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政府の中央防災会議は、最大クラスの「南海トラフ大地震」が科学的に想定
されると発表しています。また、気候変動により、巨大台風が各地で被害を
拡大しています。2019年は千葉県を中心に大きな被害をもたらしました。

2011年の東日本大震災以降、事業継続計画（BCP）を策定する企業が増え、大
企業では「策定済」と「策定中」を加えると、8割強が対策を進めています。
これに比較して、中堅企業では5割に届いていません。

BCP策定状況（平成29年度）



本当に必要な

バッテリーとは？

価格

安全性能

重量

CO2排出

騒音

容量

価格に見合う性能か？
いつ来るか分からない対策に
あまり過大な資金は使えない

ネットで売ってるもの
など安全性能は担保さ

れているのか？

緊急時に最低限
必要な容量か？

スマホ＋PC・FAXなど

持って逃げられるか？
今後は小型分散型が

有効で必要な蓄電池です

ガソリンなどのメンテンナンスや
予備ガソリン備蓄は大丈夫か？

身近な防災とは？
備蓄倉庫に入れっぱなし
なんてもったいない！
普段使いしましょう！

本当にその対策（蓄電池・発電機）必要ですか？



①大規模な重油等の発電機
はあるが、避難民の通信手
段としての電源確保は出来
ているか？
USBポート不足で対応が難
しい
②重油やガソリンの入手が
困難になっった場合いかに
して継続的に電源を確保す
るのか？
③コストに見合った対策
か？



気候変動などにより新しい防災対策が急務

関西電力、東京電力、東北電力、北海道電力管轄内は風速40Mで鉄塔の設計
昨年と同等の風速57Mクラスの台風が来れば倒れる可能性が大きい



一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会（本部：東京都、会長：江頭敏明三井住友海上火災保険株
式会社常任顧問）は、2020年3月17日、「第6回ジャパン・レジリエンス・アワード（強靭化大賞）」の受賞
者を発表。中小企業380万社にも国土強靭化計画が策定され、防災都市日本を強くする方針が確認されました。
「第6回ジャパン・レジリエンス・アワード（強靭化大賞）」においてプライム・スター株式会社「再生可

能エネルギー自給自足型防災タワーEPB（エマージェンシーパワーボックス）」が優秀賞を受賞いたしました。
「再生可能エネルギー自給自足型防災タワーEPB（エマージェンシー・パワー・ボックス）」は、地域防災

の拠点となるべく、小型持ち運び可能な「ポータブル・リチウムイオン蓄電池・HUG400A」、何度でも充電
可能な「小型折り畳み式、専用太陽光パネル」、体育館でも明るく出来る「リチウムイオン蓄電池搭載大型
防水LED投光器・HUG-20」、車など冠水時に威力を発揮する「クラッシュSOSリチウムイオンハンディライ
ト・HUG E-250」、「レセップ付きLED照明」を搭載した自立型の防災タワーです。

太陽光パネルで
何度でも充電可能



やっぱりスマホ
充電の為、USBの穴の取り合い

送電網回復には2週間ほどの電力を準備したい



実際の災害時に、本当に必要なものは何だったのでしょうか
災害時に必要な備えについて、発災後の3日間で「あってよかったもの」「なくて困ったもの」、災害を経
験し「これは絶対用意すべきと感じたもの」は何か尋ねたところ（複数回答可）、「モバイルバッテ
リー」84％、次いで「水」「電池」51％、「ランタン」47％、「保存食」44％という結果になりました。
安否の確認、災害状況の確認だけでなく病院情報の収集や学校との連携等のためにスマートフォンを使用
していると考えられ、モバイルバッテリーはスマートフォンの使用頻度の高い子育て世帯に特にニーズが
高いグッズと思われます。
災害後の3日間で「あってよかったもの」「なくて困ったもの」、災害を経験し

「これは絶対用意すべきと感じたもの」はなんですか（複数回答可）



災害情報

ラジオ

安否確認

位置情報
GPS

NEWS

スマホが一度に６０人が充電可能（ワンコールなら600人）
付属の折り畳み式太陽光パネルで充電可能
軽量約５Kgで持って逃げることが可能

やっぱりスマホ



国土強靭化計画・優秀賞受賞・EPB



CO2なし！騒音なし！
必要な電気を
持ち運ぶ新発想



お風呂も沸きます！
LPガスがあっても、灯油があっても
水はあってもお湯が沸かない！

給湯器のスタート時に必要な電気も供給可能！

千葉県の台風被害者様の実例写真



真っ暗な生活は疲れや
不安が増す原因です。

HUG400AならACコンセ
ントからテレビ
ラジオ・冷蔵庫

LED照明も復活します。

千葉県の台風被害者様
の実例写真



国際検査機関・TUV（テュフ）・HUG400A・試験合格
アメリカUnderwriters Laboratories・UL (安全機関)試験合格

釘差し試験合格



耐震試験：東日本大震災クラス以上の揺れでも倒れない
（オプション金具装着設置の場合）

耐火性試験：2000度の炎で燃焼耐火試験を実施（HUG400A）

厳しいテストに合格

両試験ともHPに動画ありhttp://primestar.co.jp//hug400a/



介護施設

HOSPITAL

STATION・AIRPORT

EPBネット
ワークで安全
コネクテッド

APARTMENT
GOVERNMENT

SCHOOL



病院

学校

学校

学校

学校学校

学校

学校学校

病院

病院

病院

病院病院

病院

病院

②組合など水平展開・防災の拠点

③サプライチェーンなど垂直展開・防災の拠点

①地域防災の拠点

繋ごう、命！



第一勧業信用組合様



マンション
タワーコート北品川マンション様



ラ・アトレレジデンス新百合ヶ丘様

マンション

https://la-shinyuri.com/


目黒日本大学様
学校



日本大学豊山女子中学校・高等学校
中学校・高等学校



日出幼稚園様
幼稚園



LA京都ゲストハウスインホテル



ブルー・ブリッジ・パートナーズ株式会社様

オフィス



オフィス
三ツ輪産業本社ビル様



丸和運輸株式会社様



群馬県庁様

県庁



宮崎県国富町様
町役場



ENEOS ENEJETサービスステーション様
サービスステーション



みずほリース株式会社様
オフィス



河口湖カントリークラブ様

ゴルフ場



東京建物様全店舗に導入・新聞記事



藤沢ガソリンスタンド導入記事



会社名：プライム・スター株式会社
英文表記：Prime Star Co,Ltd
www.primestar.co.jp
代表取締役社長（ファウンダー）：下田 知代
所在地
〒107-0052東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂坂東ビルディング8階
TEL:03-6869-6606 / FAX:03-6869-6607

事業内容
1.LED照明器具を含む一般照明器具のデザイン・設計・製造・販売及び輸出入
2.リチウムイオン蓄電池開発・製造・販売
2.LED照明など高効率照明に関する企画・レンタル・施工管理・コンサルティング業務
3.CO2排出権取引に関する業務
4.節水・フロンガス対策・デマンドコントロール・電子ブレーカーなど総合的な企業支援業務
5.ECO事業に関するファンド組成・管理・運営業務
6.一般電気工事

資本金：7000万円
設立：平成15年
取引銀行：みずほ銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行
香港現地法人
美星光電有限公司 / Primestar Technology HK Limited
住所：Unit C, 10/F, Yan’s Tower, 27 Wong Chuk Hang Road, Hong Kong
中国深圳工場：美月星光電有限公司

加盟団体
•一般社団法人日本照明工業会正会員
•一般社団法人防災事業経済協会
•一般社団法人LED光源普及開発機構正会員
•一般社団法人東京電業協会
•東京商工会議所加盟
•公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
•登録電気工事業者（東京知事登録・第276016）
•一般建設業 東京都知事 許可（般－29）第148155号

自社工場：ISO9001：2015取得
中国深圳工場：美月星光電有限公司

TEPCO 東京電力出資会社



ありがとうございました。
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