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できることから始めよう！

防災ソリューション

防災用品の
ご紹介



大災害時には救出者が来られない可能性も

エレベーター閉じ込め救出
訓練とは自分達で閉じ込め
られた人を救出するもので、
機器の安全な扱い方などを
学び、救出を実際に体験す
る訓練です。
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防災ソリューション

「震災後にビルで火災が発生」「けが人や病人、
子供が閉じ込められた」「閉じ込めが長期間続く」
等、すぐに助けたい事態が起こっても、大規模
災害時には救助者が来られない可能性がありま
す。なぜならエレベーター保守会社の社員も被

災して移動できなかったり、交通や通信手段の
混乱などにより、救出に向かえないからです。
自分たちでエレベーターのカギを開けて救出で
きるようにする「エレベーター閉じ込め救出訓
練」に参加すれば、いざという時にも安心です。

　「なくて困った」という時がこないように、
今できる準備をしておきませんか。
　安全な時だからこそ、災害に備えることが
できます。皆さんの防災は大丈夫でしょう
か？
　「何から備えればよいのかわからない」と
思ったときには、まず、できることから始め
てみましょう。
　私たちは、いつどこで災害に遭遇するかわ
かりません。まずは、その時々に対応できる
「心構え」（強い心）が大切です。
　いくら準備万端に整えていたとしても、
いったん大災害の禍中になると、環境は一転
し思いもよらない意思決定を迫られることが
想定されます。その時のための「心の準備」
が必要です。それには、ふだんから災害に向
き合う姿勢で、準備と訓練が大切です。

　備蓄をしたから大丈夫と思うのではなく、
どのような状況にも負けないという強い心構
えが必要です。皆が困るときは、誰も助ける
ことができません、自らの事は、自らで対応
するというふだんのからの心構え（強い心）
を養い、助けられるよりも助けてあげられる
人でありたいですね。
　株式会社 i-tec24 では、防災士の事前防災
メンタル指導を行い、いつ来るかわからない
災害に対しての心構えを皆さんと一緒に共有
してまいります。
　本当に必要になってからでは、遅すぎるの
です。いま、「できることからはじめよう」
と i-tec24 へお電話ください。防災アドバイ
ザーがあなたの安全をサポートいたします。

首都直下地震では、最大で約17,000人が閉じ込められると想定
首都直下地震でのエレベーター閉じ込めは最大で
約 17,000 人と想定されています（中央防災会議
資料）。また、今後 30 年間に首都直下地震が起
こる確率は70％と言われています。2018年 6

月の大阪北部地震では 339 件、東日本大震災で
は都内だけでも 84 件の閉じ込めがあり、最大 9
時間 閉じ込められました。

できることから始めよう
――日ごろの備えと心構え――

T E L :0120-678-480
e-mail: bosai.itec24@gmail.com

お見積りは参加人数によって変わります。
お問い合わせは、i-tec24 防災事業部まで。

ご挨拶

株式会社i-tec24
代表取締役　

岩本 由起子

GREETING

エレベーター閉じ込め救出訓練
ELEVATOR RESCUE TRAINING

03-5301-5231  i-tec24防災事業部   飛山　岩本
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エレベーター非常時用品セット
ELEVATOR EMERGENCY SUPPLIES SET

もしもの被災をより深く
身近に考えるきっかけに
　これまで子供たちの夏休みなどに、東京都教育
委員会が配る防災ノート、気象庁や国土交通省が
制作協力する東京防災マイ・タイムライン作成に
一緒に取り組んできました。建物内で地震に遭遇
した時の行動訓練として、テーブルの下などでま
ず身の安全を守る、揺れのおさまりを待ち窓やド
アを開け逃げ道の確保、ブレーカーを落しガスの
元栓を閉めて、火事や津波など二次災害に備え避
難場所へ慌てず避難する。一通りこれで万全であ
ると言う気がしていましたし、不思議なことです
が、一軒家にずっと暮らしていた自身の子供時代
とあまり変わらない視点で防災や避難訓練を捉え
考えてきたように思います。
　現在は状況が変わり背の高いビルが立ち並ぶ都
心で、ボタンを押すといつも便利に昇降してくれ
るエレベーターのある建物に暮しています。「避
難は階段で」と言うのが避難経路を考える際の通
例で、「もしもエレベーターに乗っていたら」と
言う、今の私たちにとってこんなにも身近で発生

①使い捨てカイロ
②ティッシュ
③マスク
④飲料水
⑤ブランケット
⑥クールタオル
⑦オムツ
⑧ウェットティッシュ
⑨し尿凝固剤
⑩非常用食糧

⑪ホイッスル
⑫ヘッドライト
⑬ラジオライト
⑭ファスナーテープ
⑮畜便用ポリ袋
⑯カラビナ
⑰LEDライト
⑱折りたたみイス
⑲消臭スプレー

頻度が高いであろうエレベーター乗降時の災害遭
遇についてはまったく想像もしていませんでし
た。
　今回理事を務めている建物でエレベーター非常
時用品セットを設置することになり、ご紹介いた
だいたのは見た目もサイズも大人用リュックサッ
クほどのもので、その中には非常用備品の数々、
水や食糧、簡易手洗い、助けを呼ぶためのホイッ
スル、更にリュックサックほどの収納BOXその
ものがストレッチャーに使用できると言うたいへ
ん利便性の高いものでした。エレベーター非常時
用品セットの必要性を知り、設置したことでひと
つの安心を得ることができたと同時に、エレベー
ター内閉じ込めを想像していなかった私にとっ
て、災害時の建物内で、エレベーター内で、どの
ようなことが起こり得るのかを少しずつ想像でき
るようになりました。エレベーター非常時用品
セットの設置は、もしもの被災をより深く身近に
考える大きなきっかけとなっています。

グリーンパーク原宿管理組合

①収納BOXを開けて折りたたみイスを取り出す
②エレベーター内に折りたたみイスを置く
③畜便用ポリ袋に空気を入れて広げる
④イス上部の穴に畜便用ポリ袋をセットする
⑤イスの上に腰かけて準備完了

トイレ

①エレベーター内の隅に折りたたみイスを置く
②壁にファスナーテープを貼る
③ブランケットをファスナーテープで固定する
④ブランケットを 2箇所止めてイスを隠す
⑤イスに腰かけてブランケットで前を隠す

トイレ用カーテン

①壁に掛かっている収納 BOXを開ける
②収納 BOXの中に入っているモノを取り出す
③三つ折りになっている収納 BOXを広げる
④広げた収納 BOXを地面に置く
⑤広げた状態で人をのせて担架として使用

簡易担架

コバート佳子 理事長

使用方法

理事長インタ
ビュー

価格：58,000 円（税抜き）

【内容物】

エレベーター内設置用の
防災用品セットを、
エレベーター保守会社が開発
エレベーター保守会社の i-tec24 の防
災士が、エレベーター内に設置する非
常時用品セットを開発しました。
もしも大地震や風水害などの災害、停
電、故障などによってエレベーター内
に閉じ込められてしまった時でも、中
に収納されている非常時用品を使って、
復旧や救助まで安全に待機することが
できます。
小型で軽いので、女性でも簡単に取り
扱うことができます。

①

⑩

⑪

⑬

⑮

⑱

⑲

⑰
⑯

備品内容については変更になることがございます。

セキュリティ強化タイプの取り付けをご希望の方は
金額が変わりますのでお問い合わせください。

⑭

⑫②

④

⑥

⑦

⑨

⑧

⑤

③

❶❶ ❷❷ ❸❸ ❹❹ ❺❺
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「アクアボーイ」：NHKおはよう日本より

アクアボーイ全タイプ

アクアボーイ JB-1（イメージ写真）

防災備蓄品選定ソリューションサービス
DISASTER PREVENTION STOCKPILE SELECTION SOLUTION SERVICE

マンションやビルの
空きスペース
（立体駐車場等）の
防災倉庫を提案します 
株式会社 i-tec24 防災事業部では、各
方面の専門家のノウハウを集約した防
災備蓄倉庫をご提案しています。 倉庫
用の備蓄品は住民の皆さまの特性や地
域環境によって変わってきますが、
i-tec24 では専門の防災士がマンショ
ンの特性等をリサーチして最適な防災
用品を選定するオーダーメイド型サー
ビスを行なっています。

 

吸水バッグ「アクアボーイ」とは？
水につけると 2～3 分で 220ｇ（LL-1) の「アクアボーイ」
が約20リットルの水を吸収してふくらみます。「アクアボー
イ」は樽（丸）状でなくキューブ（四角）状にふくらむので、
袋の間の隙間から水が逃げ出す事は無く、また、地下降り
口などの開口幅に応じた必要枚数計算が容易です。安価で
素早くできる防水堤用として、マンションやビルの水害対
策にご使用いただけます。 

アクアボーイ
AQUA-BOY

T E L :0120-678-480
e-mail: bosai.itec24@gmail.com

お見積りや、防災備蓄品選定ソリューションに関する
お問い合わせは、i-tec24 防災事業部までお問い合わせください。

品名 寸法mm（重量g） 仕様 給水量：ℓ 枚数 価格(税抜き)

タイプLL-1 570 430 4（220） PP不織布入り、袋左右折込付 20 20 27,000 

タイプLH-1 450 350 4（120） PP不織布入り、袋左右折込無し 10 50 50,000  

タイプLQ-1 370 280 4（60） PP不織布入り、袋左右折込無し 5 100 70,000 

タイプJB-1 610 400 30（1.6kg） 左右折込付き、中袋左右に比重
調整用砂鉄袋入り（土嚢タイプ） 20 10 17,000 

送料別

お見積書例
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多機能LEDライト いちばん星
MULTI-FUNCTION LED LIGHT ICHIBANBOSHI

大容量蓄電池
LARGE CAPACITY STORAGE BATTERY

強力ＬＥＤライトと携帯充電が可能。
暗闇でも「いちばん星」があれば安心です。
・ 軽量、コンパクトながら手のひらに乗るわずか 220グラム
・ 遠くまで、幅広い範囲を照らす高輝度 LED
・ 4 つの明るさ調整機能で生活に合わせた明かり
・ 充電式だから乾電池不要
・ USB 出力があり携帯充電可能
・ 錆びないステンレスキャリングハンドル・フック
・ 磁石で金属に付くので、どこにでもピタッと貼り付けられる
・ 防水性能は、IP65 多少の雨の中でも使える  ※完全防水ではありません

【仕様】消費電力：5W ／ 明るさ：30
～ 600Lm（ル ー メ ン）・ 電 池 容 量：
3600mAh ・ リチウムイオン電池繰り返
し充電回数：500 回・ スマホヘのフル充
竜： iphone12 : 6 時間／本器への充電
時間 ：4.5 時間／防水等級：IP65 防滴／
サイズ：67×67×78mm ／重量：220g【明
るさ】ワイド・ビーム両モード 600Lm (4 
時間）／ 日常モード 400Lm（ 7 時間）、
おやすみモード30Lm (60時間 )

首都直下地震発生時には
電気の復旧に1週間以上かかる場合も
首都直下地震が発生すると、最悪の想定で首都圏で最大約
1,220 万軒が停電し、復旧には 1 週間以上の日数が必要
とされています。また近年の台風では大規模な停電が発生
し、日常生活や経済活動に大きな影響を与えました。

災害発生時に活躍できる
「大容量蓄電池」
災害などによる大規模な停電時のためには、ランタンなど
の灯りや、連絡や情報源として必要不可欠なスマートフォ
ンの電源、ラジオなどを備えておくことが重要です。 緊急
時に電気を長く利用できる環境を提供できる大容量蓄電池
は、多くのスマートフォンの充電や冷蔵庫、扇風機の稼働
など、１台で多くの給電が可能な優れものです。災害発生
時に充電できない環境下での活躍が期待できます。

大容量蓄電池は、蓄電容量が 86Wh
から 5656Wh まで、各種取り揃えて
おりますので、ご興味のある方は、弊
社営業部までお問い合わせください。

【仕様】
充電時間（AC） 6 時間
電池種類 リチウムイオン
蓄電容量 2962Wh
 AC定格出力 3000W
寸法（mm） W460*D250*H580/
 延長時 855
重量（kg） 30
保証期間 1 年

PVS-3000

ワイドモード 600Lm 日常モード 400Lm おやすみモード 30Lm

災害時、
停電でも
大活躍 停電になっても

安心

価格：2,500 円（税抜き）
※送料別。10個以上注文で送料無料

T E L :0120-678-480
e-mail: bosai.itec24@gmail.comお問い合わせは i-tec24 営業部まで
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1 2 3 4 5

Antiviral & Antibacterial Coating Applied 
已做抗病毒抗菌处理 

항바이러스및항균가공완료 

抗菌塗装工事
ANTIBACTERIAL PAINTING WORK

エレベーターリニューアル工事
ELEVATOR RENEWAL WORK

新型コロナウイルスは、感染者のくしゃみや咳などによる飛沫感染と、ウイルスが付着した物（エレベー
ターの押しボタンなど）に触れて感染する接触感染があります。 エレベーターは、多くの方々が利用す
る移動手段です。一人ひとりのウィルス感染予防、健康維持のために、予防対策にご留意の上、安全に
ご利用ください。 

i-tec24で、抗菌・コーティング施工が可能
エレベーター内の抗菌対策は、i-tec24でも対応しています。
コーティング施工をすることによって、エレベーター 内の
抗菌や抗ウィルス、防臭、防汚、防カビ等の効果が得られます。

T E L :0120-678-480エレベーター内の抗菌対策等にご興味、ご関心のある方は、
i-tec24営業部までお問い合わせください。 T E L :0120-678-480お見積りや、エレベーターリニューアル工事に関する

お問い合わせは、i-tec24営業部まで。

エレベーター内にも抗菌・抗ウィルス対策を

エレベーターは25年をめどに改修工事によるリフレッシュが必要
エレベーターには大きく分けてロープ式と油圧式
の２種類があります。
古くなったエレベーターは 25 年をめどに改修工
事によるリフレッシュが必要になってきます。 特

に油圧式エレベーターはメーカーでは新規販売し
ていないため、「全部撤去して新設工事となり高
額」、もしくは「エレベーターの寸法により工事
が不可能」のいずれかになります。

費用は2分の1、工期は5分の1で！
弊社では、油圧式エレベーターの制御部および駆
動部の改修工事を実施しております。
費用は 2 分の 1、工期は 5 分の 1 で、今後 20
～ 25年の運用を目指します。
低層階ビル・マンションに必要な工事として現実

的に選択され、支持されておりますが、制御改修
工事にも様々な注意点があるため、専門的なアド
バイスを含めてご相談を受けさせていただいてお
ります。

旧油圧ユニット 新油圧ユニット
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