
株式会社三菱ケミカルホールディングス KAITEKI推進室発行

本カタログに記載している内容は、2019年4月現在のものであり、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ先
株式会社三菱ケミカルホールディングス
〒100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル
TEL：03-6748-7200　URL：www.mitsubishichem-hd.co.jp

コールセンター

「人、社会、そして地球の心地よさがずっと続いていくこと」
私たちは、これをKAITEKIと名付けました。

この姿をめざして、
Sustainabi l ity、Health、Comfortを価値基準として、

グローバルにイノベーション力を結集し、
ソリューションを提供していきます。

三菱ケミカルホールディングスは
未来を見すえて明日をかえる会社
THE KAITEKI COMPANYです。

三菱ケミカルホールディングスグループ

KAITEKI防災・減災貢献製品



1

はじめに　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　2

自然災害の３つのステージ　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　4-7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　9-13

「KAITEKIの精神で防災・減災分野にも貢献」　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  14
 日本アジアグループ株式会社　取締役
 国際航業株式会社　代表取締役会長
 呉　文　繍

contents

インフラ強化

土壌侵食防止ブロックマット
ゴビマット®22炭素繊維シート リペラーク®

CFRPプレート eプレート CFRPロッド リードライン®11 ケミカルグラウト エヌタイトTM・
ニトロックTM・ TM33

補強土壁　テンサー®44 プラスチック製カゴ枠　ダイヤセル®55

親水性高分子系壁面・管口止水剤
フレクイックTMエース77

コンクリート舗装のメタクリル樹脂系補修材料
ドーロガードTMキット66

受水槽　ヒシタンク®88

スプリンクラー配管システム
ユカロンエクセル®パイプSP1010

アルミ樹脂複合板 アルポリック®99

不燃シート プライキャンバス®Ｇ-1025シリーズ1111 ウレタン天井材　ヒシパネル®1212

樹脂製波板 ヒシ波ポリカ®  ヒシ波®ガラスネット
ヒシ波®エース  ヒシ波ニュークリアー®1414ウレタン原液システム  ノバレタン®1313

ミニガスカートリッジ1818

蓄光蛍光体顔料　クライトブライト1515 蓄光テープ1616 ハザードマップ　合成紙ユポ®1717

避難支援

被災者支援

地下水・工水飲料化事業
地下水膜ろ過システム1919 駐車場対応人工芝  アストロレアル®2121LPガス2020

温水式床暖房システム エクセルヒーティング
冷暖房輻射パネル サーモマイルド®2222

手軽な血液検査を中心としたセルフメディケーションサービス

じぶんからだクラブ®2323 トリアージタグ　合成紙ユポ®2424

保冷保温コンテナ ASKOC®-302626ワサオーロ® シリーズ2525 クリンスイ 5年保存水2727

ビタミンＥ2929有胞子性乳酸菌 ラクリス®2828 アスパラ®ドリンクα3030

ナンパオ®3131 タナベ胃腸薬〈調律〉3333フルコート®f3232

部屋干し対応繊維　ボンネルTMAg3737

アスパラ®目薬モイストＣＬ3434 タナベ胃腸薬ウルソ®3535 消臭繊維 キュートリーTM3636

インフラ強化

土壌侵食防止ブロックマット
ゴビマット®22炭素繊維シート リペラーク®

CFRPプレート eプレート CFRPロッド リードライン®11 ケミカルグラウト エヌタイトTM・
ニトロックTM・ TM33

補強土壁　テンサー®44 プラスチック製カゴ枠　ダイヤセル®55

親水性高分子系壁面・管口止水剤
フレクイックTMエース77

コンクリート舗装のメタクリル樹脂系補修材料
ドーロガードTMキット66

受水槽　ヒシタンク®88

スプリンクラー配管システム
ユカロンエクセル®パイプSP1010

アルミ樹脂複合板 アルポリック®99

不燃シート プライキャンバス®Ｇ-1025シリーズ1111 ウレタン天井材　ヒシパネル®1212

樹脂製波板 ヒシ波ポリカ®  ヒシ波®ガラスネット
ヒシ波®エース  ヒシ波ニュークリアー®1414ウレタン原液システム  ノバレタン®1313

ミニガスカートリッジ1818

蓄光蛍光体顔料　クライトブライト1515 蓄光テープ1616 ハザードマップ　合成紙ユポ®1717

避難支援

被災者支援

地下水・工水飲料化事業
地下水膜ろ過システム1919 駐車場対応人工芝  アストロレアル®2121LPガス2020

温水式床暖房システム エクセルヒーティング
冷暖房輻射パネル サーモマイルド®2222

手軽な血液検査を中心としたセルフメディケーションサービス

じぶんからだクラブ®2323 トリアージタグ　合成紙ユポ®2424

保冷保温コンテナ ASKOC®-302626ワサオーロ® シリーズ2525 クリンスイ 5年保存水2727

ビタミンＥ2929有胞子性乳酸菌 ラクリス®2828 アスパラ®ドリンクα3030

ナンパオ®3131 タナベ胃腸薬〈調律〉3333フルコート®f3232

部屋干し対応繊維　ボンネルTMAg3737

アスパラ®目薬モイストＣＬ3434 タナベ胃腸薬ウルソ®3535 消臭繊維 キュートリーTM3636

インフラ強化

土壌侵食防止ブロックマット
ゴビマット®22炭素繊維シート リペラーク®

CFRPプレート eプレート CFRPロッド リードライン®11 ケミカルグラウト エヌタイトTM・
ニトロックTM・ TM33

補強土壁　テンサー®44 プラスチック製カゴ枠　ダイヤセル®55

親水性高分子系壁面・管口止水剤
フレクイックTMエース77

コンクリート舗装のメタクリル樹脂系補修材料
ドーロガードTMキット66

受水槽　ヒシタンク®88

スプリンクラー配管システム
ユカロンエクセル®パイプSP1010

アルミ樹脂複合板 アルポリック®99

不燃シート プライキャンバス®Ｇ-1025シリーズ1111 ウレタン天井材　ヒシパネル®1212

樹脂製波板 ヒシ波ポリカ®  ヒシ波®ガラスネット
ヒシ波®エース  ヒシ波ニュークリアー®1414ウレタン原液システム  ノバレタン®1313

ミニガスカートリッジ1818

蓄光蛍光体顔料　クライトブライト1515 蓄光テープ1616 ハザードマップ　合成紙ユポ®1717

避難支援

被災者支援

地下水・工水飲料化事業
地下水膜ろ過システム1919 駐車場対応人工芝  アストロレアル®2121LPガス2020

温水式床暖房システム エクセルヒーティング
冷暖房輻射パネル サーモマイルド®2222

手軽な血液検査を中心としたセルフメディケーションサービス

じぶんからだクラブ®2323 トリアージタグ　合成紙ユポ®2424

保冷保温コンテナ ASKOC®-302626ワサオーロ® シリーズ2525 クリンスイ 5年保存水2727

ビタミンＥ2929有胞子性乳酸菌 ラクリス®2828 アスパラ®ドリンクα3030

ナンパオ®3131 タナベ胃腸薬〈調律〉3333フルコート®f3232

部屋干し対応繊維　ボンネルTMAg3737

アスパラ®目薬モイストＣＬ3434 タナベ胃腸薬ウルソ®3535 消臭繊維 キュートリーTM3636



医療用医薬品

セルフチェックサービス

産業ガス

MMA

診断薬・診断機器

カプセル
・製剤機器

医薬原薬
・医薬中間体

炭素
石化

高機能ポリマー高機能化学情電・
ディスプレイ

高機能
フィルム

環境・生活
ソリューション

高機能成形材料
新エネルギー

臨床検査

2

　気候変動などの影響により、世界各地において大雨、地震、火災噴火、津波、干ばつなど、
さまざまな自然災害が増加しています。特に台風や豪雨、それに伴う洪水の発生は、頻発化・
激化する傾向にあります。また災害による人命被害はもちろん経済的被害が持続可能な社
会の実現に向けて大きな障害になっています。こうした自然災害は、先進国はもちろんイ
ンフラ整備の遅れている脆弱な国や地域により大きな被害を与えています。

　このような社会基盤を揺るがす自然災害に対し、三菱ケミカルホールディングスグルー
プは、４つの事業会社とそのグループ会社が有する機能商品、素材、ヘルスケアの３つの
事業分野の製品を軸に、ステークホルダーの皆様と積極的に協奏※することにより、防災・
減災に貢献するソリューションを提供し安全・安心なKAITEKI社会の実現をめざします。

※ 三菱ケミカルホールディングスグループは、日本防災産業会議をはじめ防災・減災関連のプラ
ットフォームに参加しています。

■ はじめに

（株）地球快適化インスティテュート
Mitsubishi Chemical Holdings America, Inc.
三菱化学控股管理（北京）有限公司
Mitsubishi Chemical Holdings Europe GmbH
（株）三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ
Diamond Edge Ventures, Inc.

事業領域
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　三菱ケミカルホールディングスグループは、製品を通じた防災・減災への貢献に取り組
むため、機能商品、素材、ヘルスケアの３つの事業分野の様々なステークホルダーの方々
との対話を進めてきました。自然災害被害は、様々な要因が絡み広範囲に及ぶため、その
対策である防災・減災貢献製品も様々な分野で貢献できるものが必要だと言えます。また
自然災害被害の長期化やコスト面の課題への対応として、災害時だけではなく平常時にも
有効活用できることが重要であると考えます。

　このため貢献製品の選定において、多種多様なグループ製品がどの分野でどのように貢
献できるかを評価するため、自然災害を３つのステージに分類し、それぞれ選定基準を設
定しました。３つのステージ毎に製品の具体的な貢献をお示しすることで、その製品に関
連するステージの産学官民の方々との協奏を優先的に進め、包括的、効果的な防災・減災
への貢献につなげます。

「自然災害の３つのステージと選定基準」

■ 自然災害の３つのステージ

災害被害の最小限化と早期
復旧を可能にし、平常時も
有効活用できる製品

①インフラ強化

災害直後に必要な製品から、
避難所生活を余儀なくされ
た方へのサポート製品

③被災者支援
災害による危険地域から速
やかに避難するために役立
つ製品

②避難支援
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三菱ケミカルインフラテック株式会社
http://www.mp-infratec.co.jp/products/civil_engineering_materials/

多数のコンクリートブロックを耐久性に優れたフィルターシートに一体化
したブロックマットです。これを盛土法面等に直接敷設することにより施
工効率を大幅に向上。洪水時の土壌表面侵食防止に優れた機能を発揮す
る工法として災害時の安全を確保します。

土壌侵食防止ブロックマット
ゴビマット®22

三菱ケミカルインフラテック株式会社
http://www.mp-infratec.co.jp/products/civil_engineering_materials/

高強度および高弾性炭素繊維を一方向に引き揃えた作業性の良いシート
状やプレート状・棒状の鋼・コンクリート補修・補強材料であり、エポキ
シ樹脂を含浸、接着するだけの簡単施工により、工事の簡便化、工期の
短縮を実現。建築・土木分野での耐震補強・劣化補修・長寿命化等のイ
ンフラ分野に使用されております。

炭素繊維シート リペラーク®
CFRPプレート eプレート　CFRPロッド リードライン®11

株式会社菱晃
https://www.kkryoko.co.jp/products/grout/grout01.html

私たちが安全で快適な生活をしていくために必要な、交通網・上下水道
網等の整備をしていく際の地盤改良工事に適用されており、その主な用途
は地盤強化・止水です。特に都市部においては大規模化・大深度化が著
しくなってきており、地盤改良工事に求められる技術も高くなっております。
水ガラス系の《エヌタイト》シリーズ・《ニトロック》シリーズ、超微粒
子系《 》シリーズなど多種多様な土木建設向けのケミカルグラウト
を開発し、数多くのお客様にご愛用頂いております。

ケミカルグラウト エヌタイトTM・
ニトロックTM・ TM33

土木学会　26年度田中賞受賞

国土交通省　新技術情報提供システム（NETIS）
事後評価済技術KT-990407-VE
土壌侵食防止ブロックマット

国土交通省　新技術情報提供システム
NETIS　登録No：KT-120065-A
超微粒子系高浸透型耐久性グラウト
《 》C4000シリーズを用いた薬液注入工法

国土交通省　新技術情報提供システム
（NETIS） KT-110058-VR
CFRPプレートによる鋼・コンクリート構造物の補
強工法

インフラ強化

竣工後60年以上が経過している割に比較的健全であ
った源太橋だが、狭少幅員による機能不足と車両の
大型化に伴う耐荷性の不足が課題であり、有効幅員
の拡幅と橋体の補強による耐荷性の向上が行われた。
補強はRC吊桁から鋼桁への架替えのほか、外ケーブ
ルや炭素繊維シート接着、CFRPロッド工法などが採
用された。老朽橋のリニューアルとして上下部工の
架替えと比較し、費用を約半分に削減した。

三菱ケミカルインフラテック株式会社
http://www.mp-infratec.co.jp/products/civil_engineering_materials/

土木用の高強度プラスチックネット。本ネットを土塊の中に何層にも分け
て層状に敷くことで補強することができます。主に災害による斜面復旧の
ための工法に使用されます。法面部分は緑化をしたり、間伐材を利用する
ことも可能。フレキシブルな構造のため耐震性の高さも特徴です。様々
な用途で30年以上の多数の実績を有します。

補強土壁　テンサー®44

テンサー補強土壁構造図

スーパー堤防補強事例

道路災害復旧事例

富士山導流堤事例

テンサーは、テンサーテクノロジーズリミテッド
の商標です。
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三菱ケミカルインフラテック株式会社
http://www.mp-infratec.co.jp/setubi/

三菱ケミカルインフラテック株式会社
http://www.mp-infratec.co.jp/products/civil_engineering_materials/

株式会社菱晃
https://www.kkryoko.co.jp/products/acrysirup/acrysirup06.html

株式会社菱晃
https://www.kkryoko.co.jp/products/grout/grout02.html

工場で仮組立されたプラスチック製のカゴ枠のため、従来工法より、部材
が軽く組立も簡単であり、豪雨や地震による土砂崩れなど緊急時の復旧
対策に適しています。耐久性が高く半永久構造物としてご使用いただけま
す。

清潔な飲料水を提供することを第一に開発された「ヒシタンク」。水槽に
求められる耐震性、衛生性、耐久性、施工性などの条件に高水準の品質
でお応えし、マンションやオフィス、病院、工場、レジャー施設など様々
な場所でご利用いただいています。また緊急遮断弁システムを水槽の出
水口（給水側）に装備いただくと、地震災害時に水槽に取り付けた弁が閉
まり、水の流出を防止し、大切な生活用水を確保します。

セメントコンクリート或いはアスファルト舗装面のわだち掘れ、段差及び
欠損部等の補修材で、取り扱いが簡単なキットタイプです。メタクリル樹
脂を主成分とした道路向け補修材で、短時間で硬化し、耐候性や耐久性
に優れています。－10℃の低温化でも施工可能で、冬季施工も可能です。
補修後、約1時間で道路開放ができ、道路や床版の維持・補修に最適です。
道路、橋梁等の緊急補修で貢献します。

下水道や電力/電話などのケーブルが敷設されている洞道は、全国的な規
模で普及しつつありますが、この維持管理の歴史の中で頭を悩ませてきた
事柄に、地下水の浸水の問題があります。この対策として、当社は長年蓄
積した土木・建築資材開発の技術を生かし、作業性、経済性を考慮した
耐久性のある止水剤《フレクイック》エースを開発しました。《フレクイ
ック》エースはコンクリート構造物の壁面止水、及び洞道内に敷設されて
いるケーブルの管口止水に、優れた止水効果を発揮します。壁面止水工
法の用途をはじめとして、さまざまなタイプのコンクリート構造物等の、
漏水補修及び事前シーリングができます。

プラスチック製カゴ枠　ダイヤセル®

受水槽　ヒシタンク®

親水性高分子系壁面・管口止水剤
フレクイックTMエース

コンクリート舗装のメタクリル樹脂系補修材料
ドーロガードTMキット

55

88

77

66

インフラ強化

施工事例

製品荷姿

ダイヤセル荷姿

コンクリート舗装への適応（キットJCⅡ）

キットJCⅡ（コンクリート用）

アスファルト舗装への適応（キットASⅡ）

キットASⅡ（アスファルト用）

緊急遮断弁システム

FRP製

ステンレス製

［用途場所］ 
電力通信ケーブル用洞道（カルバート
構造・シールド洞道）／ダム／マンホ
ール／貯水槽／トンネル／橋梁／自動
車用陸橋／地下鉄道トンネル／汚水タ
ンク／水泳プール／擁壁
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三菱ケミカルインフラテック株式会社
http://www.mp-infratec.co.jp/products/building_equipment/

三菱ケミカル株式会社
http://www.alpolic.com/japan/ ダイヤプラスフィルム株式会社

http://www.dpf.co.jp/

防災意識の高まりとともに、スプリンクラー設備の設置義務付けが強化さ
れています。30ｍ(実質11階）以上の高層マンション、共同住宅用スプリ
ンクラー配管システムです。「ユカロンエクセル」パイプSPは、独自に開発
した単層管融着継手の採用により、融着部はパイプと完全に一体化し、漏
水の心配がありません。実績のある架橋ＰＥ管「ユカロンエクセル」
パイプと電気融着継手による一体構造を工場プレハブ加工にて安定した
品質を提供します。財）日本消防設備安全センター認定品

「アルポリック」は表面にアルミニウム、芯材に樹脂を使用した３層構造
からなるアルミ樹脂複合板です。1970年代から現在に至るまで国内トッ
プメーカーとして走り続け、現在では世界各国で使用される建材となって
います。防火性芯材（fr芯材）を使用して国内外の防火認定グレードを取
得した「アルポリック/fr」シリーズや、表面にステンレスを使用した「ア
ルポリック/fr」SCMなど、構成を変えることでさまざまな意匠・特性を発
揮し、幅広い用途で使用できます。

プライキャンバス®Ｇ-1025シリーズは、ＰＶＣ／ガラスクロス／ＰＶＣ
で構成されたラミネート製不燃シートです。主な用途は、「防煙垂れ壁」、「不
燃ブース」、「不燃間仕切りカーテン」です。不燃材料に認定されている単
層のガラス板や鋼板などの一般的な不燃材料と比較し、シート素材のた
め軽量かつ柔軟です。プライキャンバス®Ｇ-1025シリーズはナチュラル色、
白色、及びカラー対応ができる「Ｇ-1025BT」と、高透光で視認性があ
る「Ｇ-1025CL」をラインナップしています。「Ｇ-1025CL」は、シート
越しに作業者、設備、稼働状況などが視認できるため、製造現場での間
仕切り等においても広範囲にご活用いただけます。

スプリンクラー配管システム
ユカロンエクセル®パイプSP

アルミ樹脂複合板 アルポリック® 不燃シート プライキャンバス®Ｇ-1025シリーズ

1010

99 1111

SP-フランジ付ヘッダー

SP-ヘッド継手

三菱ケミカル株式会社
https://www.m-chemical.co.jp/products/departments/mcc/fmp/
product/1200551_7322.html

2011年の東日本大震災で天井崩落事故が多発し、以降、天井耐震化に寄
与する軽量で安全な天井材料が求められてきております。「ヒシパネル®」
は表面にアルミニウム、芯材にイソシアヌレ－ト樹脂を使用した軽量不燃
発泡複合板です。不燃性、断熱性、意匠性も兼ね備え、耐震安全性への
追求から誕生した時代に求められる新しい天井パネルです。

ウレタン天井材　ヒシパネル®1212

用途例

防煙垂れ壁

不燃ブース

不燃間仕切りカーテン

プライキャンバス®Ｇ-1025

Ｇ1025BT
ナチュラル

Ｇ1025ＣＬ
高透光
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インフラ強化

三菱ケミカル株式会社
https://www.m-chemical.co.jp/products/departments/mcc/fmp/
product/1200564_7322.html

ポリ塩化ビニル、ポリカーボネートの２つの材質をラインナップし、耐候性、
防火性、耐熱性、耐衝撃性、透明性、熱吸収性など用途に合わせた特長
をもつ波板製品を取り揃えています。軽量で切断等の加工性が容易なこ
とから仮設小屋屋根材や囲いに有効です。特にエンボス柄で不透明な色
柄のものはプライバシーを確保しつつ十分な採光を得られる特徴が活か
され玄関囲いやストックヤードに使われます。東日本大震災でも仮設住宅
の玄関風除け室に使われました。

樹脂製波板 ヒシ波ポリカ®  ヒシ波®ガラスネット
ヒシ波®エース  ヒシ波ニュークリアー®1414

三菱ケミカル株式会社
https://www.m-chemical.co.jp/products/departments/mcc/fmp/
product/1200551_7322.html

主原料であるポリオールとイソシアネートに多様な助剤を組み合わせ、お
客様のニーズに最適な高性能建材用ポリウレタンを材料レベルから提案
致します。断熱性、軽量性などのポリウレタンの優れた特長と、独自の難
燃化技術を用いて、住宅向け断熱材や冷凍冷蔵倉庫パネル、災害時の仮
設住宅向芯材など、幅広い用途にご使用頂けます。

ウレタン原液システム  ノバレタン®1313
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株式会社ユポ・コーポレーション
http://japan.yupo.com/

株式会社菱晃
https://www.kkryoko.co.jp/kuraito/index.html

ダイヤテックス株式会社
http://www.diatex.co.jp/publics/index/43/

日本炭酸瓦斯株式会社
http://www.ntg.co.jp/products/

蓄光蛍光灯カバー クライトブライトは停電になると蓄えていたエネルギ
ーで発光し、ゆっくりと放出することで長時間の発光が可能となり、人が
安全に行動できる程度の明るさを保つことができます。精神を落ち着か
せる効果があるブルーグリーンの発光体なので暗闇でパニックになること
を回避できます。また蛍光灯が割れた時もガラスの飛散を軽減できます。

優れた耐久性・耐水性を持つ「ユポ」は、さまざまな形の地図の素材とし
て、数多く採用されています。「ユポ」は自治体、そして何より各家庭の
災害リスク管理に不可欠なハザードマップでもその機能を発揮します。特
に、今後は避難訓練等も多く行われ、ハザードマップの使用頻度が増加
するので、開いたり戻したりしても、折り目から裂けにくい「ユポ」の特
徴がより重視されるものと予想しています。ユポの防災アイテムを導入い
ただいた自治体などでは、その機能にご満足頂いています。

施工性が簡易ではさみやカッターが不要。任意の長さでカットでき、短時
間で注意喚起場所に標示ができます。粘着力が強く、どこにでも貼れます。
手で簡単に切れて、しかも丈夫。
● 停電時の避難誘導に　●取っ手や段差の目印に　
●スイッチなどの位置表示に

火災事故・海難事故等の減災・人命救助に！
ミニガスカートリッジは、手のひらサイズの小さな容器にさまざまな高圧
ガスを充填した、クリーンでコンパクトなエネルギーです。高圧ガス保安
法適用除外※のミニ容器（内容積100ml以下）に、液化ガスまたは圧縮ガ
スを充填したハンディなガス源です。安全封板により、破裂の心配があり
ません。防災用途は、ライフジャケット、消火器噴射源など。
※ ミニガスカートリッジ（小型高圧ガス容器）は高圧ガス保安法の適用除外にな
っておりますが、容器内のガスは同法の適用となります。

蓄光蛍光体顔料　クライトブライト

蓄光テープ

ミニガスカートリッジ

ハザードマップ　合成紙ユポ®1515

1616

1818

1717

避難支援

蓄光蛍光灯カバー

安全封板
過熱状態になると、安全装置の「安全封板」
が確実に作動し、ガスを少量ずつ放出させ、
破裂や飛翔などによる事故を未然に防ぎ
ます。（可燃性ガスを除く）

二重安全封板
外部との接触や落下などにより安全封板
に穴が開いた場合でも、ミニガスカートリ
ッジ内に設けられている二つ目の安全装置
の小口径オリフィスが、ガスを少量ずつ放
出させることで、事故を未然に防ぎます。

蛍光灯点灯時 クライトブライト自発光時

包装仕様

・消灯時
・停電時

・消灯時
・停電時
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三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社
http://www.wellthy.co.jp/

株式会社アストロ
http://www.astrocorp.co.jp/jisseki_longpile1.html

大陽日酸エネルギー株式会社
http://www.tn-energy.com/

三菱ケミカルインフラテック株式会社
http://www.mp-infratec.co.jp/products/building_equipment/

くみ上げた地下水を高度な膜ろ過処理で安全・安心な飲料水として供給
する分散型自家用水道システムです。東日本大震災以降、災害時の事業
継続が注目される中で、公共水道との併用で水源を二元化することにより、
防災力向上に貢献します。
熊本地震時の公共水道断水地域でも、システムは稼働しBCP、CSRで貢
献しました。

人工芝と基布の接点が多数になるウィービング製法により、車のタイヤの
回転にも負けない引抜強度を実現した人工芝です。従来のタフト製法によ
る人工芝の約10倍の引抜強度があり、人工芝では不可能とされてきた臨
時での駐車場利用が可能になりました。
災害時、車両乗り入れが可能な屋外地域防災拠点づくりに役立ちます。

災害・非常時にも強い分散型エネルギー
LPガスは容器での運搬が容易であるため、他のライフラインに比べて、
地震などの大災害下でもいち早く復旧することが可能です。また、避難
所や被災者用仮設住宅での調理・給湯用などのエネルギーとして極めて
有効です。
2011年３月11日東日本大震災、2016年４月14日熊本地震の際、本震や
大きな余震の都度、LPガス世帯に対し安全点検の実施を余儀なくされま
したが、順次速やかに復旧されました。他のライフラインが断たれたあと
でも、避難所ではLPガスが炊き出し用や仮設の風呂用熱源として、また
仮設住宅の燃料として使用できる分散型エネルギーとして評価されました。

高齢者や健康に不安がある方の被災後の２次被害を防ぐため、体にやさ
しい室温を保つことが必要です。温水式床暖房システムおよび冷暖房輻
射パネルは、風のない輻射による原理のため呼吸器への影響が少なく、
ほこりの舞い上がりがない、体にやさしく快適な暖かさ、涼しさを提供し
ます。また災害によるトラブルで電気が停止した際も、蓄熱フローリング
「エコ熱プラス®」※2を併用することで、一定時間暖かさが持続します。こ
のような特徴を持つ温水式暖房システムは、災害時のみならず平時から
病院や社会福祉施設等でお使いいただいております。

地下水・工水飲料化事業
地下水膜ろ過システム 駐車場対応人工芝  アストロレアル®

温水式床暖房システム エクセルヒーティング
冷暖房輻射パネル サーモマイルド®※１

LPガス

1919 2121

2222

2020

被災者支援

エクセルヒーティング使用事例

サーモマイルド®概要

サーモマイルド®使用事例

災害拠点病院 介護老人保健施設

※1「サーモマイルド®」は旭化成ホームズ株式会社の登録商標です
※2「エコ熱プラス®」は永大産業株式会社の登録商標です

風を起こす為に送風
感（肌寒い感じ）が
あります。室内の埃
を舞い上げてしまう
場合もあります。

®
風を起こさず、部屋
を一様に冷暖房しま
す。冷房は「トンネ
ルの涼しさ」、暖房
は「日向ぼっこの暖
かさ」
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健康ライフコンパス株式会社
https://www.jibunkarada.jp/

株式会社ユポ・コーポレーション
http://japan.yupo.com/

三菱ケミカルインフラテック株式会社
http://www.mp-infratec.co.jp/products/logistics_materials/

「病気になったら直す」ではなく、「病気になる前にしっかりチェックしケ
アする」「健康な方はより健康に」という発想から、まずチェック手段と
して自己採血による手軽な血液検査サービスをご提供。全国約1500店舗
のドラッグストアや薬局（2017年3月末現在）の他、企業内や商業施設
でのスポットイベントの実施もお受けしています。さらに健康維持・増進
のための様々なソリューション、情報をご用意し、皆様の健康管理のお手
伝いをいたします。

傷病者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために傷病者
の治療優先順位を決定する際に用いる識別票。示された色を見れば、一
目で緊急度が分かります。複写可能なユポカーボンレスを使用しておりま
す。

表面層と発泡断熱材を一体化した3層断熱構造で、温度変化をしっかり抑制。
保温・保冷性に優れたコンテナです。耐久性があり、洗剤洗浄、水洗いも
可能です。本体は折り畳みができ、空箱の輸送・保管効率が大幅に向上
します。保温・保冷性に優れたコンテナで、洗浄性もよいため災害時の食
品の一時保管に適します。また折り畳みができるため空箱時の保管スペ
ースを取りません。

手軽な血液検査を中心としたセルフメディケーションサービス

じぶんからだクラブ®

トリアージタグ　合成紙ユポ®

保冷保温コンテナ ASKOC®-30

2323

2424

2626

三菱ケミカルフーズ株式会社
http://www.mfc.co.jp/product/wasaouro/index.html

ワサビなどに含まれる抗菌素材であるアリルカラシ油を応用し、使いやす
い形状に製品化しました。加工食品で問題となる食中毒菌、腐敗細菌、カ
ビ、酵母などに高い抗菌効果を発揮することが、さまざまな実験や事例
で確認されています。避難所などでの食品の日持ち向上、鮮度維持、食
中毒の回避に貢献します。

ワサオーロ® シリーズ2525

FNシート

TNシート

天然成分の優れた抗菌性を備えたフィルム
状のFNシート。バランの形に成形・加工し
た親しみやすい“バラン”タイプと、わさびの
絵を印刷したカラフルな“わさび”タイプ。

お弁当などの各種折詰め容器に、盛り付
けが終わった段階で食品の上に置いて使
用するのがTNシートです。

ワサオーロ®・カセット
ワサビやカラシのツンとくる香りの成分には、
強い防カビ効果や防虫効果があります。ワサオ
ーロ・カセットは、これらの成分を活用し、食
品売り場のショーケースや陳列棚におくだけで、
防カビ、防虫効果を発揮します。

ASKOC®-30

折り畳み状態
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被災者支援

三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
http://shop.cleansui.com/hozonsui

三菱ケミカルフーズ株式会社
http://www.mfc.co.jp/product/rakurisu/index.html

“万が一”のときのお水、備えていますか？　クリンスイでは、水道が使え
ない場面でも安心して水を使っていただくために、５年間の備蓄が可能な
安心・やさしい天然水＜クリンスイ ５年保存水＞をご用意しています。

「ラクリス」は、天然のカプセルである胞子を作ることができるユニーク
な乳酸菌であるため「有胞子性乳酸菌」とも呼ばれています。胞子形状
の「ラクリス」は、乳酸菌の弱点である熱や酸に強い耐性をもち、生きた
まま人の腸に届くことで活発にはたらきます。避難所におけるストレスの
高い生活環境での腸内健康をサポートします。

 2016年度調査 
（ 三菱レイヨン・クリンスイが、全国の20～69歳の生活者の方、
約1000人を対象に実施した調査結果）

Ｑ： あなたのご家庭では、緊急時用にペットボトルで
飲み水を保存していますか。

　「保存しようと思っているが、保存できていない」 31.7%
　「保存しようと思わない」 26.6％
合計58.3%の人が保存していないとなります。（2013年度は、54.2％）

　 ペットボトルで飲み水を保存していると回答された方の
エリア別比率

北海道・東北 44.7% 関東 50.9% 中部 35.8%
近畿 40.6% 中国・四国 19.6% 九州 39.1%

有胞子性乳酸菌 ラクリス®

クリンスイ 5年保存水

2828

2727

胞子

三菱ケミカルフーズ株式会社
http://www.mfc.co.jp/product/vitamin_e/index.html

ビタミンEは、健康な毎日を過ごすために欠かすことのできない素材であり、
医薬品、化粧品、健康食品など多くの用途で活躍しています。
ビタミンEは、抗酸化作用を始めたような機能を有し、高い抗酸化作用に
より細胞の老化を防ぐ、ホルモンバランスを整える、コレステロール値の
低下、血管の健康維持、血行促進による冷え性の解消、肌荒れの改善な
ど様々な効果を示します。
避難所生活では、さまざまな栄養素が不足しがちであり、ビタミンEなど
の補給が求められています。

ビタミンＥ2929

田辺三菱製薬株式会社
http://www.mt-pharma.co.jp/healthcare/index.html

「アスパラ」ドリンクαはカリウム・マグネシウムなどのミネラルを細胞内
に効率よく補給し、疲労回復に優れた効果を発揮するアスパラギン酸カリ
ウム・マグネシウム、弱った肝臓の働きを高め、全身への栄養補給を助け
るタウリン、代謝に役立つビタミンB群、さらに現代人に不足しがちな鉄
分を配合。味はスッキリ飲みやすいフルーツフレーバーで女性にもおすす
めです。
被災者のセルフメディケーションに貢献します。

アスパラ®ドリンクα3030

※乳酸菌原料の販売であり、サプリメントなどは取り扱っておりません。

※ビタミンE原料の販売であり、サプリメントなどは取り扱っておりません。
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田辺三菱製薬株式会社
http://www.mt-pharma.co.jp/healthcare/index.html

田辺三菱製薬株式会社
http://www.mt-pharma.co.jp/healthcare/index.html

田辺三菱製薬株式会社
http://www.mt-pharma.co.jp/healthcare/index.html

健康のためには日頃から体調に気を配り、早めに手当てすることが大切で
す。多くの生薬には自然治癒力を高めるはたらきがあり、その生薬をうま
く組み合わせることによって、より効果が発揮されます。
ナンパオは31種類の身体に優しい生薬を、当社の技術で製品化した、の
みやすいカプセル剤です。 歳を重ねるにつれ腰痛・肩こりを伴い、疲れ・
だるさの抜けない人にきめ細かな効果をもたらします。
被災者のセルフメディケーションに貢献します。

「もたれる」「胃が重い」「ムカムカする」などの不快な症状は、“胃腸運動”
の低下等が原因で引き起こされているのです。タナベ胃腸薬〈調律〉は、“胃
腸運動”調律剤トリメブチンマレイン酸塩に加え、２種の消化剤、３種の
制酸剤と酸分泌抑制剤、粘膜修復剤を配合した総合胃腸薬です。弱った
胃腸をイキイキ動かす外からのトリメブチンマレイン酸塩効果と、内から
の効果（消化・制酸・粘膜修復）により、不快な症状を改善。外と内から
効いて、スッキリさせる胃腸薬です。

湿疹・皮膚炎などの皮膚トラブルは、皮膚で炎症が起こり、赤み、腫れ、
かゆみなどが症状としてあらわれたものです。 患部をかき壊してしまうと、
治療期間が長引くだけでなく、治ってからも跡が残ることがあります。ま
たかき壊した傷口は細菌が増殖して化膿しやすい状態となります。「フル
コート」fは、優れた抗炎症作用のある「フルオシノロンアセトニド」と、
抗生物質「フラジオマイシン硫酸塩」を配合した軟膏剤です。「フルオシ
ノロンアセトニド」がつらい湿疹・皮膚炎の炎症を抑え、「フラジオマイ
シン硫酸塩」が化膿を防ぎます。

アスパラ目薬モイストＣＬは、潤い補助成分のヒプロメロースが目にじん
わり広がって、なみだの蒸発を抑えます。パソコンやスマートフォンなど
の画面の凝視による瞬きの減少、エアコンによる空気の乾燥、コンタクト
レンズ装着等による目の乾き（ドライアイ）でお悩みの方におすすめです。
いずれのコンタクトレンズ（ソフト、ハード、Ｏ２、使い捨て）をご使用
の方にもお使いいただけます（カラーコンタクトレンズ装着時には使用し
ないでください）。

ナンパオ®

フルコート®f アスパラ®目薬モイストＣＬ

タナベ胃腸薬〈調律〉3131

3232 3434

3333

田辺三菱製薬株式会社
http://www.mt-pharma.co.jp/healthcare/index.html
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被災者支援

田辺三菱製薬株式会社
http://www.mt-pharma.co.jp/healthcare/index.html

三菱ケミカル株式会社
https://www.m-chemical.co.jp/products/departments/mcc/fibersmat/
product/1200522_7298.html

三菱ケミカル株式会社
https://www.m-chemical.co.jp/products/departments/mcc/fibersmat/
product/1200513_7298.html

「タナベ胃腸薬ウルソ」は、「脂肪による胃もたれ、消化不良」に効くウル
ソデオキシコール酸（UCDA）が、肝臓に直接作用し、胆汁酸の分泌を
促進することで、膵液の分泌を促進、胃排出を促進、膵リパーゼを活性
化させ、脂肪による胃もたれ、消化不良を改善します。また、服用後、腸
で吸収されたUDCAは肝臓、胆嚢を通って腸内に排出され、再び腸で吸
収されます。このサイクルを「腸肝循環」といい、UDCAが胃腸だけで
なく、肝臓、胆嚢にも長時間にわたって働きかけるので１日１錠で効果を
発揮します。

銀系抗菌剤を繊維中に練り込むことで、高い制菌力と洗濯での耐久性が
持続する素材です。使用する銀系抗菌剤はFDA(食品医薬局)／EPA(環境
保護庁)にも認可された安全性の高いもので、洗濯物の生乾き臭の発生を
防ぐ「部屋干し対応」や、医療・介護用途での使用も可能な高い制菌力
を有しています。
避難先や救急医療機関などで、肌着、毛布、シーツ、タオルなどにご活
用ください。

当社独自の特殊ブレンド技術により製造される消臭素材です。汗臭・加齢
臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸、ノネナールの4つの臭気
に効果があり、抗菌防臭性能と吸湿保湿性能も併せ持っています。一般
的な後加工とは異なり、原綿製造段階で機能付与しているため、着用や洗
濯による性能低下が少なく、その優れた特長を維持します。
避難先での衣類、寝具としてご活用ください。

タナベ胃腸薬ウルソ®

消臭繊維 キュートリーTM

部屋干し対応繊維　ボンネルTMAg3535

3636

3737

 用途例 
・防寒肌着
・枕カバー、布団カバー
・敷きパッド

優れた耐久性

ＳＥＫ（機能加工繊維製品の認証）基準クリアの強い制菌能力

　抗菌性試験はJIS L 1902（菌液吸収法）により実施する

　（試験対象菌を接種し18時間後の菌数変化により判定）

菌数

時間

18hr

初期

（接種直後の菌数）

＜制菌＞

菌の数を減少させる

＜抗菌防臭＞

菌の増殖を抑制する

＜標準布＞

時間とともに菌が増殖

この差が殺菌活性値

＜ボンネル Agの制菌性能（殺菌活性値）＞ アクリル100%（ボンネル Ag原綿30%混）で試験

⻩⾊ブドウ球菌 肺炎桿菌 MRSA 大腸菌 緑膿菌 モラクセラ菌

NBRC 12732 NBRC 13277 IID 1677 BBRC 3301 NBRC 3080 ATCC19976

洗濯0回 ＞2.2

洗濯10回 ＞2.2

洗濯0回 ＞0 ＞0 ＞0 ＞0 ＞0 ＞0

洗濯50回 ＞0 ＞0 ＞0 ＞0 ＞0 ＞0

洗濯0回 2.8以上 3.0以上 3.1以上 3.1以上 3.1以上 3.0以上

洗濯50回 3.1以上 3.0以上 3.1以上 3.1以上 1.6以上 3.0以上

※SEK赤ラベル合格基準「殺菌活性値＞0」（太枠内は試験必須菌）

※加工条件によって性能が変化することがありますので、製品での試験が必要です

ボンネル Aｇ

菌種

SEK⻘ラベル基準

（抗菌防臭加工）

SEK赤ラベル基準

（制菌加工：特定用途）

＜殺菌活性値＞

SEKオレンジラベル基準「殺菌活性値≧０」

菌の種類 洗濯10回 洗濯100回

※ボンネル Ag 30%　綿 70%　糸番手 30/2　の靴下にて測定

肺炎桿菌 1.1 －

モラクセラ菌

（生乾き臭）

2.2 3.1以上

⻩⾊ブドウ球菌 1.5 －
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　「防災などは政府主導で対策すべき」と認識されている国が多い中で、日本は政府、企業、

市民が一体となった取り組みが進んでいます。特に、世界の投資の７～８割を民間企業が

占める中、災害による経済損失を最小限に抑えるためにも、民間企業が大きな役割を果た

すべきと考えています。

　今、民間企業には3つの役割が求められています。一つは、経済活動を維持するために

企業自体が災害に対する強靭性をきちんと確保すること。二つ目は、防災・減災を支える

製品・サービスを提供していくこと。三つ目は、社会やコミュニティーの一員として防災・

減災に取り組むことです。災害に強い地域をつくるにはその自治体の防災計画を検討する

段階から企業も関与し中心的役割を担うべきです。

　日本では高い防災意識が根付いており、日本企業の技術やサービスは非常に優れています。

一方で、世界に目を向けるとまだまだ防災・減災に対する意識や市場環境の整っていない

国や地域が数多くあり、日本企業からの積極的な発信が求められています。しかし、日本

の製品や技術をそのまま海外に展開するのではなく、その製品・サービスの使い方やシス

テム構築も見据え、その国や地域のニーズに合う製品を高品質かつ合理的な価格で提供し

ていく必要があります。かつ、各業界やグローバルイニシアチブと連携し、情報・ネット

ワークを共有しながら新たな市場をつくっていくべきでしょう。

　三菱ケミカルホールディングスグループ各社の事業には、KAITEKIという発想が行き

届いており、まさに“人”への想いが込められていると思います。ぜひ、今後も信念をもっ

て災害に対するレジリエンスのある製品・サービスを提供し続けてほしいと期待しています。

ご経歴 
1998年Japan Asia Holdings Limitedを共同創業。グループ主要会社の代表取締役社長などを経て、2013年

より日本アジアグループ株式会社取締役兼国際航業株式会社代表取締役会長（現任）。国立台湾大学文学

部卒業。Harvard Business School Advanced Management Program 修了。 世界経済フォーラム（WEF）

のInfrastructure & Urban Development Industry Groupの2017年共同議長。国連国際防災戦略事務局

（UNISDR）の民間セクターグループの議長を2013年から2015年まで務め、現在はUNISDR ARISE（災害

に強い社会に向けた民間セクター・アライアンス）理事。2018年国連グローバル・コンパクト・ボードの

ボードメンバー及びグローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンの理事に就任。

呉 文 繍
日本アジアグループ株式会社　取締役
国際航業株式会社　代表取締役会長

KAITEKIの精神で防災・減災分野にも貢献



株式会社三菱ケミカルホールディングス KAITEKI推進室発行

本カタログに記載している内容は、2019年4月現在のものであり、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ先
株式会社三菱ケミカルホールディングス
〒100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル
TEL：03-6748-7200　URL：www.mitsubishichem-hd.co.jp

コールセンター

「人、社会、そして地球の心地よさがずっと続いていくこと」
私たちは、これをKAITEKIと名付けました。

この姿をめざして、
Sustainabi l ity、Health、Comfortを価値基準として、

グローバルにイノベーション力を結集し、
ソリューションを提供していきます。

三菱ケミカルホールディングスは
未来を見すえて明日をかえる会社
THE KAITEKI COMPANYです。




