
衛生用品カタログ
災害時の備蓄に



日本は台風、豪雨、豪雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火な
どによる災害が発生しやすい国土となっており、近年では、毎年のよ
うに全国各地で自然災害が頻発し甚大な被害が発生。

また、今後30年の間に約70%の確率で南海トラフ地震と首都直下地震
が発生するとされています。

※内閣府による予測 平成30年度時点

切迫する南海トラフ地震、首都直下地震。
これら巨大地震に対して、その他台風、豪雨等自然災害への
「事前の備え」は必要不可欠です。

人的被害(死者数) 経済被害

南海トラフ巨大地震 約24.4万人 約210兆円

首都直下地震 約2.3万人 約96兆円

自然災害の多い日本に暮らす



1位は「断水によるトイレ問題」
30.7％

い
災害時はトイレで困ることが多い

災害時はライフラインの復旧には時間を要します。水道の復旧は電気
よりも日数 を要するため、飲料水、生活用水の確保が必要です。
また、下水道の復旧にも日数を要するため、簡易トイレやおむつ等
の衛生用品の備蓄も忘れてはいけません。

※90%復旧するまでの日数

ライフライン復旧までに要した日数

阪神淡路大震災
（1995.1.17）

東日本大震災
（2011.3.11)

電気 2日 6日
水道 37日 24日
ガス 61日 34日

いのちを守るためにまず水や食料の確保が優先されますが、避難生活
ではトイレに困ったという意見が多数ありました。汚れと臭いが嫌で
トイレを我慢して、体調不良になったという報告もあります。
トイレを躊躇して水分摂取量を減らして体調に影響が出ることもあり
ます。

平成30年7月豪雨で最も困ったこと
（避難生活をされた方）



ユニ・チャームは、清潔で健康的な生活の為には欠かせない生活
必需品を多く提供しています。

店頭でシェアが高く、多くの方に使って頂いている商品ですので、
災害時にも安心してご使用頂けます。

子ども用紙おむつ 生理用品

マスク ウェットティッシュ

大人用紙おむつ 軽失禁商品



②
必要に

合わせて使う

③
不足分を補充

＊自治体や企業でローリングストックを行う場合は3分割にすることが多い
です。製品の使用目安期限が3年のものが多いので全量を3分割にし、3分の
1ずつを使用・補充していきます。

最低でも3日分、
可能であれば7日分の備蓄を用意

ローリングストックを習慣に

①
普段から多めに
購入し備蓄

災害時を非日常として我慢するのではなく、なるべく日常に近い生活が
送れるような備えを進めましょう。備蓄品は災害時だけのためのものでは
ありません。①>②>③と続く「ローリングストック」を習慣にし、災害時でも
使い慣れたものを使える環境を作りましょう。また、備蓄品それぞれの賞味期限や
使用期限の切れていることのないよう、普段から食べたり使ったりして確認しましょう。



おむつ・生理用品には高分子吸収材という吸水性・保水性の非常
に高い素材を使用しているために
以下の場所を避けて、保管してください。

吸収体中の高分子吸水材の吸収性能が損なわれたり、
変色、使用後の処理用テープの粘着力の低下等、
若干性能が低下する恐れがあります。

※業界団体「日本衛生材料工業連合会」は
「適切に保管し、未開封なら三年過ぎても、ほこりなど衛生面はほ
ぼ心配ない。ただし、吸収剤の劣化の懸念はある」としています。

おむつ・衛生用品の保管のポイント

直射日光の当たる場所
湿気の多い場所
ホコリの多い場所
暖房器具の近く等高温の場所
ニオイの強い場所



災害備蓄用商品
最低必要目安数量参考情報

商品ごとの備蓄目安数量です。
数量を試算する上でご参考にしてください。

品目 必要目安数量（3日分） 必要目安数量（7日分） 対象者例

大人用
テープ止め

/パンツ

1人1日当たり1枚として
対象人数100人の場合 300枚
300枚内訳 Sサイズ：60枚

Mサイズ：204枚
Lサイズ：30
枚 LLサイズ：
6枚

1人1日当たり1枚として
対象人数100人の場合 700枚

300枚内訳 Sサイズ：140枚
Mサイズ：476枚
Lサイズ：70枚
LLサイズ：14枚

要介助者
要介護者

大人用
パッド

1人1日当たり6枚として
対象人数100人の場合 1,800枚

1,800枚内訳 昼用：1,200枚
夜用：600枚

1人1日当たり6枚として
対象人数100人の場合 4,200枚

4,200枚内訳 昼用：2,800枚
夜用：1,400枚

要介助者
要介護者

ベビー用
おむつ

1人1日当たり1枚として
赤ちゃん100人の場合 1,800枚
1,800枚内訳 Sサイズ：306枚

Mサイズ：594
枚
Lサイズ：900枚

1人1日当たり1枚として
赤ちゃん100人の場合 4,200枚

4,200枚内訳 Sサイズ：714枚
Mサイズ：1,386
枚 Lサイズ：
2,100枚

0歳～
3歳

女性用
生理用品

1人1日当たり6枚(昼用4枚、夜用2枚）とし
て女性100人(生理対象者25人の計算)
の場合 450枚

450枚内訳 昼用：300枚
夜用：150枚

1人1日当たり6枚(昼用4枚、夜用2枚）とし
て女性100人(生理対象者25人の計算）
の場合 1,050枚

1,050枚内訳 昼用：700枚
夜用：350枚

12歳～
50歳



介護用品

介護用紙おむつ

内側のおむつ

ライフリーズレずに安心紙パンツ専用尿とりパッド

ズレ止めテープをおさえるだけでカンタンに
装着できる、紙パンツ専用の尿とりパッド。
紙パンツに取り付けやすい二つ折り形状。

外側のおむつ

ライフリーうす型軽快リハビリパンツ

「背中・足ぐりピタッとギャザー」が背中、足ぐりに
ふんわりフィットしすきまモレを低減。
軽い力で上げ下げできる紙パンツです。
排尿2回分吸収。

2回吸収
（S/M/L/LLサイズ）

パッドをパンツに差し込み、
前後のテープを止め
パンツをゆっくり上げます。

⾧時間 夜用
3回吸収 4回吸収

パンツタイプ単体の使用も可能ですが、パッド
と併用すると交換が楽になり

パンツを⾧時間使っていただけます。



介護用品

外側のおむつ
ライフリー のびーるフィットうす型軽快テープ止め

特許技術「2倍のび～るテープ®」はゴムが入って
伸縮するので、起き上がるときも横向きになると
きも体になじんでフィットします。
排尿2回分。

2回吸収
(SMサイズ/Lサイズ)

テープタイプ単体の使用も可能ですが、
パッドと併用すると交換が楽になり
テープを長時間使っていただけます。

内側のおむつ

ライフリー 一晩中あんしん尿とりパッドスーパー

たっぷり6回分をぐんぐん吸収するので、尿量の多い方
でも、一晩中あんしんです。排尿6回分。

夜用スーパー
6回吸収

軽失禁パッド

ライフリーさわやかパッド
すばやく吸収、モレ安心！
ナプキン型の尿ケアパッド。
ニオイを閉じ込める消臭ポリマー配合。

安心の中量用 多い時でも安心用
80cc 120cc



軽度失禁商品

軽度失禁商品
軽い尿もれは意外と身近で、幅広い年代の方が失禁症状を保有。
50代以降では過半数の方が失禁を経験しています。

避難所では、トイレの数が少なく夜間トイレが多い中高年・高齢者、特に女性は
介護が必要ない方も念のために夜用の軽失禁パッド着用が安心です。

対処者の約半数がナプキン・ライナー等の代替品を使用していますが（UC調べ）

軽失禁専用品は尿専用に設計しているため代替品と吸収力が違います。



軽失禁パッド
ライフリーさわやかパッド

120cc
多い時でも安心用

すばやく吸収、モレ安心！
ナプキン型の尿ケアパッド。

出た瞬間から表面に残る間もなく
ぬれ感ゼロへ。
ニオイを閉じ込める消臭ポリマー配合。
横モレを防ぐ立体ギャザー

80cc

＜220cc,270ccのみの特徴＞
センターステッチがふくらみを押さ
えながら、くり返しの多量尿をキャ
ッチ。

＜300ccのみの特徴＞
※立体フィット構造が体にぴったりフィット
するので、急なドッっとモレも安心。
水分ジェル化ポリマー配合で300ccの安心吸収。

特に多い時も
1枚で安心用

220cc

その瞬間も安心用
300cc

軽度失禁商品

安心の中量用

多い時も
⾧時間安心用

270cc



ケア用品

ケア用品

からだふき

ライフリーさらさらからだふき
大判タイプで全身を拭いて頂く
際に便利です。

個包装ウェットティッシュ

個包装タイプで衛生的。
水分含有量が多く十分濡れた状態が続きます

おしりふき
ライフリーおしりふきトイレに流せる

トイレに流すことも可能なおしりふき

介護用シート

ライフリー介護用シート

万が一の時もふとんを汚さない

使い捨て吸水シーツ。

ライフリーお肌にやさしいウェットタオル



ウェットティッシュ

ウェットティッシュ

ノンアルコールタイプ：手・口まわり用

シルコットノンアルコール除菌詰替

お子様の手指の汚れ拭きにも使える、ノンアルコ
ールタイプの除菌※ウェットティッシュ。

*全ての菌を除菌するわけではありません

ノンアルコール・無香料

アルコールタイプ：対物用

シルコット99.99%除菌詰替

身の回りの品を99.99%除菌※ウェットティ
ッシュ。

*全ての菌を除菌するわけではありません

アルコール配合

サイズ 13.5×19cm
入数 1袋120枚入×8袋

サイズ 13.5×20cm
入数 1袋135枚入×8袋



マスク
マスク

プリーツタイプマスク

ユニ・チャーム サージカルプリーツマスク
医療用マスク 米国規格ASTM-F2100-19

レベル2適合

N95マスク
ユニ・チャーム N95マスク
米国NIOSH 認証番号 TC-84-9252
ASTM規格 レベル１に準拠したフィルター性能

日本製

※ フィルタ部の捕集効率試験平均値
（VFE試験）

大きめサイズ 50枚

※ 対象製品はネルソン研究所（米国）及びカケン（日本）における試験結果

3層構造マスク

ソフトーク 超立体®マスク サージカルタイプ
３層構造の高密度フィルターで
ウイルス飛沫の侵入をブロックするマスクです。

ふつうサイズ 100枚

ウイルス飛沫を

99％カット※フィルタ



ベビー用紙おむつ
ベビー用品

おしりふき

ムーニーおしりふきやわらか素材

水分うるうる層をやわらかなカシミア
タッチ層で包んだ「やわらか3層仕上
げ」なので、汚れをやさしくきれい
に拭いてあげられます。

テープタイプおむつ
ムーニー

S・Mサイズ
「ゆるうんちストッパー」で、背中モレ０
へ。背中にピタッ！と沿ってパカパカしな
いから、背中や服を汚しません。
Lサイズ
「のび～るフィットギャザー」が抱っこや
授乳の時にもからだに合わせて伸び縮み。
背中モレをしっかりガード！

パンツタイプおむつ

ムーニーマン

「すっぽりハイウエスト」が、ぽっこりお
なかの形に合わせてしっかりキープするか
ら、どんなに動いてもズレモレ安心。



ナプキン

ボディフィット
「まん中フィットゾーン」が動いてもヨレず
にスキマをつくらないから、モレ安心！

はだおもい

吸収力UPで表面の経血のこりを57％カッ
ト！ベタつきを抑え、肌サラサラ。

センターインコンパクト1/2
普通のスリムナプキンの1/2※のコンパクト
サイズ！コンパクトなのに開くと安心の大きさです

生理用品
生理用品

ライナー（おりものシート）

ソフィＫｉｙｏｒａ

おりものや汗をすーっと引き込みベタつきを
軽減。
全面通気シートで、ムレを防ぎます。

タンポン

ソフィソフトタンポン

しっかり吸収！
指先サイズの吸収体で、最⾧8時間* までの
吸収力を実現。

* 当 社 製 品 比



■製品一覧
カテゴリー 商品名 商品画像

入数
袋入数(枚)×ケース入数(袋)＝ケース入数

段ボール
高さ×幅×奥行（単位：mm)／重量 ＪＡＮコード

大人用
パンツタイプ

ライフリー
うす型軽快パンツ

Ｓサイズ ： 24×4＝96枚
Ｍサイズ ： 22×4＝88枚
Ｌサイズ ： 20×4＝80枚
LLサイズ ： 18×4＝72枚

Sサイズ ： 370×570×436   ／ 6.2kg

Mサイズ ： 370×570×435 ／ 6kg
Lサイズ ： 400×570×420   ／ 5.7kg  
LLサイズ ： 390×540×425 ／ 5.8kg

Ｓサイズ ： 4903111537839
Ｍサイズ ： 4903111537914
Ｌサイズ ： 4903111538058
LLサイズ ： 4903111538133

大人用
紙パンツ用
パッド

ライフリー
ズレずに安心紙パンツ専用
尿とりパッド⾧時間用20枚

20×4=80枚 385×390×295 ／ 4.4kg 4903111576203

大人用
紙パンツ用
パッド

ライフリー
ズレずに安心紙パンツ専用
尿とりパッド夜用20枚

20×4＝80枚 440×380×350 ／ 4.9kg 4903111916443

大人用
テープ止め
タイプ

ライフリー
のびーるフィット
うす型軽快テープ止め

SMサイズ： 22×4＝88枚
Lサイズ ： 20×4＝80枚

SMサイズ： 455×560×435 ／ 8.9kg 
Lサイズ ： 465×645×415 ／ 9.9kg

SMサイズ： 4903111902682
Lサイズ ： 4903111902750

大人用
尿とりパッド

ライフリー
一晩中あんしん尿とり

パッドスーパー24枚

24×5＝120枚 395×585×400 ／ 11.9kg 4903111514038

軽失禁
パッド

ライフリー
さわやかパッド
安心の中量用20枚 (80cc)

20×12＝240枚 375×370×295 ／ 3.2kg 4903111744930

軽失禁
パッド

ライフリー
さわやかパッド
多い時でも安心用16枚 (120cc)

16×12＝192枚 385×340×330 ／ 4.2kg 4903111745012

軽失禁
パッド

ライフリー
さわやかパッド

特に多い時も１枚で安心用12枚

(220cc)

12×16＝192枚 450×460×310 ／ 6.5kg 4903111524143

軽失禁
パッド

ライフリー
さわやかパッド

特に多い時も⾧時間安心用10枚

(270cc)

10×16＝160枚 450×460×270 ／ 6.2kg 4903111934256

軽失禁
パッド

ライフリー
さわやかパッド
その瞬間も安心用12枚

12×12＝144枚 450×380×345 ／ 6.2kg 4903111934881



カテゴリー 商品名 商品画像
入数

袋入数(枚)×ケース入数(袋)＝ケース入数

段ボール

高さ×幅×奥行（単位：mm)／重量
ＪＡＮコード

ケア用品
ライフリー
業務用さらさらからだふき30枚

30×12＝360枚 205×465×230 ／ 6.4kg 4903111482788

ケア用品
ライフリー
お肌にやさしいウェットタオル40枚

40×10＝400枚 236×318×313 ／ 8.1kg 4903111947546

ケア用品
ライフリー
おしりふきトイレに流せる72枚

72×12＝864枚 195×390×205 ／ 6.2kg 4903111538737

ケア用品
ライフリー
介護用シート16枚

16×4＝64枚 305×615×405 ／ 14.5kg 4903111016433

ウェットティッシュ
シルコット
ノンアルコール除菌
ウェットティッシュ詰替45枚×3

135×8＝1,080枚 125×360×345 ／ 4.6kg 4903111440269

ウェットティッシュ
シルコット
99.99%除菌
ウェットティッシュ詰替40枚×3

120×8＝960枚 115×360×325 ／ 3.9kg 4903111486595

マスク
ソフト−ク
超立体®マスクサ−ジカルタイプ

ふつう： 100×12＝1200枚
大きめ： 50×12＝600枚

ふつう： 285×490×300 ／ 4.3kg 
大きめ： 285×370×300 ／ 2.7kg

ふつう： 4903111510559
大きめ： 4903111510474

マスク
ユニ・チャーム
サージカルプリーツマスク

50×20＝1000枚 265×518×382 ／ 5.1kg 4903111550685

マスク
ユニ・チャーム
N95マスク

50×10＝500枚 415×499×292 ／ 4.4kg 4903111566761

ベビー用
テープタイプ ムーニー

Sサイズ：84×3＝252枚
Mサイズ：64×4＝256枚
Lサイズ：54×4＝216枚

Sサイズ ： 390×585×295 ／ 6.8kg
Ｍサイズ ： 425×540×330 ／ 8.5kg
Ｌサイズ ： 445×535×280 ／ 8.2kg

Sサイズ：4903111244102
Mサイズ：4903111244621
Lサイズ：4903111244911

ベビー用
パンツタイプ ムーニーマン

Lサイズ男の子：44×4＝176枚
Lサイズ女の子：44×4＝176枚

男の子： 425×485×330 ／ 6.9kg
女の子 ： 425×485×330 ／ 6.9kg

男の子：4903111206155
女の子：4903111206438

ベビー用
おしりふき

ムーニー
おしりふきやわらか素材詰替８０枚×３

240×8＝1,920枚 175×430×330 ／ 7.8kg 4903111181070

■製品一覧



カテゴリー 商品名 商品画像
入数

袋入数(枚)×ケース入数(袋)＝ケース入
数

段ボール
高さ×幅×奥行（単位：mm)／重量

ＪＡＮコード

生理用品
ナプキン

ソフィボディフィット羽なし
ふつうの日用

30×36＝1,080枚 485×515×380 ／ 7.5kg 4903111382965

生理用品
ナプキン

ソフィボディフィット
スーパーナイトガード羽なし 夜用

10×36＝360枚 285×490×465 ／ 4.3kg 4903111383399

生理用品
ナプキン

ソフィはだおもい
多い昼用210羽つき２６枚

26×18＝468枚 375×375×280 ／ 3.4kg 4903111317950

生理用品
ナプキン

ソフィはだおもい
特に多い昼用230羽つき２０枚

20×18＝360枚 385×365×300 ／ 3.2kg 4903111363407

生理用品
ナプキン

センターインコンパクト
１／２無香料多い昼用２２枚

22×18＝396枚 185×400×320 ／ 2.8kg 4903111310692

生理用品
ナプキン

センターインコンパクト
１／２無香料多い夜用１２枚

12×18＝216枚 185×380×290 ／ 2.3kg 4903111311293

生理用品
ライナー

ソフィkiyora
フローラルリラックスの香り

72×24＝1,728枚 230×415×305 ／ 3.4kg 4903111322947

生理用
タンポン

ソフィソフトタンポン
スーパー３２個
(多い日用)

32×36＝1,152個 300×480×425 ／ 10.9kg 4903111371174

生理用
タンポン

ソフィソフトタンポン
スーパー２５個
(特に多い日用)

25×36＝900個 300×470×375 ／ 9.5kg 4903111371259

■製品一覧

※ご注文はケース単位でお願いします。
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有限会社スルガ防災
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