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書籍 『非常食』
日本食糧新聞社から好評発売中！

●A5判 ・ 116 頁　

●定価 ：本体 1,620 円 （税込）

書籍 『非常食』 【PDF バージョン】
http://www.center-net.jp/sale_detail/36
で発売中！

●容量 ：約 65 ＭＢ
●定価 ： 360 円 （税込）

非常食検索サイトはこちら
http://center-net.jp/hijyoushoku
・ 各社の通販サイトへリンク→注文できます

書籍、 e-book の販売サイトが出来ま
した！どうぞご利用ください。
http://www.center-net.jp/sales

i

農水省、北海道胆振東部地震・
台風 21 号被害への支援対策公表　
大阪で説明会
　
農林水産省は 9 月 28 日、 「北海道胆振東部地震及び台風第 21 号による農林水産関係被害への
支援対策について」 を公表した。 それに伴い近畿農政局は 10 月 10 日、 関西地方を襲った台風
21 号の農林水産関係被害に対する支援の説明会を、 大阪私学会館 （大阪市都島区） と和歌山地
方合同庁舎 （和歌山市） で開催した。 説明会には関西地区の地方自治体、 農業協同組合、 土地
改良区などの実務担当者らが多数出席。 大阪会場では質疑応答が飛び交った。
　同対策は、 被災した農林漁業者が営農意欲を失わず、 一日も早く経営再建できるよう次の対策を
講じたもの。
　（1） 災害復旧事業等の促進 （2） 林野関係被害に対する支援 （3） 共済金の早期支払等 （4）
災害関連資金の措置 （5） 農業用ハウス、 共同利用施設等の導入の支援 （6） 営農再開に向けた
支援 （7） 被災農業者の就労機会の確保 （8） 農地 ・ 農業用施設の早期復旧等の支援 （9） 漁港
施設等の早期復旧等の支援 （10） 観光需要の早期復旧に向けた支援 （11） 災害廃棄物処理事業
の周知 （12） 地方財政措置による支援－。
　同対策ではそのほか、 近年多発する自然災害に対して、 農林漁業者自らに備えてもらう観点か
ら、地方公共団体および関係団体と連携し、本支援対策の実行時を含めさまざまな機会を活用して、
引き続き農業共済、 森林保険、 漁業共済、 漁船保険などへの加入を促進していく。
　大阪での説明会の冒頭、 登り俊也文書課災害対策室長は 「昨年の台風や豪雪に引き続き、 今年
も甚大な災害に見舞われた。 被害を受けた農林水産関係者には、 これらの制度を活用し、 一刻も
早く経営再建につなげてほしい」 と述べた。

（日本食糧新聞社　http://news.nissyoku.co.jp/ より）

　　

防災意識を日常から高めるものとして良い
具体例はなんですかと問われた時、真っ先
に「海抜表示」を考えた。
我は山の民。
何も表示されてないと当然そこが海抜
300m くらいあるものだと思って生きてい
る。
今日泊まったところの電柱海抜 1m になっ
ていてとてもたまげた。
海抜表示は危機意識を高めてくれる。
@kiro_kuro_tori　さんより
18:24 - 2018 年 10 月 14 日

キャッシュレス決済はいいのですが、北海
道胆振での地震をきっかけに起きた停電で
電子マネー決済が出来ない事態になりまし
た。
天変地異災害が多い日本で停電になった時
の対策が必要かと思います。
@rarakikijiro　さんより
4:47 - 2018 年 10 月 16 日

今日まで東京ビッグサイトで開催していた
防災展行ってきました。
温めなくても食べられる非常食がたくさん
あって、言葉通り美味しかった。
でも、やっぱり温めて食べるの方が、被災
時はすっごい活力生まれるからね。ホット
最高やで。
@nekomanjuhompo　さんより
8:56 - 2018 年 10 月 12 日

合同酒精、北海道復興支援で
「鍛高譚」限定品売上げの一部を寄付

　オエノングループの合同酒精は、 9 月に発
生した北海道胆振東部地震の復興支援として、
シソ焼酎「鍛高譚（たんたかたん）」の限定品（写
真） を 10 月中旬から全国発売する。 同品の売
上げの一部を、 日本赤十字社を通じ被災地に
寄付する。 「今後も北海道を元気にする支援に
取り組む」 （同社）
　同品は、 鍛高譚の 720ml 瓶に 「がんばろう北

海道」 という応援メッセー
ジ入りシールを貼付した。
参考小売価格は税抜き
864 円。 鍛高譚は北海道
産の赤シソと水を使った焼
酎で、 今年発売 26 年を
迎えたロングセラー商品。

（日本食糧新聞社　
http://news.nissyoku.

co.jp/ より）

日本缶詰びん詰レトルト食品協会、
消費者向け HP 開設　レシピ受賞発表

　日本缶詰びん詰レトルト食品協会は 「缶詰の日」 の
10 月 10 日、消費者向けホームページを新規開設した。
ページタイトルは “～知って得する、 暮らしに役立つ～
「缶詰、 びん詰、 レトルト食品情報」” （http://www.jca-
can.or.jp/useful/）。
　従来の会員 ・ 報道 ・ 消費者向けコンテンツが混在し
たものから、 消費者向けに特化したホームページとし、
配信内容も見直して 「災害に備える」 「レシピ」 など必
要な情報を分かりやすく取り出しやすい形に改善した。
スマートフォンにも対応する。

　また、 8 月から約 6 週間にわたりレシピブログ上で実施した 「缶詰 ・ びん詰 ・ レトルト食品でつくる
超かんたんおかず　レシピコンテスト」 のグランプリも同日発表した。 詳細 =http://www.recipe-blog.
jp/sp/r180803a_aw
　審査委員長を管理栄養士の今泉マユ子氏に依頼し、応募総数238件から選考した。グランプリ1人、
部門賞各 1 人 （計 3 人）、 日本缶詰びん詰レトルト食品協会賞各 3 部門 4 人 （計 12 人） の計 16
人の受賞が決まった。 グランプリはトコトコさん （奈良県） 考案の 「レンチンでスンドゥブチゲ」 が獲
得した。

（日本食糧新聞社　http://news.nissyoku.co.jp/ より）

　　

開設した消費者向けホームページ
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もっと知りたい！【新製品】 非常食検索サイト掲載！【商品紹介】

ＰＯＳデータ★ランキングＰＯＳデータ★ランキング
2018年10月1日～10月7日のベスト202018年10月1日～10月7日のベスト20

mono shop レスキュー
フーズ 非常用パン　
ロングキープブレッド
(1 箱 20 本入り )

こまちがゆ（24 缶セット） ◆会社名＝こまち食品工業㈱ 
◆価格＝ 6,264 円
“こまちがゆ” は恵まれた秋田の自然に育まれたあ
きたこまちと、清冽な天然地下水だけで仕上げた
とってもヘルシーな【無添加自然食品】です。 時
間をかけて炊き上げたこまちがゆは、消化も早くお
子様からお年寄りまで安心しておいしく召し上がっ
ていただけます。24 缶セット。原材料：うるち米

（あきたこまち 100%） 内容量（1 缶）：280 グラム
（送料別途）【ご使用上の注意】缶のまま直接火にか
けないでください。 常温で保存してください。 凍
結した場合、お米が白っぽくなることがありますが、
温めると元に戻ります。 
非常食サイト（http://hijoushoku.jp/）

ストックライス　
カレーピラフ　１ケース

（24 個入り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オーマイ　コク深ツナ
クリームオニオン 

◆会社名＝日本製粉㈱    
◆価格＝ 250 円 ( 参考小売価格 , 税表記なし )       
◆発売日 =2018 年 08 月 20 日

　「オーマイ　まぜて絶品」シリーズ新アイテム。
　ゆでたパスタにまぜるだけのパスタソース。
　幅広い世代に人気のツナを使用した洋風クリーム
ソース。
　ツナのコク深いうまみにクリーミーさを合わせた
味わい。
　トッピングは香ばしいフライドオニオンとイタリ
アンパセリで風味豊かに仕上げた。
食＠新製品（http://foodsnews.com/）

鶏むね肉ジャーキー

ビスケット・クッキー

出典：㈱ＫＳＰ−ＰＯＳ「ＫＳＰ−ＰＯＳワイド」
ＫＳＰ−ＰＯＳデータは全国約 150 社の食品スーパー・約 990 店舗のＰＯＳ販売実績データです。

◆会社名＝㈱ジョッキ    
◆価格＝ 300 円 ( 参考小売価格 , 税別 ) 
◆発売日 =2018 年 10 月 01 日  

　国産の鶏むね肉を調味、乾燥した。
　高タンパクで健康を気にする人から、つまみとし
ても幅広く楽しめる。

食＠新製品（http://foodsnews.com/）

◆会社名＝永岡商事㈱
◆価格＝ 9,072 円
　５年間の長期保存とおいしさを兼ね備えたレトル
トパックご飯です。
　厳選したスパイスが香るカレーピラフです。コー
ンとにんじんの甘味がおいしさを引き立てます。大
人から子どもまで人気の商品です。
　温めるだけで炊き立てのような “つぶ感・つや感・
もっちり感” が味わえます。
　簡単には開かない自衛隊仕様の特殊パッケージで
作られているので、保存性は抜群です！保存料・ｐ
Ｈ調整剤不使用でお子様にも安心です。
非常食サイト（http://hijoushoku.jp/）

甘　酒 ◆会社名＝クラシエフーズ㈱    
◆価格＝ 120 円 ( 参考小売価格 , 税別 ) 
◆発売日 = 2018 年 09 月 03 日 

　「クラシエほっと飲料」シリーズの新アイテム。
　安全、安心の素材を厳選し、味も本物、本格感が
あることにこだわった商品。　天然素材を使用した、
素材本来の味を楽しめる。
　塩麹を配合した、深みのあるまろやかな風味。
　酒粕仕立ての、至高の香り。

食＠新製品（http://foodsnews.com/）

◆会社名＝㈱光和
◆価格＝ 10,286 円
　製造から 5 年長期保存できる備蓄用パン 20 本
セット。従来の乾パンと異なり、しっとりとした食
感が人気だ。食器やカトラリーなしで、袋を開けて
すぐ食べられるのも、いざという時便利。プレーン
に飽きたらサンドにするなど、アレンジ自由自在。

非常食サイト（http://hijoushoku.jp/）

長期保存のきく食品の
売上げランキングです。
普段から多めに備えて
おくと安心！！

No メーカー 商品名
1 不二家 不二家　カントリーマアム　バニラ＆ココア　２０枚

2 ブルボン ブルボン　アルフォートＦＳ　２０４ｇ
3 森永製菓 森永製菓　ムーンライト　１４枚
4 森永製菓 森永製菓　チョコチップクッキー　１２枚
5 不二家 ハロウィンカントリーマアム　バニラ＆ココア　２０枚
6 不二家 不二家　ホームパイ大人のリッチチョコＦＰ　２２枚
7 森永製菓 森永製菓　チョイス　１４枚
8 不二家 不二家　ホームパイ　４０枚
9 モンデリーズ・ジャパン モンデリーズ　リッツ　クラッカー　Ｓ　１２８ｇ
10 森永製菓 森永製菓　マリー　２１枚

11 ブルボン ブルボン　ルマンド　１３本
12 三立製菓 三立製菓　お徳用源氏パイ　２８枚
13 日清シスコ 日清シスコ　ココナッツサブレ　２０枚
14 江崎グリコ グリコ　ビスコ大袋発酵バター仕立　４４枚

15 ブルボン ブルボン　アルフォート　１１枚
16 森永製菓 森永製菓　アーモンドクッキー　１２枚
17 ヤマザキビスケット ナビスコ　レモンパック　１８枚
18 江崎グリコ グリコ　プリッツサラダ９袋　１４３ｇ
19 モンデリーズ・ジャパン モンデリーズ　オレオ　バニラクリーム　１８枚
20 ヤマザキビスケット ＹＢＣ　ノアール　１８枚


