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【防災グッズ】 目的別に役立つ ⇒ トイレ・温める・冷やす・衛生 etc. 
 

KOKUBO、紀陽除虫菊から発売中の防災グッズをご紹介します。緊急簡易トイレや、保温用の緊急簡易ブランケットなど目的別に

役立ちます。ホームセンター、スーパー、ドラッグストア、100 円ショップ、ネットショップなどで販売中。（全てオープン価格） 
 

トイレ 洋式トイレかバケツを使

用する簡易トイレ。汚物

入、処理袋、凝固剤のセ

ット。すばやく固めてニ

オイもシャットアウト。 

●「緊急簡易トイレ」 KOKUBO 発売中 

[１回分] オープン価格（参考価格 税別 175 円 税込 193 円） 

[10 回分] オープン価格（参考価格 税別 1600 円 税込 1760 円） 

●「介護用簡易トイレ 10回

分」ポータブルトイレ用 

汚物入、処理袋、凝固剤のセ

ット。介護用トイレにセッ

トするだけ。凝固剤ですば

やく固めてニオイも防ぐ。 

オープン価格（参考価格 

税別 1600円税込 1760円） 

 

便器を段ボー

ルで組み立て

る簡易トイレ。

屋内外で使え

る。 

●「組立式緊急簡易トイレ」 段ボール組立トイレ一式、汚物入・処理袋・凝固

剤各 10 回分 オープン価格（参考価格 税別 3600 円 税込 3960 円） 

KOKUBO 発売中 https://kokubo.co.jp/goods/category/living/emergency 

おしり洗浄 

ペットボトルに

付けてお尻を洗

える。旅行、災害

時、赤ちゃんや高

齢者の介護に。 

●「ボトレット携帯用おしり洗浄具」KOKUBO 

オープン価格（参考税別 210 円 税込 232 円） 

温める 外気の温度変化から身を守るシート。 

雨風、災害時の暑さ・寒さ対策に。 

保温・防水・防風に。 

●「緊急簡易ブランケット」 

1 枚入 140×210cm  

材質：アルミ蒸着 PET フィルム 

参考税別 180 円 KOKUBO 発売中 

寒さ、冷え対策に。 ●「ぬくポン 10 個入」 

オープン価格（参考税別 560 円 税込 616 円） 

温かさが約 18 時間持続する使い捨てカイロ。 

●「貼るぬくポン 10 個入」 

オープン価格（参考税別 600 円 税込 660 円） 

貼るタイプの使い捨てカイロ。持続時間は 

約 12 時間。 紀陽除虫菊 発売中 日本製 

 

 

 

 

 

 

冷やす ●「冷やし増す冷却シート 4 枚入」 

発熱時や暑さ対策に。額などに貼って冷却 

するシート。ひんやり長持ち 10 時間。 

大人用ミントの香り／子供用ももの香り／ 

子供用無香 各 4 枚入 オープン価格 

（各 参考税別 195 円） 紀陽除虫菊 発売中 

●「速攻冷却」              ガツンとたたくとすぐ冷たくなる 

携帯用冷却パック。暑さ対

策、ねんざ・打撲などに。 

オープン価格（参考価格 

税別 150 円 税込 165 円） 

紀陽除虫菊 発売中 

 

 

 

 

 

衛生 手指の消毒用のアル

コール溶剤。シュッと

ひとふき、衛生的に。 

●「ハンドスプレー」 

200ml 税別 1300 円 

300ml ポンプタイプ 

参考税別 1800 円 

紀陽除虫菊 発売中 

透明なジェル状。手指

にすりすりと塗ってサ

ラッと消毒。携帯に便

利なミニサイズ。 

●「ハンドジェル 

50ml」オープン価格 

参考税別 1100 円 

[指定医薬部外品]   紀陽除虫菊 発売中 

手を洗えないときの

消毒に。速乾性でベタ

つかない。手のひらに

おさまるミニサイズ。 

●「手指消毒スプレ

ー」 内容量 12ml 

参考税別 215 円 

[指定医薬部外品]  紀陽除虫菊 発売中 

 

 

 

 

 

 

[指定医薬部外品] 

マスクを除菌  ●「マスクにシュッシュッ」 

●「マスク用除菌携帯 

スプレーつめかえ用」 

各 参考価格 

税別 195 円 

紀陽除虫菊 

発売中 

●「クチュッペ L-8020 マウスウォッシュ」 

水なしでお口を清潔にす

る洗口液。L-8020 乳酸

菌でスッキリ。1 回分の

スティック、ポーション。 

各 参考税別 195 円～ 

紀陽除虫菊 発売中 

●「使い捨てクレンジングタオル」 

レーヨン製。 

丈夫で水に強 

い。水を含ませ 

て体拭きにも。 

1 ロール約 70 シート分。参考

税別 800 円  KOKUBO 発売中 

虫よけ 虫が気になるときに。 まな板 ●「使い捨てペーパー

まな板」3 枚入 

使い捨ての紙製まな

板。箱型に組み立てて

食材入れにも使える。 

参考税別 195 円 

KOKUBO 発売中 

電池 ●「乾電池救急箱」 

乾電池をストックす

る容器。単 1×2 本、

単 2×2 本、単 3×8

本、単 4×4 本が入る。 

参考税別 195 円 

KOKUBO 発売中 

蚊・ブヨなどの対策用。ノンガス

タイプ。12ml ミニサイズ。 

●「虫よけ携帯スプレー」 

オープン価格（参考価格 

税別 215 円 税込 237 円） 

紀陽除虫菊 発売中 

  

＞＞【KOKUBO オンラインショップ】https://kokuboshop.com  ＞＞【紀陽除虫菊】http://kiyou-jochugiku.co.jp 

＜お問い合わせ＞ ●一般のお客様： 

（株）小久保工業所 本社 TEL.073-487-1811 和歌山県海南市野上新 201-9 [HP] https://kokubo.co.jp 

紀陽除虫菊（株）本社 TEL.073-492-0010 和歌山県海南市下津町上 1135 [HP] http://kiyou-jochugiku.co.jp 

●メディア関係者様： [広報サイト] https://kokubopress.com 

KOKUBO グループ 東京営業所（広報／大田） TEL.03-5205-1811 メール:press@kokubo.co.jp 

東京都中央区日本橋 2-3-6 日土地日本橋ビル 8F  ※メディア様向け取材、写真、サンプルのご提供を承ります。  
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