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緊急災害対策
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◆大規模災害への備え
1995年1月17日明石海峡を震源とする阪神淡路大震災が発生。2011年3月11日には宮城県牡鹿半島の東南東沖を

震源とする東日本大震災が発生。さらに2016年4月14日には熊本県熊本地方を震源とする熊本地震が発生し、多くの人

命と財産が失われました。この日本列島に住む限り、地震は避けては通れない自然災害です。避けては通れない災厄では

ありますが、私たちは、その被害をできるだけ微小にするための減災対策用品を研究・開発している企業です。

『日本列島は、地球を覆っている十数枚のプレートのうち４枚のプレートの衝突部にあって、世界的にも活発なサブダクション

ゾーンのフロントに位置していると言われている。日本列島は北米プレートとユーラシアプレートの２つの大陸地殻にまたがり、

さらに太平洋プレートとフィリピン海プレートの沈み込みによって２方向から強く圧縮されている。最近注目され始めた房総沖

と伊豆半島付近の２ヶ所のトリプルジャンクションの存在は４つのプレートがぶつかり、せめぎ合う場として世界に類例がなく、

日本列島がいかに複雑な応力場に支配されているかを示している。マグニチュード７以上の地震は世界中でこの90年間に

900回ほど起きているが、そのうち10％もの地震が日本で起きている。マグニチュード８クラスの巨大地震も日本海溝や南海

トラフといったサブダクションゾーンに集中し、ここでのプレートの衝突がいかに激しいかがわかる。さらに太平洋プレートの日本

列島下への活発な沈み込みは、日本列島を世界でも有数な火山列島にしている。このような日本近海のプレート運動は、

島弧に強い歪みを与え世界でも有数の地震多発帯、火山活動多発帯といった自然災害の場を形成し、また地殻の上昇

も加わって、非常に脆弱な地盤をもつ日本列島を作り上げている。』出典：日本地質調査業協会連合会HPより。

日本列島は、地震だけではなく、常に暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮等を含む大規模自然災害の脅威にさらされていま

す。それ故、政府をはじめ自治体や企業、一般家庭に至るまで様々な災害対策が準備されています。

食料、飲料水、毛布等は直接生命にかかわる対策用品として備蓄が進んでいます。大規模災害発災時は水道や下水が

使えなくなることから、簡易トイレの備蓄も進んでいます。



◆進んでいない体や身の回りの衛生対策
大規模災害発生時には生活用水が途絶します。現在の備蓄状況では、飲料水は24時間以内に手に入る可能性が高く

なっています。しかし、お風呂や、洗濯、炊事等に使う生活用水は、給水支援や水道施設の復旧を待たなければなりませ

ん。つまり、何日も、お風呂に入れない、髪の毛が洗えない、顔も手も洗えない状態が続きます。このような生活用水が途

絶した環境でも、常に身の回りと身体を清潔に保つための用品を備蓄する必要があります。特に女性や乳幼児、お年寄り

の方々は、身体が不潔になることによって、悪臭やかゆみ等の不快感による精神的なストレスだけではなく、重篤な皮膚障

害が発症する恐れがあります。事実、東日本大震災や熊本地震でも、多くの女性が身体を清浄することができず、不衛

生さに強いストレスを感じています。感染性の皮膚疾患の被害も数多く報告されています。感染性の皮膚疾患を発症する

と、普段の生活に戻っても、重い皮膚障害のために長い通院、治療を余議なくされます。

私たちは、体や身の回りの不衛生さは、我慢しなければならないことではなく、解決しなければならない発災時の対策

と捉えています。

特に考慮しておかなければならないのは、私たちの記憶に新しいこの20年間に発生した震度7以上で大規模な被害が発

生した地震は、全て真夏ではなかったということです。1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災。2004年10月23日

に発生した新潟中越地震。2011年3月11日に発生した東日本大震災。さらに2016年4月14日と16日に起きた熊本地

震。いずれも30℃を超える真夏日ではありませんでした。35℃を超える猛暑日に都市部で震度7以上の地震が発生し、

電気が遮断され空調や扇風機が使えない環境で過ごさなければならなくなったら。窓が開かないオフィスビルや体育館、学

校、会館等で何日も避難生活を送らなければならなくなったら。そんな環境で、お風呂やシュワーが使えないだけではなく、

体を拭くことさえできない日々が何日も続けば、私たちは耐えることができるでしょうか。

大規模災害発生後、生命がきちっと守れた後に直面する不便で過酷な生活を、少しでも清潔で快適にするための備えは

必要であると考えています。



◆体の清潔確保
生活用水の途絶えた環境で体を清潔に保つための用品の準備が必要です。アルコールに代表される消毒薬等ではなく、

水が無くても体の汚れを取り除くことができる用品が必要です。タオルや不織布、ペーパーに含ませて体を清拭できるものや、

頭髪や地肌に擦り込み皮脂や汚れを取り除けるものが必要です。洗い流し不要で、汚れや臭いを取り除けるものが最適で

す。また、シャワートイレが使用できない環境でも、トイレットペーパーに含ませてお尻をふくことで、よりきれいで清潔な状態を

保てる用品の備蓄も必要です。

◆身の回りの清潔確保
人と人の生活スペースが極限まで狭まる避難所の環境は、感染症が蔓延するリスクが極めて高くなります。

生活用水の途絶えた環境では手洗いや清掃が行き届かず、人から人への感染が加速度的に拡散していきます。特にノロ

ウイルスは人の排便やおう吐物から排出されたウイルスが、被服や手肌に付着し、物や設備、備品を経路に食品に付着し

人の体内へと侵入します。また、インフルエンザウイルスは人の咳やくしゃみの飛沫から人の被服や身の回りの物に付着し、

手肌を経由して人の鼻や喉から体内に侵入します。これらの感染性の高いウイルスが蔓延することで、ひとつの避難所全域

が感染症の巣窟となる可能性もあります。

生活用水の無い環境では、手指の消毒や、仮設トイレの消毒、被服や寝具の洗濯ができないことから、通常の生活空間

では予想できないようなスピードで感染が拡散していきます。

特にウイルスによる感染症は、人の手指だけではなく、被服や持ち物に付着して拡散します。

特に専門的な知識が無い一般の方が使用しても危険が無い、安全性に配慮された物を選ぶ必要があります。



◆大規模災害発災時に役立つ衛生対策用品のポイント
①生活用水の無い環境で役立つ

生活用水が無い環境でも、清潔で快適な身体と身の回りを維持することができるもの。

②女性が清潔で快適に過ごすために

身体や身の回りを清潔にできなければ、女性や乳幼児、お年寄りは、成人男性よりはるかに大きなダメージを被ります。

女性目線での用品選択が必要です。※男性は、1週間お風呂に入れなくてもさほど気にならない方が多いようです。

③コンパクト備蓄が求められている(省スペース)

自治体や企業をはじめ組織や団体は、備蓄用品の保管スペースに窮しています。災害対策用品を選択するポイントは、

省スペース、コンパクト備蓄。

④生ゴミや排泄物の腐敗を防げるもの

真夏の炎天下に災害が発生した場合、生ゴミや排泄物は24時間以内に腐敗します。腐敗を防止し、悪臭や病原性微

生物の発生を防止できる用品の備えが必要です。液体商品だけではなく、不織布素材等に加工されたタオル様の製品

も役立ちます。

⑤個人で管理できるパーソナルサイズの用品

イザという時に個人に配布できるサイズの用品は便利です。特に身体や身の回りの衛生対策は、一人ひとりのプライバ

シーに関わるデリケートな問題も内包していますので、パーソナルサイズの用品は適しています。また、パーソナルサイズの

用品は、個人が自分で保管・管理することで防災意識の啓蒙にも役立ちます。防災の原点はパーソナル・プロテクション

（自助）にあります。危機管理の担当者の本来の使命は、事業の復興・復旧にあります。自分の身は自分自身で守る

という意識が、復旧・復興の後押しとなります。



⑥良好なコストパフォーマンス（長い保存期間。廃棄コスト不要）

衛生関連の製品は備蓄期間が3年~5年が一般的です。時間コストと廃棄コストを考えれば、できるだけ保存期間が長

い用品を選択することが賢明です。特に液体製品は、廃棄する際に購入時に匹敵する様な費用が発生する場合があり

ます。さらに廃棄物処理法や消防法、PRTR法等の対象になるものは、一層処分に手間や費用がかかります。備蓄期

間が多少過ぎても職員や社員に配布できる物であれば、廃棄コストも削減できます。さらに、自分で使用することで、使

い方やその用品の問題も把握できるので一石二鳥です。災害対策用品は、廃棄コストも含めた時間コストで算出する

必要があります。

⑦発災時に所期の効果・効能が発揮できることの裏付けが必要

様々な災害対策用品が市場に出回っています。しかし、イザという時にその用品が額面通りの機能や効果を発揮できな

ければ問題です。効果や効能、安全性が確認できる客観的なエビデンスデータを開示している用品を選択することが必

須です。



大規模災害発生時
むやみに移動を開始しないようにしましょう

東京都は、平成25年4月から条例を施行
◆東京都は、大規模災害発生時の帰宅困難者対策を総合的に推進するための条例を制定しました。

◆災害発生時には、施設の安全を確認した上で、事業所や施設の管理責任者は、従業員や職員、

生徒・児童を設内に留まらせるようにし、安全の確保に努めるように義務化しました。

◆学校施設に3日分の飲料水や食料の備蓄も義務付けています。

食料だけではない！絶対的な生活用水の不足で発生する問題への対応も必要

◆トイレが流せない ⇒ 感染症と悪臭の問題

◆使用した紙が流せない ⇒ 同上

◆排便後のお尻のケアができない ⇒ 皮膚障害の問題

◆手指や身体、頭が洗えない ⇒ 食中毒と悪臭の問題

◆生理中の方がデリケートゾーンのケアができない問題

一時退避や避難生活も1日過ぎれば様々な問題が起こってきます。

特に、生活用水の無い状態は、子供たちやお年寄り、女性にとっては強いストレスになり

ます。また、健康を損なっている方にとっては極めて過酷な環境です。

（東京都総合防災部）
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宮城県石巻市万石浦幼稚園

≪G2TAM≫は東日本大震災の被災地で活用して頂きました

宮城県女川町立病院

宮城県東松島市大曲地区四日市大学ボランティアグループ

宮城県気仙沼市 超低温冷蔵庫
腐敗魚の除菌と消臭作業

宮城県仙台市
徳洲会グループからの感謝状

敬称略
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東日本大震災と熊本地震が残した教訓

①先の東日本大震災での災禍は、様々な教訓を残しました。復興にはまだまだ多くの問題を克服していかなければなら

ず、被災地では未だ多くの方々が苦難と不便を強いられています。さらに、昨年4月14日には、熊本県を中心に震度

7を記録する地震が発生しました。さらに2日後の16日にも2度目の震度7の揺れが発生しました。一連の地震活動

で2回の震度7を記録したのは初めてのことでした。この地震により、熊本地方は甚大な被害を被りました。東日本大

震災の記憶が未だ薄れていない内の大きな震災に、改めて地震列島日本を認識させられることになりました。

②被災地以外の地域でも防災意識の高まりにより、インフラを含めた対策が急がれています。

③南海、東南海、東海連動型地震も数年のうちに発生すると言われており、地震や津波に対する対策が急務になって

います。企業や、自治体、家庭でも災害対策資材の調達が進んでいます。

④先の東日本大震災の際に、当社の≪G2TAM≫（一部の商品が2016年9月より新ブランド名≪アミノエリア≫に変わ

りました）シリーズは、様々な悪条件を解決する手段としてご使用いただきました。その情報をお知らせしますので、緊

急災害対策用品としてのご提案のヒントにしていただければ幸いです。
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絶対的な水不足により発生する問題

大規模災害が発生すると生活用水が途絶します。インフラの中でも最も復旧が遅れるもの

のひとつである生活用水の途絶は、私たちの生活を極めて不便で不衛生な状態に一変させ

てしまいます。インフラの中でも他に代替が効かないのも生活用水です。生活用水が途絶す

ると様々な問題が発生します。
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２．生活環境に対する問題

①トイレの排泄物の堆積

②不十分な手洗い

③食器やテーブルの不十分な清掃

④洗濯ができないことによる衣類に付着した汚れや臭い

⑤入浴ができないことによる皮膚障害や悪臭の問題

⑥瓦礫や汚泥の残留による腐敗臭気と感染症の蔓延

１．生命維持や社会活動に対する問題

①飲料水の不足

②消火活動などの停滞

③工業用水不足による生産活動の停滞



◆生活用水が途絶えたら

★トイレで排泄物が流せない

★手が洗えない

★お尻洗浄ができない

★食器や調理器具が洗えない

★洗濯ができない

★入浴ができない

★髪の毛が洗えない

災害への備えは万全ですか？

水が無い！
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被災地で聞かれた衛生面での切実な悩み

「下着が替えられなくてつらい」

◆国崎信江先生
（危機管理教育研究所代表）が、

週刊女性の特集記事で右のように

述べられ、 ≪G2TAMα-PLUS≫

（新商品名： ≪アミノエリア－R≫）を推薦されました。

①「生活用水が途絶えた環境では身体や身の回りを清潔に保てない」。この問題を放置すると、感染症が蔓延します。皮膚障害

の原因にもなります。また、放置されている有機物が腐敗することにより強烈な悪臭で劣悪な環境になります。心身ともに疲労

困憊の被災者にとっては生命が危機にさらされることもあります。

②女性やお年寄り、子供達にとっては、体や身の回りを清潔に保てないことや、強烈な悪臭に対して極めて強い精神的ストレス

（急性PTSD）を抱えていました。

③そこで≪Ｇ2ＴＡＭ≫シリーズがお役にたちました。

専門家も奨める≪アミノエリア－R≫(※旧商品：≪G2TAMα-PLUS≫)

週刊女性2011年9月13日号≪後悔しないための防災グッズ50≫

13

≪G2TAMα-PLUS≫は、2016年9
月より≪アミノエリア－R≫に
ブランド名が変わりました。

新ブランド商品

≪アミノエリア-R≫
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生活用水が途絶して、掃除や洗濯ができない時の必需品
◆≪アミノエリア-R≫（旧商品名：≪G2TAMα-PLUS≫）は、大豆抽出アミノ酸が主成分の抗ウイルス・抗菌剤です。

◆ ≪アミノエリア-R≫は 、2007年に鳥インフルエンザ研究の第一人者、京都産業大学鳥インフルエンザ研究センター長の

大槻公一博士との共同研究により誕生した≪G2TAMα-PLUS≫の進化版商品です。

◆ 高い安全性で、お子様の触れるものにも安心してご使用頂けます。

◆ 金属が錆びたり、繊維製品が脱色・変色することはありません。

◆ 開封後も2年以上（未使用で10年）の効果の安定性を確認。

短い期間で使い切る必要もなく、経済的です。10年経過後も使用可能ですので、

スタッフなどに配布して使用していただくことで、廃棄にかかるコストも削減できます。

◆ 消臭効果も抜群！ホルムアルデヒドも分解し消臭します。

◆ 1㎡の面積に対して10～30回（約3ml）噴霧が目安です。

◆ 目安以上に噴霧しても問題は有りません。

≪アミノエリア-R≫は
2016G7伊勢志摩サミット

公式採用商品です

250mlスプレー 100mlスプレー 30mlスプレー 4ℓポリ容器 18ℓソフトタンク 《G2TAMαPLUS》
ウエットシート

◆感染症対策商品Lineup ≪アミノエリア-R≫《G2TAMαPLUS》

◆≪アミノエリア－R≫と≪G2TAMα-PLUS≫

◆10年備蓄に対応
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◆≪アミノエリア-R≫は

2016年9月新発売❢

《G2TAMαPLUS》
おう吐物安全処理キット



◆発災時に役立つ≪アミノエリア－R≫と≪G2TAMα-PLUS≫ウエットシートの使い方

下着の清浄・抗菌・消臭 衣服、靴下、靴等の
清浄・抗菌・消臭

ベビー服、オムツ、玩具等の
清浄・抗菌・消臭

清拭

排泄物に
直接スプレー

清拭

清拭

清拭

水がなくても身の回りの清潔確保

便座、ドアノブ、手すり等の
清拭・抗菌・消臭
排泄物の抗菌・消臭

寝具、タオル等の抗菌・消臭
マスクにシュシュッとウイルス対策❢

テーブル等の清拭、ゴミの
消臭、腐敗防止、衛生清掃等
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水無しでも身体を清浄できるアイテム

≪G2TAM≫コインおしぼりと≪G2TAM手指用清浄液≫

生活用水が
途絶えた時の強

い味方❢

10年保存可

災害
対策

発災時、生活用水の途絶えた環境でも、≪G2TAM≫コインおしぼりと、≪

アミノエリア≫ボディ・クレンジングウォーターがあれば、いつでも清潔な身体

を保つことができます。

８個入り
（ジッパー付き
PP袋入り）

500個入り
（紙箱・真空
パック入り）

17

≪G2TAM≫コイン
おしぼりは、

2016G7伊勢志摩サミット
公式採用商品です

300mlポンプ 30mlスプレー 100mlスプレー 4ℓポリ容器詰替え用

無香料・ノンアルコール
洗い流し不要の
全身清浄液

ドライシャンプーとしても



水が無くてもからだの清潔確保
◆洗い流し不要の全身清浄。≪アミノエリア≫ボディ・クレンジングウォーターと

≪G2TAM≫コインおしぼりの使い方

タオルに含ませ全身清浄。
デリケートゾーンの

お手入れにもお勧めします

手に取って髪になじませて
ドライシャンプー。

あとはブラッシングするだけ

コットンやティッシュ
に含ませてクレンジング。

化粧水としてもお勧めします

排便後、トイレットペーパーに
含ませてお尻の清浄

赤ちゃんのオムツ替え後の
お尻拭きに

1～2ml手に
取り、きれいに
したい箇所に直
接擦り込むか、
タオルやティッ
シュに含ませて
ご使用下さい

◆手指用清浄液の使い方

18



≪G2TAM≫コインおしぼりがテレビ番組の防災特集で紹介されました

注目は、ノンアルコール・コンパクト備蓄

災害時に役に立つ耳寄りな情報を紹介

19

愛知医科大学病院 夏目恵美子看護師長 発災直後から被災地でボランティア活動消毒できない。どうする災害時の衛生対策

命が守れた後、次に出てくる問題が衛生対策 アルコールが使えない人がいる。ノンアルコールも必要 災害時でも、いかに自分たちの身体をきれいに保つかがテーマ

化粧品で使用されている成分のみで除菌。大豆アミノ酸が主成分 1円玉とほぼ同じ大きさ。水10mlあればおしぼりができる

放送日 : 2014年2月11日 番組名:名古屋テレビ【up❢】暮らしの防災
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災害対策Eisei・レディース（衛生）セット

国崎信江先生がプロデュースしました※

㈱ピーキューテクノの衛生セットは、机上の空論で集めたもの
ではなく、被災地で実際に起こった問題を基に、直ぐに役立
つレスキューアイテムとして国崎信江先生がプロデュースしまし
た。生理用品や基礎化粧品、常備薬等は、日ごろ使い慣
れたものをご自身でご用意
ください。そして、カスタマイズされたあなた専用のオリジナル
セットにして下さい。

危機管理アドバイザー
国崎信江先生

※プロデュース／危機管理教育研究

所代表 国崎信江

女性の視点から、防災・防犯・事故防

止対策を提唱している。東日本大震

災でも現地で活動。講演、執筆、プロ

グラムコーディネイト活動の傍ら、連日、

テレビや雑誌などのメディアから取材を

受けて、精力的に情報を発信している。

また、文部科学省、総務省消防庁、

東京都等多くの組織の委員も務め、

積極的なアドバイスや提案を行ってい

る。著書に「決定版 巨大地震から子

供を守る50の方法」（ブロンズ新社

刊）、「地震の準備帖」（NHK出版

刊）など多数。

デリケートな女性は災害時に耐えがたい困難が起こ
ります。できるだけ快適に過ごせるように、
女性に必要な災害対策用品を提案します。
生活用水が途絶えた環境でも、汚れ、体臭、 地肌
の臭い、かゆみ、腫れ、肌荒れによるストレスや体調
不良からあなたを守ります。 国 崎 信 江

スペースを取らないコンパクト備蓄。自助のための

セルフプロテクションアイテム。10年保存可

命が守れた後、生活用水が途絶えた環境でも、できる
だけ清潔で快適なストレスフリーの日々を確保するため
に・・・
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災害対策レディースセット企画

■レディース9点セット内容
①≪G2TAM≫コインおしぼり8個入り × 1袋
②≪G2TAMα-PLUS≫ウエットシート10枚入り × 1個
③≪アミノエリア-R≫100mlスプレー × 1本
④≪G2TAM≫手指用清浄液100mlスプレー × 1本
⑤モバイルカッパ大判サイズ × 1個
⓺クイックテープ × 1個
⑦使い捨て下着 × 1枚
⑧携帯ハブラシ × 1本 ・参考上代：4,200円（税抜き）
⑨巾着袋 × 1枚 ・ケース入数：30セット
※使用説明書付

◆レディース9点セット

◆Eiseiセットオプション企画
組み合わせ、点数自由。お客様のご要望に合わせてオリジナルセッ
トをお作りします。
※使用説明書付
※上記①～⑨の9アイテムの商品で組み合わせ自由な企画です。
※最低ご注文数量は100セット以上
※お客様のご希望に応じてお見積り致します。

◎巾着袋は、ピンク、ネービー、

グリーンからお選びいただけます

① ③ ④ ⑦ ⑨⑤② ⑥ ⑧

仕様変更
新企画

新企画
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災害対策Eisei（衛生）セット企画（１）

■Eisei4点セット内容
①≪G2TAM≫コインおしぼり8個入り × 1袋
②≪G2TAMα-PLUS≫ウエットシート10枚入り × 1個
③≪アミノエリア-R≫100mlスプレー × 1本
④巾着袋 × 1枚
※使用説明書付

参考上代（税抜き）：2,000円 ケース入数：30セット

A Eisei4点セット

■Eisei5点セット内容
①≪G2TAM≫コインおしぼり8個入り × 1袋
②≪G2TAMα-PLUS≫ウエットシート10枚入り × 1個
③≪アミノエリア-R≫100mlスプレー × 1本
④≪アミノエリア≫Body Cleansing Water100ml ×1本
⑤巾着袋 × 1枚
※使用説明書付
参考上代（税抜き）：2,900円 ケース入数：30セット

B Eisei5点セット 仕様変更

新企画
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災害対策Eisei（衛生）セット企画（2）

■Eisei6点セット内容
①≪G2TAM≫コインおしぼり8個入り × 1袋
②≪G2TAMα-PLUS≫ウエットシート10枚入り × 1個
③≪アミノエリア-R≫100mlスプレー× 1本
④≪アミノエリア≫Body Cleansing Water100ml× 1本
⑤モバイルカッパ判サイズ× 1個
⑥巾着袋 × 1枚
※使用説明書付

参考上代（税抜き）：3,400円 ケース入数：30セット

C Eisei6点セット ◆オプション企画

組み合わせ、点数自由。お客様のご要望に合わせてオリジナルセットをお作

りします。

◎巾着袋は、ピンク、ネービー、

グリーンからお選びいただけます

◆Eiseiセットオプション詳細
組み合わせ、点数自由。お客様のご要望に合わせてオリジナルセッ
トをお作りします。
※使用説明書付
※左記①～⑥の6アイテムの商品で組み合わせ自由な企画です。
※最低ご注文数量は100セット以上
※お客様のご希望に応じてお見積り致します。

①

⑤

④② ③

⑥
新企画新企画
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③≪G2TAM≫コインおしぼり

使用目的 頻度

身体 清浄・消臭 1日数回またはその都度

手指 清浄・消臭 1日１度

お尻やデリケートゾーン
排便後のお尻の清浄、デリケート

ゾーンのケア
1日数度

身の回り(身体以外) 清拭、除菌 任意

④≪G2TAMαプラス≫ウエットシート

使用目的 頻度

身の回り(身体以外) 清浄・除菌・消臭 1日数回またはその都度

手指 清浄・除菌・消臭 1日数回またはその都度

使用箇所・部位 使用量目安（個又は枚）

4～6

3～4

3～6

1～2

任意

使用箇所・部位 使用量目安（個又は枚）

3～8
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■ 災害対策備蓄品 抗ウイルス・抗菌・消臭商品

定価
（税抜）

30ml／780円
100ml／980円
250ml／1,200円
4ℓ／8,500円
18ℓ／29,500円

ロット

100本
50本
24本
3本
1本

仕様

◆品名：≪アミノエリア－R≫抗ウイルス・抗菌剤 消臭プ
ラス
◆用途：衣類、身の回り、住居、施設の抗ウイルス、抗
菌、除菌、消臭
◆成分：大豆アミノ酸、アミノ酸混合液、界面活性剤、
キレート剤、特赦還元性アルカリイオン水、アルコール
1.3%
◆内容量：30ml、100ml、250ml、4ℓ、18ℓ
◆特長：≪G2TAMαプラス≫のアルコール減量版。効果と
安全性を維持し、アルコールへの抵抗感を低減。10年備
蓄に対応
※G7伊勢志摩サミット公式採用商品

カテゴリー 衛生用品

ノロやインフル
エンザ等のウイ
ルスや様々なバ
イ菌を安全・簡
便に除去

品名：抗ウイルス・抗菌剤≪アミノエリア-R≫ 品名：抗ウイルス≪G2TAMαプラス≫ウエットシート

ノロやインフル
エンザ等のウイ
ルスや様々なバ
イ菌を安全・簡
便に除去

定価
（税抜） 10枚入り／280円

ロット
240個

仕様

カテゴリー
衛生用品

◆品名：≪G2TAMαプラス≫ウエットシート
◆用途：身の回りや手指の清拭。
◆素材・成分
・シート素材：レーヨン、パルプ、ポリエステル
・シートサイズ：150×200㎜
・抗菌剤：≪G2TAMαプラス≫

大豆抽出アミノ酸、アミノ酸、界面活性剤、
アルコール2.7% 

◆特長：7日間の抗ウイルス効果。10年備蓄に対応。
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■ 災害対策備蓄品 水不要の全身清浄商品①

定価
（税
抜）

8個入り／280円
500個入り／12,000円 ロット

320袋
8箱

仕様

◆品名：≪G2TAM≫コインおしぼり
◆用途：手指や全身の清拭。身の回りの清拭
◆素材：レーヨン、PET
◆成分：（抗菌剤）：大豆アミノ酸、アミノ酸混合液、
界面活性剤、キレート剤、保湿剤
◆内容量：8個入り、500個入り
◆特長：10mlの水を注ぐだけで抗菌ウエットおしぼりの完
成。世界で初めて圧縮型おしぼりの抗菌・消臭加工に成
功。10年備蓄に対応

※G7伊勢志摩サミット公式採用商品

カテゴリー 衛生用品

世界初❢抗菌・
消臭加工の圧
縮おしぼり

品名：抗菌・消臭≪G2TAM≫コインおしぼり

定価
（税
抜）

300ml／1,400円
4ℓ／8,000円
100ml／880円
30ml／680円

ロット

24本
3本
50本
100本

仕様

◆品名：≪アミノエリア≫ボデイ・クレンジング・ウォーター
◆用途：手指や全身の清浄液
◆成分：大豆アミノ酸、アミノ酸混合液、界面活性剤、
キレート剤、BG、保湿剤
◆内容量：300ml、4ℓ
◆特長：大豆アミノ酸が主成分の全身清浄液。洗い流
し不要でノンアルコールタイプ。保湿剤配合でお肌の潤い
を保ちます。ドライシャンプーとしてもご使用いただけます。
アルコールを一切使用していないので、肌の弱い方にもお
薦めです。10年備蓄に対応

カテゴ
リー

衛生用品

大豆アミノ酸が
主成分。洗い
流し不要ノンア
ルコールタイプ
の全身清浄液

品名：全身清浄液≪アミノエリア≫
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品名：≪アミノエリア≫クリーンセットA

定価 （税抜）

①≪アミノエリア-R≫250mlスプレー×1本
②≪アミノエリア-R≫4ℓポリ容器入り×1本
③≪アミノエリア≫ボディ・クレンジングウォーター300mlポ
ンプ×1本
④≪アミノエリア≫ボディ・クレンジングウォーター4ℓポリ容
器入り×1本
100ml携帯スプレー×4本（中身は入っていません。
空容器です） セット価格：20,000円

ロット

1セット

仕様

◆品名：≪アミノエリア≫クリーンセットA
◆用途：手指や全身の清浄・ドライシャンプー。抗ウイルス・抗菌・消臭剤
◆成分：大豆アミノ酸、アミノ酸混合液、界面活性剤、キレート剤、保湿剤
◆内容量：上記参照
◆特長：大豆アミノ酸が主成分の≪アミノエリア-R≫とボディ・クレンジングウォーターのセツト商品。家族4人でタップリ使って
35日分。便利な100ml携帯容器付き。10年備蓄に対応

カテゴリー 衛生用品

■ 災害対策備蓄品 セット商品

4人でたっぷり使って
35日間。
生活用水が途絶え
た環境でも、身体と
身の回りの清潔を保
ちます。
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◆商品内容

大豆アミノ酸が主成分の抗ウイルス・抗菌・消臭剤≪G2TAMα-PLUS≫をセット

した、おう吐物安全処理キット。

◆用 途

おう吐物の感染症対策 ノロウイルス対策

◆他社製品に対する優位性

（１）理にかなった使用方法

①凝固剤をおう吐物に振りかけるだけでは内部まで固まりません。

②抗菌剤をおう吐物の表面にスプレーしても内部の微生物には届きません。

③そこで大切なのが、おう吐物と、凝固剤、抗菌剤をしっかり混ぜ合わせることが必

要です。

④付属の≪G2TAMα-PLUS≫ノズル容器の噴射圧力で、おう吐物と、凝固剤を

しっかり混ぜ合わせます。

⑤これでおう吐物に含まれている微生物や悪臭をしっかり排除。

⑥付属の紙ヘラと紙製ちり取りでおう吐物をかき集めてポリ袋へ廃棄。

（２）処理する人の安全確保

処理後は、処理した方の衣服や靴の裏に≪G2TAMα-PLUS≫スプレーでしっか

り抗ウイルス・抗菌剤を噴霧してください。これで処理した方も安全です。

（３）処理後の感染拡大を防ぐ

さらに、おう吐物があった場所とその周囲1メートル四方にも≪G2TAMα-

PLUS≫をプレーしておいて下さい。残留微生物も除去し、処理後の感染拡大

を防ぎます。

（４）どんな物や場所にも使える安全性

≪G2TAMα-PLUS≫は金属を腐食させたり、繊維製品を変色・脱色させること

はありませんので、どんな場所にでもご使用いただけます。塩素系消毒剤が使用

できない、脱色・変色したり、錆びては困る物や所に最適です。

（５）10年備蓄に対応

製造・発売元：㈱ピーキューテクノ 開発・企画：㈱ピースアンドキューズ

５年保存

定価
（税抜）

4,200円
ケース
入数

18個

仕様

【セット内容】凝固剤70ｇ×1本
≪G2TAMα-PLUS≫ノズル容器200ml×1本
≪G2TAMα-PLUS≫スプレー容器100ml×1本
ポリ袋×8枚、手袋×2双、マスク×2枚、紙ヘラ×2枚、紙
製ちり取り×2枚、ポケットティッシュ×1個、
≪G2TAMα-PLUS≫ウエットシート×1個、
使用説明書×1枚

セールス
POINT

1ｇで400ｇの水を吸収する高機能凝固剤（高分子吸
収ポリマー）を採用。おう吐物を内部から固めて抗ウイルス、
消臭。処理する人の安全確保。

品名：≪G2TAMα-PLUS≫おう吐物安全処理キット

■ 感染症対策・災害対策用品 おう吐物安全処理キット
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