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全福ネット	防災シリーズのご案内	です。
今回ご案内しているのは、商品の一部	となります。商品はご指定の場所へお届けします。
掲載商品の他にも、全福センターホームページでは各種商品をご覧いただけます。
ご案内商品を購入された方には、購入代金により所定の「クオ・カード（補助券）」を差し上げます。

申込方法 		①または	②より選択いただきお申込みください。

「商品申込書」「補助券申請書」は、共済会ホームページより印刷してください。
「ほっと・たいむ葛飾196号」紙面には商品申込書の掲載はございません。	
お電話いただければ郵送いたします。

　①	会員が全福センターホームページより直接申し込みをする。（スマホ用発電機は除く）
　②	商品申込書に記入したものを事務局に郵送、FAXまたはメールで送信する。

補助券申請方法

　①	から申し込みをされた方は、補助券申請書（7・8ページ）と領収書などを添付して事務局に郵送してください。
　②	から申し込みをされた方は、事務局から代金振り込み用紙を郵送しますのでお支払いをお願いいたします。

商品のお届けは、①②どちらも入金確認後、約10日間位かかります。

商品購入金額の合計により、指定の補助券を申請することができます。
補助券の受け取り方法は、商品購入後、事務局に申請書を郵送してください。
補助券とは、「クオ・カード」または「クオ・カード	ペイ」でのご提供となります。
申請書で、どちらかご希望の受け取り方法を選択してください。
補助券は商品代金合計額により違います。
また、年度内1回の申請となりますのでご注意ください。（最高10,000円まで）

全福ネット防災シリーズ各種商品あっせんのご案内

全福センターホームページ　https://www.zenpuku.or.jp/
【ID】 kt　　【パスワード】 zenpuku

①	 	全福センターホームページから	ジックZ	利用で「アルファ米」、「水のいらないシャンプー
ウェット手袋」、「非常用トイレ」が購入できます。

	 ●補助券申請に必要な添付書類は以下の通りとなります。
	 ジックZ	で購入された方は、領収書の発行が無い場合がございます。領収書の代わりになるものを添付してください。

	 ・	クレジットカード、電子マネー　　支払い完了メール画面を印刷
	 ・	ペイジー　　　　　　　　　　　　明細書を添付
	 ・	ファミリーマート　　　　　　　　取扱明細兼受領書（お客様控え）を添付
	 ・	セイコーマート　　　　　　　　　領収書を添付

②　事務局にFAXまたはメールでお申込みされた方	（商品申込書は共済会ホームページから印刷）
	 振込用紙を郵送します。事務局で入金の確認ができるため申請書のみ郵送してください。

購入金額の合計 補助券
5,000円以上 2,000円分
10,000円以上 5,000円分
20,000円以上 10,000円分

新規
事業

ジックZとは
・会員がインターネットから直接お申込みをして商品を購入します。
・ご利用1回あたり、購入代金5万円未満の場合300円、5万円以上の場合500円
の手数料がかかります。
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★非常食　「アルファ米」　※賞味期間5年 （業界トップの尾西食品㈱製品）

★非常食長期保存　「携帯用おにぎり」　30袋入り　※賞味期間5年

★水のいらない泡なしシャンプー　ウェット手袋　※5年保存

★非常用トイレ　マイレット mini10　※10回分×3箱（1人約3日分）

アドレス：kyousai@hot-time.net

・100％国産米／常温で5年（製造後）保証／スプーン付きで食器不要
・お湯を注いで15分でできあがり／NASAから宇宙食に認定。1セットから送料無料（個別配送可）です。

ごはんシリーズ/3袋×4種＝計12袋の詰合せセット：セット単位でのご注文です。

商　品 斡旋価格（税込）10%割引	
送料込

希望小売価格（税込）	
別途送料

AY和風メニュー
（五目ごはん、わかめごはん、
山菜おこわ、赤飯）

CY和風・洋風組合せ
（五目ごはん、わかめごはん、
ドライカレー、チキンライス）

各セット
4,180円
⬇

3,870円＋310円（税）＋送料無料

4,644円
＋別途送料

・お湯または水を入れるだけで具材の旨味がギュッとおいしい三角形のおにぎりが出来上がります。
・手を汚さずに食べられる3点カット方式。軽量、コンパクト、携帯性抜群でとても便利です。

商　品 斡旋価格（税込）20%割引	
送料込

希望小売価格（税込）	
別途送料

	

　　　鮭　　　わかめ　 五目おこわ　　昆布

各種類
5,702円
⬇

5,280円＋422円（税）＋送料無料

7,128円
＋別途送料

・素材　レーヨン、ポリプロピレン
・特長　	水やタオルを使わない、頭髪の汚れを拭き取る手袋型のシャンプーシートです。	

　「入浴できない」「シャンプーができない」ストレスを軽減し、災害時の生活度をUP！	
　水を使わない・泡が出ないので場所を問わず簡単にご使用できます。	
　手袋型のため、細かな部分まで力を入れしっかり拭き取れます。	
　使用後は頭皮や髪がベタベタせず、髪が根元からふっくら立ち上がります。

商　品 入数 斡旋価格	
（税・送料込）

水のいらない泡なし
シャンプーウェット手袋 2枚入×3袋 800円

※	通常価格　300円／袋	（税込・送料別）

・内容	 抗菌性凝固剤30袋、排便袋30袋、ポケットティッシュ6個、持ち運び袋30袋
・特長	 	汚物を素早く固めて匂いも閉じ込める。安全で安心な優れた抗菌性凝固剤を使用。	

皮膚刺激性試験、経口毒性試験済（10年間保存可能）、感染症の原因となるアンモニア産生菌、
大腸菌、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌等の菌に対して初期抗菌性があり抗菌効果が長期間
持続します。処理後は、袋ごと可燃ゴミとして処分できます。

商　品 入数 斡旋価格	
（税・送料込）

マイレットmini10 3箱セット 5,300円
※	通常価格　5,820円	（税・送料込）

商品提供：四国紙販売㈱
〔大王製紙グループ〕

ご案内は商品の一部です。全福センターホームページよりご覧ください
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★スマホ用発電機　AQUA Charge

商品名　モアウォーター

除菌・洗浄剤　各種商品あっせんのご案内

・水を注ぐだけで発電する、スマートフォン用発電機です。
・「アクアチャージ」は、パーソナルなサイズでありながら、災害時にスピーディに確実に、そして
十分にスマートフォン約2台をフル充電できます。未開封で5年間品質保証。

※	商品申込書で事務局にお申込みください。【ジックZ利用不可】

商　品 発送先 入　数 本体価格
（税抜） 送料（税抜） 斡旋価格	

（税・送料込）
通常価格	

（税・送料込）

アクアチャージ
沖縄・離島以外

5個セット 22,750円
750円 25,850円 28,140円

沖縄・離島 3,400円 28,765円 30,790円

◆特 長	 ①30秒でインフルエンザウィルス、ノロウィルス、大腸菌（o-157等）多くのウイルス除去に有効です。
	 ②	界面活性剤や化学物質を含まず、安全性が高いのでお子様の玩具やぬいぐるみ等の除菌に安心してご利用で

きます。果物・野菜の洗浄にも利用できます。
	 ③	汚れは酸化物となりますが、強力なアルカリ物質と反応させることで

中和させ、高い洗浄力と消臭力が実現されます。

◆主な用途	 まな板、食器、野菜、果物の洗浄・消毒（食中毒対策）、事務所備品の除菌	
	 ぬいぐるみや玩具等化学物質入りのものを使用したくないもの
	 レンジや換気扇の洗浄　等

◆購入方法	 ①	全福センターホームページにある購入サイトから申込み
	 　（手数料はかかりません）
	 ②	商品申込書で（共済会ホームページよりダウンロード）事務局に郵送、FAX

またはメールで申込み

送料別／税込み

お
得
セ
ッ
ト

商　品　名 入数 斡旋価格 通常価格

トライアルセット
（500㎖×1）＋（300㎖×1） 2本 2,376円 2,970円

スターターセット
（4ℓ×1）＋（300㎖×2） 3個 7,656円 9,570円

バラエティセット
（2ℓ×2）＋（500㎖×1）+（300㎖×1） 4本 9,064円 11,330円

※	別途送料	840円（税込）［関東］がかかります。但し購入代金が15,000円（税別）以上の	
場合で1ヶ所送付の場合、送料無料となります。

サイズ：幅105mm×奥行95mm×高さ104mm

ご案内は商品の一部です。全福センターホームページよりご覧ください
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アドレス：kyousai@hot-time.net

【商品申込書は共済会ホームページ〔各種用紙ダウンロード〕から印刷して下さい。】

年　　　月　　　日

全福ネット防災シリーズ／除菌・洗浄剤各種	補助券申請書

※全福センターホームページから直接お申込みをされた方は、裏面に領収書等を貼ってください。

会 員 番 号 － 電 話 番 号

会 員 氏 名 　　　　－　　　　　－

住 所

↓　防災商品のお申込み方法にチェックをいれてください。

購入商品名

商品の
お申込み
方法

□	全福センターホームページから、直接お申込みをされた方（ジックZ含む）
□	共済会事務局にメールで依頼
□	共済会事務局に郵送またはFAXで依頼

↓　ご希望の受取方法にチェックをいれてください。

補助券
受取方法

□	「クオ・カード」（簡易書留）
□	「クオ・カード	ペイ」
必須　e-mail	：
メールアドレスが間違っていると、補助が受け取れません。
共済会からのメールが受信できる状態に設定を確認してください。

〇全福センターホームページから直接お申込みされた方は、領収書等を裏面に貼って申請してください。
	（添付書類は、裏面を参考にしてください。）

〇添付書類の発行日より1年以内で申請してください。（退会後の申請は不可。）

〇 	補助は、「クオ・カード」または「クオ・カード	ペイ」でご提供いたします。現金補助ではありませんので	
	ご注意ください。

★補助券は	年度内1回限りの申請 で　　 購入金額の合計 補助券
5,000円以上 2,000円分
10,000円以上 5,000円分
20,000円以上 10,000円分

　最高10,000円までとなります。

葛飾区中小企業勤労者福利共済会理事長
所在地　〒125-0062　葛飾区青戸7－2－1
電　話　03－3838－5552　　FAX　03－3838－5551
e-mail　kyousai@hot-time.net

コピーしてお使いください。
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（補助券申請書　裏面）

〔全福センターホームページ（ジックZ含む）から直接お申込みされた方の添付書類〕

直接お申込みされた方は、領収書の発行が無い場合がございます。
下記①〜④を参考にして領収書の代わりになるものを添付してください。（コピー可）

①クレジットカード、電子マネー	 …… 支払い完了メール画面を印刷
②ペイジー	……………………………………… 明細書を添付
③ファミリーマート	………………………… 取扱明細兼受領書（お客様控え）を添付

④セイコーマート	…………………………… 領収書を添付

〔事務局に郵送	・	FAX	または	メール	でお申込みされた方〕

ご登録住所に振込用紙を郵送します。
事務局で入金の確認ができるため、添付書類の提出は必要ありません。

領収書等を貼ってください。

デジタルギフト　Q
ク  オ
UOカードP

ペ  イ
ay とは …

■もらう
QUOカードPayのURLをスマートフォンで受け取る。 
URLを受信できるアプリであれば、メールや各種SNSなどどんなアプリでもOKです。	

■ひらく
QUOカードPayの受け取りはURLを開くだけ。 
届いたURLを開いて受け取った金額が表示されたら受け取り完了。より便利に使える専用アプリも用意しています。

■みせる
あとはお店で見せるだけ。サインも本人確認も不要です。 
お店での決済方法は、バーコードを読み取ってもらうだけ。残高がある限り何度でも利用でき、現金とも併用可能です。	
※券売機や無人レジでは、現金等との併用でのお支払いは出来ません。	

詳しくは、下記よりご確認ください。

https://www.quocard.com/pay/

コピーしてお使いください。


