
       今までの救急箱や救急キットとは違います！ 

   人と人・心と心 をつなぐ 特許取得済の唯一の救急キット です !  
              

                    
                                                        ファーストエイド 

          CSR製品 「 提供表示式・救急キット FA  通称FA(エフエイ）」の ご提案                              
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株式会社 エルプエンテ インターナショナル   他 

             
            非営利型 一般社団法人 ＦＡ普及協会 ＦＡＶＴ 
                           製作担当 

トモナリ衛生材料 株式会社  

   車両に・店舗・施設・建物に・・そしてすべての心に・・このFAは広がっています。 

は 優良企業の証です。 

商標登録済・特許取得済 
新製品追加特許申請中 
 厚生労働省指導済み 



FAのステッカーを貼る事によって、救急キットの所在を示し、 

災害等の有事の際に、必要な人に迅速に救急キットを提供する事が可能になります。 

優しい心の証の 社会貢献製品『提供表示式・救急キットＦＡ』は  

『有事の際に支え合う社会 そして 交通事故のない社会 を創る為の 唯一の救急キット』です。 

全国で統一したロゴマークが必要な為に、商標・特許を取得しました。 

  
 

≪ ２つの使い道  ≫  

① 万が一の際に助け合う・・ 

付属のFAステッカーを施設・店頭に貼ることで、救急キットを備えていることを示し 

災害や事故などの有事の際に迅速に助け合うことが出来ます。 

キットには外傷用の資材の他に携帯用トイレも入っています。 

  万が一の際に絶対に必要なキットです。  

人々のため・社会のために常備してください。  

 ② 車両に搭載する事で交通事故の撲滅 としても・・  

付属のFAステッカーを車体に貼ることで、救急キットを車載していることを示し、 

災害や事故などの有事の際に迅速に助け合うことが出来ます。 

また、車内にFAステッカーを貼ることで、安全運転が習慣化されます。 

加害者にならない意識！が芽生え安全運転が習慣化されます。 

FA導入企業内の事故が激減している報告が多数入っています。 
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≪ 社会貢献製品『提供表示式・救急キットＦＡ』（ 通称 FA エフエイ ）とは ≫  
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   社会的イメージの向上 

       事業用車輌や施設・商店街の店舗などの導入により 企業のブランドイメージのアップ に 

          なります。 
          CSR活動や地域社会の向上や活性化 につながっています。 
 

    企業内の 労働基準法・労働安全衛生法   から見た 

        コンプライアンスや各ステークホルダーへの取り組みとしても有効です。 
   

 ● 車両に搭載した場合  
     ドライバーの目に入るメーター周りに一番小さなFAステッカーを貼る事で・・・ 

        ドライバーの 安全運転・交通事故防止 への意識の向上  につながっています。 

    社内事故の激減した企業からの報告も多く頂いております。 

                       

    迅速な対応                     
         付属のインフォメーションカードをドライバーの財布に入れておきます。 

          緊急時に、連絡先などの情報が迅速に伝達可能 となります。 

    車輌(四輪・二輪) 船舶・施設・店舗などに「救急キットFA」を設置し、救急箱提供提示シール 

          を添付する ことで、災害・事故・事件の被害に遭遇した人へ  迅速な救急キットの提供  が 
          可能となります。 
    消防庁が推進する一般市民の応急処置活動の普及にもつながっています。 

    救急箱提供提示シール             は社会貢献の証です。 

          （ 全国での共通のロゴマークが必要の為、特許取得済み・商標登録済みの救急キットです。） 
 

 
      

 企業･団体における導入メリット 
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FAだからこその特徴 
【特許取得済み】 

  

【特許取得済み】 
店舗や施設の入口ドアやショーウィ
ンドー、車体やリアガラスなどに貼
り、FAキットが設置されているこ
とを認知してもらうためのシール。 
社会貢献の証です。 
FA車載車両の交通事故が減少して
います。 
         

   
緊急時に駆け付けた救急隊員の 
迅速な応急処置に役立てること 
を目的とし、免許証などの身分 
証明書と一緒に携帯することで 
効率的な情報提供が可能。記入 
後に裏紙を剥がすと耐水になり 
ます。免許書と一緒に財布に入 
れておくことをお勧めします。 

         

インフォメーションカード 

劣化実証試験済 

厚生労働省･総務省消防庁
の指導・意見を頂き、多
くのメーカの協力で製品
化いたしました。 
高温でも揮発・劣化しに
くいことが要求されるの
で、高温での保管の実証
試験をクリアした上質の
製品のみを採用していま
す。 
 

     ご予算に合わせたオリジナルFAキットも製作いたします。（300個～のご注文となります) お問い合わせください。 

災害時の共助の為のコンテンツに 

神奈川県警察と日本郵便との普及プロジェクト 

「交通事故の減少を目的とした当FA
キットの普及活動」を神奈川県警と        
日本郵便港郵便局が進めています。 

表示器 

（車両用・店舗・施設用シ－ル） 

 大規模災害時のトリアージ
タグの緑と黄色のタグの負傷
者に、共助のコンテンツとし
て大変有効です。 
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導入実績 

神奈川県秦野市消防本部 

ピップ株式会社 

日本郵便 

※写真は実績のごく一部です 

       神奈川トヨタ中店 

既に3,000を超える企業・団体・行政の間で普及が拡がっています 
詳しくは WWW.fa-csr.jp をご覧ください。 

神奈川県横浜市中区「麦田町商店街･発展会」の取り組み 

http://www.fa-csr.jp/
http://www.fa-csr.jp/
http://www.fa-csr.jp/


                                

 
                                      2011年  6月    神奈川新聞に2面分の取材記事が掲載されました。   
                                      2014年  9月      tvkテレビの特集ニュースで放映されました。 
                                    2016年10月      CAR＆レジャー紙で社会貢献製品として掲載されました。 
                2017年  2月      J’COMでの番組で放映されました。  
                                      2018年  4月  朝日新聞に掲載されました。  
                  ８月      神奈川テレビ tvk のニュース番組 (ニュースリンク) でFAの特集が放送されました。 
                  ９月    FMヨコハマ・日本経済新聞 等々で掲載されました。東奥日報（青森県）・秋田さきがけ新聞（秋田県） 
                 10月  信濃毎日新聞（長野県）・埼玉新聞（埼玉県）・中部経済新聞（愛知県）・琉球新報（沖縄県） 
                     薬事日報・物流ニッポンなどの多数のマスメディアに取材記事が掲載されています。他多数有り 

       YouTubeでは「FA特集 救急キット」で検索 で、tvk神奈川テレビの特集がご覧になれます。 
           
                                                       他、薬事・） 

メディア関係 

  6 
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キットの内容（スタンダードキット） 

 

◎「提供表示救急キットFA」は全ての特徴で 特許取得済み      に対する商標登録済み です。 
◎ 厚生労働省、総務省消防庁の指導のもと製品化。 
◎ 高品質製品をセレクトしました。ご自分で資材を選び、FAケースに収納して下さい。残りは予備として保管してください。  
◎ 製作担当は、信頼のピップ株式会社・トモナリ衛生材料株式会社です。 
◎ 普及のスピードを上げる為にも価格を大幅に下げて ご提供しております。 
   
◎ 資材を組み替えたオリジナルFAキットも製作いたします。 お問い合わせください。 
 （オリジナルFAキットは、300個～のご注文となります ) 

表示器車
外用 兼 
店舗等用
シール 

作業トレイにもなる 
多機能ワンタッチ 

フルフラットFAケース 

195×110×68mm 
 

フェイスシ
ールド 

（マウスト
ゥマウス 
用シート） 

伸縮包帯  ガーゼは  
大小の2種類 

絆創膏         
切って使えるサ
イズと小サイズ

の2種類 

サージカル      
テープ 

消毒液 
（車内温度 

でも 

  揮発しにくい） 

三角巾   はさみ 
上質な製品です 

応急処置 
解説冊子 

インフォメー
ション 
カード 

滅菌綿棒 

価格・仕様など一部変更がされる場合がありますのでご了承ください。 

携帯用 トイレ 

 マスク  手袋 

充実の18アイテムがセットされています。           
（ 消毒液・携帯用トイレには使用期限があります。お問い合わせ下さい。） 

 



私たちが目指すこと 

    8           Copyright(C)2011 elpuente international co.,ltd,All rights reserved. 

ＦＡ概要 

【販売・企画】 
非営利型 一般社団法人 ＦＡ普及協会 ＦＡＶＴ  
株式会社 エルプエンテ インターナショナル 
 
【製作・販売】 
非営利 一般社団法人 ＦＡ普及協会 ＦＡＶＴ  
ピップ株式会社  
株式会社 エルプエンテ インターナショナル 
山田 真幸（前社団法人神奈川薬剤師会理事、前横浜市南区薬剤師会会長）  普及協力企業代理店  他   
 
【導入・普及協力企業および団体】 
神奈川県警察、神奈川県秦野市消防本部、横浜市交通局、日本郵便株式会社 南関東支社、ｔｖｋテレビ神奈川、神奈川
トヨタ自動車株式会社、レクサスレーシングチームSARD、横浜市資源リサイクル事業協同組合、（一社）埼玉県バス協
会会員各企業、（社）神奈川県バス協会会員各企業、かんぽ生命神奈川・山梨支店、株式会社横浜スタジアム、株式会社
ナップスNプロジェクト、ピジョン株式会社、コンビ株式会社、太陽生命横浜支店女性ボランティアチーム、株式会社タ
ニタ、シック･ジャパン株式会社、ビジョン株式会社、株式会社ヒューテックノオリン、スズラン株式会社、大洋製薬株
式会社、ピップ株式会社、横浜市麦田町商店街発展会、横浜市中区石川町商店街アイキャナルストリート  パタゴニ
ア・インターナショナル・インク、 関電工 神奈川支社、                                                                                                                                                 

                                        他 3,000以上の企業･団体 
                                              2018年 3月 現在 
【販売価格】 
 オープン価格 数量により割引可能です お問い合わせ下さい。  

  ◎ご予算に合わせた オリジナルFAキットも製作いたします。（ 300個～のご注文となります) お問い合わせください。 

         

  

 
 
非営利型 一般社団法人 ＦＡ普及協会 ＦＡＶＴ  

オフィス  231-0851 神奈川県横浜市中区山元町5-224-2-101 
http://www.fa-csr.jp  ＴＥＬ045-662-4418  ＦＡＸ045-641-2055 
 
 
 
株式会社 エルプエンテ インターナショナル 

                   
 

http://www.fa-csr.jp/
http://www.fa-csr.jp/
http://www.fa-csr.jp/

