防災商品 総合カタログ

2021-2022

未 曾 有 の 大 震 災に見 舞われて以 来 、
災 害 対 策 の 重 要 性 が 叫 ば れ るように なってきました 。
起 こり得 る 被 害 や 、災 害 に 遭 うシ チ ュ エ ー ションによって 、
対 策 の 内 容 は 様 々に 変 わ ってきます 。
被 害 の 想 定 からはじめ 、復 旧 対 応 の 方 法 を 計 画 した のちに 、
防 災 商 品 を 装 備・備 蓄 することが 必 要 不 可 欠 で す 。
皆 様 の 災 害 対 策 に 、更 なる 安 心と安 全 をご 提 供 い たします 。

※ 写真は、
（ 株）初田製作所より提供
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［注意事項］
● このカタログに記載されている価格は全て税込表示となっております。

軽減税率が適用される場合、消費税額が異なります。
● このカタログの内容は、
2021年8月現在のものです。

●

品切れや、仕様および価格変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。
商品の色は、印刷上、実際の商品と異なる場合がございますのでご了承ください。

［価格の見方］
商品番号

税込価格

わかめご飯
¥346（税抜価格 ¥３２０）50
C5099

商品名

内容量：100ｇ カロリー：346kcal/1袋
商品スペック

税抜価格 出荷単位

（※出荷単位割れの対応はできません）

防災対策
防災対策

1. 知っていますか？
地区内残留地区

知っていますか？

東京都都市整備局のＨＰでは地区内残留地区とは、地区

に倒壊に巻き込まれる危険があったり、火の粉がとん

の不燃化が進んでおり、万が一火災が発生しても、地区

でくるリスクや、輻射熱で亡くなってしまうケースもあ

内に大規模な延焼火災の恐れがなく、広域的な避難を

ります。そうした場合、特に延焼の危険性がない地区に

要しない区域として、平成25年5月現在で34ヵ所、約

おいては、ヘタに避難場所に移動するよりも、むやみに

100㎞ 指定しています。

外を歩かないほうが安全と考えられます。」こういった
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「首都圏直下のときにいちばん怖いのは、建物の倒壊
と火災です。避難場所に行く場合でも、歩いているとき

事を受け、事業所や自宅等での在宅避難が増えていく
可能性があります。

東京都帰宅困難者対策条例の概要から備蓄品の例と量の目安
従業員向けの備蓄の例（ 首都直下型地震帰宅困難者等対策協議会※ 最終報告より抜粋 ）
①3日分の備蓄の量の目安

②備蓄品の例

水…… 1人当たり1日3リットル、計9リットル
主食… 1人当たり1日3食、計9食

水…… ペットボトル入り飲料水
主食… アルファ化米、
クラッカー、

毛布… 1人当たり1枚

乾パン 等

2L
×4.5本

×9食

（ 9L ）

1枚

※首都直下型地震帰宅困難者等対策協議会 … 東京都及び内閣府が、国の関係省庁、首都圏の地方公共団体、民間企業等を構成員として、帰宅困難者対策に
ついて、情報を共有するとともに、横断的な課題や取組について検討を行うために設置した。

＊東京都帰宅困難者対策条例は平成25年4月から施行。条例の施行に向け、
『一時帰宅の抑制・安全確保』
『一時滞在施設の確保』
『都民への情報
発信』
の実施計画が平成24年11月に策定されました。

備蓄品の例

あんしん
STAY BOX
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P.5

折りたたみヘルメット
BLOOMⅢ MOVO

P.12

備蓄ラジオ Eco-3

P.37

防災対策
防災対策

2. 期限切れ？
防災備蓄用の飲料水や食料品には、賞味期限があります。

［ローリングストック法実践］

定 期 的に保 存 期 間 を 確 認して、期 限 切 れになる前に
ローリングストック法を実践して次の準備をしましょう。

1

期限切れ？

ステップ

うっかりの期限切れを防ぐ新備蓄法
「ローリングストック法」とは？

合計12食分の「非常食」
を押入れなどにしまっておか

循環備蓄。災害時に備えた食品の備蓄方法の1つで備蓄

ないでキッチンなどに出してすぐ食べられる場所に

した食品を定期的に消費し、食べた分だけ買い足してい

備蓄しておく。

く方法。まさにその名の通り
「食べ回しながら備蓄する」
という新しい方法です。

ステップ

備える

毎月「非常食」を食べる日を決めておいて（例えば毎

1

3

2

月第1週目の日曜等）、その日に備蓄している12食分
のうち1食分を食べるようにする。

2

買い足す

食べる
ステップ

こんな商品にも期限が…

3

「非常食」
を食べた後、食べてしまった1食分を買い足

飲料水や食料品だけではなく、消毒剤やウェットシートな

し備蓄に加える。この月1回のルールを繰り返して

どにも使用期限をもうけている商品があります。
もしもの

いくと、ちょうど1年で非常食12食分すべてが新しく

時に安心して使用できるよう定期的な確認が必要です。

入れ替わります。

期限がある商品の例
5年保存

プレーン

手指消毒剤 キビキビ®

P.19

コーヒー

黒糖

長期保存缶入パン
新・食・缶ベーカリー

5年保存

オレンジ

P.25

5年保存水
スーパーセーブ

P.31
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備える

地震に対する備えとして、
オフィスの防災セットの準備をしておきましょう。

備える

防災セット

5年保存

もしも の 時 に 必 要 な 備 え を ひとまとめ に 。

本棚・キャビネットに…

防災セット

・A4ファイルサイズなのでキャビネットや袖机にもすっきり納まり
保管場所に困りません。

袖机に…

・事前に個々人に配布しておくことで、災害発生時配布の手間を
省くことができます。
・1人用のセットなので人事異動や入退社に伴う社員数の増減に
も臨機応変に対応することができます。
・企業備蓄としてはもちろん、ご家庭の備えとしてもおすすめです。

❹

❼

A2201 あんしん STAY BOX
¥8,640（税抜価格 ¥8,000）1 軽減税率8%対象商品

❽

商品サイズ ： W315×D240×H90mm/2.76kg

❷

❸

❶

❺

❻

●内容品
❶ 永谷園フリーズドライご飯（カレー味、チャーハン味、炊き込み五目味×各1食）
食料

❷ 手羽先リゾット・ミニ（和風味、
カレー味、
トマト味×各1食）

❺ ウェットティッシュ
（20枚）
衛生
用品

❸ SUPER BALANCE 6YEARS（全粒粉、
ココア味×各2包）
❹ 5年保存水(500ml)×2本

❻ アルミブランケット×1枚

❼ 真空タオルセット
（タオル、
マスク、
軍手）
❽ トイレ
（5回分）

※商品の規格・仕様等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

基本の保存食セット
3MEALS、3DAYS、7YEARS

C5362 防災セット337+
¥5,162（税抜価格 ¥4,780）

7年保存

内容品 : 玄米ごはん(和風味、
ケチャップライス味、
カレーピラフ味×各1)
パン革命(ミルク味、
チョコレート味、
ブルーベリー味×各1)
バランススティック(マーマレードチーズ味、
スイートストロベリー味、
セサミエスプレッソ味×各1)
保存水500ml×3
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A2006 緊急避難BOX A
¥5,500（税抜価格 ¥5,000）8

内容品 : 非常持出袋、保存用飲料水500ml、パンの缶詰、懐中電灯(単2 2本付)、
圧縮軍手&タオル、
スペースブランケット、
ポケットレインコート、
ホイッスル、サージカルマスク、
モイスチャーポケットティッシュ、絆創膏20枚、三角巾
商品サイズ : W265×D80×H217mm/1.2kg

※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

備える

地震、火災、浸水などさまざまな、
緊急対応ができるために備えておきたい支援用具です。

背もたれを広げると
座椅子になるリュックと、
避難所で使える防災グッズを
セットしました。

備える

緊急支援用具
防水性に優れた
リュック型の防災セット

緊急支援用具

A2024 THE ISU PACKER 防災セット
¥22,000（税抜価格 ¥20,000）

内容品 : THE ISU PACKER、LEDポータブルラジオ、長期保存アルカリ単4電池3本、
個包装マスク2枚、
ビスコ保存缶、あんしん保存水500ml×2本、携帯用ミニトイレ3回分、
モバイルトイレポケット、非常用食器折り紙、静音アルミシート、防災用ウエットティシュ、
大地震対応防災マニュアル、軍手、給水袋2.5L、
エイドクルー9点（キズテープ×3、綿棒×10、
コットンパフ×3、
ワンタッチ包帯、爪きり、耳かき、
エチケットハサミ、爪ヤスリ、毛抜き兼ピンセット）、
生活4点セット
（首枕、
アイマスク、耳栓、
スリッパ ）
リュックサイズ : W370×D150×H500mm/1.2kg(内容物除く)
梱包サイズ : W400×D140×H540mm/3.7kg

A2004 非常持出21点セット
¥8,800（税抜価格 ¥8,000）

内容品 : 非常持出袋、飲料水運搬パック、ハサミ、
エマージェンシークッキー60g×3袋、ピンセット、
保存用飲料水500ml、懐中電灯(電池付)、救急絆創膏、ローソク、
マッチ、ガーゼ、三角巾、スベリ止め付軍手、脱脂綿、タオル、包帯2個、
ポリ袋10枚、ロープ5m、ティッシュ2個、
レジャーシート、缶切
梱包サイズ : W370×D210×H210mm

A2023 防災セット ラピタ Bセット
¥15,180（税抜価格 ¥13,800）

内容品 : 防災リュック(防水仕様)、スマホ対応ダイナモライト、
レスキューライス×3袋、
7年保存水500ml×3本、
ウォーターバッグ3L、
レスキューシート、
携帯トイレ3セット、簡易救急セット、
ポケットレインコート、マスク、
ホイッスル、軍手
リュックサイズ : W330×D160×H460mm
梱包サイズ : W335×D240×H510mm

A2005 帰宅困難者支援セット
¥7,700（税抜価格 ¥7,000）

内容品 ： 非常持出袋（ワンショルダータイプ）、絆創膏(18枚入)、
三角巾、サージカルマスク×2枚、滑り止め軍手、タオル、非常用カイロ×3個、
ティッシュ×2個、ウェットティッシュ、アルミブランケット、
保存水500ml×2本、エマージェンシークッキー60g×3個、
簡易トイレ×3個、緊急用ホイッスル
梱包サイズ : W220×D370×H220mm

A2007 レスキューキットⅡ
¥6,600（税抜価格 ¥6,000）

内容品 : 2WAYポーチ、保存水 500ml×1本、
エマージェンシークッキー（プレーン）
×2食、
マルチ充電LEDライト、単3形乾電池×4本、
アルミブランケット、
簡易トイレ5回分、緊急呼子笛、
タオル、常備用カイロ、
簡易救急セット、スベリ止め付軍手、マスク
ポーチサイズ ： 約W300×D150×H200mm

防水タイプのシンプルで使いやすいバッグ。
折りたたみ可能。

リュック型

A2028 防水ドライバッグイエロー ２
０L
¥1,485（税抜価格 ¥1,350）

内容品 : 材質：ポリエステル
耐荷重：約20kg
商品サイズ : W520×D387×H250mm/約398g

A2001 非常持出袋
リュック型
¥4,180（税抜価格 ¥3,800）
商品サイズ : W400×D70×H405mm
(公財)日本防炎協会認定製品

防災リュック

A2019 防災リュック
¥5,060（税抜価格 ¥4,600）

カラー : ブラック
商品サイズ :
W290×D100×H370mm/600g

非常持出袋

A2017 非常持出袋
¥880（税抜価格 ¥800）

商品サイズ : 335×450mm
重量 : 約83g

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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備える

地震に強いオフィス環境を整えるために、機器や什器の
転倒防止対策、
ガラス飛散防止対策から始めましょう。

備える

地震対策・事前対策

地震に強いオフィスをつくる。
オフィス内の安全・防災対策は、
これで備える。
適切な安全・防止対策を実施して、
オフィス内での被害を最小限に抑えましょう。

キャビネットやコピー機などが転倒、落下、移動

しないように専用器具で安全に固定しましょう。

万一、オフィス家具などが転倒しても大きな被害につ

ながらないように、オフィスのレイアウトを「安全」と
いう視点で見直しましょう。

物が多いオフィス内では、地震による被害で 避 難

通 路 が 通 れ なくなる恐 れも あります。避難時を
考慮した対策を施しましょう。

地震対策・事前対策

机上、
床上に固定

機器側面と机上面
（または床面）
と
「リンクストッパーT型」
で固定。
機器底面と机上面の間に隙間がない時は
「リンクストッパーL型」
を使用してください。

A0503 リンクストッパー L型
LS-384（4本入）
¥3,080（税抜価格 ¥2,800）

A0504 リンクストッパー T型
LS-484（4本入）
¥3,080（税抜価格 ¥2,800）

対象物重量 : 80kg（4本使用時）
対象物 : パソコン・サーバー・キャビネット

プリンターの台への固定、
段積み機器の固定に

対象物重量 : 160kg（4本使用時）
対象物 : 什器・キャビネット・ロッカー・本棚

機器の底面と机上面を固定したり、段積みして設置した
機器の移動・転倒を防ぎます。

A0505 リンクフット
LG-10
（大4個入）
¥4,972（税抜価格 ¥4,520）

A0502 リンクストッパー I 型
LS-284（4本入）
¥3,278（税抜価格 ¥2,980）

対象物重量 : 125kg（4個使用時）
対象物 : サーバー・パソコン・段積み機器

対象物重量 : ５６ｋｇ
（4本使用時）
対象物 : 卓上プリンター 2段積み棚

帰宅困難者が
徒歩帰宅する際に
役立つ
マニュアルブック。

取付が簡単なカラビナ式
吊り下げ金具を使用。
（硬質ポリケース付）
B3002 ステップダンⅡ型 2F用
¥17,600（税抜価格 ¥16,000）

全長 : 4.6m/1.8kg
（一財）日本消防設備安全センター評定品

サバイバル・ウォーク・
マニュアル
¥495（税抜価格 ¥450）
A3019

B3003 ステップダンⅡ型 3F用
¥19,800（税抜価格 ¥18,000）

pp加工の表紙は破れにくく丈夫
107×174mm
全48ページ

全長 : 7.7m/2.7kg

消防用設備等認定の厳しい基準をクリア。ステッカータイプで施工が簡単で、誘導灯と比較して省エネ。
・ 蓄光安全標識版のJIS規格で国内唯一「最上級ＪＤクラス」
に対応の超高輝度蓄光テープ。

・ 今までの蓄光製品では光を溜め込むことが難しかった薄暗い階段や玄関先でも十分に蓄光します。

ステッカー

ステッカー

タイプ

A3025 超高輝度蓄光テープ
Super-α-FLASH
(SAF1005)
¥14,080（税抜価格 ¥12,800）

商品サイズ : 10mm×5ｍ巻 t=0.75mm

A3031 消防認定品
高輝度蓄光式誘導標識
α-FLASH SN860 避難口
¥6,380（税抜価格 ¥5,800）10
商品サイズ : 150×150mm

ステッカー

ステッカー

タイプ

タイプ

タイプ
A3035 消防認定品
中輝度蓄光式誘導標識
TSN804
¥2,860（税抜価格 ¥2,600）

商品サイズ : 360mm×120mm

A3036 消防認定品
中輝度蓄光式誘導標識
TSN805
¥2,310（税抜価格 ¥2,100）

商品サイズ : 120mm×120mm

※「大規模・高層建物の法令規制強化（消防予第408号-177号）」に対して、高輝度蓄光製品を使えば、安価で簡単に、法令に対応することができます。詳しくは別途お問合わせください。
※ 避難標識は他の種類もございます。
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※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

備える

家具を傷つけずに
取り付けられる転倒防止具。

備える

地震対策・事前対策
A1010 マグニチュード７ ML-35
（2本組）
￥9,570（税抜価格 ¥8,700）
家具から天井までの高さ：25〜35cm

A1011 マグニチュード７ ML-50
（2本組）
￥9,570（税抜価格 ¥8,700）

補助板付

家具から天井までの高さ：35〜50cm

地震対策・事前対策

A1012 マグニチュード７ ML-80
（2本組）
￥9,570（税抜価格 ¥8,700）
家具から天井までの高さ：50〜80ｃｍ

A1013 マグニチュード７ ML-110
（2本組）
￥10,120（税抜価格 ¥9,200）
家具から天井までの高さ：80〜110cm

ML-35
ML-50
ML-110

※家具と天井の間の寸法がちょうど35、50、80㎝の場合は
1つ上のサイズをご使用ください。

ML-80

ガラスが割れても、破片が飛散しないようにするためのフィルム。
割れてもヒビが入るだけにとどめます。

左 フィルムあり
右 フィルムなし

ガラス飛散防止フィルム
凹凸ガラス用
¥2,068（税抜価格 ¥1,880）
A1027

A1017 ガラス飛散防止フィルム
平面ガラス用
¥3,630（税抜価格 ¥3,300）

商品サイズ : 920×900mm

商品サイズ : 920×1850mm

・特殊な軟質性ゴムで振動、衝撃を吸収
します。
・4枚使用時で耐荷重 60kg（目安）。
震度7クラスの揺れにも耐えられます。

A1028 ゲルベース SET-4040GL
￥1,760（税抜価格 ¥1,600）10

ゲルベース：40×40×厚さ5mm
パッケージサイズ：182×104×厚さ6mm/48ｇ
梱包サイズ : W182×D104×H140mm/620ｇ(10個入)

・食器棚の開き戸などの枠に取り付けます。
・ワンタッチで開け閉めが容易にできます。
どちらも
・取り付ける場合は右利き、左利き、
可能です。

A1029 食器棚扉ストッパー ST19002
￥880（税抜価格 ¥800）10

パッケージサイズ：175×85×厚さ15mm
梱包サイズ : W210×D163×H140mm/500ｇ(10個入)

震度7対応

・ 強粘着タイプ、6枚で耐荷重150kg
・ 水洗いによって粘着力が回復します。
・ 52インチまでの薄型TVに使用可能
A1001 不動王
薄型TV用耐震シート
（6枚入）
¥2,750（税抜価格 ¥2,500）
本体サイズ：50×50×厚さ5mm×6枚入

震度5以上の揺れでブレーカーを
強制遮断し、震度3以上でLEDライトが
自動点灯します。

A1026 地震火災の見張り番@home
￥2,970（税抜価格 ¥2,700）10

感震ライトは取り外してハンディライトとしても使用できます。
(単4電池3本必要)
商品サイズ : Ｗ８５×Ｄ４０×Ｈ１３５mm/190g

パソコン本体・モニターに貼るだけでOK

・ 強粘着タイプ、
4枚で耐荷重100kg
・ 水洗いによって粘着力が回復します。
・ パソコン本体、
ルーター、
プリンタ、
スキャナ等に
A1004 不動王
パソコン用耐震シート(4枚入)
¥1,958（税抜価格 ¥1,780）
本体サイズ：50×50×厚さ5mm×4枚入

※兵庫県南部地震（震度7以上）で一般住宅及び高層マンション
（15階想定）の地震波で実証実験済

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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備える
備える

事前対策

地震に対する備えとして、
オフィスの防災セットの準備もしておきましょう。

エレベーター閉じ込め対策用の非常備蓄セット。
地震などでエレベーターが停止すると、長時間にわたり閉じ込められる可能性
があります。復旧するまで落ち着いて行動が出来るように備えましょう。
LED

490
80

事前対策

419

センサーライト付
オリジナル
ロック機構

A0005 エレベーターセーフティBOX
フラットタイプ
¥132,000（税抜価格 ¥120,000）

内容品 ： 保存水500ml×6、
エマージェンシークッキー
（チョコ・プレーン・抹茶）
×各3、
ほっ！
トイレラージパック×1、
マイレットカプセル3×1、
抗菌・消臭スプレー×1本、
からだフキフキぬれタオル×1、救急セット巾着タイプ×1、
緊急用ホイッスル×1、
レスキューシート×1、
クリックス吸盤付クリップ×2、
ニトリルゴム手袋×5双、
紙コップ3oz×10、
ポケットティッシュ×5、
LEDセンサーライト×1
商品サイズ : W490×D80×H600mm

エレベーター用防災キャビネット
コンパクトなコーナータイプと壁面設置できるフラットタイプ
いたずら防止機能付開閉ボタン使用

コーナータイプ

A0006 エレベーターキャビネット
コーナータイプ
¥170,500（税抜価格 ¥155,000）
商品サイズ : W270×D161×H700mm

扉を一度開けてしまうと、閉めることができま
せん。扉を閉めるには、専用の鍵（付属品）が必
要です。
この鍵は通常、管理室や防災センター
のような施設で管理します。
万一いたずらなどで中身を取り出され、そのま
ま閉めてしまうと、いざという時に中身が無い、
という状況になります。この状況を回避する
ため、扉を開けた場合、開けたことがはっきり分
かるようにするための機能です。

エレベーターやオフィスに設置する
災害用備蓄ボックス
デッドスペースの活用に有効

※内容品はイメージです。

フラットタイプ

A0007 エレベーターキャビネット
フラットタイプ
¥193,600（税抜価格 ¥176,000）
商品サイズ : W550×D80×H600mm

エレベーターキャビネット共通 内容物 : 手回し充電ライト、非常用飲料水50mlパック×10、非常用食料×10、袋式トイレ、
ポンチョ、
アルミブランケット(静音タイプ)×2、
ホイッスル、救急用品、ケミカルライト、プラスチック扇子、
ポケットティッシュ×5

A0008 備蓄ボックス MDP-200W
¥60,500（税抜価格 ¥55,000）

スチール製
商品サイズ : W250×D250×H750mm/9.1kg
※内容物は含まれておりません。

5人分の毛布、
マット、軍手、
マスクと断水時の
トイレやガス、
電気対策のアイテムをセット

小規模事業所BOXセット
¥93,500（税抜価格 ¥85,000）
A2022

内容品 ： 簡易毛布5枚、
エアマット5個、軍手5双、
マスク40枚、
トイレ100回分、
カセットコンロ1台、
カセットガス6本、
ランタン1台、ヘッドライト1台、携帯充電ラジオライト1台、
ブルーシート1枚、
ボディタオル2個、給水バッグ5L×2個、収納クリアケース
梱包サイズ : W750×D450×H370mm/約8kg
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災害時・避難時に
必要な防災用品
をセットしました。
ローラータイプの
バッグで避難に便
利です。

A2025 ローラーバッグ防災サバイバルセット
¥29,480（税抜価格 ¥26,800）

内容品 ： バッグ、ダイナモラジオ、軍手、ホイッスル、ロープ3m、アルミポンチョ、非常用ブランケット、
給水タンク3L、保存水500ml×3本、マジックライス×3食、カンパン、救急ポーチセット、グルーミングセット、
スチームシェフ3回分、紙皿、サランラップ15m、布テープ、非常用スリーピングバッグ、携帯用ミニトイレ、
レスキューシート、防災用ウェットティッシュ、コンパクトエアーベッド、防災チェックリスト
商品サイズ ： W380×D380×H515〜960mm（車輪含)/約8kg 梱包サイズ : 約W340×D390×H530mm

※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

備える

地震、火災、浸水などさまざまな災害時、
緊急対応ができるために備えておきたい支援用具です。

熱を伴う実際の炎を発生させ、
臨場感ある消火体験が行えます。

燃焼部が鍋型で、設置時は家庭のガスコンロと同程
度の高さになるように設定されているため、天ぷら
油火災をリアルに想定した訓練が行えます。

備える

消火訓練装置・緊急支援用具

体験者に、
【炎の熱さ・怖さ】
【消火器の正しい使い方】を
学んでいただけます。

商品サイズ : 操作スタンド W300×D415×H950mm
燃焼トレー W950×D250×H253mm/約21kg
※プロパンガスは付属しておりません

訓練当日の天候によっては
強い風が吹き、炎が立ち上
がらない場合があります。
このような時に《風除け》を
使用することで、炎が風の
影響を受けるのを軽減する
ことが可能です。

風除け
（ケスゾウ用）
（オプション）
オープン価格
A3055

材質 ： ステンレススチール
商品サイズ :
展開時 W1250×D210×H770mm/約10ｋｇ
収納時 W300×D200×H770mm

あらかじめ土砂を詰めた状態で土のうを備蓄しておくことで、有事の際に土砂を
充填する作業負担を無くします。
折りたたみ式本体フレーム×1セット（mm）

折りたたんだ状態 （mm）

箱型カバー×1枚

1200

1020

320

950
30
100

上蓋

A3004 消火体験装置
＜Kesuyo（ケスヨ）
＞ STS-3500
¥550,000（税抜価格 ¥500,000）

消火訓練装置・緊急支援用具

A3003 消火体験装置
＜Kesuzo（ケスゾウ）
＞ STS-3000
¥440,000（税抜価格 ¥400,000）

商品サイズ ： 操作スタンドW300×D415×H950mm
燃焼部（設置時）W835×D370×H1397mm
燃焼部（収納時）W368×D370×H238mm/約26.5kg
※プロパンガスは付属しておりません

工具不要で組み立てて
地面に置くだけ、
スピーディに設置が可能です。
コンパクトに収納でき、
繰り返し使えます。

ブルーとホワイトからお選びいただけます。

約5年の耐候性を実現した土のう

746

946

土のう

A3063 土のうステーション
¥253,000（税抜価格 ¥230,000）

セット内容・材質 折りたたみ式本体フレーム×1セット：特殊強化PP
専用箱型カバー×1枚：PVC、UVブラック土のう×50枚、本体：PE／口紐：PP
カラー : 箱型カバー：ブルーまたはホワイト／土のう袋：ブラック
商品サイズ : 本体 : W1200×D1020×H950mm/約50kg
カバー : W1240×D1050×Ｈ950mm/約2kg

わずか2分で20ｋｇの土嚢袋が完成！

A3062 UVブラック土のう
¥２２０（税抜価格 ¥200）200

商品サイズ : W480×H620mm/58g

界面活性剤を主体とし流出した
油類を乳化分散することで火災を
未然に防止するとともに、
水産物の死滅を防止する油処理剤。
油汚れの洗浄にも応用可能。

A3061 備えあれ板 3枚入り
¥21,780（税抜価格 ¥19,800）

本品3枚、専用クリップ9個、補強用クリップ3本
商品サイズ : W700×H500×D400mm/2.3kg（1枚あたり）
※別売のコーナーパーツもございます。

ポリプロピレンが主原料の
高性能油吸着マット
油の流出、漏油処理に最適

A3057 スーパーダッシュバッグ DBW-02
¥33,000（税抜価格 ¥30,000）

1パッケージ10袋入り、1ケース20袋入り
使用材料 : 外袋 不織布、吸水材 吸水性ポリマー（ポリアクリル酸
ナトリウム）、パッケージ プラスチック
（防湿・紫外線カットフィルム）
商品サイズ : 吸水前 W400×D360×H15mm/0.27ｋｇ
吸水後 W400×D360×H150mm/20.0ｋｇ
梱包サイズ : W450×D400×H170mm

A3053 オイルキャッチャー Ｍ型
PE-4050
（50枚入）
¥13,750（税抜価格 ¥12,500）

1パックで10袋処理できる分量です。

スーパーダッシュバッグ用
脱水剤 DBW-CA20
¥2,200（税抜価格 ¥2,000）
A3058

2パック入り 質量：2.5kg×2
梱包サイズ : W380×D270×H120mm

オイルクリーナーＨ
¥12,100（税抜価格 ¥11,000）
A3056

18Ｌ缶入
質量：17.5kg
型式承認番号：Ｐ-375

商品サイズ : W500×D500×H5mm/5kg

A3054 オイルキャッチャー L 型
PE-4065
（50枚入）
¥19,250（税抜価格 ¥17,500）

商品サイズ : W650×D650×H5mm/8.5kg

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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逃げる・助ける
逃げる・助ける

緊急脱出用具

いざという時、緊急脱出の際に、
身の安全を守ってくれる
防災用具を身近に準備しておきましょう。

5年保存

3年保存

煙や一酸化炭素がたちこめても、
約５分間は呼吸ができます。
簡単に使えて、火災初期の避難に
有効な、ろ過式防煙マスク。

煙と火から命を守る
火災避難用の水タオルです。
今治産コットン100％

緊急脱出用具

B3001 防煙マスク
ケムラージュニア
¥7,876（税抜価格 ¥7,160）

重量 : 255g
有効期限 ： 製造年月から5年間（未開封）
（一財）
日本消防設備安全センター
性能評定合格品

日本製

B5029 いまばりレスキュータオル
¥550（税抜価格 ¥500）10
商品サイズ：19 0×120mm（パッケージ)
170×210mm(タオル)/125g

事故車からの脱出・救出専用
のツール。
サイドウインドウを
割り、
そのままシートベルトを
カット。一連の動作で素早く
脱出。

B3026 ホイッスルE-CALL
¥440（税抜価格 ¥400）

商品サイズ : W52×D34×H10mm/10g

B3004 緊急ツール
¥2,420（税抜価格 ¥2,200）

B3027 緊急用ホイッスル
¥143（税抜価格 ¥130）

商品サイズ : W43×D19×H205mm/60g

商品サイズ : φ8×100mm/12g

小型消火具と
緊急脱出用のハンマーと
シートベルトカッターが
合体しました。

緊急時にSOSを知らせる
大音量サイレン機能。
LEDライトでモールス符号を
フラッシュ発信。
B3036 レスQラジオ
¥5,500（税抜価格 ¥5,000）

SOSサイレン(80dB相当）、LEDライト、
AM/FMモノラルラジオ、40mmスピーカー、
デジタル時計機能、ラジオアラーム機能、
スリープタイマー機能、単4電池2本（別売）、
電池寿命：連続約30時間(アルカリ乾電池使用時)
付属品：両耳イヤホン
商品サイズ : W55×D18×H78mm/70ｇ

A5005 脱出機能付小型二酸化炭素消火具
消棒レスキュー
¥6,600（税抜価格 ¥6,000）24

放射時間約8秒 薬剤量62ｇ
商品サイズ : W60×D45×H195mm/370g

日ごろの防災訓練が、いざという時に身を守ります。
簡単に設営できて手間をとりません。

B3014 防災頭巾
（小）
¥3,355（税抜価格 ¥3,050）

対象：幼児
商品サイズ : W240×H430mm
（公財）日本防炎協会認定品

B3015 防災頭巾
（大）
¥3,575（税抜価格 ¥3,250）

対象 ： 小学生〜大人
商品サイズ : W280×H490mm
（公財）日本防炎協会認定品

C2025 煙体験ハウス NDS-13
¥249,700（税抜価格 ¥227,000）

商品サイズ : W1800×D5320×H1850mm/90kg

スモークマシン
（オプション品）
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C2026 煙体験ハウス NDS-14
¥279,400（税抜価格 ¥254,000）

商品サイズ : W1800×D7020×H1850mm/105kg

パイプ(スチール製亜鉛メッキ鋼管)、幕体(ポリエステル
付属品(障害物用シート、ウエイトバー2セット)

※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

B3016 防災頭巾カバー
（小）
¥1,210（税抜価格 ¥1,100）

カラー : ブルー、
ピンク
（公財）日本防炎協会認定品

B3017 防災頭巾カバー
（大）
¥1,320（税抜価格 ¥1,200）

カラー : ブルー、
ピンク
（公財）日本防炎協会認定品

逃げる・助ける
逃げる・助ける

緊急脱出用具
収納・最薄コンパクト
折りたためるヘルメット
子供から大人まで、
幅広いサイズ調整が可能

回すだけ、組み立て簡単

素材 ： ABS 色 ： 白、
オレンジ、
ブルー
適応サイズ ： 47〜62cm 重量 ： 420ｇ
組立サイズ ： L208×D278×H140mm
梱包サイズ ： W214×D84×H287mm
厚生労働省保護帽規格
「飛来・落下物用、墜落時保護用」合格品

厚生労働省保護帽規格「飛来･落下物用」､
「墜落時保護用」合格品
工事現場で使用できます。

ホワイト

B3037 防災用折りたたみ
ヘルメット IZANO2
オープン価格

素材 ： ABS 色 ： ホワイト、他各種
適応サイズ ： 47〜62cm 重量 ： 450ｇ
組立サイズ ： L297×D222×H139mm
収納サイズ ： W297×D222×H63mm
厚生労働省保護帽規格
「飛来・落下物用、墜落時保護用」合格品

緊急脱出用具

オレンジ

回転式ヘルメット
クルボCrubo ST＃130
オープン価格
B3031

デザイン性も備わった防災ヘルメット。
厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」合格品。

一般用

B3008 防災ヘルメット 一般用
¥4,180（税抜価格 ¥3,800）20

素材 ： ポリカーボネート、衝撃吸収ライナー付
色 ： イエロー、
シルバー
適応サイズ ： 54〜60ｃｍ
重量 ： 430ｇ
厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」合格品

B3009 防災ヘルメット キッズ用
¥4,180（税抜価格 ¥3,800）20

B3034 作業･防災用折りたたみヘルメット BLOOMⅢ MOVO
¥4,928（税抜価格 ¥4,480）10
素材 ： ABS 色 ： ホワイト、他各種 適応サイズ ： 52〜61cm 重量 ： 415ｇ
組立サイズ ： L277×D208×H140mm 梱包サイズ ： W216×D284×H78mm
厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用、墜落時保護用」合格品

素材 ： ポリカーボネート、衝撃吸収ライナー付
色 ： イエローグリーン、
シルバー
適応サイズ ： 49〜56ｃｍ
重量 ： 360ｇ
厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」合格品

ワンアクションでヘルメットに変形！
！
収納性、携帯性に優れた防災用折りたたみヘルメットが
更にコンパクトに！

B3022 ヘルメット 168型
ST＃168-FZ
¥4,620（税抜価格 ¥4,200）

キッズ用

素材 ： ABS 色 ： 白、
他各種
適応サイズ ： 53〜62ｃｍ
重量 ： 375ｇ
厚生労働省保護帽規格
「飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用」
合格品

高機能ヘッドバンド
EPA（エパ）

ホワイト

グレー

オレンジ

ライム

B3023 ヘルメット 118型
ST＃118-EP
¥3,080（税抜価格 ¥2,800）

素材 ： FRP 色 ： 白、他各種
適応サイズ ： 52.5〜62ｃｍ
重量 ： 380ｇ
厚生労働省保護帽規格
「飛来・落下物用」合格品

折りたたみヘルメット BLOOMⅡ
¥4,180（税抜価格 ¥3,800）40
B3028

素材 ： 帽体PP+PE、中央カバーABS 色 ： ホワイト、
グレー、
オレンジ、
ライム
適応サイズ ： 52〜61cm 重量：370ｇ
組立サイズ ： L263×D201×H145mm 梱包サイズ ： W198×D53×H355mm
厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」合格品

118型
148型

折りたためば厚さ
わずか45mm

45mm

B3024 ヘルメット 148型
ST＃148-E
¥2,640（税抜価格 ¥2,400）

素材 ： ABS 色 ： 白、
他各種
適応サイズ ： 52.5〜62ｃｍ
重量 ： 340ｇ
厚生労働省保護帽規格
「飛来・落下物用、電気用」
合格品

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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逃げる・助ける

災害時や緊急時に、避難路の確保やがれきの撤去など、
レスキュー活動に使用する救助用工具です。

逃げる・助ける

救助用工具
B0004 のこぎり なたのこ60
¥7,656（税抜価格 ¥6,960）
刃渡り：300mm
付属品:PP樹脂製ケース付、
ゴムハンドル

スコップ(角型)
¥4,125（税抜価格 ¥3,750）
B0001

B0005 のこぎり ゴムボーイ
¥4,433（税抜価格 ¥4,030）

商品サイズ : 全長:970mm

刃渡り:240mm

救助用工具

スコップ(剣先)
¥4,125（税抜価格 ¥3,750）
B0002

B0011 ナタ
¥6,743（税抜価格 ¥6,130）

商品サイズ : 全長:970mm

角型

剣先

なたのこ60

ゴムボーイ

商品サイズ : 全長:360mm

ナタ

B0088 両口ハンマー 900mm
¥4,950（税抜価格 ¥4,500）

両口ハンマー

商品サイズ :
W164×D57×H900mm/4ｋｇ
（頭部3.5ｋｇ)

B0003 ボルトクリッパー
BC-600
¥14,377（税抜価格 ¥13,070）
商品サイズ : 全長:625mm/2.5kg
最大切断径:10mm

B0009 レスキューアッキス
¥7,095（税抜価格 ¥6,450）
商品サイズ : 全長:460mm/1.2kg

B0006 両つるはし
¥4,950（税抜価格 ¥4,500）

レスキュー
アッキス

商品サイズ : 全長:900mm

丸カケヤ

全長：3560mm 脚立時：1700mm
重量 : 8.1kg アルミ製
最大荷重 : 130kg

商品サイズ : 全長:900mm

B0013 バール(テコ)
¥4,400（税抜価格 ¥4,000）

B0070 スライダー式ハシゴ
¥61,600（税抜価格 ¥56,000）

商品サイズ : 全長:900mm

バール 消防鳶
平
バール (テコ)

消防鳶
¥16,500（税抜価格 ¥15,000）
商品サイズ : 全長1800mm

頭径：φ150mm

B0059 脚立
¥40,700（税抜価格 ¥37,000）

B0012 平バール
¥4,730（税抜価格 ¥4,300）

B0089

B0010 丸カケヤ
¥7,700（税抜価格 ¥7,000）

一輪車
¥11,000（税抜価格 ¥10,000）
B0058

全長 : 7180mm 通常 : 4160mm
重量 : 15.6kg アルミ製
最大荷重 : 100kg

商品サイズ : 680×1300mm/13kg

レバーハンドルが自在に回転するため、
作業現場を選びません。
B0023 防水シート
♯3000（10枚入）
¥39,600（税抜価格 ¥36,000）1

爪付油圧ジャッキ
B0025 爪付油圧ジャッキ
MHC-2RS-2
MHC-5RS-2
¥55,539（税抜価格 ¥50,490） ¥63,283（税抜価格 ¥57,530）
B0024

重量 ： 13ｋｇ 爪荷重 : 2t 頭部荷重 : 5t
爪最低位置 : 19mm

B0015 救助ロープ 30m
¥8,250（税抜価格 ¥7,500）

商品サイズ : φ12mm×30m ビニロン製

材質 ： 本体/ポリエチレン・ポリプロピレン、
ハトメ/アルミ
商品サイズ : 3600×5400mm/約3kg

重量 ： 20kg 爪荷重 : 5t 頭部荷重 :10t
爪最低位置 :22mm

B0016 救助ロープ 200m
¥60,500（税抜価格 ¥55,000）

商品サイズ : φ12mm×200m ビニロン製

B0017 標識ロープ 30m
¥1,980（税抜価格 ¥1,800）

商品サイズ : φ9mm×30m ポリエチレン製

B0018 標識ロープ 200m
¥9,900（税抜価格 ¥9,000）

商品サイズ : φ9mm×200m ポリエチレン製

B0019 蓄光ロープ
B0020 蓄光ロープ
B0021 蓄光ロープ
B0022 蓄光ロープ
ＴＲ95-20
ＴＲ95-30
ＴＲ125-20
ＴＲ125-30
¥2,200（税抜価格 ¥2,000） ¥3,300（税抜価格 ¥3,000） ¥5,060（税抜価格 ¥4,600） ¥7,700（税抜価格 ¥7,000）
商品サイズ : φ9.5mm×20ｍ
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商品サイズ : φ9.5mm×30ｍ

※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

商品サイズ : φ12.5mm×20ｍ

商品サイズ : φ12.5mm×30ｍ

逃げる・助ける
逃げる・助ける

救助用工具

B0060 レスキュー11
¥55,000（税抜価格 ¥50,000）

内容品 ：バール小・大、
６ポンドハンマー、のこぎり、軍手、
活性炭マスク、
パンタグラフジャッキ2ｔ、
ロープ、
スリングベルト、懐中電灯、防災バンド
商品サイズ : W１０００×D２８５×H１５５ｍｍ/16.5kg

救助用工具

災害時の救助に
役立つ11種類の
工具・用具を揃えました。
移動に便利な
キャスター付きです。

緊急時に必要な機材と工具のセットを、
キャスター付きケースに収納しました。

各工具がマジックテープで固定して
あるので運搬中にバラバラにならず、
取り出しも簡単です。

B0030 レスキュー12
¥165,000（税抜価格 ¥150,000）

B0029 レスキュー工具セット
（アルミトランク式）
¥35,200（税抜価格 ¥32,000）

内容品 : 平バール900mm、平バール(小)360mm、
ハンマー(大)頭部2.7kg、ハンマー(小)、バチツルハシ頭部2.5kg、
パンタグラフジャッキ600kg用、油圧ジャッキ4t、万能オノ、
懐中電灯(電池付)、赤色誘導灯、防塵マスク、ゴーグル、
ホイッスル/1個、スコップ(ボックス裏側収納)

内容品 ： ハンマー1.3kg、ネイルハンマー、万能オノ、
ボルトクリッパー300mm、
コンビネーションレンチ8・10・12・13・14・17mm、
バール360mm、折込みノコギリ210mm、
ドライバー +・−、モンキーレンチ、
プライヤー、ペンチ、
カッターナイフ、すべり止め軍手、
スケール2ｍ（ストップ付）
商品サイズ : W450×D140×H330mm/10.4kg

工具収納用ツールボックス（下記収納）／１個
ドライバー +・−、大型カッターナイフ、プライヤー、
ボルトクリッパー300mm／2ケ、折込みノコギリ210mm、
手袋 滑り止め付、モンキーレンチ、
ハンディーソー、単1電池2本、単2電池2本
商品サイズ : W300×D150×H1000mm/約42kg

スリムタイプで場所を
とりません。
オフィス、マンション、
集会所などに。

作業用工具をコンパクトに収納。
収納格納箱はキャスター付きで
持ち運びも簡単です。

B0032 レスキューミニ
¥83,600（税抜価格 ¥76,000）

B0031 レスキュースリム
¥46,860（税抜価格 ¥42,600）

内容品 : 4t油圧ジャッキ、ショベル ミニ、
万能オノ、ボルトクリッパー300mm(切断5mm)、
両口ハンマー1.3kg、ネイルハンマー、
平バール600mm、折込みノコギリ210mm、
ゴーグル、LEDヘッドランプ（防水型)、
同上単3電池(4本)、すべり止め付軍手
商品サイズ : W250×D150×H700mm/19kg

内容品 : パンタジャッキ1t、平バール900mm、
大ハンマー頭部2.5kg、万能オノ、ゴーグル、
すべり止め付軍手、防塵マスク
商品サイズ : W180×D120×H1000mm/16kg

使用頻度の高いツールをセレクトした
ベーシックセット。
B0028 災害救助工具セット(背負式)
¥54,780（税抜価格 ¥49,800）

内容品 : 平バール900mm、
両口ハンマー900mm3.5kg、
ボルトクリッパー600mm、
折込鋸、
皮手袋2双、
ゴーグル2個、
防塵マスク2枚、
救助ロープφ8mm×10m、
ホイッスル2個、
背負式キャリーバッグ
商品サイズ :
約W330×D130×H1000mm/約14.5kg

B0084 工具セット BK-31
¥8,800（税抜価格 ¥8,000）

内容品 : ピンセット、六角棒レンチ8本、モンキーレンチ150mm、
ニッパー150mm、ラジオペンチ150mm、
ドライバー3本、
精密ドライバー3本、ダイヤモンドヤスリ、ネールハンマー、
6.35mm角スピンナーハンドル、
コンベックス3m、
ドライバービット8本、6.35mm角ビットアダプター
商品サイズ : 約W295×D220×H58mm/約1.85㎏

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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逃げる・助ける

緊急時の停電対策として、蓄電池や発電機、
投光器や燃料などの準備も必要です。

逃げる・助ける

救助用機器

救助用機器

カセットボンベとガソリンの
両方使える発電機。

指定カセットガスボンベ2本で簡単発電。
非常時はもちろん、アウトドアにも最適です。

扱いやすいセルスターター付き
ハイパワーモデル。車輪付き。

B0093 KG-101 インバーター式
2WAY発電機 ジーキュービック
¥162,800（税抜価格 ¥148,000）

B0064 エネポ Eu9iGB
¥121,000（税抜価格 ¥110,000）

使用燃料 ： カセットガス・無鉛ガソリン
定格周波数 ： 50/60Hz 定格電力 ： 1.0kVA
商品サイズ ： W318×D448×H392mm/15.0kg

使用燃料 ： カセットガス(東邦金属工業製指定)
定格周波数 ： 50/60Hz
定格電力 ： 0.9kVA
商品サイズ ： W365×D262×H524mm/19.5kg

B0067 発電機 ホンダ EU28is JNA3
¥382,800（税抜価格 ¥348,000）

ガソリン、
プロパンガスで発電できる
ハイブリッド型発電機。

いざという時でも
カセットボンベさえあれば安心！

並列使用や二段積み保管可。

B1016 ハイブリッド型発電機 EP3200iWE
¥478,500（税抜価格 ¥435,000）

B1015 発電機 三菱 MGC901GB
¥180,400（税抜価格 ¥164,000）

B0068 発電機 ヤマハ EF2000iS
¥278,300（税抜価格 ¥253,000）

軽くて携帯に便利な本格投光器

作業・レジャーや災害時に
幅広く使えるコンパクト投光器

電気のない仮設現場や資材置き場で
便利な充電式LED作業灯です。

B1020 LED投光器 GZ-314
¥27,500（税抜価格 ¥25,000）4

B1019 LED投光器 GZ-310
¥8,800（税抜価格 ¥8,000）10

B0100 充電式LEDアップライト
LUL-54W-CH-50K-PK
¥99,000（税抜価格 ¥90,000）

使用燃料 ： 無鉛ガソリン・LPガス
定格周波数 ： 50/60Hｚ
定格電力 ： 3.15kVA
商品サイズ ： W595×D375×H510mm/37.0kg

明るさ： 6000ルーメン 点灯時間 ： 3時間
使用電源 ： AC電源／充電池兼用
付属品 ： 専用ACアダプター
商品サイズ : W210×H185×D120mm/約1560g(電池含む)

使用燃料 ： カセットガス(岩谷産業製指定)
定格周波数 ： 50/60Hｚ
定格電力 ： 0.9kVA
商品サイズ：W400×D330×H390mm/22.0kg

明るさ ： 1600ルーメン 点灯時間 ： 3時間
使用電源 ： AC電源／充電池兼用
付属品 ： 専用ACアダプター
商品サイズ : W145×H120×D83mm/約600g(電池含む)

使用燃料 ： 無鉛ガソリン
定格周波数 ： 50/60Hz
定格電力： 2.8kVA
商品サイズ ： W658×D482×H570mm/61.2kg

使用燃料 ： 無鉛ガソリン
定格周波数 ： 50/60Hz
定格電力 ： 2.0kVA
商品サイズ ：W527×D419×H461mm/32.0kg

仕様：連続点灯時間：100% 5時間〜10% 55時間
充電時間：4.5時間 充電電源：AC100/200V兼用
商品サイズ：φ1006×H1589mm/4.8kg

※発電機の定額出力が900VAであっても、消費電力の合計900Wいっぱいまで製品をつなげることが可能と言い切れるわけではありません。電力はゆとりを残してご使用ください。
※モーターを使う電気機器などは、動き始めに大きな電力（起動電力）が必要なので、表示の消費電力（W）の3〜4倍の出力（VA）を見込んでおく必要があります。
※発電機の稼働には、ガソリンのほかにエンジンオイルが必要です。

電気製品の消費電力例
※ご使用の際はその機器の消費電力を
必ずご確認ください。
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コピー機

1500W

液晶TV32型

100W

ノートパソコン
携帯電話充電

※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

30W

10W

エアコン

500W

扇風機

30W

LED照明

30W

投光器

300W

逃げる・助ける

持ち運びできるコンパクトタイプ

AC出力3つ、USB出力4つが使える簡単仕様

A3034 停電の見張り番NEO BG600Neo
¥219,780（税抜価格 ¥199,800）

蓄電容量 ： 230Wh
定格出力 ： AC100V60Hz/DC5-9V/DC5V2.4A+1A
充電時間 ： 約7時間
商品サイズ：W120×D120×H155ｍｍ/2.3kg

A3030 災害･非常用電池
エイターナス インバータセット
¥96,580（税抜価格 ¥87,800）

蓄電容量 ： 40Ah/540Wh 定格出力 ： DC14.4V5A
用途 ： AC100V〜200V出力(インバータ)他
12V・5V-USB電源も可能
商品サイズ ： 本体 W175×D185×H85mm
インバータ ： W118×D172×H63mm
重量 ： 本体 2.5kg、
インバータ 1.2kg

YR-20

B0039 ガソリン携行缶 YR-10
¥7,480（税抜価格 ¥6,800）

A3021 移動式小型蓄電システム
スマートEポータブル ＳＥＰ-１０００
¥185,900（税抜価格 ¥169,000）

蓄電容量 ： 600Wh 定格出力 ： AC100V/DC12V-12A
充電時間 ： 約8時間(AC100V)
商品サイズ : W395×D313×H370mm（ハンドル込み９６５ｍｍ）/27kg

水や海水を入れるだけで発電。
メンテナンス不要で最大10年保存可能。

コンセントの防雨・防塵キャップは開閉
しやすい一体成形タイプ。円盤は鉄板製。

A3026 Ｍｇ
ＢＯＸ
（マグボックス）
¥27,500（税抜価格 ¥25,000）

B0091 コードリール SS-30K 防雨型
¥16,093（税抜価格 ¥14,630）

B0037 ガソリンの缶詰 ４缶入
¥4,290（税抜価格 ¥3,900）

B0038 灯油缶 8缶入
¥8,140（税抜価格 ¥7,400）

蓄電容量 ： 300Wh 定格出力 ： DC5V1.2A
最大発電時間 ：5日間
商品サイズ：W233×D226×H226mm/1.6kg(注水前)

定格出力：125V15A接地付、
コード長30ｍ、
コンセント数4口
重量：6.5ｋｇ

YR-10

容量：10L 材質：0.8mm鋼板
商品サイズ : W402.4×D252.3×H196.5ｍｍ

B0040 ガソリン携行缶 YR-20
¥8,580（税抜価格 ¥7,800）

蓄電容量 ： 768Wh
定格出力 ： AC100V600W/DC5V2.1A+1.0A
充電時間 ： 約3時間
商品サイズ ： 約H350×W500×D150mm/約19kg

災害時の電源確保に最適。
大型キャスター付きで
楽に移動できます。

救助用機器

A3033 ポータブル蓄電池
エナジープロキューブ LB-230
¥88,000（税抜価格 ¥80,000）

家庭用コンセントから充電可能。
LEDライトがついた非常用電源装置。

逃げる・助ける

救助用機器

容量 : 1缶1L入
付属品 : 給油セット(じょうご･缶切)、品質保証期間3年

容量 : 1缶1L入
付属品 : 給油セット、品質保証期間3年

容量：20L(横揺れ防止板付) 材質：0.8mm鋼板
商品サイズ : W430.5×D307.5×H261ｍｍ

パワフルで使いやすい万能機種
B0072 エンジンカッター ハスクバーナK770
¥272,800（税抜価格 ¥248,000）

低木の伐採や選定、
丸太の切断に

排気量 : 74cc 燃料混合比（ガソリン:2サイクルオイル）25:1
商品サイズ : W225×D605×H391mm/約10kg

B0034 K770用 金属切断刃
¥36,300（税抜価格 ¥33,000）
商品サイズ : φ305×40mm

数量 : 10枚

B0035 K770用 非金属切断刃
¥36,300（税抜価格 ¥33,000）
商品サイズ : φ305×40mm

数量 : 10枚

B0090 エンジンチェーンソー ESK-3435
¥54,230（税抜価格 ¥49,300）

切断長さ：350mm 排気量：34.0ml
使用燃料：混合 (無鉛ガソリン：2サイクルエンジンオイル＝50：1)
商品サイズ : W738×D232×H268mm/4.6kg (全装備)

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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逃げる・助ける

災害時の迅速かつ確実な避難を
手助けします。

逃げる・助ける

救助用機器
・ 震度5クラスの揺れをキャッチすると鍵のか
かったボックスが自動解錠。備蓄倉庫や避難場
所に設置することで担当者が不在でも解錠する
ことができます。

揺れを感知すると
自動でロック解除

・ 縦揺れ横揺れ感知機能で様々な地震の揺れに
対応します。

救助用機器

・ 電源のない場所でも設置可能です。
・ 電話問い合わせでダイヤルロックの解除も可能
です。

B1021 緊急用スペアキー保管ボックス
レスキューキーボックス

オープン価格

1

材質：ステンレス
商品サイズ：W304×D123×H420mm/10㎏

・ 災害時、空に向かって居場所と避難者数を伝え
るシートです。
・ SOSの文字だけでは伝わりきらない情報を救
助者側に素早く伝達します。
・ 避難場所に応じて、
「 置く・吊るす」どちらでも
対応可能です。
・ 雨の中でも書ける専用油性マーカー付き。

B1022 レスキューリクエスト
¥24,200（税抜価格 ¥22,000） 1

避難者シート1枚、
緊急用シート1枚、数字記入シート2枚、
シート材質 ： 不織布(セルロース/ポリエチレンテレフタレート)
マーカー材質 ： 油性チョーク
商品サイズ : 本体：W2440×H900mm
数字記入用予備シート：W1230×H900mm
マーカー：D90×H130mm

・ ベスト型なので着の身着のままで避難が可能
です。

背面

・１５個のポケットでたっぷり収納。
・ 背中部分は2種類の大容量ポケットでリュック
サックのようにたくさんの荷物を入れることが
できます。
・フードは綿入りで防災頭巾代わりに。
・ピンク、黄色、青、緑の４色展開。
※浮力、
耐火機能はありません。

ピンク

子供サイズ
サイズ(cm)
イエロー

ネイビー
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S

M

L

着丈

44

52

60

68

身幅

42

50

56

63

肩幅

32

36

40

45

20.5

25

33

37

袖ぐり
グリーン

SS

C9044 フード付き非常持ち出し防災ベスト
ハコベスト S・SS
¥16,500（税抜価格 ¥15,000） 1

大人サイズ

適応身長

100〜120

120〜150 150〜170 165〜185

※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

表地：ナイロン100%(透湿防水コーティング)
裏地：綿100%(ブロード) フード中綿/メッシュ：ポリエステル100%

C9045 フード付き非常持ち出し防災ベスト
ハコベスト M・L
¥18,700（税抜価格 ¥17,000） 1

表地：ナイロン100%(透湿防水コーティング)
裏地：綿100%(ブロード) フード中綿/メッシュ：ポリエステル100%

逃げる・助ける

けが人や病人、高齢者の方や要介護の方を、
安全に救助・救護・避難させるための用具です。

簡単･安全･スピーディに使用できます。
収納スペースもとりません。

わずか1秒！
パタッと開いてすぐに使えます。

二つ折
担架格納箱

学校･病院･自治体その他あらゆる施設におすすめします。

救助用機器

四つ折
担架格納箱

逃げる・助ける

救助用機器

B1001 二つ折担架
¥15,125（税抜価格 ¥13,750）

使用時 2040×540mm/7.0kg 材質 : スチール
商品サイズ : 収納時 2040×120×145mm

B1003 二つ折担架格納箱
¥47,300（税抜価格 ¥43,000）

材質 ： SPCCスチール製高級メラミン焼付仕上 保持バンド付
商品サイズ : W280×D200×H2300mm

四つ折担架
¥25,410（税抜価格 ¥23,100）
B1002

使用時 2040×580mm/8.1kg 材質 : スチール
商品サイズ : 収納時 1060×280×175mm

四つ折担架格納箱
¥45,100（税抜価格 ¥41,000）
B1004

材質 ： SPCCスチール製高級メラミン焼付仕上 保持バンド付
商品サイズ : W340×D200×H1200mm

B1007 超軽量簡易担架 パタット担架
¥16,500（税抜価格 ¥15,000）
材質 : 本体塩ビターポリン、内側スポンジ
強度最大 100kg 試験合格品
商品サイズ : 使用時600×1850mm
折畳時600×600mm/1.7kg

エレベーター等が使用できないとき、
座ったまま階段をスムーズに
降下できます。アルミフレーム、
耐火シート
（Spentex ® ）使用

災害時に要救護者を
効率よく安全に
搬送出来ます。

専用スタンド
（別売）

B1011 スキッド 非常用階段避難車
¥168,300（税抜価格 ¥153,000）

おんぶ隊プラス
¥10,450（税抜価格 ¥9,500）
B1005

展開寸法：W520×D900×H1540mm
収納寸法：W520×D175×H1540mm
耐荷重：150kg、最大階段角度35度

梱包サイズ ： W310×D265×H85mm/730g

緊急時に一人でも
担ぐ事が可能。
コンパクトに収納

B1008 ワンタッチ式ベルト担架 SB-160
¥31,680（税抜価格 ¥28,800）
商品サイズ : 収納時 500×270mm
使用時 1750×520mm 耐荷重 ： 100kg

専用カバー
（別売）

どこでも使える手軽な担架。焼却しても
有毒ガス・有害物質は発生しません。

B1009 キャリーフ
¥13,200（税抜価格 ¥12,000）

商品サイズ : 1700×650mm 2枚入り
収納時 W120×D270×H70mm/300g

軽くてコンパクトに
収納出来る紙製担架

B1010 レスキューボード
¥20,680（税抜価格 ¥18,800）

材質 ： 紙製特殊繊維ボード 最大耐荷重 ： 約500kg（素材乾燥時）
サイズ ： 展開時 1800×730×2.4mm
折りたたみ時 ： 600×730×40mm 重量 ： 約3.5kg

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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逃げる・助ける
逃げる・助ける

衛生用品

緊急時や災害時の、救急処置や応急処置に対応した
救急セットや衛生用品の備えが肝心です。

サトウキビから生まれた
天然由来アルコールを
使った手指消毒剤

こんなところでお使いください
・ 病院・介護施設などの医療機関

・ レストラン・ファーストフード・給食センターなどの外食関係

手指消毒剤 キビキビ ®
￥2,750（税抜価格 ¥2,500）10

・ スーパーマーケット・コンビニなどの食品販売店

B5024

・ 学校・保育園・幼稚園・役所などの公共機関

商品サイズ : W91.4×D77.5×H207mm/約1000g

・ 金融機関・ホテル・娯楽施設などの人の出入りが多いところ

指定医薬部外品

衛生用品

1000ｍL

買取 使用期限切れ商品の買い取り

手指消毒剤キビキビ 使用期限切れ品の買い取りをいたします。無駄が少なく経費節減に。

（ポンプ式）

3年保存

ノンアルコールタイプで、
お子様にも安心してお使い
いただけます。

10枚入

ノンアルコール除菌
ウエットティッシュ ボトルタイプ
￥418（税抜価格 ¥380）12

ウィル・ステラVH ウェットシート10枚入
￥385（税抜価格 ¥350）50

ノンアルコール除菌
ウエットティッシュ 詰め替え
￥308（税抜価格 ¥280）12

ウィル・ステラVH ウェットシート80枚入
￥1,210（税抜価格 ¥1,100）20

B5030

商品サイズ : W93×D93×H166mm/320g 100枚入り

B5031

商品サイズ : W80×D65×H135mm/260g 100枚入り

スタンダードタイプの防塵マスク。

80枚入

B5033

シートサイズ ：150×300mm
本体サイズ：W215×D92×H10mm

B5034

シートサイズ：140×200mm
本体サイズ：W105×D105×H170mm

日本製

B5027 サージカルマスク ブルー
オープン価格 12
50枚入/箱
梱包サイズ ： W311×D197×H178mm

B5007 防塵マスク
8205-DS2（20枚入）
￥4,169（税抜価格 ¥3,790）10
梱包サイズ ：
W131×D131×H207mm

5年保存
口内を拭き取り、
口臭の原因となる
食べかすを
取り除きます。

B5011 うがい薬コロロＣＰ-400
（1L）
￥3,993（税抜価格 ¥3,630） 6
商品サイズ : W98×D94×H224mm
有効成分：ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム
効能・性能：口腔内の殺菌・消毒・洗浄。口臭の除去

B5015 ドライシャンプー

￥935（税抜価格 ¥850）24

商品サイズ : W200×D50×H50mm/200g

B5009 口腔清潔
ウェットシート
（21枚入）
￥440（税抜価格 ¥400）10

10枚入り(3日分) 5年保存
材質：不織布(レーヨン・ポリプロピレン)
個包装サイズ：170×130mm
梱包サイズ：D410×W350×H170mm/4kg

洗い流しやふき取りがいらない
シャンプー。

大きく、厚手で柔らかい。
レーヨン不織布。

ウェット手袋
￥385（税抜価格 ¥350） 80
B5032

商品サイズ : W150×H190mm/55g
梱包サイズ ： D405×W315×H160mm/4.4kg

B5038 エリス素肌の気持ち超スリム
シンプルデザイン
￥548（税抜価格 ¥498）24
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B5036 歯みがきシート
（10枚入）
￥605（税抜価格 ¥550）80

商品サイズ : W100×D20×H180mm/約110g
シートサイズ : 150×200mm

昼夜兼用で
省スペースに備蓄。

特に多い昼用 羽つき 27cm 17枚入り
商品サイズ : D140×W105×H125mm/135g
梱包サイズ：D464×W384×H229mm/4kg

指サック型で
しっかり拭ける。
水無しでも
お口スッキリ！

5年保存

B5003 長期保管からだふき
ボディータオル（12枚入）
￥748（税抜価格 ¥680）
未開封で製造日より5年間保存対応
シートサイズ：300×600mm
商品サイズ：W245×D175×H30mm

B5020 圧縮タオル
￥341（税抜価格 ¥310）

商品サイズ : 圧縮サイズ W95×D65×H11mm
タオルサイズ 400×830mm

5年保存
アルミフィルム使用で
洗い流しやふき取りがいらない
長期保存（使用期限5年）が
シャンプー。
可能な、超大判・厚手不織布の
使い捨てタオルです。

B5037 長期保存用ボディタオル
￥99（税抜価格 ¥90）100

本体/不織布（パルプ、レーヨン）
製品サイズ：約50×200mm 展開サイズ：約560×280mm
梱包サイズ：W370×D285×H180mm

5年保存
・ 赤ちゃんのおしりふきにも使用可能。
・ 多目的に使えるので備蓄スペースの削減に。

B5039 SKKウェットティッシュ
（30枚入）
￥605（税抜価格 ¥550）60
商品サイズ : D20×W205×H130mm/200g
シートサイズ ： H200×W300mm
梱包サイズ：D255×W615×H410mm/12kg

※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

5年保存

B5028 超防災ウエットティッシュ
¥220（税抜価格 ¥200）
商品サイズ : Ｗ90×Ｄ135×Ｈ10mm
5年保証品

逃げる・助ける
逃げる・助ける

救助用機器
救急用品

B4011 災害多人数用救急箱 ２
０人用
￥40,700（税抜価格 ¥37,000）

B4012 災害多人数用救急箱 ５
０人用
￥80,300（税抜価格 ¥73,000）

B4004 少人数用救急箱 入替セット
￥4,961（税抜価格 ¥4,510）

B4013 ２
０人用救急箱 入替セット
￥6,776（税抜価格 ¥6,160）

B4014 ５
０人用救急箱 入替セット
￥29,458（税抜価格 ¥26,780）

救急三角巾（滅菌済)×3個、スノーカット×3個、
ホームガーゼ×3個、
スノータイL×3個、清拭綿5P×1個、綿棒10本入×3個、
絆創膏18枚入×2個、サージカルテープ×1個、体温計1個、
パワーステンレスハサミ1個、刺抜き兼用ピンセット1個、
スプレー消毒液50ml×1個、救急ハンドブック1個、
ウィル・ステラ10枚入×1個、スペースブランケット1個、
FCポリ手袋6枚

清拭綿5P、救急三角巾(滅菌済)×3個、絆創膏18枚入2個、
スプレー消毒液50ml×1個、
ウィル・ステラ10枚入×1個、
サージカルテープ×1個、FCポリ手袋6枚入×1個

B4007 救急セット 巾着タイプ
￥1,540（税抜価格 ¥1,400）

三角巾×8個､ホームガーゼ×3個､カット綿×3個､清浄綿×1個､
パイル包帯×6個､綿棒×2個､ナースバン×1個、絆創膏×3個、
サージカルテープ×1個､止血帯×1個､副木大･中･小各1本､
体温計×1個､ハサミ×1個､刺抜き兼用ピンセット×1個､
携帯用浄水器×1個､スプレー消毒液×2個､救急ハンドブック×1冊、
ウィル・ステラ10枚入×3個､スペースブランケット×2個､
ポリ手袋6枚入×1個

三角巾×20個､ホームガーゼ×10個､伸縮包帯×5個､
清浄綿25パック入×1個､救急包帯(小)×6個､貼る包帯(小)×3個､
ナースバン×3個、絆創膏×2個、サージカルテープ×3個､
止血帯×2個､副木大･中･小各2本､体温計×1個､ハサミ×3個､
刺抜き兼用ピンセット×3個､携帯用浄水器×1個､スプレー消毒液×3個､
救急ハンドブック×1冊、
ウィル・ステラ10枚入×6個､
スペースブランケット×3個､ポリ手袋6枚入×2個､メモ帳×2個､
ボールペン×3本

清浄綿25P、絆創膏×3個､ナースバン×1個、
スプレー消毒液50ｍｌ×2個、
ウィル・ステラ10枚入×3個､サージカルテープ×1個、
FCポリ手袋6枚入×1個

ガーゼ×１、
脱脂綿×１、絆創膏（18枚入）
×１、伸縮包帯×１、
清拭綿×３、綿棒（10本入）
×１、
はさみ×１、
とげ抜き×１、
ピンセット×１

清浄綿25P、
救急三角巾(滅菌済)×20個、
救急包帯×6個、
貼る包帯×3個、
絆創膏×2個、ナースバン×3個、
スプレー消毒液50ｍｌ×3個、
ウィル・ステラ10枚入×6個、
サージカルテープ×3個、
FCポリ手袋6枚入×2個

B4010 救急セット ボックス型
￥3,080（税抜価格 ¥2,800）

コットン球、
伸縮包帯、綿棒、
不織布テープ、
毛抜き、
ガーゼ、
三角巾、絆創膏、
はさみ、応急手当の方法
商品サイズ : W105×D190×H125mm

傷病者の症状等を書き込み、その緊急度を色で
識別するためのタッグ。
傷病者の症状等を書き込み、その緊急度を色で

緊急度・重症度に応じて傷病者の待機場所を
分別するシート。

逆止弁付マウスピースと、
フェイスカバーが
付いていて衛生的。

B5013 トリアージタッグ
（50枚入×2）
￥30,800（税抜価格 ¥28,000）

B5012 トリアージシート
￥90,200（税抜価格 ¥82,000）

B2002 感染対策用人工呼吸器レサコ
（10個入）
￥4,180（税抜価格 ¥3,800）

識別するためのタッグ。

商品サイズ : 110×232mm
梱包サイズ ： W260×D140×H80mm
（50枚入）

救急用品

B4001 少人数用救急箱(5〜10人用)
￥12,100（税抜価格 ¥11,000）

商品サイズ : 5400×5400mm/4.5kg（1枚あたり）
梱包サイズ ： W880×D610×H200mm 黒・赤・黄・緑（４色１セット）

商品サイズ : マウスピース部 W30×D16×H24mm
シート部 210×200mm

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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避難生活

アルファ化米を使った保存食は、
コンパクトで保管スペースも
抑えられるため、備蓄用として最適です。

避難生活

非常用食料品
安心米 アルファ化米 個食（１食分）

5年保存

28品目不使用

熱湯を注いで１５分・水（約20℃）でも６０分でできあがり。スプーン入りで、袋からそのまま召し上がれます。

非常用食料品

C5090 白飯
¥302（税抜価格 ¥280）15

C5091 五目ご飯
¥367（税抜価格 ¥340）15

50

内容量：100ｇ カロリー：368kcal/1袋

C5092 山菜おこわ
¥378（税抜価格 ¥350）15

50

内容量：100ｇ カロリー：364kcal/1袋

50

内容量：100ｇ カロリー：361kcal/1袋

C5342 野菜ピラフ
¥378（税抜価格 ¥350）15

50

内容量：100ｇ カロリー：362kcal/1袋

C5099 わかめご飯
¥346（税抜価格 ¥320）15

50

内容量：100ｇ カロリー：364kcal/1袋

C5101 ドライカレー
¥378（税抜価格 ¥350）15 50

内容量：100ｇ カロリー：362kcal/1袋

C5098 ひじきご飯
¥378（税抜価格 ¥350）15

C5097 きのこご飯
¥378（税抜価格 ¥350）15

50

C5354 とうもろこしご飯
¥367（税抜価格 ¥340）15 50

内容量：100ｇ カロリー：365kcal/1袋

C5096 白がゆ
¥302（税抜価格 ¥280）30

50

内容量：100ｇ カロリー：366kcal/1袋

内容量：100ｇ カロリー：361kcal/1袋

50

内容量：41ｇ カロリー：147kcal/1袋

C5095 梅がゆ
¥302（税抜価格 ¥280）30

50

内容量：42ｇ カロリー：154kcal/1袋

※白がゆと梅がゆは、
「おかゆ」
と
「やわらかご飯」
２通りの食べ方ができます。

商品サイズ ： W160×H150×マチ幅84mm
梱包サイズ ：
（50入り）W420×D305×H180mm ※白がゆ・梅がゆはH170mm （30入り）W385×D255×H145mm （15入り）W310×D190×H155mm

炊き出し用 アルファ化米 大量調理（50食分）

5年保存

28品目不使用

２５食分づつ2回に分けた調理も可能（おかゆを除く）
C5103 白飯
￥11,880（税抜価格 ¥11,000） 1
内容量：5.05kｇ

C5262 ひじきご飯
￥15,228（税抜価格 ¥14,100） 1
内容量：5kｇ

C5344 おかゆ
￥11,880（税抜価格 ¥11,000） 1
内容量：2.15kｇ

水不要！ 食器不要！ 調理不要！
（スプーン付）
28品目不使用

長期保存白がゆ
￥270（税抜価格 ¥250）30

内容量：200ｇ カロリー：61kcal/1袋
商品サイズ：W150×H150×D76mm/207ｇ
梱包サイズ : W379×D244×H154mm/約6.8kg

安心米セット

C5263 きのこご飯
￥15,228（税抜価格 ¥14,100） 1

C5105 山菜おこわ
￥15,120（税抜価格 ¥14,000） 1

内容量：5kｇ

内容量：5kｇ

内容量：5kｇ

内容量：5kｇ

C5355 とうもろこしご飯
￥15,120（税抜価格 ¥14,000）1
内容量：5kｇ

5年 6ヶ月保存

和風鶏がゆ
￥362（税抜価格 ¥335）30
C5364

内容量：200ｇ カロリー：160kcal/1袋
商品サイズ：W150×H150×D76mm/200g
梱包サイズ : W379×D244×H154mm/約6.5kg

28品目不使用

ぜんざいおはぎ
￥302（税抜価格 ¥280）30
C5365

内容量：170ｇ カロリー：273kcal/1袋
商品サイズ：W150×H150×D76mm/177g
梱包サイズ : W379×D244×H134mm/約5.9kg

28品目不使用

5年保存

箱サイズ：W170×D80×H283mm
梱包サイズ：W356×D305×H190mm

28品目不使用

C5261 わかめご飯
￥14,580（税抜価格 ¥13,500） 1

梱包サイズ ：W335×D325×H190mm ※おかゆはH200mm

※写真は五目ご飯です

C5363

C5104 五目ご飯
￥15,120（税抜価格 ¥14,000） 1

1人３日間９食分のご飯セット。
コンパクトサイズで
収納に便利。

定番のご飯と、
おこげぜんざいが
入ったセット

C5290 安心米 ９食セット
¥3,240（税抜価格 ¥3,000）4

C5345 安心米 バラエティセット
¥5,400（税抜価格 ¥5,000） 2

セット内容 ： 白飯×3、わかめご飯×2、
ひじきご飯×2、きのこご飯×2 内容量：900g

箱サイズ：W305×D175×H151mm
梱包サイズ：W365×D330×H170mm

セット内容 ： 白飯×3、五目ご飯×3、山菜おこわ×3、
梅がゆ×3、おこげ（ぜんざい）
×2 内容量：1316g

特定原材料等（アレルギー物質）2８品目不使用商品

特定原材料等２8品目のえび、かに、
くるみ、小麦、そば、卵、乳成分、落花生、あわび、いか、いくら、
オレンジ、
カシューナッツ、キウイ、牛肉、
ごま、さけ、
さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、
まつたけ、もも、
やまいも、
りんご、ゼラチン、
アーモンドを使用しておりません。
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※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

：日本災害食学会認証

：ハラール認証

避難生活

常温で長期保存ができる防災食。
食べやすさやカロリーを考えたバリエーションで備蓄しましょう。

美味しい防災食

5年保存

UAA製法®を採用。製造後常温で5年間の保存が出来、
しかも常温のままでも美味しく食べられます。
UAA製法とは

避難生活

非常用食料品

原材料を下処理後、調理した食材を酵素と光を遮断するバリヤー性のある4層パウチ袋に入れ、一旦空気を排出し、新たに不活性ガスを
充填して密封。コンピュータ制御による多段階の昇温、下温殺菌方法（システム）で長期保存を可能とした製法による食品です。

非常用食料品

C5210 白粥
¥432（税抜価格 ¥400）50

C5211 鮭粥
¥454（税抜価格 ¥420）50

内容量：230g カロリー：84kcal/1袋
梱包サイズ：W450×D295×H210mm/12.5kg

新・備 玄米リゾット

C5212 梅粥
¥454（税抜価格 ¥420）50

内容量：230g カロリー：101kcal/1袋
梱包サイズ：W450×D295×H210mm/12.5kg

内容量：230g カロリー：95kcal/1袋
梱包サイズ：W450×D295×H210mm/12.5kg

−アレルギー特定原材料等28品目不使用 添加物“0”−

5年保存

28品目不使用
食欲をそそる
スパイスとコクを出して
仕上げました。
C5350

トマトの旨みと酸味を出し
おいしく仕上げました。

カレー

C5351 トマト

内容量：240g
カロリー：307kcal/1袋 25

内容量：240g
カロリー：307kcal/1袋 25

出汁を効かしごぼうの
香りを引き立てた和風味に
仕上げました。
C5352

和風

各 ¥486（税抜価格 ¥450）

C5353 玄米リゾット3種セット
￥12,960（税抜価格 ¥12,000） 1

梱包サイズ ：W505×D175×H167mm
16ｃｍプラスプーン25本同梱

内容量：240g
カロリー：306kcal/1袋 25

サタケ マジックライス

28品目不使用

カレー9袋・トマト8袋・和風8袋
梱包サイズ：W505×D175×H167mm

5年保存

マジックライスは調理時に注水量を変えることによって、ごはんと雑炊の2通りの食べ方が選べます。
28品目不使用

C5368 白飯
¥302（税抜価格 ¥280）20

50

内容量：100ｇ カロリー：388kcal/1袋

C5369 わかめご飯
¥346（税抜価格 ¥320）20

50

内容量：100ｇ カロリー：378kcal/1袋

C5371 梅じゃこご飯
¥346（税抜価格 ¥320）20

内容量：100ｇ カロリー：374kcal/1袋

C5370 青菜ご飯
¥346（税抜価格 ¥320）20

50

内容量：100ｇ カロリー：374kcal/1袋

C5374 ドライカレー
¥367（税抜価格 ¥340）20

50

内容量：100ｇ カロリー：376kcal/1袋

商品サイズ ： W160×D90×H155mm
：日本災害食学会認証

50

C5372 根菜ご飯
¥346（税抜価格 ¥320）20

50

内容量：100ｇ カロリー：367kcal/1袋

C5375 パエリア風ご飯
¥367（税抜価格 ¥340）20 50

内容量：100ｇ カロリー：372kcal/1袋

梱包サイズ ：20袋入：W210×D340×H170/2.5ｋｇ

C5373 五目ご飯
¥367（税抜価格 ¥340）20

50

内容量：100ｇ カロリー：380kcal/1袋

C5376 えびピラフ
¥378（税抜価格 ¥350）20

50

内容量：100ｇ カロリー：378kcal/1袋

50袋入：W320×D422×H198/6.2ｋｇ

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。

22

避難生活

6年、7年の長期保存が可能な非常用食品や、救助活動の
現場発想から生まれた非常食までラインナップしました。

避難生活

非常用食料品
永谷園 フリーズドライご飯（スプーン付）

7年保存

フリーズドライ製法により、出来上がり時間の大幅短縮を実現！
お湯3分、水5分、そのままでもお召し上がりいただけます。

C5297

炊き込み五目味

C5298

内容量：85ｇ カロリー：337kcal/1袋 50

C5299

カレー味

C5300

内容量：85ｇ カロリー：339kcal/1袋 50

チャーハン味

内容量：85ｇ カロリー：340kcal/1袋 50

ピラフ味

内容量：85ｇ カロリー：340kcal/1袋 50

非常用食料品

各 ¥518（税抜価格 ¥480）

炊き込み五目味

チャーハン味

HOZON HOZON

カレー味

商品サイズ ： W180×D40×H160mm/約100g
梱包サイズ ： W535×D365×H215mm/約5.8kg

ピラフ味

おいしいごはんシリーズ（スプーン付）

28品目不使用

7年保存

水・お湯・調理不要！ 開けてすぐそのまま食べられます。
C5328

和風鯛ごはん

C5329

内容量：280ｇ カロリー：176kcal/1袋 25

C5330

海鮮カレーごはん

内容量：280ｇ カロリー：171kcal/1袋 25

洋風トマトごはん

内容量：280ｇ カロリー：185kcal/1袋 25

C5361

野菜ごはん

内容量：280ｇ カロリー：185kcal/1袋 25

各 ¥529（税抜価格 ¥490）
和風鯛ごはん

海鮮カレーごはん

洋風トマトごはん

7年保存レトルト食品

商品サイズ ： W150×D30×H165mm/約295g
梱包サイズ ： W325×D305×H170mm/約7.8kg

野菜ごはん

27品目不使用

7年保存

水やお湯、調理も不要でそのまま食べることができます。
食物アレルギー特定原材料27品目と貝類不使用。
C5317

カレーピラフ

C5318

内容量：230ｇ
カロリー：327kcal/1袋 50

五目ごはん

C5319

内容量：230ｇ
カロリー：306kcal/1袋 50

コーンピラフ

内容量：230ｇ
カロリー：320kcal/1袋 50

各 ¥518（税抜価格 ¥480）

カレーピラフ
五目ごはん

携帯おにぎり

梱包サイズ ： W490×D275×H220mm/13.5kg

コーンピラフ

5年保存

お湯・水を入れるだけ。にぎらずにできる！ 携帯おにぎり

C5301

鮭

C5302

内容量：42ｇ カロリー：152kcal/1袋 50

C5303

五目おこわ

C5341

内容量：42ｇ カロリー：168kcal/1袋 50

わかめ

内容量：42ｇ カロリー：151kcal/1袋 50

昆布

内容量：42ｇ カロリー：150kcal/1袋 50

各 ¥216（税抜価格 ¥200）

鮭

わかめ

五目おこわ

そのまま美食ご飯シリーズ（スプーン付）

商品サイズ ： W160×D120
梱包サイズ ： W382×D317×H113mm/2.8kg

昆布

5年保存

水・お湯不要で開けてすぐに食べられるごはんシリーズ
C5190

やわらか 五目ご飯

C5192

やわらか わかめご飯

C5191

やわらか きのこご飯

内容量：280g
カロリー：300kcal/1袋 50

内容量：280g
カロリー：300kcal/1袋 50

内容量：280g
カロリー：277kcal/1袋 50

各 ¥486（税抜価格 ¥450）
五目ご飯
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きのこご飯

わかめご飯

※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

梱包サイズ：W326×D306×H119mm（25食） ※発注単位は50食です。

：日本災害食学会認証

：ハラール認証

避難生活

5年 6ヶ月保存

5年保存

28品目不使用

火が使えないときでも、
温めずに美味しく食べられます。

レトルトカレーとアルファ米の
1食分セット(スプーン付)

C5173

C5174
中辛

各 ¥394（税抜価格 ¥365）

5年保存

5年保存

28品目不使用

スパイスが効いた味わいです。
お湯を注いで7分。

内容量：200ｇ カロリー：173kcal/1袋 30

C5304 温めずにおいしい
野菜シチュー

C5360 カレーうどん
¥432（税抜価格 ¥400）30

内容量：200ｇ カロリー：178kcal/1袋 30

各 ¥184（税抜価格 ¥170）

内容量：73ｇ カロリー：256kcal/1食
商品サイズ : W185×D35×H210mm/73g

梱包サイズ : W277×D507×H80mm/6.9kg

保存用即席乾燥餅
C5144

5年保存

5年保存

きなこ餅

お湯を注いで3分待つだけで
温かいそうめんが食べられます。

乾燥餅８ｇ×１０個 トレイ・割り箸付 きなこ
（７ｇ×２袋）入り
内容量：94ｇ カロリー：347kcal/1袋 50

C5145

梱包サイズ : W302×D201×H227mm/6.0kg

非常用食料品

甘口

C5148 温めずにおいしい
野菜カレー

水に約1分間ひたすだけで
食べられます。
食感抜群の特殊乾燥食品。

常備用カレー職人 中辛

内容量：170ｇ×3袋 カロリー：107kcal/1袋 10

内容量：カレー180ｇ アルファ米白飯80ｇ
カロリー：448kcal/1食
商品サイズ：W260×H200×D35mm
梱包サイズ：W460×D320×H300mm/10.5㎏

受注生産品

常備用カレー職人 甘口

内容量：170ｇ×3袋 カロリー：107kcal/1袋 10

CoCo壱番屋監修
尾西のカレーライスセット
¥594（税抜価格 ¥550）30
C5377

ハウスのレトルトシリーズ

避難生活

非常用食料品

あんこ餅

（紙容器・割り箸付）

乾燥餅８ｇ×１０個 トレイ・割り箸付 あん顆粒（20g×１袋）入り
内容量：100ｇ カロリー：365kcal/1袋 50

C5146

C5325 揖保の糸 防災食 にゅうめん
¥702（税抜価格 ¥650）30

いそべ餅

乾燥餅８ｇ×１０個 トレイ・割り箸付 のり10枚、粉末しょう油（３ｇ）入り
内容量：83ｇ カロリー：303kcal/1袋 50

各 ¥486（税抜価格 ¥450）

マジックパスタ

内容量：53ｇ カロリー：176kcal/1食 紙容器・割り箸付
商品サイズ : W190×D40×H310mm/53g
梱包サイズ : W530×D320×H290/4.3kg

梱包サイズ : W515×D310×H340mm

−どこでも手軽に本格パスタ−

5年保存

お湯を注いで3分待つだけ（スプーン付 ）
C5226

カルボナーラ

C5227

内容量：63.8ｇ カロリー：246kcal/1袋 20

C5228

ペペロンチーノ

内容量：56.3ｇ カロリー：207kcal/1袋 20

きのこのパスタ

内容量：59.9ｇ カロリー：221kcal/1袋 20

各 ¥389（税抜価格 ¥360）

カルボナーラ

ペペロンチーノ

安心米 おこげ（調理不要）
シャカシャカタイプ

きのこのパスタ

28品目不使用

5年保存

国産のもち米をひとくちサイズにして揚げました。
C5198

コンソメ味

内容量：51.2ｇ
カロリー：247kcal/1袋 ３0

C5197

C5343

【シャカシャカタイプ】

1

2

3

梅味

内容量：52ｇ
カロリー：247kcal/1袋 ３0

：ハラール認証

まぜまぜタイプ
C5260 ぜんざい
¥410（税抜価格 ¥380）30

内容量：145ｇ カロリー：262kcal/1袋

【まぜまぜタイプ】

カレー味

内容量：51.2ｇ
カロリー：248kcal/1袋 ３0

：日本災害食学会認証

商品サイズ：W155×D90×H160mm
梱包サイズ：W270×D360×H160mm

1

2

3

各 ¥302（税抜価格 ¥280）
商品サイズ：W160×H180×マチ幅80mm
梱包サイズ：W410×D310×H200mm

商品サイズ：W180×H225×マチ幅94mm
梱包サイズ：W410×D310×H230ｍｍ

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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避難生活

被災時、いつでもどこでもすぐに食べられる保存パン、
ビスケット、
クラッカー、
カンパンは防災食の定番です。

避難生活

非常用食料品
パンですよ！

5年保存

ふっくら・やわらかなパンを焼きたての風味そのままに缶詰にしました。
非常食としてはもちろん、アウトドアなどのレジャーにも最適です。

C5346

プレーン味（卵不使用）

C5166

C5167

レーズン味

C5168

コーヒーナッツ味

内容量：100ｇ カロリー：367kcal/1缶 24

内容量：100ｇ カロリー：332kcal/1缶 24

C5339

チョコチップ味

内容量：100ｇ カロリー：380kcal/1缶 24

内容量：100ｇ カロリー：361kcal/1缶 24

あずきミルク味

非常用食料品

内容量：100ｇ カロリー：385kcal/1缶 24

各 ¥409（税抜価格 ¥379）
プレーン味

チョコチップ味

レーズン味

新・食・缶ベーカリー

コーヒーナッツ味

梱包サイズ ：W475×D320×H125mm/4.4kg

あずきミルク味

5年保存

缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感！ 長期保存缶入りパン。

原材料として、
卵不使用。
ほのかな甘味
あるプレーン味

C5229

C5230

コーヒー

黒糖

（税抜価格 ¥５０0）
各 ¥5４０

内容量：100ｇ カロリー：337kcal/1缶
梱包サイズ ： W465×D315×H125mm

「ボソボソして美味しくない」イメージを覆す美味しさを追求し、 5年 6ヶ月保存
食べやすいブリオッシュタイプの「備蓄deボローニャ」。
プレーン味に加え新しくメープルとライ麦
オレンジのフレーバーができました。

オレンジ

C5357

缶deボローニャ（2個入り）

プレーン

C5202

C5358

各 ¥540（税抜価格 ¥500）

メープル

C5203

ライ麦オレンジ

便利なキャップ付で開封後も湿気にくく、
非常食・アウトドアに最適です。

C5204

C5118

5年保存

プレーン

チョコレート

各 ¥497（税抜価格 ¥460）

メープル

袋入りなので、缶詰パンに比べて
食後のゴミが少なく、
ゴミ処理が簡単です。

C5120
ビスケット

カンパン

各 ¥270（税抜価格 ¥250）

C5378
C5379
プレーン

缶入カンパン

梱包サイズ ： W480×D324×H125mm

C5380

メープル

内容量：100ｇ カロリー：369kcal/1缶 24

チョコ

各 ¥302（税抜価格 ¥280）

5年保存

省スペースで
コンパクトに保存。

内容量：92ｇ(4枚)×60袋 カロリー：391kcal/1袋
梱包サイズ ： W365×D260×H190mm/6.3kg

C5186 三立 大型ビスケット 60食
¥10,368（税抜価格 ¥9,600）

内容量：110ｇ カロリー：430kcal/1缶
梱包サイズ ： W470×D320×H120mm
三立 大型カンパン 60食

※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

5年保存

C5185 三立 大型カンパン 60食
¥10,368（税抜価格 ¥9,600）

C5169 北陸 カンパン
¥324（税抜価格 ¥300）24

25

チョコ

内容量：70ｇ カロリー：251kcal 36

商品サイズ : W170×H215×D35mm
梱包サイズ ： W516×D326×H229mm/約4.6kg

内容量：100ｇ カロリー：410kcal/1缶
梱包サイズ ： W485×D325×H120mm/約4.3ｋｇ

北陸 カンパン

メープル

内容量：70ｇ カロリー：251kcal 36

C5113 三立 カンパン
¥281（税抜価格 ¥260）24

三立 カンパン

プレーン

内容量：70ｇ カロリー：257kcal 36

缶入ビスケット

非常食の定番！

5年 6ヶ月保存

尾西のひだまりパン

缶入ミニクラッカー

内容量：75ｇ カロリー：361kcal/1缶 24

ミニクラッカー

メープル

内容量：100ｇ カロリー：361kcal/1缶 24

商品サイズ : φ77×H113mm
梱包サイズ ： W480×D320×H128mm/約4.2kg

内容量：75ｇ カロリー：369kcal/1缶 24

C5119

チョコレート

内容量：100ｇ カロリー：371kcal/1缶 24

内容量：100ｇ カロリー：360kcal/1缶 24

商品サイズ : φ77×H113mm
梱包サイズ ：W480×D320×H128mm/約4.2kg

プレーン

内容量：100ｇ カロリー：353kcal/1缶 24

内容量：100ｇ カロリー：382kcal/1缶 24

ライ麦オレンジ

オレンジ

デニッシュパンでおなじみ「ボローニャ」のおいしい防災食。 3年 6ヶ月保存
パンが2個入りになりさらに食べやすくなりました。

備蓄deボローニャ（2個入り）
C5356

C5231

内容量：100ｇ
カロリー：348kcal/1缶 24

梱包サイズ ： W465×D315×H125mm

内容量：100ｇ カロリー：370kcal/1缶 24

メープル

黒糖

内容量：100ｇ
カロリー：361kcal/1缶 24

C5264 プレーン
（Eｇｇ Free）
¥540（税抜価格 ¥500）24

プレーン

コーヒー

内容量：100ｇ
カロリー：351kcal/1缶 24

内容量：75ｇ(5枚)×60袋 カロリー：324kcal/1袋
梱包サイズ ： W365×D260×H190mm/5.26kg

：日本災害食学会認証

避難生活

常温で長期保存できる防災食。
食べやすさやカロリーを考えたバリエーションで備蓄しましょう。

野菜たっぷりスープ

3年保存

素材の味を最大限に引き出した具だくさん
スープです。
C5251 トマトのスープ

トマト

豆

C5253

豆のスープ

内容量 : 160g
カロリー：86Kcal/1袋 30

内容量 : 160g
カロリー：67Kcal/1袋 30

かぼちゃのスープ

C5254

きのこのスープ

内容量 : 160g
カロリー：51Kcal/1袋 30

内容量 : 160g
カロリー：81Kcal/1袋 30

各 ¥324（税抜価格 ¥300）
梱包サイズ : W400×D217×H178mm/約5.3ｋｇ
かぼちゃ

非常用食料品

C5252

避難生活

非常用食料品

きのこ

3年保存
・4種の合わせだし使用で引き立つ旨さ。
・1缶で約25食。
・顆粒状みそを使用。お湯を注ぐだけで簡単に食べられます。
C5072 備蓄用 わかめのみそ汁
¥756（税抜価格 ¥700）12

カロリー：623kcal/1缶
商品サイズ ： D79×W79×H195mm/270g
梱包サイズ ： D250×W325×H135mm/3.4kg

インスタントスープ

5年保存
C5069

オニオンスープ

缶の中身をナベに入れ、熱湯を加えてかきまぜる
だけで栄養たっぷりの本格的な味が楽しめます。
寒い季節の食事に温かい汁物はかかせません。
C5074

内容量：6ｇ カロリー：19kcal/1食 200
梱包サイズ : W310×D350×H260mm/3.3kg

オニオン

C5070

卵スープ

C5075

フリーズドライ

即席みそ汁

※湯の必要量/3L（20食）

各 ¥162（税抜価格 ¥150）

非常用保存食

作りたての美味しさ、
そのまま5年。
フリーズドライ
非常用保存食シリーズ。

各 ¥4,860（税抜価格 ¥4,500）

5年保存

ほうれん草のみそ汁

たまごスープ

親子丼の素

かに雑炊

ほうれん草のみそ汁
¥270（税抜価格 ¥250）50
C5285

内容量：7ｇ カロリー：25kcal/1食
湯の必要量/160ml

たまごスープ
¥270（税抜価格 ¥250）50
C5286

内容量：7ｇ カロリー：27kcal/1食
湯又は水の必要量/160ml

梱包サイズ : W330×D300×H150mm

保存用とん汁

内容量：270ｇ(20食分)
カロリー：485kcal/100ｇ
商品サイズ：φ130×H180mm

内容量：10ｇ カロリー：34kcal/1食 200
梱包サイズ : W310×D350×H260mm/4.1kg

即席みそ汁

保存用けんちん汁

内容量：191ｇ(20食分)
カロリー：485kcal/100ｇ
商品サイズ：φ130×H180mm

内容量：7ｇ カロリー：25kcal/1食 200
梱包サイズ : W310×D350×H260mm/3.5kg

C5071

卵

5年保存

にゅうめん

かに雑炊
¥400（税抜価格 ¥370）50
C5287

親子丼の素
¥432（税抜価格 ¥400）50
C5288

内容量：21.5ｇ カロリー：80kcal/1食
湯又は水の必要量/180ml

内容量：22ｇ カロリー：92kcal/1食
湯又は水の必要量/100ml

C5289 にゅうめん
¥400（税抜価格 ¥370）50

内容量：15ｇ カロリー：57kcal/1食
湯又は水の必要量/180ml

梱包サイズ : W420×D300×H200mm

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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避難生活

長期備蓄可能なお惣菜や缶詰類をはじめとしたお手軽に
準備ができる非常用食品も用意しました。

避難生活

非常用食料品
美味しい防災食

5年保存

UAA製法®を採用。製造後常温で5年間の保存が出来、
しかも常温のままでも美味しく食べられます。

非常用食料品

C5213

筑前煮

C5218

豚汁

C5222

C5221

C5220

いわしの煮付

C5217

肉じゃが

ハンバーグ煮込み

C5219

きんぴらごぼう

C5216

C5215

C5214

さば味噌煮

ソフト金時豆

ポークカレー

牛丼の具

C5213 さば味噌煮
¥594（税抜価格 ¥550）50

C5214 筑前煮
¥594（税抜価格 ¥550）50

C5215 ハンバーグ煮込み
¥594（税抜価格 ¥550）50

C5216 肉じゃが
¥594（税抜価格 ¥550）50

C5217 豚汁
¥594（税抜価格 ¥550）50

C5218 きんぴらごぼう
¥594（税抜価格 ¥550）50

C5219 いわしの煮付
¥594（税抜価格 ¥550）50

C5220 ソフト金時豆
¥486（税抜価格 ¥450）50

C5221 ポークカレー
¥594（税抜価格 ¥550）50

C5222 牛丼の具
¥594（税抜価格 ¥550）50

内容量：150g カロリー：325kcal/1袋
梱包サイズ：W450×D295×H210mm/8.5kg

内容量：180g カロリー：106kcal/1袋
梱包サイズ：W450×D295×H210mm/10.0kg

内容量：200g カロリー：178kcal/1袋
梱包サイズ：W450×D295×H210mm/11.0kg

レスキューフーズ 缶詰

内容量：90g カロリー：100kcal/1袋
梱包サイズ：W450×D295×H210mm/5.5kg

内容量：75g カロリー：92kcal/1袋
梱包サイズ：W450×D295×H210mm/4.7kg

内容量：100g カロリー：109kcal/1袋
梱包サイズ：W450×D295×H210mm/6.0kg

内容量：130g カロリー：166kcal/1袋
梱包サイズ：W450×D295×H210mm/7.5kg

内容量：150g カロリー：302kcal/1袋
梱包サイズ：W450×D295×H210mm/8.5kg

内容量：120g カロリー：178kcal/1袋
梱包サイズ：W450×D295×H210mm/7.0kg

内容量：80g カロリー：184kcal/1袋
梱包サイズ：W450×D295×H210mm/5.0kg

※写真はすべてイメージ、
または調理例です。

3年保存

※レスキューフーズは、5ケース以上からの出荷です。
（混在可）
C5308 ポテトツナサラダ
¥279（税抜価格 ¥258）24

C5309 鶏肉うま煮
¥306（税抜価格 ¥283）24

C5310 とりそぼろ
¥206（税抜価格 ¥191）24

C5347 ぶり大根
¥345（税抜価格 ¥319）24

C5312 牛肉大和煮
¥378（税抜価格 ¥350）24

C5313 牛肉すきやき
¥245（税抜価格 ¥227）24

内容量：100ｇ カロリー：205kcal/1缶

ポテトツナサラダ

鶏肉うま煮

とりそぼろ

内容量：70ｇ カロリー：122kcal/1缶

ぶり大根

牛肉大和煮

ご飯のお供にぴったり！

ヤマカノ醸造仙台みそを使用

C5274 うまい！
鮪生姜入り醤油仕立て
¥194（税抜価格 ¥180）24

C5275 うまい！ 鯖味噌煮
¥238（税抜価格 ¥220）24

内容量：70g 生姜入り 85kcal/1缶
梱包サイズ：W315×D235×H65mm/2.8kg

内容量：150g 338kcal/1缶
梱包サイズ：W320×D245×H110mm/5.0kg

牛肉すきやき

内容量：70ｇ カロリー：73kcal/1缶

内容量：70ｇ カロリー：77kcal/1缶

内容量：90ｇ カロリー：111kcal/1缶

内容量：70ｇ カロリー：70kcal/1缶

3年保存

C5157 やきとり たれ味
¥173（税抜価格 ¥160）48

内容量：85g 195kcal/100g
梱包サイズ：W316×D239×H69mm/2.9kg

C5327 朝からフルーツ パイミン
¥173（税抜価格 ¥160）24
内容量 ： 190g 52kcal/100g
梱包サイズ：W413×D277×H77mm

※その他缶詰め各種取り扱っております。お問い合わせください。
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※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

避難生活

レスキューフーズ

5年保存

避難生活

非常用食料品
3年保存

※レスキューフーズは、5ケース以上からの出荷です。
（混在可）

非常用食料品

C5132 1日セット スタンダード
¥4,349（税抜価格 ¥4,027）6

C5133 1日セット カロリーアップ
¥5,507（税抜価格 ¥5,099）6

C5336 コンパクトセット
¥2,970（税抜価格 ¥2,750）6

C5134 １食パック
カレーライス みそ汁付
¥1,201（税抜価格 ¥1,112）12

C5135 １食パック
牛丼 みそ汁付
¥1,335（税抜価格 ¥1,236）12

C5136 １食パック
シチュー＆ライス みそ汁付
¥1,246（税抜価格 ¥1,154）12

内容品：白いごはん、おかゆ、栗五目ごはん、
とりそぼろ、みそ汁、
ビーフカレー、鶏肉うま煮、
ウインナーと野菜のスープ煮、
ポテトツナサラダ×各1 発熱セット×3 カロリー：1490kcal
梱包サイズ（6セット入)：W495×D330×H260mm/14.5kg

内容品：白いごはん、
ビーフカレー、みそ汁、
発熱セット×各1
カロリー：525kcal
梱包サイズ ： W460×D435×H185mm/10.4kg

内容品：ビーフカレー、
ビーフシチュー、牛丼の素、
ウインナーと野菜のスープ煮、鶏肉うま煮、みそ汁、
つくねと野菜のスープ×各1 ポテトツナサラダ×2 白いごはん、
発熱セット×各3 カロリー：2406kcal
梱包サイズ（6セット入)：W495×D330×H260mm/18.1kg

内容品：白いごはん、
牛丼の素、みそ汁、
発熱セット×各1
カロリー：711kcal
梱包サイズ ： W460×D435×H185mm/10.4kg

内容品：ポテトツナサラダ、
ビーフカレー、おかゆ、
ぶり大根、白いごはん、野菜一日これ一本×各1、発熱セット×2
カロリー：942kcal
梱包サイズ(6セット入)：W464×D278×H211mm/10.5kg

内容品：白いごはん、
ビーフシチュー、
みそ汁、
発熱セット×各1
カロリー：567kcal
梱包サイズ ： W460×D435×H185mm/10.4kg

5年保存

C5137 １食ボックス カレーライス
¥1,024（税抜価格 ¥948）12
内容品：白いごはん、
ビーフカレー、
発熱セット×各1 カロリー：482kcal
梱包サイズ：W390×D345×H147mm/8kg

C5138 １食ボックス 牛丼
¥1,179（税抜価格 ¥1,092）12

内容品：白いごはん、牛丼の素、
発熱セット×各1 カロリー：672kcal
梱包サイズ：W390×D345×H147mm/ 8kg

C5139 １食ボックス
シチュー＆ライス
¥1,068（税抜価格 ¥989）12

内容品：白いごはん、
ビーフシチュー、
発熱セット×各1 カロリー：525kcal
梱包サイズ：W390×D345×H147mm/8kg

C5337 １食ボックス
和風ハンバーグ
¥1,135（税抜価格 ¥1,051）12

内容品：白いごはん、和風ハンバーグ、
発熱セット×各1 カロリー：476kcal
梱包サイズ：W390×D345×H147mm/8kg

5年保存

C5141 ビーフカレー
¥362（税抜価格 ¥335）24

内容量：180ｇ カロリー：168kcal/1袋
梱包サイズ ： W360×D160×H270mm/5.2kg

：日本災害食学会認証

C5140 牛丼の素
¥545（税抜価格 ¥505）24

内容量：180ｇ カロリー：356kcal/1袋
梱包サイズ ：W360×D160×H270mm/5.2kg

C5142 ビーフシチュー
¥422（税抜価格 ¥391）24

内容量：180ｇ カロリー：211kcal/1袋
梱包サイズ：W360×D160×H270mm/ 5.2kg

C5143 中華丼の素
¥450（税抜価格 ¥417）24

内容量：180ｇ カロリー：96kcal/1袋
梱包サイズ：W360×D160×H270mm/5.2kg

C5338 みそ汁缶
¥206（税抜価格 ¥191）24

内容量：160ｇ カロリー：42kcal/1缶
梱包サイズ：W345×D230×H100mm/5.2kg

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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避難生活

常温で長期保存ができる防災食。
食べやすさやカロリーを考えたバリエーションで備蓄しましょう。

避難生活

非常用食料品
開けてすぐに食べられる生食感ケーキ。
防災食として備蓄でき、子供からお年寄りまで手軽に
カロリーが補給できます。

受注生産品

3年保存

3年保存

5大栄養素を
バランスよく摂取できます。
C5124 カロリーメイト
ロングライフ チョコレート味
¥7,776（税抜価格 ¥7,200）

非常用食料品

内容量：40ｇ カロリー：200kcal/1箱
梱包サイズ : W325×D230×115mm

ライスクッキー

新潟県産米粉を使用

5年保存

27品目不使用

ココナッツ味
¥238（税抜価格 ¥220）48
C5295

ガトーショコラ

チーズケーキ

抹茶

ココナッツ味

C5239 どこでもスイーツ缶 6缶セット
¥3,240（税抜価格 ¥3,000）

28品目不使用

内容品 ： ガトーショコラ 150ｇ×2缶 548Kcal/1缶 チーズケーキ 150ｇ×2缶 504Kcal/1缶
抹茶のチーズケーキ 150ｇ×2缶 477Kcal/1缶 簡易スプーン入り
梱包サイズ : W266×D184×54mm/1.2kg
※写真は調理例です。

5年保存

えいようかん（5本入）

¥594（税抜価格 ¥550）20
食品衛生法で対象とされる
アレルギー物質は含んでいません。

内容量：45g×6個
カロリー：275kcal/100ｇ
商品サイズ ： 160×200mm/290g
梱包サイズ ： W380×D360×H130mm

5年 6ヶ月保存

C5121 ビスコ保存缶
¥475（税抜価格 ¥440）10

内容量：61.8ｇ×60袋 カロリー：294kcal/1袋
梱包サイズ ： W433×D298×H180mm/4.6kg

卵は使用していません。

6年保存

6年間保存できる
防災備蓄用の
キャンディです。

C5199 スーパーバランス６YEARS
¥302（税抜価格 ¥280）20

6年保存
27品目不使用

C5238 パワーフルーツキャンディ
¥259（税抜価格 ¥240）20

内容量：101ｇ カロリー：400kcal/1袋
商品サイズ : W140×D20×H170mm
梱包サイズ : W303×D245×H126mm/2.3ｋｇ

7年保存

内容量：48ｇ(8枚) カロリー：263kcal/1箱
商品サイズ ： W163×D66×H35mm

C5247 保存用ビスコ
コンパクトタイプ
¥12,960（税抜価格 ¥12,000）

C5305 パワーブースト
ようかん
¥486（税抜価格 ¥450）20

7年保存クッキー

いちご味

梱包サイズ ： W531×D219×H147mm/2.9kg
内容量：20.6ｇ×10パック
カロリー：98kcal/1パック

内容量：60g×5個
カロリー：285kcal/100ｇ
梱包サイズ ：
W365×D200×H103mm/6.7kg

ココア味と全粒粉の
2つの味
6年間の長期保存

いちご味
¥259（税抜価格 ¥240）48
C5296

おなじみの
ビスコの保存用

美味しさ、食べやすさと
カロリーを兼ね揃えた練ようかん
C5126

内容量：48ｇ(8枚) カロリー：276kcal/1箱
商品サイズ ： W163×D66×H35mm

内容量：50ｇ カロリー：171kcal/1袋
商品サイズ : W140×D20×H180mm
梱包サイズ : W326×D181×H159mm

加圧加熱殺菌により7年もの長期保存を実現。
耐温度域−20℃〜80℃。
いつでもどこでも美味しく召し上がれます。

パンプキン

C5314 チーズ
C5315 ココナッツ
C5316 パンプキン
¥346（税抜価格 ¥320）50 ¥346（税抜価格 ¥320）50 ¥346（税抜価格 ¥320）50
内容量：70ｇ
カロリー：328kcal/1袋

内容量：70ｇ
カロリー：335kcal/1袋

内容量：70ｇ
カロリー：332kcal/1袋

ココナッツ
チーズ
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※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

梱包サイズ : W343×D250×170mm

：日本災害食学会認証

：ハラール認証

避難生活

長期備蓄可能なお惣菜や缶詰類をはじめとしたお手軽に
準備ができる非常用食品も用意しました。

サバイバルフーズ（缶切付）

※適切な環境のもとで25年間の保存が可能です。

避難生活

非常用食料品
25年保存

国内製造・25年間の長期保存が可能なおいしい備蓄食。
コスト的にもお得です。
C5053 ファミリーセット
野菜シチュー
¥37,584（税抜価格 ¥34,800）1

内容品：クラッカー(910g)×3缶
カロリー：475kcal/100ｇ
チキンシチュー(422g)×3缶
カロリー：433kcal/100ｇ
梱包サイズ ：
W487×D324×H199mm/約6.7kg

ファミリーセット
野菜シチュー

ファミリーセット
チキンシチュー

内容品：クラッカー(910g)×3缶
カロリー：475kcal/100ｇ
野菜シチュー(344g)×3缶
カロリー：416kcal/100ｇ
梱包サイズ ：
W487×D324×H199mm/約6.5kg

具のたっぷり入った栄養バランスの良い雑炊をフリーズドライ加工しました。
1缶10食相当(湯の必要量：270ml(1食))

大缶バラエティセット
¥44,280（税抜価格 ¥41,000）1

C5322 洋風えび雑炊
¥9,180（税抜価格 ¥8,500） 6

C5324

内容品：
クラッカー(910ｇ)×2缶 475kcal/100ｇ
チキンシチュー(422g)×1缶 433kcal/100ｇ
野菜シチュー(344g)×1缶 416kcal/100ｇ
洋風えび雑炊(408g)×1缶 409kcal/100ｇ
洋風とり雑炊(408g)×1缶 378kcal/100ｇ
梱包サイズ：
W487×D324×H199mm/約6.3kg

大缶バラエティセット

アルパインエア

非常用食料品

C5051 ファミリーセット
チキンシチュー
¥40,176（税抜価格 ¥37,200）1

内容量：408ｇ カロリー：409kcal/100g
梱包サイズ ：
W487×D324×H199mm/5.2kg

洋風えび雑炊

C5321 洋風とり雑炊
¥9,180（税抜価格 ¥8,500） 6

内容量：408ｇ カロリー：378kcal/100g
梱包サイズ ：
W487×D324×H199mm/5.2kg

洋風とり雑炊

おいしくヘルシーな長期保存食。無着色、無香料で、白糖、化学調味料は一切使用
しておりません。缶切不要で、熱湯または水を加えるだけで食べられます。

10 年保存

C5061 3日間食糧セット
¥21,384（税抜価格 ¥19,800）

内容品

×2缶 443kcal/100ｇ
❶ パイロットブレッドクラッカー（18枚、234g）

❶

❺

×1缶 413kcal/100ｇ
❷ チキンシチュー（142g）
×1缶 362kcal/100ｇ
❸ 野菜入りマッシュルームピラフ（198g）

❻

❼

❶

×2缶 382kcal/100ｇ
❹ りんごシリアル（333g）
×1缶 402kcal/100ｇ
❺ 野菜シチュー（142g）
×1缶 367kcal/100ｇ
❻ ミネストローネスープ（142g）

❹

❷

❸

❹

×1缶 369kcal/100ｇ
❼ ミックス温シリアル（177g）
缶切り×3個、
プラスチック製スプーン3本

梱包サイズ : W330×Ｄ125×H385mm/3.5ｋｇ

3日間食糧セット

C5062 チキンシチュー＆クラッカーセット
¥42,984（税抜価格 ¥39,800）

内容品

❶ パイロットブレッドクラッカー（70枚、910g） 910g×3缶 443kcal/100ｇ
❷ チキンシチュー
缶切り×6個

907g×3缶

❷

❶

❷

413kcal/100ｇ

梱包サイズ : W470×D330×190mm/7.8kg

チキンシチュー＆クラッカーセット

10 年保存
加圧加熱殺菌により
10年もの超長期保存を実現。
耐温−20℃〜80℃。

賞味期限のない備蓄用
非常食！
備蓄用の氷砂糖。

10年保存クッキー
¥454（税抜価格 ¥420）25 100

C5381 備蓄用氷砂糖
STONE SUGAR
¥216（税抜価格 ¥200）50

C5382

内容量：プレーン味、
レーズン味、
抹茶味 各1本入り
商品サイズ : W130×D15×H170mm/90g
梱包サイズ （25入）
:
W250×D170×H190mm
（100入）
W525×D375×H215mm

内容量：60ｇ
カロリー：232kcal/1袋
商品サイズ：130×150mm/60g
梱包サイズ：W340×D270×150mm

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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避難生活
避難生活

非常用食料品
高知県室戸岬沖で取水した
おいしい深層水です。

災害時の食料、飲料水は3日間分を目安に備蓄。
配慮が必要な方向け、乳幼児向け商品も用意しました。

5年保存

C5014 5年保存水
スーパーセーブ 2L
¥324（税抜価格 ¥300）6

C5010 純天然アルカリ
7年保存水 2L
¥367（税抜価格 ¥340）6

非常用食料品

梱包サイズ :
W331×D186×H319mm/13kg

梱包サイズ :
W315×D185×H322mm/約12.8kg

5年保存水
24
スーパーセーブ 500ml
24
（税抜価格
¥160）
¥172

純天然アルカリ
7年保存水 500ml
¥184（税抜価格 ¥170）24

C5015

2L

500ml

野菜一日これ一本

7年保存

非加熱処理で
水本来のおいしさ。

梱包サイズ :
W369×D248×H220mm/13kg

3年保存

C5011

2L

500ml

梱包サイズ :
W380×D270×H210mm/約13kg

500ml

C5007 生命の水 あんしん水 1.5L
¥432（税抜価格 ¥400）10
梱包サイズ : W410×D190×H320mm/16kg

C5008 生命の水 あんしん水 2.0L
¥518（税抜価格 ¥480）6
梱包サイズ : W230×D280×H330mm/13kg

C5255 5年保存 長期保存用
¥162（税抜価格 ¥150）30

C5348

グレープ

C5349

ペアー

内容量：100ｇ カロリー：204kcal/1食 80

内容量：190ｇ カロリー：83kcal/1缶

グレープ

ペアー

各 ¥322（税抜価格 ¥298）

内容品：ライスクッキー、梅じゃこご飯、わかめご飯、ブランケット×各1個、
保存水500ml×3、加熱セット×2個
商品サイズ ： W180×D110×H240mm
梱包サイズ ： W400×D550×H250mm

28品目不使用

内容量：100ｇ カロリー：204kcal/1食 80

内容量：190g カロリー：64kcal/1缶

C5340 アレルゲンフリー1DAYセット
¥3,240（税抜価格 ¥3,000）10

5年保存

世界初！5年の備蓄が可能な
ゼリー飲料。
そのままおいしく
食べることができます。

C5208 3年保存
¥124（税抜価格 ¥115）30

5年保存

2.0L

梱包サイズ : W370×D250×H220mm/13kg

長期保存用の野菜ジュース

梱包サイズ：W325×D268×H110mm/6.9kg

1.5L

生命の水 あんしん水 500ml
¥270（税抜価格 ¥250）24
C5006

LIFE STOCK エナジータイプ

5年保存

アレルゲンフリーの食品セット。
加熱セット入りで温かなご飯も食べられます。

10 年保存

10年もの
長期保存が
可能。

商品サイズ ： W85×D15×H150mm
梱包サイズ ： W352×D347×H178mm/約9kg

3アイテム、3日間、5年保存
超コンパクトセット

5年保存

A2026 防災セット335
¥3,685（税抜価格 ¥3,350）12

内容品 : 5年保存水(500ｍｌ×2パック)、
ビスケットバー(56ｇ×9食)、
静音アルミブランケット1枚、
賞味期限5年
商品サイズ : W176×D98×H132mm
梱包サイズ : W373×D308×H279mm/約1.7ｋｇ

1年6カ月保存

1年6カ月保存

C5267 森永 粉ミルク はぐくみ 大缶800ｇ
¥2,808（税抜価格 ¥2,600）8

512kcal（100ｇあたり）
商品サイズ：φ135×Ｈ159mm

対象月齢：0ヶ月〜

森永 粉ミルク はぐくみ 小缶300ｇ
¥1,058（税抜価格 ¥980）12
C5268

512kcal（100ｇあたり）
商品サイズ：φ105×Ｈ120mm

森永 粉ミルク はぐくみ スティック13ｇ×10本
¥540（税抜価格 ¥500）20
C5269

大缶
スティック
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対象月齢：0ヶ月〜

512kcal（100ｇあたり）
商品サイズ：Ｗ100×Ｄ50×Ｈ180mm 対象月齢：0ヶ月〜

※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

C5270 森永 アレルギー対応ミルク
ニューMA-1
¥4,104（税抜価格 ¥3,800） 8
466kcal（100ｇあたり）
商品サイズ：φ135×Ｈ158mm

対象月齢 ：０ヶ月〜

避難生活

災害時の飲料水の確保は必要不可欠であり優先事項です。

小さく折りたためて、備蓄省スペース化、
両取っ手形状により使い勝手抜群。
C4055 ハンディキューブ 5L
¥550（税抜価格 ¥500）50
10L

ポリエチレン、
ポリアミド
（厚生省告示370号に適合）
商品サイズ : W200×D0.15×H485mm/80ｇ

川やお風呂の水などの生水に含まれる、
有害微生物や残留塩素などを除去し、
浄水することができます。小型軽量で
海外旅行の携帯にも便利です。

C4056 ハンディキューブ 10L
¥660（税抜価格 ¥600）50

ポリエチレン、
ポリアミド
（厚生省告示370号に適合）
商品サイズ : W235×D0.15×H560mm/82ｇ

ノズルキャップ付で、
運搬時の水こぼれの心配なし。

水関連品

5L

避難生活

水関連品

C4007 非常用飲料水
ポリタンク ２０Ｌ白
¥2,860（税抜価格 ¥2,600）

携帯用ストロー浄水器 mizu-Q
¥2,530（税抜価格 ¥2,300）
C4005

粉末除菌剤付（洗浄能力/水道水でコップ約５００杯分）

大きな開口部なので氷も入れやすく、内部も洗いやすい、
抗菌仕様の水コンテナです。

C2092 ウォータータンク
（10L）
¥748（税抜価格 ¥680）
商品サイズ : 約W225×D225×H270mm
収納サイズ : 約W200×D200×H60mm

10L

C2093 ウォータータンク
（20L）
¥1,078（税抜価格 ¥980）

抗菌広口ショルダー水コン16
¥1,870（税抜価格 ¥1,700）4
C4046

商品サイズ : 約W240×D300×H270mm/400ｇ
収納サイズ : W240×D220×H140mm

水を入れるだけで自立します。 C2084 ニューイージープール300L F-003
¥26,400（税抜価格 ¥24,000）
軽量コンパクトで耐久性にも
本体材質 : ポリエチレン製
優れています。
本体サイズ : H450×φ950mm
ニューイージープール500L F-005
¥36,300（税抜価格 ¥33,000）
C2085

本体材質 : ポリエチレン製
本体サイズ : H550×φ1100mm

C2086 ニューイージープール1000L F-010
¥57,200（税抜価格 ¥52,000）
1000L F-010

本体材質 : ポリエチレン製 排水溝あり
本体サイズ : H550×φ1600mm

商品サイズ : 約W290×D290×H335mm
収納サイズ : 約W260×D240×H70mm

20L

・工事現場の湧水排水用
・地下室、ケーブルピットなどの
排水や家庭などの簡易給排水
用にも使用可能。

C4060 水中ポンプ BTR400S60(60Hz)
¥60,830（税抜価格 ¥55,300）1
商品サイズ : φ180×H340mm/9㎏

C4061 水中ポンプ BTR400S50(50Hz)
¥60,830（税抜価格 ¥55,300）1
商品サイズ : φ180×H340mm/9㎏

付属品：ケーブル5m×1本
(単相100V・0.4kW以下は3pポッキンプラグ®付）、
ホースカップリング×1個
※排水用のホースは別途ご用意ください。
※その他にも排水の種類(泥水や清水)や排水の規模、
電源の種類に合わせたラインナップがございます。

浄水ポンプと12Lタンクを背負子にセットした浄水器。
毎分/3Lの浄水能力があります。

電源を供給しておけば、蛇口を開閉するだけで自動で浄水処
理された水が得られます。また静かで排ガスが出ないため、
マンション等の地下室でも使用ができます。

C4052 災害用浄水器 mizu-Q500
¥104,280（税抜価格 ¥94,800）

C4003 緊急時用浄水装置 DCF-1MRⅡ
¥1,443,200（税抜価格 ¥1,312,000）

手動ポンプ式 取水ホース長1.5m
商品サイズ : W380×D270×H700mm/3.5kg

処理能力 ：1.8㎥/時、電動+手動 自動吸引式滅菌装置付
商品サイズ : W1080×D500×H735mm/64kg

※取扱説明費別途

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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避難生活

箸やフォーク、簡易食器セットも避難生活を
支えます。

避難生活

炊き出し用具
6人分の食器セットを
コンパクトに収納！

炊き出し用具

C4041 NEWポリラップ 50m
¥275（税抜価格 ¥250）

C4064 箸付き食器セット BOX
（6人用）
¥4,290（税抜価格 ¥3,900）

商品サイズ : 22cm×50m

セット内容 ：プレート、
ボウル、
コップ、
スプーン、
箸×各6 ケース×1
商品サイズ : W220×D215×H215mm/1.26kg

アシ、サトウキビ、竹などの非木材繊維を主な素材とし、耐水、耐油、
耐熱性に優れた使い捨て食器。使用後は燃やしても無害で、堆肥
として利用する事も可能です。

C4033 エコロジー食器セット
¥19,800（税抜価格 ¥18,000）
内容品 ： 100人用：どんぶり小×１００、
プレート×１００、
パルプモールドどんぶり角×１００、
フォーク×１００、スプーン×１００、割り箸×１００

間伐材や植林木を原料とした木材パルプを100%使用。
電子レンジで使用可能。

C4026 フードパック 50枚組
¥1,936（税抜価格 ¥1,760）

C4049 ナチュラルパルプ容器 プレート
¥2,200（税抜価格 ¥2,000）

商品サイズ : 約W240×D171×H53mm

100枚入
商品サイズ：φ220×18mm/17g(1枚)

お椀 50枚組
¥1,936（税抜価格 ¥1,760）
C4027

C4050 ナチュラルパルプ容器 ボウル
¥1,606（税抜価格 ¥1,460）

商品サイズ : 約φ155×63mm

C4028 大皿 50枚組
¥1,936（税抜価格 ¥1,760）

プレート

商品サイズ : 約φ230×21mm

ボウル

50枚入
商品サイズ：φ180×42mm/17g(1枚)
容量：640ml

・ 14の機能が隠されているマルチ機能ツール。
・ 機能：ナイフ、ハサミ、釣り針外し、缶切り、縫い針、やすり、ノコギリ（細）、

箸セット 100膳
¥847（税抜価格 ¥770）
C4030

ノコギリ
（粗）、
栓抜き、
ネイルクリーナー、甘皮とり、
コルク抜き、
プラスドライバー、
マイナスドライバー

C4031 スプーンセット 100本
¥1,210（税抜価格 ¥1,100）

C2048 マルチツール 14
¥1,100（税抜価格 ¥1,000）12
商品サイズ :
約W2.5×D9×H2cm/約120g

フォークセット 100本
¥1,210（税抜価格 ¥1,100）
C4032

※18歳未満の方は親権者の方の承諾が必要です。ナイフ類を正当な理由なく持ち歩くことは法律によって禁じられています。

簡単
安全

エコ

水を少量注ぐだけですぐ発熱。

（電気や火は一切不要）

火を使わないので火災の心配が
少ない。発熱時に有毒ガスの発生
もなく、蒸気のみ。
CO 2 を排出せず、環境に優しい。
使用後の発熱剤は石灰肥料として
再利用できます。

電気や火を使わずに、簡単にレトルト食品や缶詰を温められます。
水を注ぐとすぐに発熱が開始され、約１５分間９８℃を保ちます。
C4034 モーリアン
ヒートパック 加熱剤・袋セット
¥385（税抜価格 ¥350）
内容品：加熱用袋×１、加熱剤35ｇ×１
商品サイズ : W270×D180×H10mm

C4035 モーリアン
ヒートパック 加熱剤
¥220（税抜価格 ¥200）
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※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

災害時、
アウトドアなどで大活躍！
ガス、電気、火がなくても、
保存食を温められる画期的商品！

C4045 保存食品用生石灰発熱剤
ヒートライム
（2ケ入り）
¥748（税抜価格 ¥680）15

内容量 : 発熱剤×2個、加熱袋小×2（シール付）
商品サイズ : 170×280mm

大量貯蔵・空輸
も可能。
災害時の熱源
として最適。

C4051 デュアルヒート 調理用セット
¥6,600（税抜価格 ¥6,000）
内容品：8缶、専用ゴトク4個
商品サイズ : W235×D170×H75mm/1630g

避難生活

大型かまどやカセットコンロは非常時の炊き出しに
欠かせません。

避難生活

炊き出し用具
お米約150gとお水を袋につめ、
約20分間沸騰させるだけで
ご飯が炊き上がります。

商品サイズ : 100×340mm

C4057 災害対策用ナベ26
¥6,061（税抜価格 ¥5,510）

輪ゴム付

商品サイズ : φ260mm

ガスの無駄を少なくした
「省エネ」
コンロ

シュウ酸ケトル 8Ｌ用

C4037 イワタニ
カセットガス（3本組）
¥1,155（税抜価格 ¥1,050）16

マイコンロ・エコ
KC-315A
¥8,800（税抜価格 ¥8,000）
C4062

マイコンロ・エコ
KC-315A

C4023 災害対策用ケトル
¥16,060（税抜価格 ¥14,600）

イワタニ製
LPGブタンガス250ｇ

圧力感知安全装置付、圧電点火方式
商品サイズ : W337×D280×H105mm/約1.9kg

スタイリッシュな人気の薄型コンロ！

マイコンロ・グッドシェフ
KC-353A
¥5,280（税抜価格 ¥4,800）
C4063

グッドシェフ KC-353A

炊き出し用具

C2045 炊飯袋 100枚
¥1,650（税抜価格 ¥1,500）

B0065 トーホーカセットガス

シャトル(3本組)
¥693（税抜価格 ¥630）16

圧力感知安全装置付、圧電点火方式
商品サイズ : W342×D270×H86mm/約1.5kg

東邦金属工業製
LPG液化ブタンガス250g

C4040 ニチネン
マイ・ボンベ L（3本組）
¥1,155（税抜価格 ¥1,050）16
1本250g

災害時の炊き出し炊飯、非常食の湯戻し、消毒その他に使う湯沸しに。
C4018 防災用かまどセット ３升用
¥35,860（税抜価格 ¥32,600）
釜サイズ：280mm

重量：6.0kg

容量：約３升

C4019 防災用かまどセット 5升用
¥52,030（税抜価格 ¥47,300）
釜サイズ：340mm

重量：9.0kg

移動式かまど −炊き出し用かまどの標準タイプ−

容量：約5升

水入量：１２Ｌ

水入量：2２Ｌ

C4020 防災用かまどセット 7升用
¥87,780（税抜価格 ¥79,800）
釜サイズ：400mm

重量：13.0kg

容量：約7升

C4021 防災用かまどセット １斗用
¥116,160（税抜価格 ¥105,600）
釜サイズ：450mm

重量：16.0kg

容量：約１斗

水入量：34Ｌ

水入量：54Ｌ

いざというときに役立つワイドな平釜。
【炊く、煮る、沸かす】がいつでもどこでも。

強い火力とコストパフォーマンスのガス仕様

ハイパワーで
調理作業時間を短縮
C4047 EGP800（灯油仕様）
¥517,000（税抜価格 ¥470,000）
灯油バーナータイプ/木ふた仕様
商品サイズ : φ820×550mm/50kg

EG800（ガス仕様）
¥407,000（税抜価格 ¥370,000）
C4014

木ふた仕様
商品サイズ : φ800×540mm/41kg
※アルミふた仕様 EG800Aもあります。

EGS800A（ガス仕様）
¥486,200（税抜価格 ¥442,000）
C4048

アルミふた仕様 自動点火安全装置付
商品サイズ : φ820×550mm/43kg
※木ふたEGS800仕様もあります。

C4012 移動式炊飯器 K-1
¥1,210,000（税抜価格 ¥1,100,000）
能力 : 炊飯100名分20分間
商品サイズ : W500×L1200×H960mm/175kg

ごはん約135杯分※（約10升）

※「ごはん一杯分」は米0.75合として算出しています。

収納サイズ : φ820×550mm/平釜満水容量：80L/平釜直径：80ｃｍ
セット内容：すくい網、ふた（木またはアルミ製）、平釜（アルミ製）、
カバー3枚（ステンレス製）、
かまど
（足：アルミ製）、バーナ部、
ロストル（ステンレス製）、収納袋（テント地）、揚げザル（ステンレス製）
※小型タイプの600サイズも取り揃えております。

C4013 移動式炊飯器 K-2
¥792,000（税抜価格 ¥720,000）

能力 ： 炊飯100名分30分間
商品サイズ : W550×L1100×H940mm/95kg

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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災害対策本部用品

パワフルな機能で屋内外で大活躍。

災害対策本部用品

ハンドメガホンミニ AHM-103
¥3,300（税抜価格 ¥3,000）
C1002

最大出力5W、
サイレン音量96db
（5m) 単3電池6本
（別売）
商品サイズ : φ97×L155mm/277g

C1036 防滴形
スーパーワイヤレスメガホン TWB-300S
¥93,500（税抜価格 ¥85,000）
単1電池8本（別売） 定格出力30W（最大45W）
到達距離 音声/約800m、
ホイッスル/約1000m
商品サイズ : W218×D350×H343mm/4.1kg

緊急時の情報伝達の道具、災害対策本部を設置するための
用具、防災セットの準備に怠りありませんか？

ABS樹脂の採用により、優れた耐衝撃性を
実現。ハンドル、マイク部は抗菌処理加工。

500mlペットボトルより軽いメガホン。
サイレン音が最長250mまで到達します。

C1038 メガホン ER-1106S
¥16,280（税抜価格 ¥14,800）

C1075 かる〜いホン TD-503R
¥22,220（税抜価格 ¥20,200）

ワイヤレスタイプ
では初めての防滴
タイプ。
定格40Wの大出力
で、屋 内 外で の 様
々なシーンに対応。

ワイヤレスメガホン・
ワイヤレスアンプ対応

重量 ： 約680g サイレン音付
防滴仕様 単3電池6本
（別売） 定格出力6W
（最大10W）
到達距離 音声/約250m、
サイレン/約315m

C1061 防滴形ワイヤレスアンプ
（CDプレーヤー付）
WA-372CD
¥179,300（税抜価格 ¥163,000）

業界初！防滴型ワイヤレスアンプ 定格出力40W 4電源対応
AC100V/単2電池10本(別売)/DC10V〜16V/専用蓄電池
CDユニットは、
CD、
SD、
USB再生可能
商品サイズ：W238×D365×H548mm/10.1kg

付属のグリップでメガホンに。
シーンに合わせて3通りの
使い方ができます。

・ IP57で屋外利用も安心の優れた防水・防塵性
・ 約85時間のロングライフ運用
・ 相手が通話圏内にいるかわかるARTS
(Auto Range Transponder System)機能

C1089 特定小電力トランシーバー SR-40
¥17,380（税抜価格 ¥15,800）

電源：単3乾電池3本(別売) 電波形式：F3E/F2D 送信出力：10mW 以下
商品サイズ：W560×D276×H905mm（アンテナおよび突起部を含まず）/
約173g(単3形アルカリ乾電池含む）
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C1044 防滴形
ワイヤレスマイク WM-3400
¥39,600（税抜価格 ¥36,000）
単3電池1本
（別売）
商品サイズ : φ54×230mm/180ｇ

・ 多言語放送メガホン『しゃべ〜るホン』にオプション完成。
・ 音声アナウンスと、文字/アニメが連動表示できます。
・ 映像表示は、通常のモニタに（HDMI信号で)接続できます。
・ 映像表示は、文字だけでなく動画アニメも表示できます。
・ 文字連動オプションは、再生機器本体、コンテンツは、
受注生産品です。価格、仕様は、お問い合わせください。

C1097 マイク型拡声器
MDS-100 SONOSTICK
オープン価格

グリップホルダー、
ストラップ、
単三乾電池×4本
（別売）
商品サイズ : φ50×全長280mm(風防部外径φ53mm)
グリップホルダー取付高さ175mm/330g(電池除く)
グリップホルダー130g

最大出力6W、単3電池4本(別売)
商品サイズ : φ109×228mm/約400g(乾電池別)

C1081 多言語放送装置 しゃべ〜るホン
¥264,000（税抜価格 ¥240,000）

B

様々なシーンで使える
軽量コンパクトボディ。
かんたん操作！
登録や免許は不要！
乾電池式で、
停電時も使えます。

C1090 特定小電力トランシーバー ヴィーナス
（2台セット）
¥16,500（税抜価格 ¥15,000）
電源：単4乾電池3本(別売) 電波形式：F3E 送信出力：10mW
付属品：ベルトクリップ
商品サイズ：W49×D39×H128mm/66ｇ

※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

定格4.5W、最大6W、約125m（JEITA)、単3乾電池 6本
重量：450g（電池別）
スマホ部分:150mm×74mm AC100V/5V、USB充電方式、
（スマホの仕様は生産の都合により変更することがあります。）
メガホン部分：φ190mm×L228mm×H217mm

折りたたみ可能でカバンやズボンの
ポケットに収納できる樹脂製メガホン。
ひも付

C1102 折りたたみ式メガホン
¥627（税抜価格 ¥570）
収納サイズ：135×240×20mm
使用サイズ：135×240×135mm

避難生活

移動運搬の手段を確保しておくと安心です。

ノーパンク、
ワイドなオフロードタイヤ採用。
広げる・たたむがとても簡単な車椅子です。
非課税商品

緊急避難時等に車椅子利用者を
安全に介助する事ができます。
専用バッグ付きです。

避難生活

災害対策本部用品

災害対策本部用品

災害用車いす スタンダード FX20EM
¥98,000（非課税）
B3020

最大耐荷重：100kg
使用時：約W640×D945×H815mm/12.7kg
収納時：W800×355×740mm/16kg

JINRIKI ® QUICKⅡ
（J-MultiBagセット）
¥71,280（税抜価格 ¥64,800）
B1014

取付適応サイズ
（車椅子幅）
：380〜525mm
（パイプ外寸法）
商品サイズ : 縮めた状態800mm 伸ばした状態1180mm/3000g

ノーパンクタイヤ使用
（26インチ)。
軽量化と耐久性、
強度抜群の耐荷重300kg。
C0009 折りたたみ式
リヤカー PHC-130
¥82,500（税抜価格 ¥75,000）

C0002 アルミ製
折りたたみ式リヤカー
¥216,150（税抜価格 ¥196,500）

20インチノーパンクタイヤ 最大積載量：130kg
本体サイズ：W1860×D870×H630mm
収納サイズ：W1020×D370×H750mm/21kg
ハンドル長さ：840mm
荷台サイズ：L900×W600×310mm

26インチノーパンクタイヤ
最大積載量：300kg
本体サイズ：W1960×D1140×H845mm
収納サイズ：W1340×D550×H845mm/39kg

緊急の交通手段として最適。
ノーパンク仕様なので
荒れた路面・ガラスなどの
上でもＯＫ！

災害時の備蓄品運搬、工場や
倉庫、施設内での商品運搬な
どに。特許取得のスペシャル
ブレーキ搭載。

C0006 レスキューキャリー
折たたみハンドルタイプ
¥29,700（税抜価格 ¥27,000）

C1040 カラーコーン S-700
¥1,320（税抜価格 ¥1,200）
商品サイズ : H700mm/800g

C0008 ノーパンク自転車
¥41,800（税抜価格 ¥38,000）

積載荷重 300kg
床面：樹脂（PP）製、
ハンドル：スチール（粉体塗装）
床板サイズ：W900×H600mm
ハンドル高さ 861mm/16.9㎏

材質：スチール(リム・アルミ合金)
組立時：W1470×D560×H1000mm
（折畳時：830×400×580mm）重量：約18kg

C1041 コーンウエイト W-2000C
¥550（税抜価格 ¥500）

C1042 コーンバー BR-W2
¥715（税抜価格 ¥650）

重量 ： 2.0kg ゴム製

ABS樹脂製
商品サイズ : 34φ×2m

反射タイプ

C0005 カゴオプション
¥2,750（税抜価格 ¥2,500）

C1043 合図灯 FS-10
¥2,750（税抜価格 ¥2,500）

LED赤6個、単2電池2本(別売）
点灯時間約70時間、
ポリカーボネート製
商品サイズ : φ30×550mm/160g

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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避難生活必需品

被災時、照明の「あかり」は不安から私たちを守り、
正確な
「情報」は安心・安全を担保してくれるはずです。

避難生活必需品

使いやすさを重視した洗練されたデザイン。
1分間の手回し充電でLEDライトは約20分。
ラジオ中音量約10〜15分。付属のマイクロ
USBケーブルで本機とPCを繋げれば、本機
への充電ができます。約4.5時間で満充電。

地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ

C1084 多機能防災ラジオライト BR-999
¥4,620（税抜価格 ¥4,200）

A3011 地震の見張り番@home
¥33,000（税抜価格 ¥30,000）

付属品 : マイクロUSBケーブル×1
アラーム、時計、スマホ充電
機能 : LEDライト、FM/AMラジオ、
電源：手回し充電/ソーラー/USB/電池（別売）
商品サイズ : (約)W155×D75×H46mm/(約)270g

1台でマルチに活躍する
ラジオ・ライト

コンデンサを用いることで長期保管が
可能に。
電池にも対応。

備蓄ラジオ Eco-3
¥6,578（税抜価格 ¥5,980）
C1009

手回し充電/単４電池２本（別売）
・携帯充電機能付
ＦＭ/ＡＭ・ＴＶ
（１〜３ｃｈ）、
ＬＥＤライト、サイレン
商品サイズ : W104×D46×H66mm/180g

LEDパームラジオライト
¥2,200（税抜価格 ¥2,000）
C1073

LEDライト(1灯)、AM/FMラジオ、サイレン
単4電池3本(別売)
商品サイズ : W130×D45×H45mm/110g

電池長持ち！ 連続約120時間の
長寿命で、防災用として最適です。

C1085 携帯型かんたんラジオ R18-544
¥3,850（税抜価格 ¥3,500）

AM/FMモノラルラジオ、ベルトクリップ付、単3電池×2本(別売)、
連続約120時間(アルカリ電池)、
付属品：両耳イヤホン
商品サイズ：W59×D22×H95ｍｍ/72ｇ
（電池含まず）

C1077 マルチポータブルチャージャー
¥7,700（税抜価格 ¥7,000）

付属品 : 2 in1ケーブル（マイクロUSB/TYPEーC）、
ストラップ
USB充電/ダイナモハンドル充電/単4電池3本(別売)/
AC･USBアダプター(別売)、ABS樹脂製
商品サイズ : W177×D52×H60mm/230g
梱包サイズ : W242×D60×H91mm

スリムで高感度

C1071 ポケットラジオ NR-750
¥1,980（税抜価格 ¥1,800）

商品サイズ : W66×D46×H104mm/70g 単４電池2本（別売）

過酷な環境にも耐える
耐塵・耐水・2m落下耐久の
頑丈なボディ

電池が液漏れしにくいツイストスイッチ
エネループ使用可能

トップライト点灯で懐中電灯としても使える
ワークライト

C1078 LEDフラッシュライト RX-032D
¥2,728（税抜価格 ¥2,480）

C1099 ハンドライト SNM-H31D
オープン価格 10

C1094 LEDワークライト GZ-104
¥5,500（税抜価格 ¥5,000）

他のUSB機器へ給電可能

単３電池を単２／単１電池として、また単２電池を
単１電池として使用できます。電池を全種類そろ
えておく必要が無く、緊急時に役立ちます。

明るさ：370ルーメン 点灯時間：2時間
使用電源：単3電池 付属品：ストラップ、
テスト用電池
商品サイズ : φ29.5×158mm/150g（電池含む）

C1095 バッテリー搭載ワークライト GZ-306
¥13,200（税抜価格 ¥12,000）
明るさ：1100ルーメン 点灯時間：8時間
使用電源：充電池 付属品：専用Micro USBケーブル
商品サイズ : W145×D28×H82mm/295g
（電池含む）
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AC電源、単3電池4本（別売）
消費電力 : 待機時1W/動作時最大4W（携帯電話充電時を除く）
商品サイズ : W146×D43×H101mm（折りたたみ時）/約350ｇ
※5年間の情報配信料を含みます。

明るさ：120ルーメン 点灯時間：4時間
使用電源：単3電池 付属品：テスト用電池
商品サイズ : φ21.8×87.4mm/約66g
（電池含む）

C1030 乾電池スペーサー カネたん
¥770（税抜価格 ¥700）
2セット1組

材質：シリコンゴム、
ステンレス

※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

明るさ：150ルーメン 点灯時間：3時間
使用電源：充電池 付属品：専用Micro USBケーブル
商品サイズ : W18×D17×H166mm/47g
（電池含む）

C1067 防災用簡易ライト ルミカライト
¥220（税抜価格 ¥200）12

本体サイズ：φ15×180mm 発光時間：10〜12時間 製造より5年

避難生活

最長12時間使える充電式LEDライトです。
スイッチ一つで使え、片手で持ち運び可能。
防水仕様で屋外でも問題なくご使用頂けます。
非常時の備えとしてだけでなく、
日常の様々なシーンで活躍します。

・コンパクト設計で倉庫に入れても場所を取りません。
・年一回の防災訓練時の充電でOK。
・連続点灯時間：約90時間（最小光量時）
・バッテリーモニターで使用可能時間が一目でわかる。
（残り時間も表示）
・照明部最長180cmまで無段階で伸ばせます。
・コンセント、
ＵＳＢの充電に対応。

避難生活

避難生活必需品

避難生活必需品

IN1600LB

EX-90

B0094 イクシンライト IN1600LB
¥176,000（税抜価格 ¥160,000）

連続使用時間：(片面)10〜12時間、(両面)5〜6時間
充電時間：12〜14時間 明るさ：1600ｌm
商品サイズ：使用時 W335×D220×H1120mm
保管時 W335×D220×H580mm/11.1kg

イクシンライト EX-90（防爆仕様)
¥308,000（税抜価格 ¥280,000）
B0095

連続使用時間：(片面)10〜12時間、(両面)5〜6時間
充電時間：7〜8時間 明るさ：720ｌm
商品サイズ：使用時 W340×D200×H875mm
保管時 W340×D200×H575mm/7.8kg

防災・アウトドアの定番品
明るさ最大360ルーメン

・明るさ720lm→1000lm。
・点滅機能が無くなり、
High.Lowモードで明るさ調整が
可能になりました。

イクシンライト トラベラー
¥60,500（税抜価格 ¥55,000）
B1018

連続使用可能時間：10〜12時間
充電時間：6〜7時間 明るさ：1000lm
商品サイズ ：
使用時 W270×D170×H670mm
保管時 W270×D170×H450mm/5.0kg

クリオルクス
（防水タイプ）

雨の日にも使用できる防水仕様。
C0081 クリオルクス
（防水タイプ）
¥1,232,000

（税抜価格 ¥1,120,000）

商品サイズ：
W600×D1020×H800ｍｍ/49kg

・電池の要らないランタン！
・スマホにも充電できます。
・電源は手巻きかUSB充電が選べます。

LEDランタン EX-V777D
¥4,378（税抜価格 ¥3,980）
C1076

クランクチャージランタン（スマホ対応）
¥5,940（税抜価格 ¥5,400）
C1091

明るさ：360ルーメン 点灯時間：27時間
使用電源：単1電池3本 付属品：ハンガーフック
商品サイズ : W102×D87×H184mm/802g(電池含む)

クリオルクスポータブル

明るさ：
［LED球値］
（約）260ルーメン 点灯モード：強／弱 蓄電時間：
（約）6時間
手回し蓄電の使用時間目安：1分間手回し蓄電→強/10〜14分、 弱/1時間点灯
商品サイズ :（約）W110×D100×H205mm/450ｇ

C0080 クリオルクス
ポータブル
¥990,000

（税抜価格 ¥900,000）

商品サイズ：
W400×D350×H900mm/47kg

国産アルカリ乾電池で連続40時間
使用できます。

C1088 LEDランタンライト ALA-3404S
¥1,650（税抜価格 ¥1,500）
材質：本体／ＡＢＳ樹脂 ランプカバー／ＰＳ樹脂
使用光源：0.3W白色LED×1灯
商品サイズ : φ119×H180mm（ハンドルを立てた状態）/187g

スタンド付き強力LEDライト！
ショルダーストラップ付

コンパクトさを追求した高出力
ヘッドライト

防災、
アウトドア、
インテリアとさまざまなシーンで使えます。

C1082 ザ･LEDライト LK-214D
¥3,630（税抜価格 ¥3,300）

C1098 LEDヘッドライト GD-102D
オープン価格 10

C1062 Carry The Sun M
クールブライト

明るさ：450ルーメン 点灯時間：23時間
使用電源：単1電池4本
付属品：ショルダーストラップ
商品サイズ : W125×D190×H148mm/984g(電池含む)

明るさ：90ルーメン 点灯時間：7.5時間
使用電源：単3電池
付属品：ヘッドバンド、テスト用電池
商品サイズ：W65×D45.3×H33mm/約80g（電池含む）

C1070 Carry The Sun M
ウォームライト

各 ¥4,180（税抜価格 ¥3,800）
商品サイズ：組立時 W110×D110×H110mm/86ｇ

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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避難生活

押し寄せる困難な状況に対応可能な防災用衣料品や、
誘導道具の準備も必須です。

避難生活

防災衣料品

リサイクル素材を62%使用しており、
エコマーク認定商品。グリーン購入法にも対応。

作業しやすい機能的デザイン。

C9022 エコ防寒コート
フード付
¥17,710

（税抜価格 ¥16,100）

C9029 防災シャツ
¥7,040（税抜価格 ¥6,400）

防災衣料品

サイズ : S〜5L
表地 ポリエステル１００％
裏地 ポリエステル起毛トリコット
カラー : グリーン、
ネイビー

サイズ : SS〜6L
ポリエステル・綿、
ツイル綾織り、
帯電防止

グリーン購入法対象商品

■ 防災シャツ
サイズ(cm)

SS

S

M

L

LL

3L

4L

5L

6L

着丈

75

77

79

81

83

85

88

88

88

肩幅

43

45

47

49

51

53

55

57

59

袖丈

54

55.5 57.5 59.5 61.5 62.5 62.5 62.5 62.5

胸廻

106

110

114

118

122

126

130

134

140

※3L〜6Lサイズの価格はお問い合わせください。

サイズ(cm)

S

M

L

LL

EL

4L

5L

胸囲

121

125

129

135

141

147

153

肩幅

52

54

56

58

60

62

64

袖丈

57

58

59

60

62

64

64

着丈

80

82

84

86

88

88

88

防災パンツ
¥6,710（税抜価格 ¥6,100）
C9030

ウエスト70〜130cm
ポリエステル・綿、
ツイル綾織り、帯電防止

■ 防災パンツ
70

73

76

79

82

85

88

91

股下

76

76

76

76

76

76

76

73

ウエスト

95

100

105

110

115

120

125

130

股下

73

73

73

73

73

73

73

73

※ウエスト88〜130サイズの価格はお問い合わせください。

※EL、4L、5Lサイズの価格はお問い合わせください。

超軽量で強度があり、
柔らかい風合いが魅力

雨の日も輝度が
おちにくく、汚れに強い
プリズム反射テープを使用

・ 耐水圧：10,000mmH 2 O
・ 透湿度：3,000g/㎡/24ｈｒ
ｓ

・ 耐水圧：10,000mmH 2 O
・ 透湿度：2,000g/㎡/24ｈｒ
ｓ

C9042 超軽量レインスーツ
AZ-58701
¥10,780（税抜価格 ¥9,800）

C9043 反射テープ付レインスーツ
AZ-562404
¥22,000（税抜価格 ¥20,000）

サイズ : S〜6L
表地：表/ナイロン100％ 裏/ポリウレタンコーティング
裏地：メッシュ ポリエステル100％
カラー：ブルー、
オレンジ、
シルバー、
ブラック
M

L

LL

3L

4L

5L

6L

68

70

73

76

79

84

87

87

肩幅

50

52

54

56

58

60

62

62

袖丈

55

57

59

61

62

65

66

66

胸囲

120

125

130

135

138

145

150

155

ウエスト

95

100

105

110

115

120

125

135

股下

66

68

70

72

76

80

82

82

パンツ

パンツ

S

着丈

サイズ : SS〜6L
表地：表/ポリエステル100％ 裏/PUコーティング
裏地：メッシュ ポリエステル100％
カラー：オレンジ、ネイビー、
イエロー

トップス

トップス

サイズ(cm)

※3L〜6Lサイズの価格はお問い合わせください。

(cm)

ウエスト

サイズ(cm)

SS

S

M

L

LL

3L

4L

5L

6L

着丈

70

72

75

78.5

83

87

90

90

92

裄丈

80

82

84

86

90

92

92

94

98

胸廻

114

117

120

124

128

132

136

140

148

ウエスト

100

103

106

112

118

121

124

1 27

130

68

70

72

74

76

78

80

80

82

股下

※3L〜6Lサイズの価格はお問い合わせください。

視認性バツグンの防災ベスト。
前後の反射材により夜間でも安全に作業ができます。

夏場でも蒸れにくいメッシュ生地採用

イエロー

オレンジ

高視認メッシュベスト
¥4,730（税抜価格 ¥4,300）
C9039

サイズ : S、
M、
L、LL、
3L
素材：ポリエステル100% [ポリエステル100%（メッシュ）]
樹脂ファスナー カラー：イエロー・オレンジ

C9020 多機能防災ベスト
¥6,160（税抜価格 ¥5,600）

フリーサイズ カラー ： オレンジ
出荷単位 ： 6個
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※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

着丈

胸囲

肩幅

S

64

112

38

M
L
LL

66
68
70

118
124
130

40
42
44

3L

72

136

46

サイズ(cm)

避難生活

非常時トイレの目隠しに！

牛革、袖口マジック止め式

・ 目隠し
・ 雨対策
・ 寒さ対策

C9034 革手袋 白
¥1,100（税抜価格 ¥1,000）

避難生活

防災衣料品

サイズ ： M・L・LL

（L）

（LL）

C3037 ベンリーポンチョ
¥660（税抜価格 ¥600）

C9012 滑り止め付軍手
¥176（税抜価格 ¥160）

材質：ポリエチレン
商品サイズ : W1650×H1600mm/90g
梱包サイズ : W165×H230×D25mm/95ｇ

飛沫飛来対策・拡散防止用

定番ベストタイプ

C9028 ライフジャケット
オーシャンC-Ⅱ型TYPE A
¥4,950（税抜価格 ¥4,500）

C9041 フェースシールド
（No.1120）
¥2,640（税抜価格 ¥2,400）
サイズ ： フリー
眼鏡との併用が可能

防災衣料品

（M）

サイズ 胴囲：120cmまで
適応体重：90kgまで 浮力：8.7kgf

約36ｇ

めがねをかけたままゴーグルが
かけられます。

C9040 開閉ベンチレーション付き
防じんメガネ No.1292
¥2,090（税抜価格 ¥1,900）

フレーム： 軟質塩化ビニル レンズ ： セルロース、くもり止め加工レンズ
ベンチレーション ： PP樹脂
商品サイズ : W230×D70×H83mm/83g 梱包サイズ : W230×D77×H86mm

首もとひんやり、長さ調節OK
くり返し使用OK

ネックールＷⅡ ブルー・ピンク
¥1,100（税抜価格 ¥1,000）
C2099

カバー 1、凍結ジェル袋 1、非凍結ジェル袋 1 カラー：ブルー・ピンク
商品サイズ : Ｗ700×Ｈ75×Ｄ25mm/320g

樹脂先芯、
抗菌・防臭中底使用

C9031 安全スニーカー
¥9,680（税抜価格 ¥8,800）

サイズ：22.0cm〜30.0cm 全14サイズ ワイズ4E 重量 ： 720g

C9015 ハイパーゴーグル
¥3,520（税抜価格 ¥3,200）

開閉ベンチレーション付、
くもり止め加工レンズ
重量 ： 95g カラー ： クリアー

水でぬらして首元冷え冷え

5年保存

最高温度：68℃ 平均温度：５４℃ 持続時間：２０時間
商品サイズ : 130×100mm
（1枚）
梱包サイズ : W200×D135×H68mm/577g

ヘルメット取り付け式 商品重量 11g
カラー：ブルー、
グレー

緊急時に応えられる
プロ仕様。

樹脂先芯、
軽量素材使用

全6サイズ ワイズ3E

カラー： 白・赤・黄・青・緑

B5014 常備用 オンパックス
（10個入）
¥550（税抜価格 ¥500）24

アクアネックパット
¥770（税抜価格 ¥700）48

サイズ：S〜4L

安全ピン・マジックテープ式

5年保存できます。

B3032

C9032 安全長靴
¥9,460（税抜価格 ¥8,600）

C9017 腕章
¥792（税抜価格 ¥720）

重量 ：1580g

C9008 安全靴 WS33HiFR
¥26,840（税抜価格 ¥24,400）

サイズ：22.0〜28.0cm

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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避難生活

被災者の防寒や保護など、様々な用途に使用できる
毛布類は災害時の必需品です。
体を休めるための寝袋や簡易ベッドも準備しましょう。

避難生活

避難生活用毛布
C3003 パック毛布 1.3kg
¥6,160（税抜価格 ¥5,600）10

C3005 セイブパックエコⅢ毛布 1.3kg
¥6,600（税抜価格 ¥6,000）10

C3004 パック毛布 1.6kg
¥6,710（税抜価格 ¥6,100）10

C3006 セイブパックエコⅢ毛布 1.6kg
¥7,700（税抜価格 ¥7,000）10

素材 ： 難燃性アクリル
商品サイズ : 1400×2000mm/1.3kg

避難生活用毛布

素材 ： 難燃性アクリル
商品サイズ : 1400×2000mm/1.6kg

素材 ： 難燃性PET再生ポリエステル
商品サイズ : 1400×2000mm/1.3kg

素材 ： 難燃性PET再生ポリエステル
商品サイズ : 1400×2000mm/1.6kg

A4サイズでコンパクト
真空フィルムで防虫・防カビ
真空パック毛布（10枚入）
EB-201BOX
¥49,500（税抜価格 ¥45,000）
C3030

商品サイズ ： 2000×1200mm/930g
梱包サイズ ： W435×D310×H225mm/約7㎏
梱包重量 ： 約10kg

アルミの熱反射性を併せ持つ保温性の高い新素材を使った
軽量・コンパクトなパック毛布。
C3034 災害用
アルミ転写パック毛布
¥4,400（税抜価格 ¥4,000）10
素材：ポリエステル100%
マイクロフリース、アルミ蒸着フィルム

商品サイズ：1400×2000mm/600g

C3031 4層！防寒・防風アルミシート
¥209（税抜価格 ¥190）
素材：アルミ蒸着ポリエステル
商品サイズ ： 2130×1370mm/51g
梱包サイズ ： 約W100×D12×H120mm

従来品に比べ、耳障りな音が
小さくなるよう工夫されています。

C3032 アルミブランケット 静音タイプ
¥825（税抜価格 ¥750）
素材：アルミ蒸着低密度ポリエチレン
商品サイズ：1300×2100mm/80ｇ
梱包サイズ：W95×D85×H23mm
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軽くて暖かいフリース素材
C3040 真空パック毛布
（10枚入）
EB-205BOX
¥36,300（税抜価格 ¥33,000）

素材 ： ポリエステル100％
商品サイズ ： 2000×1200mm/600ｇ
梱包サイズ ： W435×D310×H225mm/約7㎏

保存しやすい
コンパクトタイプ。

C3041 備蓄用毛布コンパクト
¥3,300（税抜価格 ¥3,000）

素材 ： ポリエステル100％
商品サイズ ： W1400×D2000mm/750g
圧縮サイズ ： W280×D60×H270mm

防水性能があり、
防寒・防暑効果にも
優れています。
内側に不織布を
施してあるため、
なめらかな肌触り。

身体に巻いて風雨を遮り、
アルミニウム
による輻射熱で体温低下を防ぎます。

C3019 スペースブランケットDX
¥2,750（税抜価格 ¥2,500）

C3017 スペースブランケット
¥880（税抜価格 ¥800）

素材 ： PE、
不織布、
アルミ
商品サイズ ： 1500×2200mm/170g
梱包サイズ ： W210×D300×H20mm

素材：ポリエステルフィルム
（アルミ蒸着）
商品サイズ : 約1300×2200mm/60ｇ

・丈夫で破れにくいPEクロス紙製。
・親+子で一緒に寝ることができる ゆったりサイズ。
・紙製のため、ごみ袋としても活用できます。

C3042 クラフト製 防災寝袋
¥1,100（税抜価格 ¥1,000）

素材：両更クラフト50g/㎡ + PEクロス
（４×３）
商品サイズ : 960×2100mm/380g

※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

C3045 非常用 あったか寝袋3点セット
¥8,800（税抜価格 ¥8,000）5

クラフト製寝袋、
難燃フリース毛布、
エアロマット(簡易エアーポンプ付)
外装ケースサイズ：W265×D135×H295mm/約1.4kg

避難生活

・ 同一品番の寝袋と連結可能
・ 大型洗濯機で簡単丸洗い
・ 適正温度：外気温5℃まで

・ 同一品番の寝袋と連結可能
・ 大型洗濯機で簡単丸洗い
・ 適正温度：外気温2℃まで

・ 約60秒で設置が可能。
・ 付属エアーバッグは枕や本体の収納に
活用できます。
・ 電源、
ポンプ不要。

避難生活

避難生活用寝袋等

避難生活用寝袋等

C3047 抗菌防臭 丸洗いシュラフ・5
¥4,378（税抜価格 ¥3,980）
表素材 : モイスポリ 肌面素材：抗菌防臭モイスポリ
中綿：ダイナチューブファイバー
適合胸囲：約96cmまで
商品サイズ : 約750×1850mm/1.5kg
収納サイズ：約φ240×390mm

・地面から直接的に浴びる冷気や湿気をガード。
・軽量アルミフレーム採用。
・収納バッグ付で折り畳んで持ち運びできます。

FDコットDX-AH
¥11,990（税抜価格 ¥10,900）4
C3035

フレーム：アルミ 生地：ポリエステル
耐荷重目安：100kg
商品サイズ : W1900×D740×H460mm/6.0kg
収納サイズ : W950×D110×H175mm

ストローで空気を吹き込むだけ。5〜10分で
膨らませられます。

C3013 スペースエアーマット
¥2,200（税抜価格 ¥2,000）

ポリエチレン、ナイロン 耐荷重:300kg
商品サイズ : W600×D2000×H50mm/約250g
収納サイズ : W160×D125×H25mm

C3036 丸洗いスランバーシュラフ・2
¥6,160（税抜価格 ¥5,600）

C3048 ロール＆リラックス エアーベッド
¥6,600（税抜価格 ¥6,000）

組立てが簡単、便利なポケット付。
軽量・高剛性のアルミGIベッド。

超厚55mmで寝心地抜群！自動で膨らむ
リバーシブルマット。

表素材 : モイスポリ 肌面素材 : モイスポリ
中綿 : ダイナチューブファイバー
商品サイズ : 800×1900mm/1.8kg
収納サイズ : φ270×380mm

アルミGIベッド
¥13,200（税抜価格 ¥12,000）
B3018

フレーム：アルミ合金
耐荷重：約100kg
商品サイズ : W1930×D660×H400mm/6.4kg
収納サイズ : W980×D200×H100mm

素材：本体・空気栓 塩化ビニール樹脂(PVC)、
バルブ ABS 付属品：補修シール1枚
商品サイズ : W990×D1880×H220mm※/約2.9Kg
※サイズは空気の量によって変動します。耐荷重：約150kg

C3044（高密弾力）
55セルフインフレート
マット・SOLO
¥8,250（税抜価格 ¥7,500）6
主素材：ポリエステル、
ポリウレタンフォーム
商品サイズ : 約W1900×D650×H55mm/約2㎏
収納サイズ : 約φ170×610ｍｍ

地面からの冷気や凹凸を和らげます。

断熱・保温性に優れ、また、抗菌・防虫効果
もあります。薄型ですが適度なクッション性
を備えています。

C3039 折りたたみキャンピングマット
¥3,300（税抜価格 ¥3,000）

C3016 災害用敷マット マイルディシート20m巻
¥27,500（税抜価格 ¥25,000）

素材：マット ポリエステル（アルミ蒸着）、発泡ポリエチレン
バンド 合成ゴム
商品サイズ : W2000×D1000×8mm/390g

電池も電源コードも使わない！
家中どこでも、暖かさを持ち運ぶ。
C3038 カセットガスストーブ
ポータブルタイプ マイ暖 CB-STV-MYD
¥20,460（税抜価格 ¥18,600）

最大発熱量 : 1.0kW（900kcal/h）
連続燃焼時間 : 約3時間20分（標準モード運転時）
商品サイズ : W312×D222×H290mm/2.6kg
(カセットガス含まず)

※気温20〜25℃のとき、連続燃焼にてカセットガス1本を
使い切るまでの実測値

商品サイズ : W910mm×D20m×H8mm
重量 ： 約4kg 梱包サイズ : φ470mm×H910mm

・ 電池式のため、使用場所を選びません。
・ 送風用、換気用に。
・ 風量は2段階調節。
・ 家庭用コンセントでも使用できます。
C3028 2電源 どこでも扇風機
¥7,480（税抜価格 ¥6,800）

電源：単1アルカリ電池8本（別売） AC100V
作動時間 : 強風時 約50時間［乾電池使用時］
商品サイズ : W300×D95×H335mm/1.2kg

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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避難生活

地域の住民単位や会社単位での避難を強いられる
大きな災害に備え、集団での避難を意識した事前の準備が
必要になっています。

避難生活

テント・防災倉庫

医療用、宿泊用など様々な用途に利用できます。
防災テント
型式

コード

NBT-45

C2023

¥231,000（税抜価格 ¥210,000）

価格

W2680×D3560×H2050mm

サイズ

37kg

NBT-810

C2024

¥371,800（税抜価格 ¥338,000）

W3550×D5340×H2050mm

59kg

重量

テント・防災倉庫

パイプ ： アルミニウム、幕体：ポリエステル、
付属品 : クイ、
ロープ、
ロープ止め

アルミテントシリーズ
型式

コード

価格

NDA-115

C2027

¥101,200 （税抜価格 ¥92,000）

W1800×D2680×H2050mm

サイズ

20kg

NDA-12

C2028

¥110,000（税抜価格 ¥100,000）

W1800×D3550×H2050mm

22kg

NDA-152

C2029

¥131,340（税抜価格 ¥119,400）

W2680×D3550×H2050mm

24kg

NDA-23

C2030

¥222,860（税抜価格 ¥202,600）

W3550×D5320×H2050mm

40kg

NDA-24

C2031

¥265,100（税抜価格 ¥241,000）

W3550×D7060×H2050mm

43kg

付属品 : ウエイト、クイ、ロープ、ロープ止め

重量

※横幕など、各種オプションはお問い合わせください。

テント内を2分割して使用できます。
換気扇や換気窓によりテント内の感染リスクを抑えます。
感染症対策テント 抗菌＋
型式

感染症対策テント 抗菌＋

テント内空間を
2分割して使用できる

サイズ

重量

C2109

¥374,000（税抜価格 ¥340,000）

W2680×D3550×H2000mm

60kg

NICT-M

C2110

¥429,000（税抜価格 ¥390,000）

W3550×D5320×H2000mm

101kg

NICT-L

C2111

¥484,000（税抜価格 ¥440,000）

W3550×D7060×H2000mm

112kg

NICT-LL

C2112

¥814,000（税抜価格 ¥740,000）

W5400×D7060×H2000mm

145kg

フレーム：亜鉛メッキ590N 高張力鋼管31.8φ×1.4mm 幕材：抗菌剤入りポリエステル製
付属品：間仕切りシート、
床シート、
換気扇

感染症対策テント 遮熱＋

間仕切り壁
採光シート

価格

コード

NICT-S

採光シート

型式

コード

NICTS-S

C2113

¥374,000（税抜価格 ¥340,000）

価格

W2680×D3550×H2000mm

60kg

NICTS-M

C2114

¥429,000（税抜価格 ¥390,000）

W3550×D5320×H2000mm

101kg

NICTS-L

C2115

¥484,000（税抜価格 ¥440,000）

W3550×D7060×H2000mm

112kg

NICTS-LL

C2116

¥814,000（税抜価格 ¥740,000）

W5400×D7060×H2000mm

145kg

サイズ

重量

フレーム：亜鉛メッキ590N 高張力鋼管31.8φ×1.4mm 幕材：遮熱材配合・フッ素防汚加工 ポリエステル製
付属品：間仕切りシート、
床シート、
換気扇
入口

待合スペース

診療スペース

遮熱効果の高いシートを採用し、テント内が熱くなりにくく熱中症を
予防します。紫外線の強くなる季節に、備えて安心です（テント内の

クーリング効果は−2.3℃です/弊社調べ）。

感染症対策テント 抗菌＋

【フレーム＋屋根幕セット】
スポーツやイベントの定番テント！
ジャバラ式フレームでワンタッチでの設営・撤収が可能です。
コンパクトサイズで持ち運びや移動も簡単です。
C2101 ワンタッチ
イベントテント アルミ3045
¥176,000（税抜価格 ¥160,000）

重量 ：白 約36.5ｋｇ 他色 約37.5ｋｇ
商品サイズ ：W3000×D4500×棟高3180〜3490×
軒高2200〜2510mm

C2102 ワンタッチ
イベントテント アルミ3060
¥214,500（税抜価格 ¥195,000）

重量 ：白 約51.0ｋｇ 他色 約52.0ｋｇ
商品サイズ : W3000×D6000×棟高3180〜3490×
軒高2200〜2510mm

素材 ：幕体 ポリエステルターポリン
（防炎加工）
脚フレーム本数 ：3045 4本、3060 6本
付属品 ：屋根幕収納袋、
フレームキャリーバッグ、
ピン4本、
張綱自在付4本（セット購入のみ）
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※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

避難生活
避難生活

避難生活スペース等

災害時のプライバシーを確保します。組立簡単！
！
付属品

アルミマット

屋根

商品サイズ :
組立時 W2100×D2100×H1500mm/4.9ｋｇ
梱包時 Ｗ720×Ｄ80×Ｈ720mm/5.7ｋｇ

ペン、
ボード消し

表札、伝言板

砂袋

約2m四方のスペースが
4部屋設営可能。

避難生活スペース等

C2078 ベンリー間仕切りⅡ
¥26,400（税抜価格 ¥24,000）

C2094 災害避難所用間仕切り４部屋セット
¥59,400（税抜価格 ¥54,000）

柱パイプ
（1.8m･連結式）
×9、
梁パイプ(2.1m･連結式)×24、
間仕切り布×12、
パイプ連結コネクター×18、
間仕切り布取り付け用留め具×60、
床保護用ウレタンシール×10、
収納袋付き 材質：柱パイプ･梁パイプ/スチール、
間仕切り布/ポリエステル68デニール、
PUコーティング
商品サイズ：W4200×D4200×H1800mm/31kg

感染症対策用に使える高さ1600mmの間仕切

避難所でのプライバシーを守る、授乳用、診察室、
更衣室や
トイレ用テントとして幅広く使えます。

C2117 ダンボール間仕切り 簡太くんV
¥11,000（税抜価格 ¥10,000）

C2119 多目的ルーム
¥46,200（税抜価格 ¥42,000）

商品サイズ : 組立時 W2000×D2000×H1600mm
収納サイズ : W1620×D575×H100mm/10.5kg

高さを４１ｃｍにすることにより、
立ち上がり時の
負担を減らすことが出来ます。

C2095 ダンボールベッド ニュー簡太くんⅡ
¥10,120（税抜価格 ¥9,200）

商品サイズ : 組立時 Ｗ1900×Ｄ730×Ｈ4１０ｍｍ
収納サイズ : W810×D410×H210ｍm/8.0ｋｇ 耐荷重：150kg

幕体：ポリエステル150d (側面)ポリエステル 150d・遮光コーティング・防炎加工
フレーム：アルミ合金
商品サイズ : 使用時 W2500×D2500×H1720(軒高)/2300(棟高)mm
収納サイズ : W1000×D250×H220mm/約9.8kg ※カートンケース入り

「ニュー簡太くんⅡ」
と間仕切りを
セットにしました。

C2118 間仕切付き ニュー簡太くんⅡ
¥13,200（税抜価格 ¥12,000）

商品サイズ : 組立時（ベッド）W730×D1900×H410mm 組立時（間仕切り）W810×D1920×H950mm
収納サイズ : W820×D960×H155mm/12.2kg

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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避難生活

災害時、早急に対応しなければならないトイレ対策。
健康・衛生・プライバシー問題を考慮した事前対応が肝要です。

避難生活

災害用トイレ
汚水はテント外のポリタン
クへ貯水されます。覗き窓
から水位確認も可能です。

小便器

個室と小便器を配置、
車椅子用個室も用意。
C2011 トイレサムライ
SM-S（7人用）
¥869,000（税抜価格 ¥790,000）

災害用トイレ

設置サイズ : W3300×D4000×H1800mm
重量 ： 77kg

C2012 トイレサムライ
SM-L（15人用）
¥1,188,000（税抜価格 ¥1,080,000）

個室

設置サイズ : W3300×D8000×H1800mm
重量 ： 142kg

ワンタッチ
簡易便座

SM-S

一回使い捨ての『吸水式トイレ』
を使用しています。
（断水時でもトイレを使用できます。）
使い終わったらゴミ捨てダクトより外へ捨てます。

セット内容：
テント本体(フレーム+天幕+横幕+内幕)、
便座一式、注水タンク、
くい、
ロープ、
トイレセット1000回分

男女別々で
プライバシーを確保。

ワンタッチ便座を広げて『吸水トイ
レ 袋 』を セットしま す 。
トイレット
ペーパーと除菌スプレーも個室へ
配置します。
吸水トイレ袋

C2013 トイレなでしこ
ND-S（7人用）
¥957,000（税抜価格 ¥870,000）

車椅子用個室

ND-S

■トイレテント オプション

奥
行
２
ｍ

設置サイズ : W3300×D4000×H1800mm
重量 ： 86kg

間口1.3ｍ

足元に段差の無い専用個室は、1.3×2mと広く、車椅子
のまま入れます。便座は肘掛・背もたれ付きで安定感が
あり、安心してご使用いただけます。小サイズは１ヵ所、大
サイズには２ヵ所用意しています。

C2055 テントウエイト 20kg
C2053 排水ダクト
¥27,500（税抜価格 ¥25,000） ¥14,190（税抜価格 ¥12,900）
基本ダクト1m付

排水ダクト

防水蛍光灯

テントウエイト

簡易トイレ用のテン
トとして だ け で な
く、着替えスペース
等様々な用途に活
用できます。

C2016 トイレ用パーソナルテント

¥23,100（税抜価格 ¥21,000）

設置サイズ : W1000×D1000×H1880mm/5kg
梱包サイズ : W1030×D150×H150mm/6kg

C2017 トイレ用パーソナルテント ＰＴＡＭ
¥26,400（税抜価格 ¥24,000）
設置サイズ : W1200×D1200×H2000mm/6kg
梱包サイズ : W920×D180×H150mm/7kg
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設置サイズ : W3300×D8000×H1800mm
重量 ： 158kg

セット内容：
テント本体(フレーム+天幕+横幕+内幕)、
便座一式、
くい、
ロープ、
トイレセット1000回分

C2057 トイレセット1000回分
¥286,000（税抜価格 ¥260,000）

トイレセット1,000回分に含まれて
いる内容は以下の通りです。
・ 吸水トイレ袋×1000枚
・トイレットペーパー×40巻
・ 除菌消臭スプレー×9本
・トイレ収容袋×40枚

C2054 防水蛍光灯
¥48,400（税抜価格 ¥44,000）
ケーブル5m付

１基のマンホールに1台設置。
水道･工事不要の洋式タイプ。

ＰＴＡＳ

C2014 トイレなでしこ
ND-L（14人用）
¥1,386,000（税抜価格 ¥1,260,000）

余裕を持って座れる
ワンタッチで設置・収納が
内幅54cmの洋式ワイドタイプ。 できます。

C2001 災害用マンホールトイレ
C2003 災害用マンホールトイレ
ＶＥ100W
ＶＥ100
¥45,100（税抜価格 ¥41,000） ¥61,600（税抜価格 ¥56,000）
使用時サイズ：
W520×D520×H770〜845mm/約8.5kg
対応マンホール内径：２０〜４０ｃｍ

使用時サイズ：
W670×D750×H790〜865mm/約13.5kg
対応マンホール内径：２０〜６０ｃｍ

付属品 ： ペーパーホルダー、
ＡＢＳペグ４本、
コンクリート釘４本、簡易スチールハンマー、
トイレットペーパー、汚物処理袋用ネット

※価格の後の数字（白抜き）は出荷単位です。出荷単位割れの対応はできません。

C2058 便座 ユニトイレ
¥13,200（税抜価格 ¥12,000）
耐荷重：120kg
商品サイズ :
使用時： W460×D425×H430mm
折りたたみ時 ：
W460×D600×H90mm/約2.6kg

避難生活

トイレ処理セット5回分のパックが
60個入り。

優れた凝固作用によりすばやく汚物を固め、感染症、悪臭を防ぎます。

mini-1

mini-10

S-100

C2019 マイレット mini-10
¥1,980（税抜価格 ¥1,800）

内容物 : 抗菌性凝固剤(7g)1袋、
排便袋(PE製黒)1袋
商品サイズ : W140×D5×H85mm/25g

C2020 マイレット S-100
¥16,500（税抜価格 ¥15,000）

内容物 : 抗菌性凝固剤(7g)100袋、
排便袋(PE製黒)100袋、大型外袋10枚
商品サイズ : W240×D170×H185mm/2.4kg

内容物 : 抗菌性凝固剤(7g)10袋、排便袋(PE製黒)10袋、
持運び袋10枚、ポケットティッシュ2個
商品サイズ : W135×D50×H180mm/300g

組立簡単

渋滞時、
レジャー時、
災害時に

C2106 マイレット P-300
¥51,150（税抜価格 ¥46,500）

1パック商品内容：抗菌性凝固剤（7g）5袋
排便袋（PE製黒）5袋 持ち運び袋（PE製白）2袋
商品サイズ : 1パック W95×D20×H140mm/120ｇ
梱包サイズ : W385×D355×H160mm/約8kg

天然の木の粒子がすばやく固めて強力消臭・抗菌。
ミントとラベンダーを配合した「ハーブ」と甘く香る
「ローズ」の2種類をご用意。

ローズ

C2089 ダンボール製簡易トイレ プルマルⅢ
¥3,300（税抜価格 ¥3,000）5

耐荷重：200kg
セット内容 ：蓄便袋・便凝固剤・持ち運び袋 各５セット
商品サイズ：収納時 W340×D90×H400mm/約1.1kg

C2071 携帯簡易トイレ ニューミニマルちゃん
¥660（税抜価格 ¥600）60

セット内 容 : 便器・便座 各1、蓄便袋・持ち運び袋・
便凝固殺菌剤 各3個
商品サイズ : 組立時 W150×D260×H120mm/110g
収納時 Ｗ185×D30×H225mm

家庭用トイレ、ポータブルトイレに使用可能。

災害用トイレ

C2018 マイレット mini-1
¥176（税抜価格 ¥160）

避難生活

災害用トイレ

ハーブ

C2090 さわやかトイレ ローズ
（10回分）
¥1,870（税抜価格 ¥1,700）25
C2091 さわやかトイレ ハーブ
（10回分）
¥1,870（税抜価格 ¥1,700）25

商品サイズ：W110×D75×H175ｍｍ/400ｇ

便、尿をゼリー状に固め、
臭いを包みます。

10 年保存

C2105 ベンリー袋 100回分セット
防臭袋プラス
¥16,500（税抜価格 ¥15,000）

100回分セット

３枚入

5枚入

C2072 かんたんトイレ袋 ベンリー袋R
（3枚入)
¥660（税抜価格 ¥600）60

C2107 ベンリー袋 400回分セット
防臭袋プラス
¥52,800（税抜価格 ¥48,000）

商品サイズ : Ｗ165×Ｈ225×Ｄ15mm/145ｇ

C2073 かんたんトイレ袋 ベンリー袋R
（5枚入)
¥1,034（税抜価格 ¥940）40

セット内容：凝固剤・蓄便袋 各400枚、
汚物袋 40枚、受袋 8枚、
取扱説明書・使用注意ポスター 各2枚
商品サイズ : W260×D350×H370mm/約14.3ｋｇ

商品サイズ : Ｗ180×Ｈ255×Ｄ25mm/235ｇ

内容物 : 蓄便袋、持運び袋、便凝固殺菌剤

1ケースで約3000回分。

セット内容：凝固剤・蓄便袋 各100枚、
汚物袋 10枚、受袋 2枚、
取扱説明書・使用注意ポスター 各2枚
商品サイズ : W260×D100×H370mm/3.7ｋｇ

400回分セット

10 年保存
変色、湿気、カビ、害虫等から
長期間トイレットペーパーを
保護するため、4ロールごとに
真空パック包装。
C2108 10年保証
備蓄用トイレットペーパー
¥4,400（税抜価格 ¥4,000）

再生紙100% 紙質：ソフトタイプ
芯：有 入数：12ロール（4ロール×3パック）
商品サイズ : 巾114mm×200m
梱包サイズ （12ロール入り）
:
W360×D245×H250mm/約5kg

未開封で15年保存可能。

15年保存
粉 末タイプ の 非 常 用トイレ。
高品質の超吸水ポリマーを使
用し、約7gで約400mlの水分
を固めます。抗菌・消臭効果の
あるAｇ抗菌性活性炭配合。
C2097 トイレの缶詰セット
¥3,850（税抜価格 ¥3,500）10

セット内容：
トイレの缶詰(凝固剤粉末約210g)1缶、
汚物袋 30枚、
アルミブランケット 1個
商品サイズ :
W250×D78×H150mm/250g

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。
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（ご用命は…）

サービスを真心でお届けします。
●製品改良・改善のため、仕様その他を予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
●この印刷物は、一部ユニバーサルデザイン
（UD）
に配慮したフォント
（書体）
を使用しています。

（本社・支社・支店）
関080 2109-4,000DT-DT

