
 

 

申

込

書

 

【住所】 

 三鷹市 丁目 番 号 

【名前】 

【連絡先】 

 

 あっせん品目 あっせん価格 数量 金 額  

防

火

対

策

用

品

 

① 粉末蓄圧式ABC５型消火器（YA-５NX）【1.5kg】 5,500円   

② 粉末蓄圧式ABC10型消火器（YA-10ＮＸ）【3.0kg】 8,000円   

③ 住宅用強化液（中性）消火器（YTK-１XⅡ）【1.0 ﾘｯﾄﾙ】 6,500円   

④ 強化液（中性）２型消火器（YNL-２X）【2.0 ﾘｯﾄﾙ】 9,000円   

廃棄 
粉末10型消火器以下 

⑤ リサイクルシール（有） 1,000円   

⑥ リサイクルシール（無） 1,500円   

住宅用火災警報器 
ワイヤレス式連動型 

⑦ 《親器》 煙式 まもるくん 10年 8,000円   

⑧ 《子器》 熱式 まもるくん 10年 8,000円   

⑨ 《子器》 煙式 まもるくん 10年 8,000円   

住宅用火災警報器 

単独型 
⑩ 煙式 パナソニック製 音声 10年 3,000円   

⑪ 熱式 パナソニック製 音声 10年 3,000円   

⑫ 電源タップ（雷ガード機能、6個口、2ｍ） 2,500円   

地

震

対

策

用

品

 

家具転倒防止器具 

⑬ 約 25～35cm（２本組） 5,000円   

⑭ 約 35～50cm（２本組） 5,000円   

⑮ 約 50～80cm（２本組） 5,000円   

⑯ 約 80～110cm（２本組） 6,000円   

⑰ 不動王耐震シート（薄型テレビ用） 2,000円   

⑱ ふんばる君（家具転倒防止板90cm）２本組 1,700円   

⑲ 家具固定用 L字型金具（大２個、小２個） 1,500円   

⑳ とびらロック（扉解放防止器具）２組入 1,300円   

㉑ 冷蔵庫ストッパー（２本１組） 2,500円   

ガラス 

飛散防止フィルム 

㉒ 平面ガラス用 （92×185cm） 2,650円   

㉓ 凹凸ガラス用 （92×90cm） 1,700円   

㉔ 感震ブレーカーアダプター（通電火災防止） 3,500円   

ト
イ
レ
用
品 

サニタクリーン 

㉕ 洋式便器用（便袋 10枚、受けネット 1枚入） 2,800円    ■詳しくは、お近くのコミュニティ・センターまでご連絡ください。 

㉖ 簡単トイレセット（３枚入） 730円    大沢コミュニティ・センター 32-6986 井の頭コミュニティ・センター 44-7321 

㉗ 簡単トイレセット（20枚入） 2,700円    牟礼コミュニティ・センター 49-3441 新川中原コミュニティ・センター 49-6568 

㉘ ポータブル（便袋 10枚 組立式箱つき） 4,900円    井口コミュニティ・センター 32-7141 連雀コミュニティ・センター 45-5100 

そ
の
他 

⑦～⑪（住宅用火災警報器）、⑬～⑯（マグニチュード７）、 

⑲（家具固定用 L字型金具）の品目は、＋1,000円で取付まで実施い

たします。取付費（１つ取付にあたり） 

1,000円   

 三鷹駅前コミュニティ・センター 71-0025  

 

小計    

消費税    

合計    

直接下記の業者まで、この申込書を添えて、お申込みください。 

（有）日の丸防災 三鷹市野崎二丁目４番 12号 

TEL 0422（31）2781   FAX 0422（33）5840 
 

 自主防災組織は、「自分たちのまちは自分たちで守る」を合言葉にして、平時は防災知識の普及や防災訓練の実施等を

推進しています。また、災害発生時には、各地区の被害状況や安否確認状況などの情報収集や市との情報連絡にあたる

などして、地域の災害活動の中核を担う組織です。災害による被害を予防し、軽減するための地域の「共助」の中心的

な役割を担っています。 

 三鷹市では、自主防災組織が市内７つのコミュニティ住区ごとに組織されており、三鷹市自主防災組織連絡会は、７

つの自主防災組織が連携を図りながら市全体の防災力向上を目指し活動をしています。 

三鷹市自主防災組織 
防火防災用品等購入事業 

防火防災用品等購入申込書 

三鷹市防災キャラクター       
じじょまる 

 

対策 
防火 

三 鷹 市 自 主 防 災 組 織 連 絡 会 と は  

令和２年４月１日 三鷹市自主防災組織連絡会 会長 中川 正機 

対策 
地震 

対策 

【本事業の趣旨】 
災害時に備えた意識啓発事業の

一環として、家庭での防災意識の向

上を図るとともに、三鷹市自主防災

組織連絡会が市内防災業者と契約

し、防火対策用品や地震対策用品な

どを市民の皆さまが廉価で購入で

きるようにしたものです。 



消火器 
総質量/約 3.06kg 薬剤質量/1.5kg 

全高/約 42.3cm 全幅/約 18cm 

放射時間（20℃）/約 14秒 

放射距離（20℃）/3～6m 

①粉末蓄圧式 ABC５型消火器 
  （YA-５NX）1.5kg 

 

 

 

防火対策用品 地震対策用品 

トイレ用品 

廃棄 粉末１０型消火器以下 

簡易 

トイレ 

家具転倒防止器具  

サイズ/10mm×44mm×90cm  

⑰不動王耐震シート 
（薄型テレビ用）  

⑲家具固定用 L字型金具 

㉑冷蔵庫ストッパー 

㉔感震ブレーカー 
 

通電火災防止装置 

あっせん価格 

各5,000円～ 

 

サニタクリーン 便袋 10枚/高密閉チャック

袋（大）1 枚/トイレ用脱臭剤（小袋）4袋

/組立式ポータブルトイレ 1台 

サニタクリーン  

便袋 20枚 

サニタクリーン 便袋 10枚 

受けネット 1枚 

㉕サニタクリーン 
洋式便器用 

なめらかな床面での家

具の滑り出しを防ぐ補

助板（家具転倒防止板）

付き 

サイズ/50ｍｍ×50ｍｍ×5ｍｍ 

6枚で耐荷重 150kg 

家具から 

天井までの高さ 

家具と天井の間の寸 
法が、ちょうど 35、 
50、80cm の場合 
には、1つ上のサイ 
ズをご使用ください。 

耐久性と安全性に優れた鋼

鉄製。家具や天井を傷つけ

ずに取付けも簡単 

薄型テレビの下に敷くだ

けの簡単取付け。剥がし

てもベタ付きが残らず、

水で洗って繰り返しセッ

ティング変更が可能。 

サイズ/210ｍｍ×42ｍｍ×30ｍｍ 

接着材付フック 2枚+ゴムベルト:2

セット 

アルコールパッド２枚 

地震の衝撃を吸収して冷蔵庫の転倒を

防止。冷蔵庫を動かさずに簡単取付 

粉末/強化液 

 

＜２本組＞ 

普通・油・電気火災などが原因の出

火に、消火能力を発揮する L 字型金具（大）4.5T×16×90×90：２個/L 字型
金具（小）3.0T×16×60×60：２個/取り付けネジ
3.8ｍｍ×32ｍｍ：８本/パーカー黒染め処理 3.8ｍｍ
×20ｍｍ：８本 

L 字金具でしっかり固定。防災士が

つくるタンス・食器棚用転倒防止具 

クサリ：６cm・９cm/

ネジ：８本 

簡単に開け閉めが可能。ク

サリで開き戸の開放を防ぐ 

広げるだけで大活躍。使用後すぐ

に固める高速吸水凝固シートを接

着し、袋が破れても漏れにくい。

水の流れない洋式便器や簡易トイ

レなどを衛生的に使用する受けネ

ット付き 

便座を上げ、受けネットを

セット。※受けネットがな

くても便袋だけの使用可 

便座を下げ、便袋を被せて使

用。※洋式便器がない場合

は、そのまま広げて使用可 

STEP① STEP② 

サニタクリーン 便袋 3枚 

高密閉チャック袋（小）1枚 

スペア袋。便袋だけでも使える 

密閉チャック袋は臭いをもら

さず、一時的に保管ができる 
使用後の便袋の臭いをもらさず一時保管で

きるチャック袋付き。軽くて組立てが簡単 

家具の下に敷くだけ

で転倒を防ぐ。ネジ

やクギを使わず、家

具を傷つけない 

地震の際、バネの強い力により

ブレーカーを遮断し、通電火災

を防止。作動震度を震度５強、 

６弱に選択可能。またアンペア

ブレーカー、漏電ブレーカーに 

設置可能で、レバー埋込み型な 

ど様々な種類の分電盤に取付け 

可能。 

サイズ／145×66×厚 55ｍｍ 

あっせん価格 円 
 

アダプター 

 

 

㉒ガラス飛散防止フィルム 
平面ガラス用 

あっせん価格 

ガラス面に貼ることにより、

ガラス破片の飛散を防ぐ 

円 

サイズ/92cm×185cm 

㉓ガラス飛散防止フィルム 
凹凸ガラス用 

あっせん価格 

円 

サイズ/92cm×90cm 

フィルム：あり フィルム：なし 

取付費 
（１つ取付にあたり） 

1,000円 
 

取付費 

円 
（１つ取付にあたり） 

②粉末蓄圧式 ABC10型消火器 
（YA-10NX）3.0kg 

総質量/約 5.08kg 薬剤質量

/3.0kg 全高/約 49cm  

全幅/約 18cm 

放射時間（20℃）/約 14秒 

放射距離（20℃）/4m～7m 

普通・油・電気・ガス火災などの

出火を消火 

普通火災 油火災 電気火災 

あっせん価格8,000円 

 

あっせん価格5,500円 

 

普通火災 油火災 電気火災 

③住宅用強化液（中性）消火器 
（YTK-1XⅡ）1.0ℓ 

総質量/約 2.35kg 薬剤質量/1.0L 

全高/約 37.3cm  全幅/約 13.2cm  

放射時間（20℃）/約 21秒  

放射距離（20℃）/3m～6m 

冷却効果と抑制作用で、天ぷら油火

災を消火 

 

あっせん価格6,500円 

 

普通火災 油火災 電気火災 

ストーブ火災 

④強化液（中性）２型消火器 
（YNL-2X）2.0ℓ 

総質量/ 約 4.4kg 薬剤質量/ 

2.24kg 全高/約 46cm  

全幅/約 19cm  

放射時間（20℃）/約 35秒  

放射距離（20℃）/4～7m 

ふとん・紙くずやガソリン等の

火災、再燃を防ぎ確実に消火 

あっせん価格9,000円 

 

⑤リサイクルシール（有） 

1,000円 

⑥リサイクルシール（無） 

1,500円 

スイッチ付きで、

節電にも。機器を

雷から守る雷ガー

ド付き 

 

あっせん価格  

各8,000円 

 

⑦住宅用火災警報器＜ワイヤレス式連動型＞ 
親器(煙式)（まもるくん）１０年 

⑧住宅用火災警報器＜ワイヤレス式連動型＞ 
子器(煙式)（まもるくん）１０年 

⑨住宅用火災警報器＜ワイヤレス式連動型＞ 

子器(熱式) 
（まもるくん）１０年 

 

＜単独型＞ 

⑩煙式（パナソニック製 音声）１０年 

⑪熱式（パナソニック製 音声）１０年 
火災 
警報器 火災で発生する煙や熱を

感知して、火災発生を音

と光でお知らせ 

電源 
タップ 

あっせん価格  

2,500円 

 

⑫電源タップ 

取付費（１つ取付にあたり） 

円

〈設置場所〉 
居室（寝室など）、階段、廊下、
台所、天井、壁兼用 

普通火災 油火災 電気火災 

あっせん価格  

730円 

 

㉖サニタクリーン 
簡単トイレセット
（３枚） 

あっせん価格  

2,700円 

 

㉗サニタクリーン 
簡単トイレ（２０枚） ㉘サニタクリーンポータブル 

あっせん価格  

3,500円 

 
あっせん価格4,900円 

 

⑬ 約２５～３５ｃｍ 

⑭ 約３５～５０ｃｍ 

⑮ 約５０～８０ｃｍ 

⑯ 約８０～１１０ｃｍ 

あっせん価格5,000円 

 あっせん価格5,000円 

 あっせん価格5,000円 

 あっせん価格6,000円 

 

あっせん価格4,500円 

 

あっせん価格1,700円 

 

⑱ふんばる君 
（家具転倒防止板）  

あっせん価格1,500円 

 

⑳とびらロック 
（扉解放防止器具）  

あっせん価格1,300円 

 

あっせん価格2,500円 

 

あっせん価格  

各3,000円 

 


