
3、山菜おこわ×3、赤飯×3の合計12袋で
す。保存期間は5年です。

7,920
出荷単位は24缶です。昔からある非常食で
す。保存期間は5年です。 13,200

出荷単位は24缶です。やわらかいパンなの
で歯のわるい方でも食べやすいです。調理
不要ですぐ食べられます。保存期間は5年
です。

5,060 折りたたみが可能です。 1,980
コットンガーゼ、救急絆創膏、伸縮包帯、
脱脂綿、綿棒、清浄綿、ハサミ、ピンセッ
ト、ナイロン製巾着袋がセットです。

3,300
便器本体、便座各、畜便袋、便凝固剤、持
ち運び袋がセットです。 7,480

SP-70W。家具・本棚・などの転倒防止に使
います。家具を傷つけずに取付できます。
2本1組です。サイズ:奥行7cm×70cm～
120cm。

5,280
対象物と壁に粘着式バックルを貼り、ベル
トで固定します。壁の強度が弱いと使用で
きません。

1,188

優れた粘着性により、大切な家具・置物な
どの底面に張るだけで転倒・落下を防止す
る粘着マットです。きれいにはがせるので
接着面を痛めず、水洗いをすることで繰り
返し使用できます。サイズ:幅4cm×奥行
4cm×高さ0.5cm。1枚入り。
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7,700
ライト・ラジオ・サイレン・携帯充電の機
能があります。。手回しで充電できます。 440

声で助けを呼ぶよりも遠くまで聞こえて、
体力の消耗も少ないです。1個が440円で
す。

1,650
通学・塾通いに安心。チカン・ひったくり
の撃退に。緊急時の警報に。ピンを引っ張
るだけで音が鳴ります。

2,288
割れたガラスの飛散防止効果があります。
サイズ幅96cm×高さ180cm。

363,000

発災後、すぐ使用出来るように組立式です。
軽さを追求したからほぼ紙製となりました。
ボックスとタンクで1セット、備蓄時の省ス
ペース設計です。女性2名で運べて、工具無し
で約20分で組立ができます。材料のほとんど
が耐水性なので屋外に設置可能です。床の耐
荷重は150kgです。乾電池が電源の人感セン
サー付きLED照明です。大容量400ℓ(50人で約1
週間分)タンクです。

63,690～

簡易浸水対策です。集中豪雨から浸水を防
ぎます。普段はベンチなどとして使用して
止水時はボックスの流出を防ぐ為に、重量
が15～20kg程度になるように鉢などのおも
りを入れて使用します。。連結して広い間
口に対応できます。

58,300～

震災時にコンクリートブロック塀が瞬間的
に倒壊するのを防ぎ人命を保護します。突
出部が65mmなので邪魔になりません。コン
クリートブロック塀の躯体構造そのものを
強化したり耐用年数を伸ばすわけではあり
ません。現場状況によって施工できない場
合があります。別途工事費用が掛かりま
す。

300,000～

既存のコンクリートブロック塀横幅10m・
高さ1.6mの上部をカットして高さを1.2mに
し、耐震補強金具FITパワーを取付しま
す。塀は既存のままで塀が瞬間的に転倒す
るのを防ぎます。コンクリートブロック塀
の躯体構造そのものを強化したり耐用年数
を伸ばすわけではありません。現場状況に
よって施工できない場合があります。

1,370,000～

既存のコンクリートブロック塀横幅
10m・高さ1.6mを撤去して基礎を強固
に造り替えて同じ様にコンクリートブ
ロックで塀を造ります。塀がすべて新
しくなります。敷地境界の目印。侵入
者を防ぐ。飛来物などから家を保護す
る。

1,000,000～

既存のコンクリートブロック塀横幅
10m・高さ1.6mを撤去して基礎を強固
に造り替えてブロックを2段にして高
さ60cmのフェンスを取付けます。塀が
すべて新しくなります。敷地境界の目
印。侵入者を防ぐ。

1,260,000～

既存のコンクリートブロック塀横幅
10m・高さ1.6mを撤去して基礎を強固
に造り替えてブロックを2段にして高
さ80cmの目隠しフェンスを2段に取付
けます。塀がすべて新しくなります。
敷地境界の目印。侵入者を防ぐ。外部
からの視線を遮る。

126,000～

緊急性が高い機器類は浸水害の配慮を
行いましょう。エアコン室外機・給水
ポンプ・給湯器機等の人災に繋がる機
材は架台を組み高い場所に設置しま
しょう。ガス給湯器を地面より1.5m
程、高い位置に移設し壁掛け設置しま
す。

54,000～

緊急性が高い機器類は浸水害の配慮を
行いましょう。エアコン室外機・給水
ポンプ・給湯器機等の人災に繋がる機
材は架台を組み高い場所に設置しま
しょう。エアコンの室外機を地面より
2m程、高い位置に移設し壁掛け設置し
ます。

月々
2,200～

基本パックは非常ペンダント1台・
ALSOKステッカー1枚のセットで、ボタ
ンを押すだけでALSOKが駆けつけま
す。ALSOKが365日24時間大切なご家族
を守ります。お客様のもとへ何度でも
駆けつけます。本格的な各種オプショ
ンもご用意しています。

広島ガス東部本社　　　　　　住所 : 安芸郡府中町浜田3丁目4-26　　  電話 : 082-283-8883
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防災情報館安藝　　　 　　　　住所 : 安芸郡熊野町出来庭3丁目1-2　　電話 : 082-855-1337

広島ガス東部熊野支店　　　住所 : 安芸郡熊野町出来庭3丁目1-6　　電話 : 082-854-0257

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯電話 : 080-2918-7192
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