
懐中電灯  [　           年　   月　   日 ]

携帯ラジオ  [　           年　   月　   日 ]

予備電池  [　           年　   月　   日 ]

救急箱  [　           年　   月　   日 ]

消火器  [　           年　   月　   日 ]

ランタン  [　           年　   月　   日 ]

カセットコンロ  [　           年　   月　   日 ]

飲料水  [　           年　   月　   日 ]

食料品  [　           年　   月　   日 ]

家族の緊急連絡先リスト  [　           年　   月　   日 ]

ウェットティッシュ  [　           年　   月　   日 ]

非常用ロウソク、マッチ、ライター  [　           年　   月　   日 ]

粘着テープ  [　           年　   月　   日 ]

軍手  [　           年　   月　   日 ]

マスク  [　           年　   月　   日 ]

食品ラップ  [　           年　   月　   日 ]

アルミ箔  [　           年　   月　   日 ]

トイレットペーパー  [　           年　   月　   日 ]

簡易トイレ（レジ袋と古新聞紙で代用可能）  [　           年　   月　   日 ]

使い捨てカイロ  [　           年　   月　   日 ]

冷却シート  [　           年　   月　   日 ]

洗面具  [　           年　   月　   日 ]

ドライシャンプー（水なしで使えるもの）  [　           年　   月　   日 ]

生理用品  [　           年　   月　   日 ]

乳幼児用品  [　           年　   月　   日 ]

ビニールシート（レジャーシート）  [　           年　   月　   日 ]

避難はしご  [　           年　   月　   日 ]

ロープ（約 30 メートル）  [　           年　   月　   日 ]

救出救助用工具（ハンマー、バール、ボルトカッター等）  [　           年　   月　   日 ]

もしものときの非常用備品リスト
※カッコの中には、準備した年月日を記入しましょう。

ビスコ保存缶は、缶詰だから 製造後５年間の賞味期限を実現しました。防災対策用食品として長期保存できます。
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