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電気を持ち運ぶ！新発想！

「安心・安全」をコントロール

ソーシャルディスタンス型蓄電池・HUG400A



防災対策が急務な背景



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。

①まだまだ足りない「BCP防災対策」状況



②過去の大規模災害を振り返ると
長時間に渡って電力供給がストップする事態は十分に想定される。

・熊本地震（平成28年4月14日）～5日
・北海道胆振東部地震（平成30年9月6日）～2日

・2018年9月 台風21号 5日間
・2018年7月 西日本豪雨 4日間

参照：自治体通信Online https://www.jt-tsushin.jp/interview/report05_crisis-management/
経済産業省 資源エネルギー庁 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/typhoon.html

電力供給がストップした期間
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・東日本大震災（平成23年3月11日）～ほぼ1週間

・2019年9月 台風15号 12日間

・台風10号 34万9000戸が停電
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③その時、本当に必要なものは何だったのでしょうか。

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）

2018年自然災害被災者に聞いた、防災についてのアンケート

圧倒的に高い
モバイルバッテリーの需要。

安否確認
災害情報
位置情報/GPS
真っ暗な中、明りの確保…



朝日新聞デジタル2018年9月7日 11時47分
札幌市役所で携帯充電サービス 「３時間待ち」長蛇の列
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180907001204.html

④しかし、今年はいままでのように、１箇所に集まっ
ての充電はできません。
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今年はコロナウイルス感染症対策が必要に！



内閣府国土強靭化計画「最優秀賞」を受賞

小型軽量で国が選んだ防災専用の
リチウムイオン蓄電池HUG400A



HUG400A本体・内閣府国土強靭化計画
ジャパン・レジリエンス・アワード最優秀賞

「ジャパン・レジリエンス・アワード（強靭化大賞）」は、（一社）レジリエンスジャパン推進協議会の主催により、全
国で展開されている次世代に向けたレジリエンス社会構築への取り組みを発掘、評価、表彰する制度として、平成26年11
月に創設され、第4回目を迎えたものです。
「国土強靭化地域計画賞」は、平成25年12月に国土強靭化基本法が制定されて以来、全国の自治体で国土強靭化地域計画
策定が推進されており、今後策定される自治体に国土強靭化地域計画の意義やメリットを理解してもらい、今後の策定が
円滑に進捗して地域の強靭化が進むことを目的に、計画策定に工夫して取組み、地域の国土強靭化を推進している先導的
な企業や自治体を表彰する新たな賞として設けられました。
このたび、平成31年3月15日に「ジャパン・レジリエンス・アワード表彰式」が東京都内で開催され、プライム・スター
株式会社がリチウムイオン蓄電池HUG400Aに関して、最優秀賞を受賞しました。表彰式には自民党二階幹事長様も出席。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/pdf/top_nl.pdf




電気を持ち運ぶ新発想！
災害時における充電方法は

①市役所など避難所のACコンセントから
②専用の太陽光パネルから
③ガソリンの発電機から
④車を発電機に変えるHUG-CARから

の4WAYです。電気を持ち運びましょう！



HUG400Aは小型・軽量（5.3㎏と）とポータ
ビリティーに優れデザインもスタイリッシュ。
非常時でも持ち運び可能なサイズです。
（屋内専用）

ガス発電機やガソリン発電機は、数時
間で使えなくなります。
しかし、HUG400Aは、専用太陽光パネ
ル※で何度も充電が可能！
※パネルオはプションで2種類ご用意

HUG400Aは、USBポートが12口つ
いておりますので、ハブポートを
使うことで最大60人が一度に充電
することができます。
ワンコール充電なら600人！
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防災時には持ち運び、必要な場所に移動可能

日本人がノーベル賞受賞し
たリチウムイオン電池技術



蓄電池を分散し、避難所での密の発生を抑え込む。

2m

2m 2m

2m

簡単に持ち運べ、
距離を置いた設置が可能。

5.3
kg

＋マスク

12

＋消毒液 ＋小型電気

＋ソーシャル
ディスタンス

コロナウイルス対策・ソーシャルディスタンス型防災用蓄電池



国が選んだ「高性能」・「安全性能」

防災専用の蓄電池

蓄電池はエネルギーの塊です
爆発・延焼しないよう検査を徹底！

キャンプ用ではありませんが・・・
もちろんキャンプにもご利用ください！



アメリカUnderwriters Laboratories・UL (安全機関)試験合格

アメリカの安全規格UL規格合格

爆発しない蓄電池・釘差し試験合格



国際検査機関・TUV（テュフ）・HUG400A・試験合格

テュフ・ラインランド（ドイツ語：TÜV Rheinland）
とは、技術、安全、証明サービスに関する世界第７位
の認証機関である(1位はSGS)。

1872年に設立され、ドイツのケルンに本部を置く。
69ヶ国に19,320人を雇用し、17億ユーロ（うちドイ
ツ国外で40%）の収入がある。

グループの方針は人、テクノロジー、環境（これらが
会社ロゴの三角形に象徴される）の間での相互作用が
生じている難題に対処するため、安全と品質に関する
継続した開発を行うこととしている。

https://www.tuv.com/world/en/

ドイツの安全規格TUV試験合格



HUG400A 国際検査機関TUV試験合格



耐火性試験：2000度の炎で燃焼耐火試験を実施（HUG400A）

ネットに出回っているリチウムイオン蓄電池で大丈夫ですか？
日本人研究者がノーベル賞を受賞したリチウムイオン電池製品です。

国土交通省の燃焼試験合格しています。
耐火試験など、第三者機関にて試験実施した製品を選択してください。



お風呂も沸きます！

給湯器も動きます！
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照明も動きます。

千葉県の台風被害者様
の実例写真



千葉県様台風15号・19号緊急対応時写真

太陽光パネル（別売）で最短
5時間半でフル充電

千葉県の台風被害者様の
実例写真



採 用 事 例



リチウムイオン蓄電池を採用いただいた企業様など
自由民主党本部・金融庁・群馬県庁・国立市役所・鹿児島市役所・目黒区役所

佐倉市役所・羽村市役所・太田区役所・茂原市役所・多摩市役所他多数自治体様が採用済み

KDDI株式会社グループ
JA東京グループ
千葉商科大学
上智大学
凸版印刷株式会社
学校法人横浜雙葉学園
みわ保育園
積水化学株式会社
コンビプラザ金沢八景保育園
株式会社ふじや幼保部
株式会社竹中工務店
スクルドエンジェル保育園
住友不動産株式会社
三井不動産株式会社
アフラック保険株式会社
東京エレクトロン株式会社
川崎近海汽船株式会社
松島港湾運輸株式会社
アデニウム東京
北海道大学
第一勧業信用組合
ANAシステムズ株式会社
共栄火災海上保険株式会社
株式会社リクルート
株式会みずほ信託銀行
株式会社NHK
丸和運輸機関株式会社
順不同

おふろの大様全店舗
東京建物リゾート
北海道整形外科記念病院
福田心臓血管外科
明治安田生命保険相互会社
住友生命株式会社グループ
日本生命株式会社グループ
アフラック保険サービス株式会社
SOMPOケア株式会社グループ
丸和運輸機関株式会社
医療法人社団永生会永生病院
みずほリース株式会社
双日株式会社グループマンション
ラ・アトレ株式会社グループマンション
NOK株式会社グループ工場ほか
カッパ・クリエイト株式会社
タリーズコーヒージャパン株式会社
ユニマットホールディング株式会社
ちばぎん証券株式会社
リコーロジスティクス株式会社
日本大学豊山女子高等学校中学校
キヤノンマテリアル株式会社
ライオン事務機株式会社
東京ガス株式会社
株式会社NTT東日本プロパティーズ
ライオンズマンション株式会社

LINE株式会社
どんぐり保育園ラゴム
学校法人芝浦工業大学
株式会社LIXIL
目黒日本大学
JFE株式会社
住友重機械工業株式会社
株式会社関電工
学校法人駒澤大学
河口湖カントリークラブ
くっくおさんぽ保育園
西日本高速道路株式会社
新宿町 防災会
鴻池運輸株式会社
東大和市清掃事業協同組合
かえつ有明高等学校
コープ鎌倉管理組合
旭化成ホームズ株式会社
ホテルレジーナ河口湖
エア・ウォーター株式会社
株式会社ENEOS
協和警備保障株式会社
HITOWA株式会社グループ
NTTテルウエル株式会社
NTTドコモ株式会社
高齢者総合福祉施設 喜楽苑
JR東日本ビルテック株式会社



北海道整形外科記念病院様

病院



ホテルレジーナ河口湖様



河口湖カントリークラブ様

ゴルフ場



おふろの王様様

日帰り温泉



宮崎県 国富町様
町役場



群馬県庁様

県庁



東京建物様全店舗に導入・新聞記事



発電機との比較ほか



発電機の燃料は多くがガソリンです。ガソリンは揮発性が高い危険物ですの
で、保管方法はきちんと缶詰め状態にした方が良いでしょう。

発電機、危険な屋内使用 停電中三人CO中毒死

最大震度７の地震を観測し、ほぼ全域が停電する「ブラックアウト」に見舞われ
た北海道で、土砂崩れなどによる死者４１人とは別に、家庭用の小型発電機を屋
内で使っていた男性３人が一酸化炭素（ＣＯ）中毒により相次いで亡くなってい
た。東日本大震災でも同様の死亡事故が起きており、経済産業省は「屋内では絶
対に使用しないで」と注意喚起している。
引用：https://www.yomiuri.co.jp/national/20180916-OYT1T50028.html

ガソリンは危険物ですので、取り扱いには注意が必要です。灯油などを入れるポリ
タンクは使用できず、携行缶と呼ばれる金属製の容器に入れなければなりません。
また、購入はガソリンスタンドで行いますが、セルフのガソリンスタンドでは携行
缶での購入はできないため、セルフスタンドの増えている現在は、購入場所を探す
のにやや苦労するかもしれません。

発電機は屋内では使用不可

https://www.yomiuri.co.jp/national/20180916-OYT1T50028.html


HUG400A



HUG400A

屋内仕様OK

HONDA HONDA YAMAHA

写真

重量（Kg) 5.3Kg 21.1Kｇ
（ガソリン別）

19.5kg
（ガスボンベ別）

25kg
（ガソリン別）

連続使用時間
（ｈ）

使用する機器によって
調節可能（別紙）

3.0～7.5 約1.1～約2.2h
(定格負荷～1/4負荷)

4.2～10.5

サイズ
（ｍｍ）

全長233×全幅
148×全高284

全長509×全幅290×
全高425

全長365x全幅262x
全高524

全長555×全幅
300×全高470

その他 ①正弦波100Ｖ
②CO2を出さない
③オフィス・個人宅
で使用可能
④軽量5.3Kg
⑤太陽光パネルで
充電・回復可能
⑥圧倒的に小さい

①ガソリンは6か月
以内に交換
②CO2を出す為室内
では使用不可
③音が大きい
④ガソリンを入れる
と更に重量が重い

①ガスボンベは1時
間しかもたない
②CO2を出す為室内
では使用不可
③音が大きい
④重量が重い

①ガソリンは6か月
以内に交換
②CO2を出す為室
内では使用不可
③音が大きい
④ガソリンを入れ
ると更に重量が重
い

屋内などでは、絶対に使用しないでください



リチウムイオン蓄電池HUG400A ガソリン発電機 ガス発電機

メリット •持ち運び可能
•いつでも電力供給可能
•電気のない現場で大活躍
•災害時に電気のある生活が出来る
•太陽光パネルで何回でも充電可能
•とくかく小型で軽い、誰でも持ち運べる
•CO2が出ず屋内で使用可能
•音が全く出ない
•正弦波のためPCなど精密機械に使用可能
•プライム・スターでは、安全性試験をド
イツのTUVで実施、安全性を第三者で確認
済み
•その他、第三者にて耐火延焼試験も実施
•すでにビックカメラほかでも販売、多く
の販売をしておりますが、現在不良はゼロ。
•メンテナンスは1年に1回程度の充電のみ。

•持ち運び可能
•いつでも電力供給可能
•電気のない現場で大活躍
•災害時に電気のある生活が出来る

•持ち運び可能
•いつでも電力供給可能
•電気のない現場で大活躍
•災害時に電気のある生活が出来る
•通常時は、カセットコンロはスーパーやコ
ンビニで入手可能で便利

デメリット ・価格がまだ少し高価
・リチウムイオン蓄電池は出始めの為、
PSEなど安全規格がない
・ネットで販売されている商品の中には危
険な商品もあるようだ。
・ほとんどが日本のメーカーのものではな
く、安全性が心配

•ガソリンは危険物ですので、取り扱いに
は注意が必要です。灯油などを入れるポ
リタンクは使用できず、携行缶と呼ばれ
る金属製の容器に入れなければなりませ
ん。また、購入はガソリンスタンドで行
いますが、セルフのガソリンスタンドで
は携行缶での購入はできないため、セル
フスタンドの増えている現在は、購入場
所を探すのにやや苦労するかもしれませ
ん。
・エンジン音が爆音のため住宅街だと騒
音になります。
・ガソリンは酸化や化学変化があり、6
か月以内を目途に新品に交換必要です。
・CO2を出す為室内では使用不可です。
・ガソリンを入れると更に重量が重くな
り女子では搬送が難しい。
・発電時には取扱いが慣れていないとす
ぐには使用が難しい。
・メンテナンスを3か月に1度は行い、錆
などの点検を実施すること。

・カセットガス1本で発電できる時間はだ
いたい2時間程度で、出力もそれほど高く
はありません。
・その為たくさんの備蓄が必要ですが、災
害時は入手が難しくなります。
・長時間本格的に使用するとなると、やや
パワー不足の点は否めません。
・使用時間によっては、ガスをたくさん用
意しておかなければならず、コストは割高
になります。
・カセットガスボンベは高温にさらされる
と爆発の危険もあり保存の場所は気をつけ
なくてはならない。特に車内での保存には
十分な注意が必要である。直射日光など当
たるところにあると特に危険。
・ガソリン発電機と同じくらい重いく、女
性では運搬が難しい。



全国で絶賛販売中ですが

今回は皆様への特別なご案内です



2022/2/2

2021年度東京都港区役所様 防災用品あっせん販売中
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ビックカメラさんやヨドバシカメラさんでも販売中です



ありがとうございました。
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