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石垣島南東海岸の津波石

13:00 開 場
13:20 開会の挨拶・・・株式会社 平仲 代表取締役 平仲信明
13:30 基調講演 「沖縄県における減災計画の考え方」・・・琉球大学 仲座栄三教授
14:30 特別講演 「復興現場支援からみた次への備えとは」 日本財団 樋口裕司氏
15:30 防災用品展示説明会
17:00 閉 会

沖縄県に被害を及ぼした主な地震

太平洋太平洋太平洋太平洋

※参考データ、資料はWikipedia等から引用し作成

会期：2012年8月28日（火）
会場：豊見城中央公民館
主催：（株）平仲、（有）明伸商事、アースウィング（株）

ＮＨＫ沖縄放送局 エフエム沖縄 沖縄縄タイムス社 沖縄テレビ放送
財団法人沖縄観光コンベンションビューロー ラジオ沖縄 琉球朝日放送

琉球新報社 琉球放送 （五十音順・敬称略）

沖縄県に被害を及ぼした主な地震

西暦（和暦）西暦（和暦）西暦（和暦）西暦（和暦） 地域地域地域地域（（（（名称名称名称名称）））） ＭＭＭＭ 主な被害主な被害主な被害主な被害

１７７１年４月２４日
（八重山地震津波） 7.4

八重山列島と宮古列島で被害。溺死者約１２，
０００人、家屋流失２，０００棟余。（明和８）

1909年8月29日
沖縄島近海 6.2

死者２人、負傷者１３人、家屋全半壊１０６
棟。（明治４２）

1911年6月15日
奄美大島近海 8

（奄美、沖縄諸島に被害。死者１２人、家屋
全壊４２２棟。）（明治４４）

1947年9月27日
石垣島北西沖 7.4 石垣島、西表島で被害。死者５人。

（昭和２２）

1958年3月11日
石垣島近海 7.2 死者２人、負傷者４人。

（昭和３３）

1960年5月23日
（チリ地震津波） 9.5注） 死者３人、負傷者２人、建物全壊２８棟。

（昭和３５）

1966年3月13日
台湾東方沖 7.8 与那国島で被害。死者２人、家屋全壊１棟。

（昭和４１）
注）チリ地震のマグニチュードはＫａｎａｍｏｒｉ（１９７７）によるモーメントマグニチュード（Ｍｗ）で、他の地震のマグニチュードと異なります。

※参考データ、資料はWikipedia等から引用し作成



出展商品一覧

NO ブースカテゴリー 商 品 名
入り数
（※）

参考価格
(※）

NO ブースカテゴリー 商 品 名
入り数
（※）

参考価格
(※）

1 非常食・飲料 ホッと！ライス30 30入 ¥13,650 43 備蓄・減災
オイルキャッチャー（フロート型）KBT-

2000
2本入 ¥66,000

2 非常食・飲料 ライスるん 1個 ¥367 44 備蓄・減災 オイルキャッチャー（のれん型）KN-

65-10
10連入 ¥44,000

3 非常食・飲料 3 days ライフボックス 1個 ¥3,675 45 備蓄・減災 オイルキャッチャー（マット） K-50 100枚入 ¥22,000

4 非常食・飲料 救難食糧ER【9食入） 1個 ¥1,995 46 備蓄・減災 雷警報器 サンダーメーター 1台 ¥1,449,000

5 非常食・飲料 10年保存水1.5ℓ（飲むおんせん) ¥395 47 備蓄・減災 耐震ドアシステム アケルくん 1式 ¥16,000

6 非常食・飲料 エコアクア １ℓ ¥210 48 備蓄・減災 長周期/低周期対応免震冶具 1.0ｲﾝﾁ/個 ¥10,500/個

7 非常食・飲料 エコアクア 500ｍℓ ¥168 49 救出・復旧 軽量折り畳み式ボート 1台 ¥374,850

8 非常食・飲料 パンの缶詰 パンカン 1個 ¥417 50 救出・復旧 レスキューシート（ブランケット） 1個 ¥157

9 非常食・飲料 缶入りミルクビスケット 1個 ¥262 51 救出・復旧 背負式救出・救助資材セット 1式 ¥52,500

10 非常食・飲料 缶入りミニクラッカー 1個 ¥262 52 救出・復旧 投げ消すサット119エコ 4本 ¥5,980

11 非常食・飲料 救食Ｂ カレーライス（５年保存） 1個 ¥1,050 53 救出・復旧 消棒RESCUE 3本 ¥6,300

12 非常食・飲料 救食Ｂ とりたまご丼（５年保存） 1個 ¥1,050 54 救出・復旧 消棒miny 6本 ¥7,140

13 非常食・飲料 アルファ米 1個 ¥357 55 救出・復旧 消棒 1本 ¥15,750

14 非常食・飲料 救難食糧セブンオーシャンズ 1個 ¥1,680 56 救出・復旧 ＬＥＤ充電式ポータブル投光器 1台 ¥126,000

高性能浄水ボトルシェイルサバイバル スマートホーン（折りたたみ式メガ

展示会場レイアウト図

各商品の詳細は、各ブースの商品毎に配置されているパンフレットにてお確かめ下さい。

15 非常食・飲料 高性能浄水ボトルシェイルサバイバル

3
1個 ¥5,250 57 救出・復旧

スマートホーン（折りたたみ式メガ
ホン）

1個 ¥598

16 非常食・飲料 サバイバル3 交換フィルタ 58 救出・復旧 MiLED miniⅡ 1個 ¥3,980

17 非常食・飲料 非常用食糧備蓄王 5年保存 1個 ¥6,174 59 救出・復旧 MiLED 夜ピカ見はるん 参考出品

18 非常食・飲料 北アルプス保存水（5年） 2ℓ ¥1,890 60 救出・復旧 ＳＯＳ笛 1個 ¥420

19 非常食・飲料 北アルプス保存水（5年） 500ｍℓ ¥4,320 61 救出・復旧 救命胴衣付合羽 KK-12 TYPE-A 1個 ¥30,450

20 非常食・飲料 ロングキープブレッド（非常食パン） 1個 ¥525 62 救出・復旧 簡易担架・お助け袋MK－1 1個 オープン

21 備蓄・減災 ヨドコウの防災倉庫 63 救出・復旧 土NO袋 1個 オープン

22 備蓄・減災 スーパー防災マップ 64 救出・復旧 水中探知機 ハミンバード 1式 ¥355,000

23 備蓄・減災 非常持出袋（7点セット） OPEN 65 救出・復旧 ガソリン携行缶 別紙

24 備蓄・減災 便利なLED電球パック OPEN 66 救出・復旧 移動式蓄電池シスム Ｔｒｏｌｌey 1台 ¥554,400

25 備蓄・減災 防水充電ラジオ TY-JR50 OPEN 67 救 護 サーマルバック 1個 ¥6,300

26 備蓄・減災 防水充電ラジオ ＴＹ-JR11 OPEN 68 救 護 10人用救急セット 1個 ¥12,600

27 備蓄・減災 水に浮くリュック（大） 1個 ¥4,980 69 救 護 救急医療情報キット 1個 ¥399

28 備蓄・減災 水に浮くリュック（小） 1個 ¥4,480 70 避難生活 移動かまど 1個 ¥388,500

29 備蓄・減災 水に浮くリュック（小）セット 1個 ¥6,300 71 避難生活 PAIL TOILET KIT（テント付） 1個 ¥36,750

30 備蓄・減災 防災用品巾着セット 1個 ¥6,980 72 避難生活 生活用ロッジテント 10人用 1個 ¥262,500

31 備蓄・減災 防災の心得（地震編） 1個 ¥400 73 避難生活 防災用マルチルーム 1個 ¥42,000

32 備蓄・減災 ウエストポーチ型マリンベスト KK1 1個 ¥19,950 74 避難生活 自動ラップ式トイレ ラップポン 1個 ¥168,000

33 備蓄・減災 肩掛式ライフジャケット KK5 1個 ¥27,300 75 避難生活 アルミコンパクトベンチ 1個 ¥13,650

34 備蓄・減災 レーザー反射器付マリンベスト 1個 ¥27,300 76 避難生活 寝袋 1個 ¥6,195

35 備蓄・減災
手投げ自動膨張式浮輪 セイフ
ロート

1個 ¥14,700 77 避難生活 クイックウォータータオル 1個 ¥315

36 備蓄・減災 携携帯式自動膨張式浮輪 LR-1 1個 ¥15,960 78 避難生活 携帯型熱中症計 見守りっち 1個 ¥2,310

37 備蓄・減災 携帯式自動膨脹式浮輪 LR-3 1個 ¥13,860 79 避難生活 置型熱中症計 見守りっち 1個 ¥3,150

38 備蓄・減災 救命索付浮輪投射器 ARA-2 1個 オープン 80 避難生活 新型高性能マスクPandemicGuard99 ¥6,300

株式会社日貿 興亜化工株式会社 日本セイフティー株式会社 星野総合商事株式会社 大和重工株式会社

株式会社淀川製鋼所 岡田商事株式会社 バスタ技研株式会社 株式会社小川キャンパル

株式会社ディア・ハート・コミュニケーションズ 株式会社ＫＤＤＩ 株式会社平仲 有限会社明伸商事

沖縄県学校用品株式会社 沖縄東芝株式会社 アースウィング株式会社 有限会社ビュード

多摩川クラフト有限会社 株式会社アンティシスモ 株式会社スリーケー 株式会社デザインファクトリー

株式会社ボネックス 株式会社ワイピーシステム 三篠紙器工房株式会社 未来環境開発研究所(株)

（協力） 東京都中小企業支援公社 有限会社ライブアップ

出展者一覧

アンケート記入コーナー

出入り口

取扱店連絡先一覧

会 社 名 部 署 ＴＥＬ ＦＡＸ

株式会社 平仲 環境開発事業部 098-856-7888 098-850-5888

有限会社 明伸商事 098-857-8295 098-858-6044

ＫＤＤＩ株式会社 ソリューション沖縄支店 098-864-0077 098-869-3614

沖縄県学校用品株式会社 098-867-3683 098-862-0112

沖縄東芝株式会社 施設営業部 098-877-6941 098-877-8632

アースウィング株式会社 防災環境事業部 098-894-5612 098-894-5614

※各商品の仕様詳細、取扱店は各ブースの商品パンフレットにてご確認下さい。
※各商品の価格・単位は参考価格です。お手数ですが購入ご検討前に必ず取扱店にご確認下さい。

38 備蓄・減災 救命索付浮輪投射器 ARA-2 1個 オープン 80 避難生活 新型高性能マスクPandemicGuard99 ¥6,300

39 備蓄・減災 防災用ずきん（大人用） 1個 ¥3,129 81 避難生活 コンデンス除湿機ＡＺ 1台 ¥59,800

40 備蓄・減災 幼児用救命胴衣 NS-1500 1個 ¥7,350 82 避難生活 タービュランス空気清浄器 1台 ¥59,800

41 備蓄・減災 小児用救命胴衣 NS-4000 1個 ¥7,350 83 避難生活 簡易型ポケットトイレ ミニ１０ 1個 ¥1,890

42 備蓄・減災 大人用救命胴衣 NS-10Z-1 1個 ¥5,775 84 避難生活 アルミ毛布 1個 ¥1,575

85 通信・情報
イリジウムサービス（衛星携帯電
話）

■各コーナーにて、試食・実演などご用意しております。■緑の紐の名札はメーカー、青の紐はスタッフです。


