もしも

の為に備えて安心

防災総合カタログ
2020―2021 年度
Disaster prevention catalog

for

Safety
入札・仕様書作りにも最適。ぜひご相談ください
大口の場合、卸価格で別途お見積り致します

定価・参考上代から大口注文はお値引き致します
見積依頼の際には、必ず商品番号の記載をお願い致します
掲載商品は予告なくパッケージ変更や価格変更の場合もありますのでご了承ください。
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1

： 1 個（パック、セット）
50個（パック）入り
：
【青色はバラ販売ができるものです】
50個（パック）入り
：
【黒色はケース販売のみです】

＊ソバを含む含む食品は本誌には掲載しておりません。

：食物アレルギー27品目不使用
●その他のマーク

8ℓ：アルファ米などに使用する水量
賞味
期限

5年 ：製造日からの賞味期限

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。別途消費税を承ります。＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。

Corporate philosophy
企業理念

「防 災・防 犯を通して地 域 貢 献 する企 業に成 長する」
東日本大震災では、巨大地震に加えて想定を大きく上回る大津波によって甚大な被害が広範囲に発生しました。
学校も例外ではなく、多くの児童生徒等および教職員も犠牲となりました。今私たちには、いつ、どこで災害が発生
しても、人々の命を確実に救うことができるように、より効果的な対策を進めていくことが求められています。
文部科学省「東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者会議」では、東日本大震災によって
被災した学校等での経験を把握・分析した上で、防災教育・防災管理等を見直した報告書を発表しました。そこ
では、学校の安全を確保するための防災管理・組織活動の一つとして、防災マニュアルの整備・充実の重要性が
示されています。
そのマニュアルでは、それぞれの学校や地域の実状を踏まえたマニュアル作りを進める上で、基本となる情報
を提供しています。もちろん、マニュアルは単に作成するだけでは有効とは言えません。作成したマニュアルを
実際に訓練等で運用し、その結果を踏まえ、より実効性の高いマニュアルへ改善していくことが大切です。それは
また、災害発生時の臨機応変な対応を可能とするものです。
昨今にはＢＣＰ（事業継続計画）をテーマに防災展示会も盛んに開かれています。
学校や企業・病院などすべての人のために防災意識を更に高め、少しでも被害が減るように私達は日々学び、
お客様と共に成長していこうと思います。

ＴＳＳＰスタッフ一同

弊社は内閣府、東京税関・警視庁など官公庁のお仕事も数多く頂いております。
災害への備えは、一人ひとりの生活を守るために必要な社会基盤のひとつでもあります。
企業・教育機関・地域を通じて、安全と安心に貢献できるプロフェッショナルを目指します。
企業理念のもとに皆様のお役に立てる企業に成長して参りますので、
代理店共々どうぞよろしくお願い致します。

1

知る、備える、行動する
防災学習に取り組みましょう
東日本大震災による被災の反省から、正しい知識や十分な備え、日頃の訓練の充実を図る
防災学習に取り組みましょう！その中で、公的機関の役割やＮＰＯ等の活動内容などを学
ぶと共に、地域の復興に向けて考えを深めていきます。

防災教育の視点

知る

正しい知識と技能を見に付け
ておかなければ、いざという
時に的確な判断が出来ない。

備える

正しい知識を得て、どんな備
えが必要かを考え、日頃から
準備しておく必要がある。

行動する

頭で理解しただけでは行動に
結びつかない。訓練でできな
い事は本番でも出来ない。

具体的な取り組み例
１ 防災講演の開催
２ 防災体験活動
３ 消防職員を講師とした「公助」学習会
４ 防災学習発表会
５ 緊急地震速報を活用したショート訓練
６ 地域毎の一次避難訓練と児童・生徒の引渡し訓練
７ 避難所設営訓練
８ 仮設住宅居住者との合同避難訓練
※防災を学ぶきっかけになると嬉しいです。

2

防 災 セット

セット内容

当社の防災士が監修した防災セットです。
被災直後から避難生活の初期段階に必要な防災用品

スタンダードな防災セットに応急手当、不衛生の事態を想定した防災用品をプラスしまし
た。
ケースサイズ：450×340×250(mm)
箱入り重量：約5.4kg

5031

C
H
E

＼ 注目 ／

5年

K！

セット内容

セット内容

・非常用持出袋
・アルミシート
・ウェットティッシュ
・軍手
・マスク(1枚入)
・絆創膏
・非常・屋外用トイレ レティット(4枚入)
・手回し式充電ラジオ
・保存水(500ml)×2本
・アルファ米わかめご飯
・パンの缶詰

・非常用持出袋
・レスキューシート
・ウェットティッシュ
・軍手/ロープ/笛
・カイロ
・絆創膏
・非常・屋外用トイレ レティット(1枚入)
・簡易防水LEDライト
・単3形乾電池(4本)
・保存水(500ml)
・パンの缶詰

TSSP防災セット ベーシック

非常食、保存水、簡易トイレなど基本的な防災用品をセットにしました。
ケースサイズ：290×230×125(mm)
箱入り重量：約2.4kg

5年

TSSP防災セット ライト

お求めやすい価格ながらバランスのとれた防災セットです。
ケースサイズ：290×230×125(mm)
箱入り重量：約1.6kg

5025

￥8,000（税別）

￥3,000（税別）

救助資機材・避難用品

4084

賞味
期限

応急手当用品

5年

￥18,000（税別）

トイレ・衛生用品

賞味
期限

C

今売れています！

転倒防止用品

を厳選しました。

賞味
期限

TSSP防災23点セット

・非常・屋外用トイレ レティット
(4枚入)
・水に流せるポケットティッシュ
・多機能ツール
・歯みがきセット
・カイロ
・ミニまくら
・保存水(500ml)×4本
・カンパン×3個

非常食・水・炊き出し

ＴＳＳＰオリジナルセット

・非常用持出袋
・給水袋(3L)
・レスキューシート
・緊急呼子笛
・軍手
・簡易救急セット
・消毒薬
・レインコート(大人用)
・単3形乾電池(4本)
・三角巾(Mサイズ)
・非常用ローソク
・マスク(10枚入)
・大判ウェットティッシュ
・手回し式充電ラジオ
・災害用圧縮タオル

＼ Hit ／

人気商品
です！

セット内容

朝食用：パンの缶詰3種

朝食用：パンの缶詰3種

昼食用：マジックパスタ3種
（ペペロンチーノ、カルボナーラ、きのこ）

昼食用：マジックパスタ3種
（ペペロンチーノ、カルボナーラ、きのこ）

夕食用：アルファ米白米、わかめご飯、おいしい防災食
3種(肉じゃが、ポークカレー、牛丼の具)

夕食用：アルファ米白米、わかめご飯、おいしい
防災食3種(肉じゃが、ポークカレー、牛丼の具)

保存水(500ml)×3本

賞味
期限

食品加熱用パック(詰替付き)

5年

賞味
期限

TSSP非常食3日間9食セット

5年

ラジオ・ライト・発電機

TSSP非常食3日間9食セット 加熱剤付き

3日分、9食分の非常食のセットです。食事の量は標準的です。
ケースサイズ：320×230×150(mm)
箱入り重量：約3.6kg

4082

避難所・搬送用品

セット内容

3日分、9食分の非常食のセットに加熱剤を付けました。
ケースサイズ：320×230×150(mm)
箱入り重量：約4.1kg

￥6,000（税別）

8754

セット内容

朝食用：スーパーバランス3袋

・保存水(500ml)×2本

昼食用：パンの缶詰3種

・アルファ米五目ご飯

防災季節商品

セット内容

￥8,000（税別）

・カンパン

・わかめうどん

夕食用：アルファ米わかめご飯、菜飯、ひじきご飯

・パンの缶詰

保存水(500ml)×3本

5年

賞味
期限

TSSP非常食3日間9食セット ライト

5年

TSSP非常食1日セット

3日分、9食分の非常食のセットです。食事の量は比較的軽めです。
ケースサイズ：290×230×125(mm)
箱入り重量：約3.0kg

1日分、3食分の非常食のセットです。
ケースサイズ：290×230×125(mm)
箱入り重量：約1.9kg

￥4,000（税別）

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 ＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

5009

火災・水害対策

5007

情報伝達

賞味
期限

￥2,200（税別）

3

＼ Hit ／

お手頃セット
人気です！

セット内容

セット内容

・非常用持出袋

・非常用持出袋

・パンの缶詰

・手回し式充電ラジオ

・歯みがきガム

・レスキューシート

・非常・屋外用トイレ
・パンの缶詰

・非常用簡易寝袋(大人用)

レティット(1枚入)

・軍手

・災害用圧縮タオル

・スーパーバランス

・非常・屋外用トイレ

・鮭がゆ

・アルファ米五目ご飯

・えいようかん

・マジックパスタ

・歯みがきガム

賞味
期限

5年

・保存水(500ml)×3本

賞味
期限

5年

￥3,600（税別）

5024

セット内容

セット内容
・デイバッグ
・給水袋(3L)
・レスキューシート
・携帯ポンチョ
・アルミ簡易寝袋
・レインコート(大人用)
・大判ウェットティッシュ
・軍手
・マスク(1枚入)
・洗たくパック
・簡易エアーマット
・緊急呼子笛
・簡易救急セット

・ヘルメット

・手回し式充電ラジオ
・災害時マニュアル

・ウェットティッシュ

レティット(3枚入)

・レスキューシート
・カンパン

賞味
期限

5年

カルボナーラ

・ワンショルダーバッグ

・非常・屋外用トイレ

・保存水(500ml)

賞味
期限

TSSPヘルメットイン防災セット

5年

TSSPシェルター防災セット

災害時に徒歩で避難するための防災セットです。頭部を守るヘルメット付き。
ケースサイズ：450×340×250(mm)
箱入り重量：約2.6kg

545

レティット(4枚入)

オフィスに常備しておきたい帰宅困難者支援セットです。
ケースサイズ：320×230×150(mm)
箱入り重量：約3.4kg

オフィスに常備しておきたい帰宅困難者支援セットです。
ケースサイズ：290×230×125(mm)
箱入り重量：約2.9kg

・緊急呼子笛

・保存水(500ml)×3本

TSSP帰宅困難者支援12点セット

TSSP帰宅困難者支援9点セット

5013

・えいようかん

￥10,000（税別）

・手回し式充電ラジオ
・ミニLEDランタン
・単3形乾電池(4本)
・非常・屋外用トイレ レティット
(3枚入)
・カンパン
・アルファ米×3袋
・保存水(500ml)×3本

災害時に避難用シェルターや避難所で過ごすことを想定した防災セットです。
ケースサイズ：450×340×250(mm)
箱入り重量：約4.4kg

￥13,000（税別）

1198

￥17,000（税別）

セット内容

セット内容

・クリヤーケース(チャック付き)

・メッシュケース(ファスナー付き)

・アルミ簡易寝袋

・ウェットシート

・メイク落とし

・緊急呼子笛

・ウェットティッシュ

・非常・屋外用トイレ
・軍手

・1泊おとまりセット(スキンケア)
・生理用ナプキン

レティット(1枚入)

・非常・屋外用トイレ

・マスク(1枚入)

レティット(1枚入)

・歯みがきガム

＼ Hit ／

おすすめ
TSSP初動用防災セット

緊急時の外泊でも安心。女性ならではの必需品をそろえた防災セットです。
パッケージサイズ：245×170×50(mm)
総重量：約260g

災害の初期段階でサッと手に持てるサイズの防災セットです。
パッケージサイズ：165×235×45(mm)
総重量：約330g

32117

人気です！

TSSPレディース防災セット

￥1,800（税別）

918

￥1,900（税別）

防災・備蓄・危機管理
災害への備え、できていますか？
例えば、一番の基本といわれている
「水」。
たった体重の約2％の水分が失われただけで、体調悪化の兆しが現れます。
そして10％まで失われると、痙攣や意識の障害など重篤な状態に。
3日分の水、3日分の食料が備蓄の基本といわれています。

BCP
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その他、医療品や衛生用品、明かりの確保やラジオによる情報収集など、
災害時に必要とされるアイテムは実に数多くあります。
最低限の備えと、
プラスαの備え。
災害は突然に発生します。
防災用品は「備えておく」
ことが第一の役目です。
家庭・会社・身の回りの危機管理を見直してみませんか？

防 災 セット

避難する時の必需品をコンパクトにまとめ、状況に応じた内容を選択できる避難セットです。
非常持出品は家庭やオフィスの人数に応じて備蓄。
また、大人用、子供用、高齢者用など、状況に合わせて内容品を用意しましょう。

防災セット

・手鏡付き裁縫セット

・ヘアブラシ

・ビデ

・生理用下着

・生理ナプキン

・シャンプー手袋×2

・笛付きLEDライト

・非常用保存ウェットタオル

・ポケットティッシュ×2

・一体型フード付きナップザック

・キズバン（大×2、小×2）

他

24点

・緊急携帯トレイ1P×3

￥19,800（税別）

レディース防災セット
（防災グッズ21種セット）KHS-10J
災害時の衛生面は常に問題になります。
女性目線で女性に配慮したレディース向け避難セット。
ケースサイズ：222×160×270(mm)
箱入り重量：約1.5 Kg

8024

セット内容

・8徳ナイフ
・FMラジオ
(単４電池２本使用・別売)
・ダイナモLEDライト
・IDホイッスル＆カラビナリング
・レインコート
・給水袋(3L)

賞味
期限

・防災用ウェットティッシュ

5年

・ステンレスなべ
・3人用食器セット
・ロープ(5m)
・ポケットコート(2着)
・スベリ止付軍手（2組)
・レジャーシート(2帖)
・救急セットDr.K
(ベルトポーチ型)

災害時のさまざまな緊急事態を想定して厳選されたサバイバル用品をセットにしまし
た。
サイズ：420×260×170(mm)
重量：6.1kg

・缶入カンパン(110g×2缶)
・スーパー保存水(500ml×2本)
・防水ライト(試用電池付)
・非常用ローソク(マッチ付)
・万能シート(1800×1800mm)

避難ホームセット

・クイックコンロ(携帯袋・燃料付)
・アルミ箔ナベ(3個)
・3人用食器セット

一家に１セット。救急用品・食器類が充実した避難セットです。
サイズ：360×255×190(mm)
重量：約4.1kg

22

￥17,000（税別）

セット内容
・ハサミ
・ピンセット
・救急絆創膏(10枚)
・ガーゼ
・三角巾
・脱脂綿(5g)
・伸縮包帯×2個
・ロープ(5m)
・レジャーシート×2帖

・サイリュームライト
・非常用食料(475g)

・非常用飲料水(500ml)×3本
・救急用品

・ホイッスル

・ポリ袋×20枚

・トイレットペーパー
・消臭剤

・便凝固剤×20個

・ブランケット×2枚

￥9,700（税別）

エレベーター用防災キャビネット EV椅子 レザークッション 非常用備蓄品Aセット付
エレベーターの閉じ込め事故への備え、防災椅子です。
色：ライトゴールド・ブラウン・ベージュ
サイズ：300×500×300(mm)
総重量：12.3kg

25516

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

火災・水害対策

最も多くの家庭に常備されている避難セットのスタンダードタイプです。
サイズ：285×175×190(mm)
総重量：2.3kg
材質：持出袋 アルミ粉末入り合成ゴム(表面)

21

5年

情報伝達

5年

避難21点セット

・救急セットB

・非常用給水袋(4L)

防災季節商品

￥28,300（税別）

セット内容

賞味
期限

(表面加工／アルミ粉末入り合成ゴム)

ラジオ・ライト・発電機

サバイバルGセットⅡ

・ロープ(5m)

・非常用持出袋D

賞味
期限

5年

避難所・搬送用品

セット内容

・非常持出袋ビッグナップ(表面
加工/アルミ粉末入り合成ゴム)
・コンパクト肌着セット
・スーパー保存水(1.5L)
・パンの缶詰(2缶)
・懐中電灯(試用電池付)
・AMラジオ(試用電池付)
・液体ローソク(マッチ付)
・クイックコンロ(携帯袋・燃焼付)

・非常用持出袋C
・非常用給水袋(4L)
・缶入カンパン(110g)×2缶
・スーパー保存水(500ml)
・懐中電灯(試用電池付)
・ローソク
(台付 φ45×70mm)
・マッチ
・軍手
・コンパクトタオル
・ポリ袋(10枚)
・チリ紙(50枚)
・缶切(栓抜き兼用)

￥6,500（税別）

6146

￥5,000（税別）

救助資機材・避難用品

賞味期限があるものだけを交換。入替コストや手間を削減できるセットです。
サイズ：OUTER BOX 約240×97×310(mm)/INNER BOX 約158×58×230(mm)
総重量：約2kg

セット内容

25

【INNER BOX】
・大小便用簡易トイレ（便袋）×2枚
・ガーディＶマスク
・アルミブランケットシート
・滑り止め付き軍手
・ホイッスル
・コインティッシュ
・ポケットティッシュ
・レスキュープラスナップサック（ポリエチレン製）

緊急キット A4オフィスシリーズ 「1Dayレスキュー ユニットタイプ」

非常持出セット 17点セット A4ファイルサイズ箱入り

賞味
期限

応急手当用品

【OUTER BOX】
・アルファ米×2袋
・備蓄用保存水（蒸留水500ml）×2本
・携帯型セーフティーライト（発光時間30分、12時間）×各1本
・パワースティック（2本入り）
・ペーパー歯磨き×2枚
・発熱材35g×2袋

・アルミブランケット

33869

￥10,000（税別）

セット内容

・非常持出袋

オフィスの本棚など収納しやすいA4ファイルサイズの化粧箱入り。
サイズ：非常持出袋335×390(mm)
A4ケースサイズ：240×84×313(mm)
重量：約1.5kg

・マスク

・綿棒10P

トイレ・衛生用品

6280

・ポリラップ

転倒防止用品

女性防災士が企画した、女性のための避難バッグ。力の弱い女性でも、引いて移動しやす
いローラーバッグに必需品38種類をセット。
サイズ：バッグ本体 420×230×410(ハンドル持ち上げ時/高さ1020)mm
総重量：6.3kg

・ペーパー歯磨き5P

・ウェットティッシュ

・オールインワンクリーム

EX.サバイバルローラーバッグ レディースセットDX

5年

・使い捨てカイロ

・静音エマージェンシーブランケット ・生理用ナプキン（8入り）

・ラジオ付き多機能自家発電ライト

賞味
期限

・あぶらとり紙

・衣類収納巾着袋

・スライダー付き収納ポーチ

・除菌ウェットティッシュ

5年

・緊急用ホイッスル
・防災手帳

・簡易トイレセット(3枚)

・体拭きシート

賞味
期限

・ソーイングセット

・強力9光ライト

・使い捨て下着×2

・ドライシャンプー

・避難用リュックサック

非常食・水・炊き出し

セット内容
セット内容

￥68,000（税別）

5

尾西食品株式会社

尾西食品の非常食

尾西は、
食に関する危機管理全般に対応する企業として、
お客様に最高、最新の技術でお答えします。
おいしいもの
は、
人を幸せな気持ちにさせるから。

尾西食品㈱は亀田製菓グループ。昭和10年創業、澱粉の「アルファ化」加工技術確立させたパイオニアです。

アルファ米 個袋タイプ（1食分）

アレルギー対応品

「アルファ米」とは、炊きたてご飯のおいしさをそのままに急 速 乾 燥したものです。

賞味
期限

5年

白飯

賞味
期限

36

161

5年

田舎ごはん 26807
26838

賞味
期限

26840

5年

白がゆ

1
￥280（税別）
50 ￥14,000（税別）

266
270

5年

赤飯

37

162

※バラ販売可

賞味
期限

￥340（税別）
1
50 ￥17,000（税別）

5年

山菜おこわ 38

163

※バラ販売可

賞味
期限

5年

松茸ごはん 26810

賞味
期限

賞味
期限

5年

たけのこごはん 8068

￥400（税別）
1
50 ￥20,000（税別）

8069

※バラ販売可

賞味
期限

1
￥260（税別）
50 ￥13,000（税別）

5年

梅がゆ

※バラ販売可

NPO法人日本アジアハラール協会より
ハラール認証マークを取得した商品

267
271

5年

チキンライス 20017
17752

：卵

わかめごはん 40

165

※バラ販売可

1
￥380（税別）
50 ￥19,000（税別）

賞味
期限

5年

五目ごはん

※バラ販売可

￥340（税別）
1
50 ￥17,000（税別）

賞味
期限

1
￥280（税別）
50 ￥14,000（税別）

8588
8589

16473

5年

塩こんぶがゆ 8070
8071

※バラ販売可

※バラ販売可

￥340（税別）
1
50 ￥17,000（税別）
※バラ販売可

28

ドライカレー 19999

賞味
期限

1
￥320（税別）
50 ￥16,000（税別）

28

5年

※バラ販売可

1
￥340（税別）
50 ￥17,000（税別）
※バラ販売可

● 食物アレルギー（7大アレルゲン）原料を含む表示
：乳

5年

1
￥340（税別）
50 ￥17,000（税別）
※バラ販売可

￥280（税別）
1
50 ￥14,000（税別）
※バラ販売可

日本災害食学会よりアルファ米
全製品の認証マークを取得

賞味
期限

6

1
￥340（税別）
50 ￥17,000（税別）

賞味
期限

：小麦

：落花生

：エビ

：カニ

：食物アレルギー27品目不使用

賞味
期限

5年

エビピラフ 20018
17753

1
￥380（税別）
50 ￥19,000（税別）
※バラ販売可

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

尾西食品の非常食

尾西食品の非常食

尾西食品株式会社

アルファ米 炊き出しセット （50食分）

アレルギー対応品

50 食分のご飯も、15〜20 分でできあがる。備 蓄用に適した「アルファ米」の炊き出しセットです。

8ℓ

賞味
期限

5年

白飯

167

1

￥11,000（税別）

5.5ℓ

賞味
期限

5年

赤飯

168

1

￥14,000（税別）

8ℓ

賞味
期限

5年

1 ￥14,000（税別）

田舎ごはん 26816

8ℓ

賞味
期限

5年

わかめごはん 171

1

5.5ℓ

賞味
期限

5年

山菜おこわ 169

1

￥14,800（税別）

￥13,000（税別）

10ℓ

賞味
期限

5年

おかゆ 55001

1

￥11,000（税別）

8ℓ

賞味
期限

5年

たけのこごはん 26817

1 ￥14,000（税別）

8ℓ

8ℓ

賞味
期限

チキンライス 5971

1

￥14,000（税別）

5年

五目ごはん

8ℓ

賞味
期限

170

1

￥14,000（税別）

5年

ドライカレー 5970

1 ￥14,000（税別）

セット内容 イメージ図

※画像はイメージです。

炊き出しの種類によって、

セット内容が変わる場合がございます。
● 1ケース当たりの数量
：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

7

尾西食品の非常食

尾西食品株式会社

セット商品・携帯おにぎり
尾西のごはんシリーズ

賞味
期限

5年

和風12食セット(AY)

賞味
期限

アルファ米の詰合セットです。備蓄用の他、贈答品・記念品にも。

8 ￥34,400（税別）

26244

賞味
期限

5年

賞味
期限

和風12食＆保存水6本
セット(BW)

2 ￥10,500（税別）

26477

5年

和洋風12食セット(CY) 26531

5年

和洋風12食＆保存水6本
26576
セット(DW)

オフィス用非常食セット

5年

賞味
期限

オフィス用非常食セット
55063
(通常)

2 ￥10,500（税別）

長 期 保 存 食ギフトボックス

A4判の箱入なので本棚やデスクに収納できます。

賞味
期限

8 ￥34,400（税別）

5年

賞味
期限

オフィス用非常食セット
(アレルギー＆ハラル対応) 55064

5 ￥8,250（税別）

簡単・便利で美味しい！
いざというときの2名/2日分のギフトセットです。

5 ￥8,250（税別）

3年

尾西の長期保存食
55065
ギフトボックス

4 ￥20,000（税別）

携 帯おにぎり
にぎらずに三角形のおにぎりができあがり。手を汚さずに食べられます。

賞味
期限

5年

賞味
期限

携帯おにぎり 鮭
7680

26848

30
50

￥6,000（税別）
￥10,000（税別）

5年

賞味
期限

5年

賞味
期限

5年

携帯おにぎり わかめ

携帯おにぎり 五目おこわ

携帯おにぎり 昆布

26849

26850

8066

7681

30
50

￥6,000（税別）
￥10,000（税別）

7682

30
50

￥6,000（税別）
￥10,000（税別）

8065

30
50

￥6,000（税別）
￥10,000（税別）

NPO法人日本アジアハラール協会より
ハラール認証マークを取得した商品
日本災害食学会よりアルファ米
全製品の認証マークを取得

8

● 食物アレルギー（7大アレルゲン）原料を含む表示
：乳

：卵

：小麦

：落花生

：エビ

：カニ

：食物アレルギー27品目不使用

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

尾西食品の非常食

尾西食品の非常食

尾西食品株式会社

カレー・パン・お菓子
尾西のビーフカレ ー
7大アレルギー物質不使用。温めなくてもそのまま食べられます。

賞味
期限

4年

尾西のカレーライスセット
30食分
326
1

賞味
期限

5年

尾西のビーフカレー
26852

￥18,800（税別）

賞味
期限

5年

賞味
期限

5年

尾西のビーフカレーライスセット
30食分
26853 1 ￥19,800（税別）

60 ￥21,600（税別）

尾西のひだまりパン
長期保存なのにふんわり食感を持続。

賞味
期限

5年

尾西のひだまりパン
3442
プレーン

賞味
期限

36 ￥13,680（税別）

5年

尾西のひだまりパン
3467
メープル

36 ￥13,680（税別）

尾西のライスクッキー

5年

尾西のライスクッキー
4067
ココナッツ風味

賞味
期限

48 ￥10,560（税別）

● 1ケース当たりの数量
：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

36 ￥13,680（税別）

尾西のミルクスティック
牛乳から作った高タンパク、高カルシウムの保存食です。

新潟県産米粉で作ったアレルギー対応の
クッキーです。

賞味
期限

尾西のひだまりパン
3461
チョコ

5年

尾西のライスクッキー
4138
いちご味

28

48 ￥11,520（税別）

賞味
期限

5年

尾西のミルクスティック
17183
プレーン

30 ￥9,000（税別）

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

9

尾西食品の非常食

尾西食品株式会社

新商品・その他
米 粉めん

賞味
期限

非常食デザート

5年

賞味
期限

山菜玄米めん

8072

30

5年

28

カレーうどん

オープン価格

8594

30

オープン価格

賞味
期限

5年

くるくる
カスタード

8067

50 オープン価格

エスニックシリーズ

賞味
期限

5年

賞味
期限

ビリヤニ

8577

5年

賞味
期限

ナシゴレン

50 ￥17,000（税別）

8578

50 ￥17,000（税別）

5年

ハイハイン

28

8579

24 オープン価格

災害食 用かゆ
ユニバーサルデザインフード。舌でつぶせる柔らかさ。

賞味
期限

5年

賞味
期限

災害食用 白がゆ
8090

10

5年

災害食用 梅がゆ
55090

40 ￥10,000（税別）

● 食物アレルギー（7大アレルゲン）原料を含む表示
：乳

：卵

：小麦

：落花生

：エビ

：カニ

：食物アレルギー27品目不使用

40 ￥10,000（税別）

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

防 災 セット
非常食・水・炊き出し

アルファ化米

希望食品株式会社

非常時や避難生活において、短時間で簡単に用意でき、長期の保存が可能な

非常食・水・炊き出し

食料と飲料水。備蓄食料はカロリー、栄養価、家族構成も考えて、
最低３日分を確保しておきましょう。

5年

28

保存食 ひじきご飯

賞味
期限

5年

保存食

28

五目ご飯

賞味
期限

5年

保存食

28

賞味
期限

菜飯

新鮮な野菜とこんにゃく、シイタケをじっ
くりと煮込んで仕上げました。
内容量：100g(369kcal/1P)
ケースサイズ：416×307×200(mm)
総重量：6.15kg(50P入)

採れたての新鮮な有機栽培の小 松菜を
絶妙なだし加減で味付けしました。
内容量：100g(371kcal/1P)
ケースサイズ：416×307×200(mm)
総重量：6.15kg(50P入)

29855

29857

29859

29854

1
50

￥320（税別）
￥16,000（税別）
※バラ販売可

1
50

29856

￥330（税別）
￥16,500（税別）
※バラ販売可

1
50

29858

￥320（税別）
￥16,000（税別）
※バラ販売可

28

5年

保存食 わかめご飯

非常時にも十分栄養補給ができる自慢の
一品です。
内容量：100g(372kcal/1P)
ケースサイズ：416×307×200(mm)
総重量：6.15kg(50P入)

29860
29861

1
50

応急手当用品

非常時にも十分栄養補給ができる自慢の
一品です。
内容量：100g(371kcal/1P)
ケースサイズ：416×307×200(mm)
総重量：6.15kg(50P入)

トイレ・衛生用品

賞味
期限

転倒防止用品

アレルギー28品目不使用品

￥315（税別）
￥15,750（税別）
※バラ販売可

救助資機材・避難用品

5年

28

保存食 カレーご飯

賞味
期限

5年

28

保存食 しろ飯

非常時にも安心。普段の常備食にもでき
る自慢の一品です。
内容量：100g(381kcal/1P)
ケースサイズ：416×307×200(mm)
総重量：6.15kg(50P入)

29879

29863

29878

1
50

￥330（税別）
￥16,500（税別）
※バラ販売可

29862

1
50

￥280（税別）
￥14,000（税別）
※バラ販売可

5年

28

賞味
期限

保存食 梅がゆ

5年

28

保存食 しろがゆ

非常時にも安心。普段の常備食にもでき
る自慢の一品です。
内容量：42g(155kcal/1P)
ケースサイズ：416×307×110(mm)
総重量：3.14kg(50P入)

非常時にも安心。普段の常備食にもでき
る自慢の一品です。
内容量：40g(152kcal/1P)
ケースサイズ：416×307×110(mm)
総重量：3.14kg(50P入)

29867

29865

29866

1
50

￥290（税別）
￥14,500（税別）
※バラ販売可

炊き出しセット
（ご飯）50食

1

8ℓ

29864

28

1
50

賞味
期限

￥280（税別）
￥14,000（税別）

ラジオ・ライト・発電機

お湯の量の調整でカレーご飯、カレー雑
炊に変えることもできます。
内容量：100g(366kcal/1P)
ケースサイズ：416×307×200(mm)
総重量：6.15kg(50P入)

賞味
期限

避難所・搬送用品

賞味
期限

※バラ販売可

5年

29868

ひじきご飯

29870

菜飯

29869
29871
29872

わかめご飯

しろ飯

カレーご飯

￥13,500（税別）
￥14,000（税別）
￥13,500（税別）
￥13,000（税別）
￥11,000（税別）
￥14,000（税別）

炊き出しセット
（お粥）50食

1

10ℓ

28

カロリー：371kcal/100g
カロリー：369kcal/100g
カロリー：371kcal/100g
カロリー：372kcal/100g
カロリー：381kcal/100g
カロリー：366kcal/100g

賞味
期限

情報伝達

29880

五目ご飯

防災季節商品

内容量：5kg
ケースサイズ：340×335×200(mm)

5年

内容量：5kg
ケースサイズ：340×335×200(mm)

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

白がゆ

4127

梅がゆ

￥12,000（税別）

内容量：2kg

￥12,500（税別）

内容量：2.1kg

火災・水害対策

● 1ケース当たりの数量

4125

カロリー：152kcal/40g
カロリー：155kcal/42g

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

11

マジックライス…サタケ
magic-rice
【共通仕様】

ケースサイズ
20食 → 214×360×175(mm)
50食 → 320×440×215(mm)
■ 総重量
（内容量100g）20食 → 2.5kg
50食 → 6.3kg
■

賞味
期限

5年

賞味
期限

マジックライス わかめご飯

子供からお年寄りまで幅広く人気の優し
い味のわかめご飯。水の注入量によって
ご飯と雑炊の食べ方を選べます。
内容量：100g(378kcal/1P)

20
50

19868
19869

￥6,400（税別）
￥16,000（税別）
単価￥320（税別）

5年

賞味
期限

マジックライス 白飯

どんな副菜・汁物にも合うシンプルな日
本人の基本食。水の注水量によって、ご
飯と雑炊の食べ方を選べます。
内容量：100g(388kcal/1P)

20
50

19125
19718

￥5,600（税別）
￥14,000（税別）
単価￥280（税別）

※ケース販売

賞味
期限

5年

賞味
期限

マジックライス 五目ご飯

野菜のうまみと醤油のあっさり味。水の
注水量によって、ご飯と雑炊の食べ方を
選べます。
内容量：100g(380kcal/1P)

20
50

19719
19720

￥6,800（税別）
￥17,000（税別）
単価￥340（税別）

5年

マイルドなカレー味とご飯が良く合い、食
欲をそそります。水の注水量によってご
飯と雑炊の食べ方を選べます。
内容量：100g(376kcal/1P)

19721
19722

20
50

※ケース販売

￥6,800（税別）
￥17,000（税別）
単価￥340（税別）

大きめのえびと赤ピーマンの香りが魚介
の旨みと合う洋食メニュー。水の注水量に
よって、ご飯と雑炊の食べ方を選べます。
内容量：100g(372kcal/1P)

20
50

19953
19954

￥6,800（税別）
￥17,000（税別）
単価￥340（税別）

※ケース販売

※ケース販売

賞味
期限

マジックライス ドライカレー

5年

マジックライス パエリア風ご飯

5年

賞味
期限

マジックライス えびピラフ

プリプリのえびに彩りの良い野菜が入っ
た人気の洋食メニュー。水の注水量によ
ってご飯と雑炊の食べ方を選べます。
内容量：100g(378kcal/1P)

19723
19865

20
50

￥7,000（税別）
￥17,500（税別）
単価￥350（税別）

※ケース販売

5年

マジックライス 青菜ご飯

大根葉のシンプルな味と鮮やかな色味が
食欲をそそります。水の注水量によって
ご飯と雑炊の食べ方を選べます。
内容量：100g(374kcal/1P)

31763
31764

20
50

￥6,400（税別）
￥16,000（税別）
単価￥320（税別）

※ケース販売

※ケース販売

美味しさもクオリティー
賞味
期限

5年

賞味
期限

マジックライス 梅じゃこご飯

かつおだしがベース、さっぱりとした梅が
アクセント。水の注水量によってご飯と雑
炊の食べ方を選べます。
内容量：100g(374kcal/1P)

31825
31923

20
50

￥6,400（税別）
￥16,000（税別）
単価￥320（税別）

食の安心を確保

5年

マジックライス 根菜ご飯

だしの旨みが効いた、優しい味。水の注
水量によって、ご飯と雑炊の食べ方を選
べます。
内容量：100g(367kcal/1P)

19927
19928

20
50

※ケース販売

￥6,400（税別）
￥16,000（税別）
単価￥320（税別）

※ケース販売

炊き出し用50食

1

内容量：5kg 総重量：6.3kg
ケースサイズ：330×340×215(mm)

4111

わかめご飯

10039

梅じゃこご飯

10038
20170

青菜ご飯
五目ご飯

炊き出し用50食

￥14,000（税別）
￥14,000（税別）
￥14,000（税別）
￥14,000（税別）

1

内容量：5.125kg 総重量：6.4kg
ケースサイズ：330×340×215(mm)

20082

1

内容量：2.15kg 総重量：3.8kg
ケースサイズ：330×340×215(mm)

20236

12

白粥

● 食物アレルギー（7大アレルゲン）原料を含む表示
：乳

：卵

：小麦

：落花生

：エビ

：カニ

：食物アレルギー27品目不使用

5年

カロリー：374kcal/1食
カロリー：374kcal/1食
カロリー：380kcal/1食

賞味
期限

5年

カロリー：393kcal/1食

10.5ℓ

￥12,000（税別）

賞味
期限

カロリー：380kcal/1食

8ℓ

￥11,000（税別）

白飯

炊き出し用50食

8ℓ

賞味
期限

5年

カロリー：163kcal/1食

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

防 災 セット
非常食・水・炊き出し

マジックライス雑炊…サタケ
magic-rice zousui
【共通仕様】

■

ケースサイズ
20食→214×360×175(mm)
50食→320×440×215(mm)

賞味
期限

5年

賞味
期限

マジックライス雑炊

醤油だし風味

20
50

43887
43888

￥5,600（税別）
￥14,000（税別）
単価￥280（税別）

賞味
期限

マジックライス雑炊 チゲ風味

災害時などに心も身体もあたたまる雑炊
です。
内容量：70g(262kcal/1P)
総重量：1.9kg(20P入)／4.7kg(50P入)

20
50

43892
43894

￥5,600（税別）
￥14,000（税別）
単価￥280（税別）

※ケース販売

5年

マジックライス雑炊 シーフード風味

災害時などに心も身体もあたたまる雑炊
です。
内容量：70g(259kcal/1P)
総重量：1.9kg(20P入)／4.7kg(50P入)

20
50

43895
43903

転倒防止用品

災害時などに心も身体もあたたまる雑炊
です。
内容量：70g(265kcal/1P)
総重量：1.9kg(20P入)／4.7kg(50P入)

5年

￥5,600（税別）
￥14,000（税別）
単価￥280（税別）

※ケース販売

※ケース販売

トイレ・衛生用品

マジックパスタ…サタケ
magic-pasta

5年

賞味
期限

マジックパスタ カルボナーラ

20318
20913

1
20

￥360（税別）
￥7,200（税別）
※バラ販売可

賞味
期限

マジックパスタ きのこのパスタ

デミグラス風味のソースに、きのこの食感
がアクセントとなった洋風パスタ。
内容量：59.9g(222kcal/1P)
ケースサイズ：270×360×160(mm)
総重量：約1.8kg(20P入)

32895
32897

1
20

￥360（税別）
￥7,200（税別）
※バラ販売可

5年

マジックパスタ ペペロンチーノ

ピリッと辛い唐辛子と旨みのあるガーリ
ックオイルのハーモニーが絶妙です。
内容量：56.3g(209kcal/1P)
ケースサイズ：270×360×160(mm)
総重量：1.7kg(20P入)

43881
43882

1
20

救助資機材・避難用品

口あたりのやさしいクリーミーな味に黒
こしょうのピリッとした風味をプラス。
内容量：63.8g(247kcal/1P)
ケースサイズ：270×360×160(mm)
総重量：1.8kg(20P入)

5年

応急手当用品

賞味
期限

￥360（税別）
￥7,200（税別）
※バラ販売可

避難所・搬送用品

安心米…アルファー食品
anshinmai
【共通仕様】

■

賞味
期限

28

5年

安心米 わかめご飯

お湯を入れて15分待つだけでご飯ができ
あがるアルファ化米です。
内容量：100g(364kcal/1P)
総重量：1.9kg(15P入)／6.3kg(50P入)

7301

43782

15
50

￥4,800（税別）
￥16,000（税別）
単価￥320（税別）

賞味
期限

28

5年

安心米 きのこご飯

お湯を入れて15分待つだけでご飯ができ
あがるアルファ化米です。
内容量：100g(366kcal/1P)
総重量：1.9kg(15P入)／6.3kg(50P入)

43752
43753

15
50

￥5,250（税別）
￥17,500（税別）
単価￥350（税別）

28

5年

安心米 白飯

43673
7299

15
50

￥4,200（税別）
￥14,000（税別）
単価￥280（税別）

※ケース販売

● 1ケース当たりの数量
：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

28

5年

安心米

五目ご飯

お湯を入れて15分待つだけでご飯ができ
あがるアルファ化米です。
内容量：100g(361kcal/1P)
総重量：1.9kg(15P入)／6.3kg(50P入)

7300

43781

15
50

￥5,100（税別）
￥17,000（税別）
単価￥340（税別）

※ケース販売

43750
43751

15
50

※ケース販売

賞味
期限

28

5年

安心米

山菜おこわ

お湯を入れて15分待つだけでご飯ができ
あがるアルファ化米です。
内容量：100g(364kcal/1P)
総重量：1.9kg(15P入)／6.3kg(50P入)

43744
43745

15
50

￥5,250（税別）
￥17,500（税別）
単価￥350（税別）

※ケース販売

￥5,250（税別）
￥17,500（税別）
単価￥350（税別）

※ケース販売

賞味
期限

28

5年

安心米 とうもろこしご飯

お湯を入れて15分待つだけでご飯ができ
あがるアルファ化米です。
内容量：100g(365kcal/1P)
総重量：1.9kg(15P入)／6.3kg(50P入)

9031
9032

15
50

火災・水害対策

お湯を入れて15分待つだけでご飯ができ
あがるアルファ化米です。
内容量：100g(368kcal/1P)
総重量：1.9kg(15P入)／6.3kg(50P入)

賞味
期限

安心米 ひじきご飯

お湯を入れて15分待つだけでご飯ができ
あがるアルファ化米です。
内容量：100g(361kcal/1P)
総重量：1.9kg(15P入)／6.3kg(50P入)

情報伝達

賞味
期限

28

5年

防災季節商品

※ケース販売

賞味
期限

ラジオ・ライト・発電機

ケースサイズ
15食 → 310×190×155(mm)
30食 → 385×255×145(mm)
50食 → 420×305×180(mm)
50食 （白がゆ・梅がゆ）
→ 420×305×170(mm)

￥5,100（税別）
￥17,000（税別）
単価￥340（税別）

※ケース販売

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。
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賞味
期限

28

5年

安心米 ドライカレー

お湯を入れて15分待つだけでご飯ができ
あがるアルファ化米です。
内容量：100g(362kcal/1P)
総重量：1.9kg(15P入)／6.3kg(50P入)

43754
43755

15
50

￥5,250（税別）
￥17,500（税別）
単価￥350（税別）

賞味
期限

28

5年

安心米

野菜ピラフ

賞味
期限

28

5年

安心米 白がゆ

賞味
期限

28

5年

安心米

梅がゆ

お湯を入れて15分待つだけでご飯ができ
あがるアルファ化米です。
内容量：100g(362kcal/1P)
総重量：1.9kg(15P入)／6.3kg(50P入)

お湯を入れて5分待つだけでご飯ができ
あがるアルファ化米です。
内容量：41g(147kcal/1P)
総重量：2.2kg(30P入)／3.2kg(50P入)

お湯を入れて5分待つだけでご飯ができ
あがるアルファ化米です。
内容量：42g(154kcal/1P)
総重量：2.2kg(30P入)／3.2kg(50P入)

43757

43761

43763

43756

15
50

※ケース販売

￥5,250（税別）
￥17,500（税別）
単価￥350（税別）

43760

30
50

￥8,400（税別）
￥14,000（税別）
単価￥280（税別）

※ケース販売

43762

30
50

￥8,400（税別）
￥14,000（税別）
単価￥280（税別）

※ケース販売

※ケース販売

安心米…アルファー食品
anshinmai

賞味
期限

28

5年

安心米9食セット

安心米の｢白飯(3食)｣、｢わかめご飯(2食)｣、
｢ひじきご飯(2食)｣、｢きのこご飯(2食)｣の
セットです。
ケースサイズ：356×305×190(mm)
総重量：5.4kg(36入)

43779

4

￥12,000（税別）
単価￥3,000（税別）

賞味
期限

安心米バラエティセット

安心米の「白飯」「五目ご飯」「山菜おこ
わ」「梅がゆ」が各3袋、おこげの「ぜんざ
い」が2袋入ったセットです。
ケースサイズ：365×330×170(mm)
総重量：3.8kg

43788

2

※ケース販売

賞味
期限

5年

1

6.5ℓ

28

28

28

28

￥11,000（税別）

14

5年

1

安心米 炊き出し用 五目ご飯

お湯または水を注水線まで加えるだけの
簡単調理です。
カロリー：373kcal/100g
ケースサイズ：335×325×190(mm)
総重量：6.4kg(50食用)
注水量：8.5リットル

43773
賞味
期限

5

1

￥14,000（税別）

年

安心米 炊き出し用 山菜おこわ

お湯または水を注水線まで加えるだけの
簡単調理です。
カロリー：364kcal/100g
ケースサイズ：335×325×190(mm)
総重量：6.5kg(50食用)
注水量：6.5リットル

43774
賞味
期限

5年

1

￥14,000（税別）

賞味
期限

5年

1

￥14,000（税別）

8.5ℓ

10ℓ

28

28

28

28

￥13,500（税別）

：卵

注水量：8.5リットル

8564

8.5ℓ

安心米 炊き出し用 ひじきご飯

お湯または水を注水線まで加えるだけの
簡単調理です。
カロリー：362kcal/100g
ケースサイズ：335×325×190(mm)
総重量：6.5kg(50食用)
注水量：8.5リットル

43796
賞味
期限

5年

1

￥14,100（税別）

安心米 炊き出し用 きのこご飯

お湯または水を注水線まで加えるだけの
簡単調理です。
カロリー：366kcal/100g
ケースサイズ：335×325×190(mm)
総重量：6.5kg(50食用)
注水量：8.5リットル

43804
賞味
期限

5年

1

￥14,100（税別）

● 食物アレルギー（7大アレルゲン）原料を含む表示
：乳

安心米 炊き出し用 とうもろこしご飯

お湯または水を注水線まで加えるだけの
簡単調理です。
カロリー：365kcal/100g
ケースサイズ：335×325×190(mm)
総重量：6.4kg(50食用)

8.5ℓ

安心米 炊き出し用 わかめご飯

賞味
期限

※ケース販売

6.5ℓ

お湯または水を注水線まで加えるだけの
簡単調理です。
カロリー：364kcal/100g
ケースサイズ：335×325×190(mm)
総重量：6.5kg(50食用)
注水量：8.5リットル

43776

単価￥5,000（税別）

8.5ℓ

安心米 炊き出し用 白飯

注水量：8.5リットル

￥10,000（税別）

8.5ℓ

お湯または水を注水線まで加えるだけの
簡単調理です。
カロリー：364kcal/100g
ケースサイズ：335×325×190(mm)
総重量：6.5kg(50食用)

43772

災害用炊き出しタイプ

28

5年

：小麦

：落花生

：エビ

：カニ

：食物アレルギー27品目不使用

安心米 炊き出し用 おかゆ

お湯または水を注水線まで加えるだけの
簡単調理です。
ケースサイズ：335×325×200(mm)
総重量：2.1kg
注水量：10リットル

55129
賞味
期限

5年

1

￥11,000（税別）

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

防 災 セット

28

5年

アルファ米

新潟のごはん

1
50

5727
5730

￥240（税別）
￥12,000（税別）

28

5年

はんぶん米

越後そだちの春陽

タンパク質を摂取制限されている方にお
すすめのアルファ米です。
内容量：100g(366kcal/1P)
ケースサイズ：330×490×190(mm)
総重量：6.0kg(50P入)

50

246

￥19,000（税別）
単価￥380（税別）

賞味
期限

5年

アルファ米

勝太のわかめご飯

食べきりサイズ ( 5 0 g ) の わ か めご は ん
です。
カロリー：184kcal/50g
ケースサイズ：405×305×140(mm)
総重量：3.4kg(50食用)

4154

50

￥13,000（税別）
単価￥260（税別）

賞味
期限

3年

フリーズドライ米 しそ梅

梅の香りいっぱい。味覚にこだわる方へ
おすすめします。
内容量：50g(203kcal/1P)
ケースサイズ：430×370×245(mm)
総重量：4.2kg(50P入)

27585

50

※ケース販売

※ケース販売

※バラ販売可

28

転倒防止用品

1袋でお茶碗約1杯分! 新潟産のお米を使
ったアルファ米です。
内容量：50g(194kcal/1P)
ケースサイズ：405×305×140(mm)
総重量：3.3kg(50P入)

賞味
期限

非常食・水・炊き出し

賞味
期限

￥20,000（税別）
単価￥400（税別）

※ケース販売

トイレ・衛生用品

5年

賞味
期限

レトルト保存食 白ごはん

30

746

￥9,000（税別）
単価￥300（税別）

賞味
期限

レトルト保存食 きのこごはん

レトルトなので、パックのまま熱湯で温め
るだけですぐおいしい。手軽な保存食品。
内容量：200g(306kcal/1P)
ケースサイズ：515×185×185(mm)
総重量：6.8kg(30P入)

30

748

￥11,400（税別）
単価￥380（税別）

賞味
期限

加圧加熱殺菌による7年保存食です。調
理不要でそのまま食べられます。
内容量：230g(327kcal/1P)
ケースサイズ：418×270×285(mm)
総重量：12.7kg(50P入)

8144

50

￥24,000（税別）
単価￥480（税別）

7年

7年保存レトルト食品

8174

50

￥24,000（税別）
単価￥480（税別）

50

7年保存レトルト食品 コーンピラフ

8228

50

￥24,000（税別）
単価￥480（税別）

7年

7年保存 レスキューライス 白米

超長期保存を可能にしたアルファ米です。
製造日より7年間も品質を保ちます。
内容量：100g(387kcal/1P)
ケースサイズ：530×480×200(mm)
総重量：12.7kg(100P入)

49227

50

￥15,000（税別）
単価￥300（税別）

※ケース販売

￥300（税別）

賞味
期限

7年保存 レスキューライス 五目ごはん

単価￥480（税別）

※ケース販売

※ケース販売

7年

￥24,000（税別）
※バラ販売可
￥360
（税別）

賞味
期限

加圧加熱殺菌による7年保存食です。調理
不要でそのまま食べられます。
内容量：230g(320kcal/1P)
ケースサイズ：418×270×285(mm)
総重量：12.7kg(50P入)

賞味
期限

7年保存 レスキューライス ドライカレー

1422

7年

7年保存 レスキューライス わかめ御飯

超長期保存を可能にしたアルファ米です。
製造日より7年間も品質を保ちます。
内容量：100g(384kcal/1P)
ケースサイズ：530×480×200(mm)
総重量：12.7kg(100P入)

超長期保存を可能にしたアルファ米です。
製造日より7年間も品質を保ちます。
内容量：100g(379kcal/1P)
ケースサイズ：530×480×200(mm)
総重量：12.7kg(100P入)

超長期保存を可能にしたアルファ米です。
製造日より7年間も品質を保ちます。
内容量：100g(377kcal/1P)
ケースサイズ：530×480×200(mm)
総重量：12.7kg(100P入)

単価￥360（税別）

単価￥360（税別）

単価￥360（税別）

単価￥320（税別）

50
50

￥18,000（税別）
※ケース販売

● 1ケース当たりの数量
：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

49231

50
50

￥18,000（税別）
※ケース販売

4352

50

￥18,000（税別）
※ケース販売

49233

50

火災・水害対策

超長期保存を可能にしたアルファ米です。
製造日より7年間も品質を保ちます。
内容量：100g(384kcal/1P)
ケースサイズ：530×480×200(mm)
総重量：12.7kg(100P入)

49229

情報伝達

7年

単価￥480（税別）

7年

※ケース販売

賞味
期限

7年保存 レスキューライス ピラフ

五目ごはん

加圧加熱殺菌による7年保存食です。調理
不要でそのまま食べられます。
内容量：230g(306kcal/1P)
ケースサイズ：418×270×285(mm)
総重量：12.7kg(50P入)

￥24,000（税別）

防災季節商品

7年

50

※ケース販売
※バラ販売可
￥360
（税別）

賞味
期限

※ケース販売

賞味
期限

1421

7年保存レトルト食品 わかめご飯

加圧加熱殺菌による7年保存食です。調理
不要でそのまま食べられます。
内容量：230g(116kcal/1P)
ケースサイズ：418×270×285(mm)
総重量：12.7kg(50P入)

ラジオ・ライト・発電機

7年保存レトルト食品 カレーピラフ

7年保存レトルト食品 トマトリゾット

7年

避難所・搬送用品

7年

賞味
期限

加圧加熱殺菌による7年保存食です。調理
不要でそのまま食べられます。
内容量：230g(320kcal/1P)
ケースサイズ：418×270×285(mm)
総重量：12.7kg(50P入)

※ケース販売

※ケース販売

賞味
期限

7年

救助資機材・避難用品

レトルトなので、パックのまま熱湯で温め
るだけですぐおいしい。手軽な保存食品。
内容量：200g(308kcal/1P)
ケースサイズ：515×185×185(mm)
総重量：6.8kg(30P入)

3年

応急手当用品

賞味
期限

￥16,000（税別）
※ケース販売

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

15

賞味
期限

5年

賞味
期限

ストックライス あなごご飯

独自の加圧･マイクロ波加熱方式で炊いた
パックご飯です。
内容量：200g(295kcal/1P)
ケースサイズ：360×233×211(mm)
総重量：6kg(24P入)

24

8565

￥11,520（税別）
単価￥480（税別）

5年

賞味
期限

ストックライス 炊き込みご飯

独自の加圧･マイクロ波加熱方式で炊いた
パックご飯です。
内容量：200g(151kcal/1P)
ケースサイズ：360×233×211(mm)
総重量：6kg(24P入)

9921

24

￥11,520（税別）
単価￥480（税別）

※ケース販売

賞味
期限

3年

越後製菓 非常用･備蓄用A-カットごはん

8

26603

￥9,600（税別）

賞味
期限

ストックライス とり飯

独自の加圧･マイクロ波加熱方式で炊い
たパックご飯です。
内容量：200g(171kcal/1P)
ケースサイズ：360×233×211(mm)
総重量：6kg(24P入)

9922

24

￥11,520（税別）
単価￥480（税別）

※ケース販売

賞味
期限

米アレルギーの方向けに、原料米から主
要なアレルゲンたんぱく質であるアルブ
ミン・グロブリンを95%除去しました。
内容量：200g×3P(165kcal/100g)
ケースサイズ：400×280×195(mm)
総重量：6.1kg(3P×8入)

5年

5年

ストックライス カレーピラフ

独自の加圧･マイクロ波加熱方式で炊い
たパックご飯です。
内容量：200g(154kcal/1P)
ケースサイズ：360×233×211(mm)
総重量：6kg(24P入)

9923

24

￥11,520（税別）
単価￥480（税別）

※ケース販売

※ケース販売

6年

LLF食品 やわらかご飯

常温で6年間の長期保存が可能。封を開
けてそのまま食べられます。
内容量：200g(148kcal/1P)
ケースサイズ：410×310×200(mm)
総重量：11.1kg(50P入)

24875

50

大規模災害を想定した場合、
1週間分の備蓄が望ましいと

￥21,500（税別）

されています

単価￥430（税別）

※ケース販売

単価￥1,200（税別）

※ケース販売

アレルギー27品目不使用品

賞味
期限

5年

賞味
期限

救命ライス(しお)

緊急時でも調理不要でそのまま食べられ
るフライドライスです。
内容量：100g(501kcal/1P)
ケースサイズ：450×270×160mm
総重量：4.9kg(40P入)

43375

40

￥15,200（税別）
単価￥380（税別）

5年

賞味
期限

救命ライス(カレー)

緊急時でも調理不要でそのまま食べられ
るフライドライスです。
内容量：100g(530kcal/1P)
ケースサイズ：450×270×160mm
総重量：4.9kg(40P入)

43376

40

※ケース販売

￥15,200（税別）
単価￥380（税別）

5年

賞味
期限

救命ライス(うめ)

緊急時でも調理不要でそのまま食べられ
るフライドライスです。
内容量：100g(533kcal/1P)
ケースサイズ：450×270×160mm
総重量：4.9kg(40P入)

43377

40

￥15,200（税別）

※ケース販売

3年

こまちがゆ おかゆの缶詰

精選したあきたこまちを弱火でコトコト
炊き上げてあります。
内容量：280g(129kcal/1缶)
ケースサイズ：410×278×110(mm)
総重量：9.0kg(24缶入)

5922

24

単価￥380（税別）

※ケース販売

￥6,480（税別）
単価￥270（税別）

※ケース販売

人数プラスαの備えで
会社、地域、家族の安心を

16

● 食物アレルギー（7大アレルゲン）原料を含む表示
：乳

：卵

：小麦

：落花生

：エビ

：カニ

：食物アレルギー27品目不使用

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

乳幼児
高齢者向け
対応

28

5年

まつやの非常備蓄用ミキサー粥

50

45232

￥14,250（税別）
単価￥285（税別）

7年

賞味
期限

まつやのライスるん 白米＋ホタテ貝カルシウム

水稲うるち米に青森産のホタテ貝カルシウ
ムを配合して栄養面も強化しています。
内容量：40g(151.2kcal/1P)
ケースサイズ：375×240×330(mm)
総重量：3.5kg(48P入)

48

45233

￥13,680（税別）
単価￥285（税別）

※ケース販売

7年

賞味
期限

まつやのライスるん 野菜＆きのこ

水稲うるち米に4種 類の野菜（ほうれん
草、小松菜、にんじん、かぼちゃ）と、きの
こ（しめじ、しいたけ）を配合しています。
内容量：40g(152kcal/1P)
ケースサイズ：375×240×330(mm)
総重量：3.5kg(48P入)

48

45234

￥15,984（税別）
単価￥333（税別）

28

7年

まつやのライスるん 五目がゆ

水稲うるち米に国内産の5種類の具材（ひ
じき、にんじん、小松菜、ごぼう、椎茸）
を加えた五目がゆです。
内容量：40g(153kcal/1P)
ケースサイズ：375×240×330(mm)
総重量：3.5kg(48P入)

48

45235

￥15,984（税別）
単価￥333（税別）

※バラ販売可
※ケース販売

※ケース販売

転倒防止用品

介護や医療の現場、在宅介護などで重宝
する即席ミキサー粥の非常食版です。
内容量：23g(85.1kcal/1P)
ケースサイズ：370×340×165(mm)
総重量：2.5kg(50P入)

賞味
期限

非常食・水・炊き出し

賞味
期限

防 災 セット

＼ 安心 ／

※ケース販売

トイレ・衛生用品

5年

賞味
期限

イシイ 非常食セット
（3食分）

14457

10

￥12,190（税別）
単価￥1,219（税別）

※ケース販売

賞味
期限

イシイ 非常食Bセット(3食分)

水がなくても、温めなくても、そのまま美
味しく食べられます。
内容量：玄米がゆ220g(158kcal/2P)、玄米
梅がゆ220g(141kcal/1P)、四目野菜のネギ
油ピリ辛煮50g(89kcal/1P)、ごぼうと豚肉
のしょうが煮50g(64kcal/1P)
ケースサイズ：348×241×275(mm)
総重量：7.7kg(3食×10箱入)

10

14450

5年

イシイ 非常食

賞味
期限

玄米小豆がゆ

イシイ 非常食

￥12,500（税別）

16507

水がなくても、温めなくても、そのまま美
味しく食べられます。
内容量：235g(157kcal/1P)
ケースサイズ：470×320×180(mm)
総重量：14kg(50P入)

50

14503

5年

単価￥250（税別）

￥12,190（税別）

甘辛豚肉

水がなくても、温めなくても、そのまま美
味しく食べられます。
内容量：50g(93kcal/1P)
ケースサイズ：315×240×132(mm)
総重量：3.2kg(50P入)

50

救助資機材・避難用品

水がなくても、温めなくても、そのまま美
味しく食べられます。
内容量：玄米がゆ220g×2P(158kcal/1P)、玄
米小豆がゆ235g(157kcal/1P)、きのこの佃
煮50g(44kcal/1P)、甘辛豚肉50g(93kcal/1P)
ケースサイズ：348×241×275(mm)
総重量：7.8kg(3食×10箱入)

5年

応急手当用品

賞味
期限

￥17,500（税別）
単価￥350（税別）

※ケース販売

※ケース販売

単価￥1,219（税別）

※ケース販売

5年

賞味
期限

水がなくても、温めなくても、そのまま美
味しく食べられます。
内容量：50g(44kcal/1P)
ケースサイズ：315×240×132(mm)
総重量：3.2kg(50P入)

16772

50

￥17,500（税別）
単価￥350（税別）

賞味
期限

イシイ 玄米がゆ

水がなくても、温めなくても、そのまま美
味しく食べられます。
内容量：220g(158kcal/1P)
ケースサイズ：470×320×180(mm)
総重量：13kg(50P入)

50

14467

単価￥200（税別）

賞味
期限

米米軒 白いご飯

水またはお湯を注いで待つだけで、ふっ
くらご飯が手軽にできあがります。
内容量：100g(373kcal/1食)
ケースサイズ：330×320×230(mm)
総重量：6.4kg

50

55059

※ケース販売

￥15,000（税別）
単価￥300（税別）

3年

米米軒

鶏ごぼうご飯

鶏だしと野菜の旨味がやさしい味わい。
水不要、液体スープをお米に注いで待つ
だけでつくれます。
内容量：260g(354kcal/1食)
ケースサイズ：295×365×240(mm)
総重量：6.5kg

20

55061

￥12,000（税別）
単価￥600（税別）

※ケース販売

※ケース販売

＼ Hit ／

人気商品
です！

賞味
期限

3年

米米軒 ビーフカレー

55062

20

￥12,000（税別）
単価￥600（税別）

※ケース販売

● 1ケース当たりの数量
：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

賞味
期限

にんべん だしがゆ 鮪

かつお節のダシがきいた、やさしい味の
おかゆです。
内容量：200g(78kcal/1食)
ケースサイズ：390×355×187(mm)
総重量：約10kg

3969

40

￥16,800（税別）
単価￥420（税別）

※ケース販売

賞味
期限

6年

にんべん だしがゆ こんぶ

かつお節のダシがきいた、やさしい味の
おかゆです。
内容量：200g(67kcal/1食)
ケースサイズ：390×355×187(mm)
総重量：約10kg

4062

40

￥16,800（税別）
単価￥420（税別）

※ケース販売

6年

にんべん だしがゆ 小豆

かつお節のダシがきいた、やさしい味の
おかゆです。
内容量：200g(95kcal/1食)
ケースサイズ：390×355×187(mm)
総重量：約10kg

1986

40

火災・水害対策

スパイシーで心地よい辛さのドライカレ
ー。水不要、液体スープをお米に注いで待
つだけでつくれます。
内容量：260g(404kcal/1食)
ケースサイズ：200×250×30(mm)
総重量：6.5kg

6年

情報伝達

賞味
期限

￥16,800（税別）
単価￥420（税別）

※ケース販売

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

防災季節商品

※ケース販売

￥10,000（税別）

5年

ラジオ・ライト・発電機

イシイ 非常食 きのこの佃煮

5年

避難所・搬送用品

賞味
期限
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レスキューフーズ シチュー&ライス

赤ワインの芳醇な香りと牛肉の旨み。
内容量：ビーフシチュー180g(211kcal/1P)、
白飯200g(314kcal/1P)
ケースサイズ：345×390×147(mm)
総重量：8kg(12P入)

1016

12

￥11,880（税別）
単価￥990（税別）

3.5年

賞味
期限

レスキューフーズ ハンバーグセット
しょうゆベースの煮込みハンバーグ
内容量：ハンバーグ180g(163kcal/1P)、白
飯200g(314kcal/1P)
ケースサイズ：345×390×147(mm)
総重量：8kg(12P入)

12

1028

※ケース販売

賞味
期限

5年

牛肉と野菜の旨み、スパイシーなカレー。
内容量：ビーフカレー180g(171kcal/1P)、
白飯200g(314kcal/1P)
ケースサイズ：345×390×147(mm)
総重量：8kg(12P入)

1020

12

￥11,400（税別）
単価￥950（税別）

※ケース販売

賞味
期限

3.5年

しょうゆベースにしてコクの増したスープ
とたっぷり野菜がバランスのよい旨みを
引き出しています。
内容量：180g(96kcal/1P)
ケースサイズ：360×270×120(mm)
総重量：5.2kg(24P入)

6478

24

￥10,080（税別）
単価￥420（税別）

3.5年

レスキューフーズ 牛丼

牛肉の旨みと玉葱の自然な旨みが絶妙。
内容量：牛丼の素180g(335kcal/1P)、白
飯200g(314kcal/1P)
ケースサイズ：345×390×147(mm)
総重量：8kg(12P入)

1025

12

￥13,200（税別）
単価￥1,100（税別）

赤ワインの芳醇な香りと牛肉の旨みが絡
み合ったコクのあるソースで煮込んだ大
人のシチューです。
内容量：180g(211kcal/1P)
ケースサイズ：360×270×140(mm)
総重量：5.2kg(24P入)

6477

24

￥9,384（税別）
単価￥391（税別）

3.5年

レスキューフーズ 和風ハンバーグ

しょうゆベースのタレで煮込んだとても
優しい味の一品です。
内容量：180g(163kcal/1P)
ケースサイズ：360×270×100(mm)
総重量：5.2kg(24P入)

24

46007

牛肉と野菜の旨みとスパイシーなカレー
のハーモニーがたまりません。
内容量：180g(171kcal/1P)
ケースサイズ：360×270×100(mm)
総重量：5.2kg(24P入)

6489

24

※ケース販売

￥8,040（税別）

野菜たっぷり、中華風のあんがけ。
内容量：中華丼の素180g(100kcal/1P)、
白飯200g(314kcal/1P)
ケースサイズ：345×390×147(mm)
総重量：8kg(12P入)

1026

12

￥10,440（税別）
単価￥435（税別）

5年

￥12,360（税別）
単価￥1,030（税別）

※ケース販売

3.5年

レスキューフーズ 牛丼の素

牛肉の旨みと玉葱の自然な旨みが絶妙に
絡み合い、上品な味に仕上げました。
内容量：180g(356kcal/1P)
ケースサイズ：360×270×160(mm)
総重量：5.2kg(24P入)

6476

24

※ケース販売

賞味
期限

レスキューフーズ ビーフカレー

3.5年

レスキューフーズ 中華丼

賞味
期限

※ケース販売

5年

今売れています！

※ケース販売

賞味
期限

レスキューフーズ ビーフシチュー

賞味
期限

レスキューフーズ 中華丼の素

単価￥1,051（税別）

賞味
期限

※ケース販売

賞味
期限

レスキューフーズ カレーライス

￥12,612（税別）

3.5年

K！

賞味
期限

C

3.5年

E

賞味
期限

入札採用事例多数

H

rescue foods series

＼ 注目 ／

C

レスキューフーズシリーズ

救援活動、復旧活動、
事業継続活動に
携わる前線の方々・隊員…
現場の皆様に！

￥12,120（税別）
単価￥505（税別）

※ケース販売

28

レスキューフーズ 白いごはん

国内産のお米をふっくらと炊き上げ、5年
6ヵ月保存可能な容器に入れました。
内容量：200g(314kcal/1P)
ケースサイズ：340×265×185(mm)
総重量：5.8kg(24P入)

1012

24

単価￥335（税別）

※ケース販売

￥6,240（税別）
単価￥260（税別）

※ケース販売

いつかは、いつかやってきます
日頃の備えを忘れずに！
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● 食物アレルギー（7大アレルゲン）原料を含む表示
：乳

：卵

：小麦

：落花生

：エビ

：カニ

：食物アレルギー27品目不使用

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

防 災 セット

3.5年

賞味
期限

レスキューフーズ 牛肉すきやき

6472

24

￥5,448（税別）
単価￥227（税別）

レスキューフーズ ポテトツナサラダ
災害時に不足しがちな野菜を、食べやす
いポテトツナサラダにしました。
内容量：100g(201kcal/1缶)
ケースサイズ：315×235×70(mm)
総重量：3.2kg(24缶入)

13429

24

6481

24

￥6,192（税別）
単価￥258（税別）

鶏肉をしょうゆと砂糖で柔らかく煮込み
しっかりと味付けしました。
内容量：70g(74kcal/1缶)
ケースサイズ：320×240×90(mm)
総重量：2.3kg(24缶入)

24

6473

￥6,792（税別）
単価￥283（税別）

3.5年

つくねとたっぷりの野菜を薄味のスープ
に仕上げました。
内容量：175g(68kcal/1缶)
ケースサイズ：380×220×110(mm)
総重量：5.4kg(24缶入)

24

6480

￥7,920（税別）
単価￥330（税別）

3.5年

昔懐かしい大和煮の味をレスキューフーズ
に再現してみました。
内容量：70g(69kcal/1缶)
ケースサイズ：320×240×90(mm)
総重量：2.3kg(24缶入)

6471

24

レスキューフーズ ぶり大根

やわらかなぶりの身と、しっかり味の染み
込んだ大根との美味しさを楽しめます。
内容量：90g(132kcal/1P)
ケースサイズ：310×240×75(mm)
総重量：3.2kg(24缶入)

1018

24

￥7,656（税別）
単価￥319（税別）

￥8,400（税別）
単価￥350（税別）

※ケース販売

賞味
期限

※ケース販売

※ケース販売

レスキューフーズ 牛肉大和煮

※ケース販売

賞味
期限

レスキューフーズ つくねと野菜のスープ

3.5年

3.5年

レスキューフーズ とりそぼろ

鶏ひき肉を甘しょっぱく味付けし、香りの
よいゴマと合わせました。
内容量：70g(125kcal/1缶)
ケースサイズ：320×240×90(mm)
総重量：2.3kg(24缶入)

6474

24

※ケース販売

救助資機材・避難用品

小さめのウインナーと野菜がたっぷり入
った具沢山スープです。
内容量：160g(128kcal/1缶)
ケースサイズ：345×230×100(mm)
総重量：5.2kg(24缶入)

レスキューフーズ 鶏肉うま煮

※ケース販売

賞味
期限

レスキューフーズ ウィンナーと野菜のスープ煮

単価￥258（税別）

賞味
期限

応急手当用品

3.5年

￥6,192（税別）

3.5年

トイレ・衛生用品

※ケース販売

賞味
期限

賞味
期限

転倒防止用品

野菜と牛肉を、しょうゆと砂糖でじっくり
と味付けしました。
内容量：70g(69kcal/1缶)
ケースサイズ：320×240×90(mm)
総重量：2.3kg(24缶入)

3.5年

非常食・水・炊き出し

賞味
期限

￥4,584（税別）
単価￥191（税別）

※ケース販売

避難所・搬送用品

パン
bread
賞味
期限

28

3.5年

薄味のついたおかゆですので、そのまま
でもさらっと食べることができます。
内容量：200g(74kcal/1缶)
ケースサイズ：380×220×110(mm)
総重量：5.9kg(24缶入)

6470

24

￥5,688（税別）
単価￥237（税別）

24

2051
3059

単価￥191（税別）

※ケース販売

5年

賞味
期限

パンですよ！ コーヒーナッツ味

1
24

￥380（税別）
￥9,120（税別）
※バラ販売可

5年

パンですよ！ あずきミルク味

パンですよ！ プレーン味

いつでも焼きたてのようにふっくらやわら
かで、とても美味しくいただけます。
内容量：100g(367kcal/1缶・2個入)
ケースサイズ：475×320×125(mm)
総重量：4.4kg(24缶入)

いつでも焼きたてのようにふっくらやわら
かで、とても美味しくいただけます。
内容量：100g(385kcal/1缶・2個入)
ケースサイズ：475×320×125(mm)
総重量：4.4kg(24缶入)

いつでも焼きたてのようにふっくらやわら
かで、とても美味しくいただけます。
内容量：100g(361kcal/1缶・2個入)
ケースサイズ：475×320×125(mm)
総重量：4.4kg(24缶入)

3060

3061

3074

55112

1
24

￥380（税別）
￥9,120（税別）
※バラ販売可

● 1ケース当たりの数量
：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

3055

1
24

￥380（税別）
￥9,120（税別）
※バラ販売可

3065

1
24

￥380（税別）
￥9,120（税別）
※バラ販売可

55111

1
24

火災・水害対策

いつでも焼きたてのようにふっくらやわら
かで、とても美味しくいただけます。
内容量：100g(332kcal/1缶・2個入)
ケースサイズ：475×320×125(mm)
総重量：4.4kg(24缶入)

3054

情報伝達

賞味
期限

パンですよ！ レーズン味

￥4,584（税別）

防災季節商品

5年

いつでも焼きたてのようにふっくらやわら
かで、とても美味しくいただけます。
内容量：100g(380kcal/1缶・2個入)
ケースサイズ：475×320×125(mm)
総重量：4.4kg(24缶入)

大根とお麩の入った、懐かしい味のおみ
そ汁です。
内容量：160g(42kcal/1缶)
ケースサイズ：345×230×100(mm)
総重量：5.2kg(24缶入)

6482

5年

パンですよ！ チョコチップ味

レスキューフーズ みそ汁

※ケース販売

賞味
期限

賞味
期限

3.5年

ラジオ・ライト・発電機

レスキューフーズ おかゆ

賞味
期限

￥380（税別）
￥9,120（税別）
※バラ販売可

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。
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賞味
期限

5年

賞味
期限

パンカン！ コーヒーナッツ味

焼きたての風味を、そのまま缶に閉じ込
めました。
内容量：100g(379kcal/1缶・2個入)
ケースサイズ：470×320×120(mm)
総重量：4.5kg(24缶入)

30549

24

￥9,552（税別）
単価￥398（税別）

5年

賞味
期限

パンカン！ チョコチップ味

焼きたての風味を、そのまま缶に閉じ込
めました。
内容量：100g(380kcal/1缶・2個入)
ケースサイズ：470×320×120(mm)
総重量：4.5kg(24缶入)

24

27864

5年

賞味
期限

アスト新食缶ベーカリー コーヒー

コーヒーのコクを染み込ませた香り豊か
な味わい。
内容量：100g(351kcal/1缶)
ケースサイズ：315×465×125(mm)
総重量：4.4kg(24缶入)

24

3208

￥12,000（税別）
単価￥500（税別）

5年

5年

災害備蓄用パン
クランベリー＆ホワイトチョコ味

いつでも焼きたてのようにふっくらやわら
かで、とても美味しくいただけます。
内容量：100g(380kcal/1缶・2個入)
ケースサイズ：475×320×125(mm)
総重量：4.4kg(24缶入)

45430

24

￥12,000（税別）

パンカン！ レーズン味

焼きたての風味を、そのまま缶に閉じ込
めました。
内容量：100g(336kcal/1缶・2個入)
ケースサイズ：470×320×120(mm)
総重量：4.5kg(24缶入)

30546

￥9,552（税別）

24

単価￥398（税別）

アスト新食缶ベーカリー 黒糖

黒糖独特の風味を楽しめる深い味わい。
内容量：100g(361kcal/1缶)
ケースサイズ：315×465×125(mm)
総重量：4.4kg(24缶入)

40000

24

￥12,000（税別）
単価￥500（税別）

5年

5年

アスト新食缶ベーカリー オレンジ

フレッシュで爽やかなオレンジ風味とピー
ルの楽しい食感。
内容量：100g(348kcal/1缶)
ケースサイズ：315×465×125(mm)
総重量：4.4kg(24缶入)

40002

オレンジの酸味がスッキリとして、あっさ
り食べられます。
内容量：100g(351kcal/1缶・2個入)
ケースサイズ：480×325×128(mm)
総重量：4.8kg(24缶入)

5150

単価￥500（税別）

24

※ケース販売

￥12,000（税別）
単価￥500（税別）

卵を使用せず、パン本来のほのかな甘味
を出すことに成功した缶詰パン。
内容量：100g(337kcal/1缶)
ケースサイズ：315×465×125(mm)
総重量：4.4kg(24缶入)

24

3209

24

￥12,000（税別）
単価￥500（税別）

生命のパンあんしん 黒豆

ほんのり甘く懐かしい味わいで、誰にで
も好まれます。
内容量：100g(349kcal/1缶・2個入)
ケースサイズ：480×325×128(mm)
総重量：4.8kg(24缶入)

5151

24

￥12,000（税別）

5年

卵アレルギーの方でも安心。卵を使わな
いパンの缶詰！
内容量：100g(380kcal/1缶・2個入)
ケースサイズ：480×320×125(mm)
総重量：4.5kg(24缶入)

6758

24

￥12,000（税別）
単価￥500（税別）

※ケース販売

5年

生命のパンあんしん プチヴェール

栄養価のバランスにも優れたプチヴェー
ル味のやわらかいパンです。
内容量：100g(356kcal/1缶・2個入)
ケースサイズ：480×325×128(mm)
総重量：4.8kg(24缶入)

5157

単価￥500（税別）

※ケース販売

単価￥500（税別）

卵不使用パンの缶詰 キャラメルチョコ味

賞味
期限

5年

￥12,000（税別）
※ケース販売

※ケース販売

賞味
期限

生命のパンあんしん オレンジ

アスト新食缶ベーカリー エッグフリー プレーン味

賞味
期限

※ケース販売

賞味
期限

5年

※ケース販売

賞味
期限

※ケース販売

賞味
期限

単価￥398（税別）

賞味
期限

※ケース販売

※ケース販売

賞味
期限

￥9,552（税別）

5年

24

※ケース販売

￥12,000（税別）
単価￥500（税別）

※ケース販売

おいしく備える、
厳選の防災食をセレクト
賞味
期限

賞味
期限

5年

生命のパンあんしん ホワイトチョコ&ストロベリー

ストロベリーのさわやかな風味にホワイ
トチョコがプラスされて、絶妙なハーモニ
ーになりました。
内容量：100g(383kcal/1缶・2個入)
ケースサイズ：480×325×128(mm)
総重量：4.8kg(24缶入)

5168

24

￥12,000（税別）
単価￥500（税別）

5年

生命のパンあんしん ココア

本格ココアの香りがうれしい、味わい深
いココアのおいしさ。
内容量：100g(378kcal/1缶・2個入)
ケースサイズ：480×325×128(mm)
総重量：4.8kg(24缶入)

5169

24

※ケース販売

20

￥12,000（税別）
単価￥500（税別）

※ケース販売

● 食物アレルギー（7大アレルゲン）原料を含む表示
：乳

：卵

：小麦

：落花生

：エビ

：カニ

：食物アレルギー27品目不使用

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

防 災 セット

5年

賞味
期限

パンの缶詰 プレーン

55121

24

￥12,000（税別）
単価￥500（税別）

賞味
期限

パンの缶詰 コーヒー

ふっくらやわらかな生地と本格派コーヒ
ーの程よいブレンド感が人気です。
内容量：100g(332kcal/1缶)
ケースサイズ：467×315×120(mm)
総重量：4.25kg(24缶入)

55122

24

3年

55120

24

￥12,000（税別）
単価￥500（税別）

3年

パンの缶詰 キャラメル

幾重にも煉り込んだ濃厚なキャラメルシートが天然
酵母パネトーネを５０％使用した生地の中に入り込
み、疲れた体にしみ込んでいく美味しさです。
内容量：100g(331kcal/1缶)
ケースサイズ：467×315×120(mm)
総重量：4.25kg(24缶入)

55118

24

1021

30

￥15,000（税別）
単価￥500（税別）

レトルト殺 菌 により7 年 保 存 が 可 能 に
なった、ふんわり食感の丸パンです。
内容量：100g(372kcal/1袋)
ケースサイズ：460×200×440(mm)
総重量：3.6kg(30袋入)

8080

30

せんいのめぐみパン

50

￥30,000（税別）
単価￥600（税別）

※ケース販売

● 1ケース当たりの数量
：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

24

55128

￥12,500（税別）
単価￥500（税別）

単価￥430（税別）

5年

手軽にエネルギー補給できる、しっとり口
どけの良いスティックタイプのバウムクー
ヘンです。
内容量：80g(316kcal/1P)
ケースサイズ：485×360×230(mm)
総重量：5.1kg

5062

50

￥25,000（税別）
単価￥500（税別）

※ケース販売

ボローニャ独自の素材と製法で焼きあげ
たおいしいデニッシュパンです。
内容量：プレーン(355kcal/100g)、メープ
ル(364kcal/100g)、チョコ(360kcal/100g)
ケースサイズ：235×115×80(mm)
総重量：600g(3缶入)

1

54

￥1,400（税別）

※ケース販売

7年

賞味
期限

レトルトパン チョコレート

レトルト殺 菌 により7 年 保 存 が 可 能 に
なった、ふんわり食感の丸パンです。
内容量：100g(371kcal/1袋)
ケースサイズ：460×200×440(mm)
総重量：3.6kg(30袋入)

30

8580

￥12,900（税別）
単価￥430（税別）

7年

レトルトパン ブルーベリー

レトルト殺 菌 により7 年 保 存 が 可 能 に
なった、ふんわり食感の丸パンです。
内容量：100g(375kcal/1袋)
ケースサイズ：460×200×440(mm)
総重量：3.6kg(30袋入)

30

8581

￥12,900（税別）
単価￥430（税別）

※ケース販売

賞味
期限

スティックバウムクーヘン

缶deボローニャ 3セット

5年

賞味
期限

ロングキープブレッド

すぐ食べられる食品でありながら、しっと
りとした食感！
内容量：100g(444kcal)
ケースサイズ：515×340×212(mm)
総重量：5.5kg(50P入)

16900

50

※ケース販売

￥25,000（税別）
単価￥500（税別）

※ケース販売

7年

防災用スティックパン

開けてすぐ食べられる！ お手軽非常ステ
ィックパン！ しかも7年保存。
内容量：100g(371kcal/1P)
ケースサイズ：330×475×210(mm)
総重量：5.2kg(50P)

28977

50

火災・水害対策

32136

バラエティセット

缶詰の中にパンが入った3年〜５年保存
可能な「パンの缶詰」のセットです。
内容量：100g
ケースサイズ：467×315×120(mm)
総重量：4.25kg(24缶入)

3年

情報伝達

美味しい非常食

￥12,900（税別）

単価￥500（税別）

※ケース販売

賞味
期限

※ケース販売

賞味
期限

ほんのり甘くて普段でも食べやすい。アル
ミ包材なのであまり保管場所をとらず食
後の破棄も簡単。
内容量：2本入り(524kcal/2本)
ケースサイズ：約560×340×260(mm)
総重量：約6.9kg(50袋入)

3年

パンの缶詰

賞味
期限

レトルトパン 北海道クリーム

￥12,000（税別）

防災季節商品

5年

単価￥500（税別）

7年

※ケース販売

賞味
期限

￥12,000（税別）

24

55119

ラジオ・ライト・発電機

袋と紙コップで包装しているので、廃棄
ゴ ミを 小 さくで きる の が 一 番 の 特 徴
です。
内容量：100g(346kcal/1袋)
ケースサイズ：409×493×195(mm)
総重量：4.5kg(30袋入)

単価￥500（税別）

※ケース販売

賞味
期限

紙コップパン チョコレート

￥12,000（税別）

避難所・搬送用品

5年

24

幾重にも煉り込んだフルーティな香りの苺
シートが、天然酵母パネトーネ使用の生地
と絶妙なおいしさで溶け込んでいます。
内容量：100g(302kcal/1缶)
ケースサイズ：467×315×120(mm)
総重量：4.25kg(24缶入)

※ケース販売

賞味
期限

※ケース販売

賞味
期限

55117

パンの缶詰 ストロベリー

救助資機材・避難用品

お口に広がるたっぷりミルクと天然酵母
パネトーネを５０％使用した生地は、シン
プルでなつかしい極上の味わいです。
内容量：100g(337kcal/1缶)
ケースサイズ：467×315×120(mm)
総重量：4.25kg(24缶入)

天然酵母パネトーネを５０％使用した生
地を充分発酵させて、チョコチップの深い
味わいをプラスした本格派のパンです。
内容量：100g(351kcal/1缶)
ケースサイズ：467×315×120(mm)
総重量：4.25kg(24缶入)

※ケース販売

賞味
期限

パンの缶詰 ミルク

パンの缶詰 チョコチップ

3年

応急手当用品

賞味
期限

単価￥500（税別）

賞味
期限

トイレ・衛生用品

※ケース販売

￥12,000（税別）

3年

転倒防止用品

ふっくらやわらかな生地 の 特 長を 生 か
し、何も入れないパン本来のシンプルな
味わいをお楽しみ頂けます。
内容量：100g(322kcal/1缶)
ケースサイズ：467×315×120(mm)
総重量：4.25kg(24缶入)

5年

非常食・水・炊き出し

賞味
期限

￥18,600（税別）
単価￥372（税別）

※ケース販売

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。
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カンパン・クラッカー・
ビスケット ほか
hardtsck・cracker biscuit etc...
賞味
期限

5年

賞味
期限

hokkaのカンパン保存缶

5年

K&Kカンパン 氷砂糖入

13593

24

￥6,000（税別）
単価￥250（税別）

※ケース販売

賞味
期限

5

保存用ミレービスケット

牛乳･卵不使用の保存用ビスケットです。
内容量：200g(431kcal/1缶)
ケースサイズ：420×325×130(mm)
総重量：4.3kg(12缶入)

1
12

1229
1230

賞味
期限

￥550（税別）
￥6,600（税別）

97

3191

11212

1
24

いざという時のための非常食・保存食。
糖分補給のキャンディ入りです。
内容量：100g(408kcal/100g)
ケースサイズ：480×324×125(mm)
総重量：4.6kg(24缶入)

1
24

7297
6296

5

￥300（税別）
￥7,200（税別）
※バラ販売可

S
年

ルヴァンプライム保存缶S

小麦のうまみと、やさしい甘み、さっくりとした
食感が心地良い芳醇な薫りのクラッカーです。
内容量：39枚(13×3P)(117kcal/1P)
ケースサイズ：528×432×139(mm)
総重量：約5.9kg

8154

20

￥7,600（税別）
単価￥380（税別）

28

3年

米粉のクッキー（ナッツ類不使用）

単価￥550（税別）

単価￥1,200（税別）

￥22,000（税別）

1
24

544

20

※ケース販売

￥24,000（税別）
※ケース販売

：卵

：小麦

：落花生

：エビ

：カニ

※バラ販売可

ブルボン 缶入ミニクラッカー

香ばしく、あっさり塩味の缶入りミニクラ
ッカーです。
内容量：75g(369kcal/1缶)
ケースサイズ：480×324×125(mm)
総重量：3.9kg(24缶入)

1
24

729
730

賞味
期限

￥300（税別）
￥7,200（税別）
※バラ販売可

L

5年

ルヴァンプライム保存缶L

小麦のうまみと、やさしい甘み。さっくりとした
食感が心地良い芳醇な薫りのクラッカーです。
内容量：660g(13×8P)(224kcal/1P)
ケースサイズ：420×285×195(mm)
総重量：4.5kg(6缶入）

6

8156

￥5,400（税別）

1
8

21405

賞味
期限

賞味
期限

濃縮乳で練って焼きあげた、素朴な味わ
いのミルクビスケットです。
内容量：75g(361kcal/1缶)
ケースサイズ：480×324×125(mm)
総重量：3.9kg(24缶入)

3302
3328

賞味
期限

1
24

クリームサンドビスケットで食べやすく幅
広い年齢の方におすすめです。
内容量：30枚(5枚×6P)(98kcal/1P)
ケースサイズ：521×209×127(mm)
総重量：2.9kg

4951

4952

1
10

：食物アレルギー27品目不使用

￥440（税別）
￥4,400（税別）

￥300（税別）
￥7,200（税別）
※バラ販売可

5年

東ハト ハーベスト保存缶

風味豊かなゴマの味わいと香ばしさを長
期間保ち、５年間の長期保存が可能です。
内容量：100g(8包)(66.7kcal/1P)
ケースサイズ：535×225×150(mm)
総重量：2.5kg(10缶入)

16193

10

￥4,000（税別）
単価￥400（税別）

※ケース販売

賞味
期限

ビスコ保存缶

※バラ販売可

ブルボン 缶入ミルクビスケット

単価￥900（税別）

5年

￥1,500（税別）
￥12,000（税別）

5年

※ケース販売

● 食物アレルギー（7大アレルゲン）原料を含む表示
：乳

￥260（税別）
￥6,240（税別）

5年

※ケース販売

アレルゲン28品目を使わず、新潟県産米を
使って香ばしく焼き上げたクッキーです。
内容量：270g(600kcal/100g)
ケースサイズ：575×360×190(mm)
総重量：5.7kg(20P入)

40

8908

賞味
期限

国産小麦を使用し、牛乳で練り上げたシン
プルな味わいのビスケットです。
内容量：100g(437kcal/1缶)
ケースサイズ：530×218×141(mm)
総重量：2.6kg（10缶）

26593

22

※バラ販売可

ブルボン 缶入カンパン（キャンディー入り）

賞味
期限

不二家 ペコちゃんどこでもビスケット保存缶 40缶セット

￥300（税別）
￥7,200（税別）

5年

※バラ販売可

5年

三立製菓 ホームサイズカンパン

ご家庭用の備蓄に最適な1缶５食分入っ
たホームサイズです。金平糖入り。
内容量：475g(411kcal/100g)
ケースサイズ：575×300×165(mm)
総重量：6.5kg(8缶入)

賞味
期限

年

三立製菓 カンパン

5年

食べておいしく備えて安心！氷砂糖入り
の乾パンです。
内容量：100g(410kcal/100g)
ケースサイズ：465×315×125(mm)
総重量：4.6kg(24缶入)

賞味
期限

疲れを癒す角砂糖入で、食べあきない美
味しさです。
内容量：110g(452kcal/1缶)
ケースサイズ：470×316×125(mm)
総重量：4.8kg(24缶入)

賞味
期限

ゴマが入ったカンパンに口解けのよい金
平糖入りです。
内容量：110g(430kcal/100g)
ケースサイズ：470×325×120(mm)
総重量：5kg(24缶入)

95

賞味
期限

5年

5年

保存用ビスコ コンパクトタイプ

省スペースと密封性を高めたパッケージ
にしました。配布しやすさにも考慮した
分包になっています。
内容量：900枚(5枚×3P)×60袋(98kcal/1P)
ケースサイズ：443×308×180(mm)
総重量：4.6kg(60P入)

29570

60

※バラ販売可

￥12,000（税別）
単価￥200（税別）

※ケース販売

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

コンパクトという点で「保存食」と

防 災 セット

「カンパン」は保存性・低価格・

カンパン
1斗缶×2(128食分)

カンパン
1/4斗缶×4(64食分)

して古くから支持されております。
調理が不要でそのまま食べられる

賞味
期限

5年

賞味
期限

カニヤ大型カンパン 1/4斗缶

4

722

￥10,400（税別）
単価￥2,600（税別）

賞味
期限

カニヤ大型カンパン 1斗缶

1食づつ分かれているので、食べやすい！
手軽に高カロリーをとれるカンパンです。
内容量：115g(5枚)×64P(481kcal/1P)
ケースサイズ：490×260×370(mm)
総重量：18.5kg(2缶入)

2

723

￥20,800（税別）
単価￥10,400（税別）

※ケース販売

5年

賞味
期限

5年保存ビスケット 1/4斗缶

4

724

￥14,800（税別）
単価￥3,700（税別）

賞味
期限

5年保存ビスケット 1斗缶

ビタミン・ミネラルの豊富なほのかな甘味
のビスケットです。
内容量：66g(6枚)×80P(301kcal/1P)
ケースサイズ：490×260×370(mm)
総重量：14.5kg

2

725

￥29,600（税別）
単価￥14,800（税別）

賞味
期限

5年保存クラッカー 1/4斗缶

低塩、低脂質タイプのクラッカーはそのま
ま食べられる非常食として欠かせません。
内容量：54g(6枚)×20P(248kcal/1P)
ケースサイズ：250×250×415(mm)
総重量：7kg

4

※ケース販売

※ケース販売

単価￥8,400（税別）

クラッカー
1斗缶×2(160食分)

5年

726

￥16,800（税別）
※ケース販売

※ケース販売

クラッカー
1/4斗缶×4(80食分)

5年

2

11091

￥14,800（税別）
単価￥3,700（税別）

5年

5年保存クラッカー 1斗缶

低塩、低脂質タイプのクラッカーはそのま
ま食べられる非常食として欠かせません。
内容量：54g(6枚)×80P(248kcal/1P)
ケースサイズ：490×260×370(mm)
総重量：12.5g

2

727

※ケース販売

救助資機材・避難用品

ビタミン・ミネラルの豊富なほのかな甘味
のビスケットです。
内容量：66g(6枚)×20P(301kcal/1P)
ケースサイズ：250×250×415(mm)
総重量：8kg

さくっと香ばしいあっさり塩味の一口サ
イズです。
内容量：90g(26枚)×35P(454kcal/1P)
ケースサイズ：500×265×370(mm)
総重量：10.5kg(2缶入)

応急手当用品

賞味
期限

災害備蓄用クラッカー 35袋

トイレ・衛生用品

ビスケット
1斗缶×2(160食分)

ビスケット
1/4斗缶×4(80食分)

5年

転倒防止用品

1食づつ分かれているので、食べやすい！
手軽に高カロリーをとれるカンパンです。
内容量：115g(5枚)×16P(481kcal/1P)
ケースサイズ：250×250×415(mm)
総重量：10kg(4缶入)

5年

非常食・水・炊き出し

いざというときに便利な保存食です。

￥29,600（税別）
単価￥14,800（税別）

※ケース販売

避難所・搬送用品

＼ Hit ／

大容量

お得です！
賞味
期限

5年

賞味
期限

13771

1

￥9,600（税別）

保存用大型ビスケット60食

ラジオ・ライト・発電機

保存用大型カンパン60食

遠赤外線オーブンで焼き上げた、消化吸
収に優れた乾パンです。
内容量：92g(4枚)×60P(391kcal/1P)
ケースサイズ：365×265×190(mm)
総重量：6.3kg

5年

遠赤外線オーブンで焼き上げた、ソフト
な触感のビスケットです。
内容量：75g(5枚)×60P(324kcal/1P)
ケースサイズ：365×265×190(mm)
総重量：5.3kg

13773

1

￥9,600（税別）

防災季節商品

3年

賞味
期限

チューブ入りチョコ

785

15

￥5,850（税別）
単価￥390（税別）

※ケース販売

● 1ケース当たりの数量
：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

賞味
期限

ひとくちやわらかラスク ホワイトチョコ

やわらかい食感のラスク。非常食を夜な
どに食べる際、かじる音をたてないように
配慮しました。
内容量：70g(376kcal/1袋)
ケースサイズ：310×540×155(mm)
総重量：3.7kg(32袋入)

5097

32

￥17,600（税別）
単価￥550（税別）

※ケース販売

5年

賞味
期限

ひとくちやわらかラスク メープル

やわらかい食感のラスク。非常食を夜な
どに食べる際、かじる音をたてないように
配慮しました。
内容量：70g(373kcal/1袋)
ケースサイズ：310×540×155(mm)
総重量：3.7kg(32袋入)

5101

32

￥17,600（税別）
単価￥550（税別）

※ケース販売

5年

ひとくちやわらかラスク メロン

やわらかい食感のラスク。非常食を夜な
どに食べる際、かじる音をたてないように
配慮しました。
内容量：70g(370kcal/1袋)
ケースサイズ：310×540×155(mm)
総重量：3.7kg(32袋入)

5085

32

火災・水害対策

そのままでも、ビスケットに塗っても、チ
ョコドリンクにも使えます。
内容量：80g(478kcal/1P)
ケースサイズ：197×170×110(mm)
総重量：1.5kg(15P入)

5年

情報伝達

賞味
期限

￥17,600（税別）
単価￥550（税別）

※ケース販売

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

23

＼ Hit ／

栄養補助食品

人気商品

supplement

賞味
期限

です！

賞味
期限

3年

保存用カロリーメイト ロングライフ

５大栄養素と食物繊維をバランスよく補
給できる保存性を高めた商品です。
内容量：40g(2本)(200kcal/1P)
ケースサイズ：230×325×115(mm)
総重量：3kg(60P入)

60

6039

￥7,200（税別）
単価￥120（税別）

※ケース販売

賞味
期限

7年

7年保存可能なクッキーです、ステックタ
イプなので簡単に栄養補給ができます。
内容量：60g(302.4kcal/2本)
ケースサイズ：300×400×200(mm)
総重量：7kg(100P入)

100

5392

￥35,000（税別）
単価￥350（税別）

賞味
期限

栄養機能食品スーパーバランス 6years

手軽にバランスよく栄養を補給できます。
内容量：ココア 21.2g(2本)×2P
全粒粉 20.2g(2本)×2P(100kcal/1P)
ケースサイズ：510×315×275(mm)
総重量：9.6kg(80P入)

29852
49108

賞味
期限

バランスクッキー レーズン味

6年

1
80

￥280（税別）
￥22,400（税別）

7年保存可能なクッキーです、ステックタ
イプなので簡単に栄養補給ができます。
内容量：60g(303.6kcal/2本)
ケースサイズ：300×400×200(mm)
総重量：7kg(100P入)

￥35,000（税別）

100

単価￥350（税別）

※ケース販売

賞味
期限

7

プレーン
年

フリーズドライビスケット プレーン

どなたでもおいしく召し上がれるプレーン
ビスケット。製造から7年保存可能です。
内容量：50g(4本)(258kcal/50g)
ケースサイズ：265×230×125(mm)
総重量：1.3kg(24P入)

28468

24

￥7,200（税別）

※ケース販売

賞味
期限

10年

常温で10年間の保存が可能な非常食クッキー。
プレーン味、レーズン味、抹茶味、各1本入
内容量：90g（30g×3本）
ケースサイズ：525×375×215(mm)
総重量：11kg(100P入)

100

￥42,000（税別）
単価￥420（税別）

※ケース販売

単価￥300（税別）

※ケース販売

￥6,960（税別）

24

731

7年

バランスクッキー プレーン味

7年保存可能なクッキーです、ステックタ
イプなので簡単に栄養補給ができます。
内容量：60g(300.6kcal/2本)
ケースサイズ：300×400×200(mm)
総重量：7kg(100P入)

5202

100

オレンジ

7年

賞味
期限

フリーズドライビスケット オレンジ

オレンジピール入りで、さわやかなおいし
さ。製造から7年保存可能です。
内容量：50g(4本)(263.5kcal/50g)
ケースサイズ：265×230×125(mm)
総重量：1.3kg(24P入)

28353

￥7,200（税別）

24

単価￥300（税別）

フリーズドライビスケット チョコチップ
チョコチップ入りで、おいしく、食べやす
い。製造から7年保存可能です。
内容量：50g(4本)(268.5kcal/50g)
ケースサイズ：265×230×125(mm)
総重量：1.3kg(24P入)

28450

24

国土交通省承認の船舶用非常食で1箱で
3日分のカロリーが補給できます。
内容量：2個×9P(268kcal/1P)
ケースサイズ：210×385×230(mm)
総重量：13.5kg(24P入)

23504

24

￥57,600（税別）
単価￥2,400（税別）

￥7,200（税別）
単価￥300（税別）

※ケース販売

賞味
期限

非常用圧縮ビスケット セブンオーシャンズ

単価￥350（税別）

チョコチップ

7年

※ケース販売

5年

￥35,000（税別）
※ケース販売

単価￥290（税別）

※ケース販売

賞味
期限

10年保存クッキー

10204

栄養素を効率よく摂れる、ほんのり甘く
サクサクした食感の健康機能食品主食タ
イプです。
内容量：80g(33本)(355kcal/1P)
ケースサイズ：320×365×195(mm)
総重量：3kg(24P入)

賞味
期限

バランスクッキー チョコレート味

賞味
期限

保存用ファイバービスケット

※バラ販売可

7年

5393

5年

5年

ヒジョウショク ER 9食入

お菓子感覚で食べられるビスケット風味の
非常食。保存衛生面に優れた真空パック。
内容量：ビスケットバー9個(1個56g/274kcal)
ケースサイズ：200×275×340(mm)
総重量：12kg

55057

1

￥2,100（税別）

※ケース販売

サバイバルフーズ
sabaibaru foods
賞味
期限

賞味
期限

5年

厚みがあって、食べ応え満点のクラッカ
ー。おかずに合わせてもおいしく召し上
がれます。
内容量：910g(475kcal/100g)
ケースサイズ：487×324×199(mm)
総重量：8.2kg

お菓子感覚で食べられるビスケット風味の
非常食。保存衛生面に優れた真空パック。
内容量：ビスケットバー3個(1個56g/274kcal)
ケースサイズ：155×200×335(mm)
総重量：6kg

24

1

賞味
期限

サバイバルフーズ クラッカー

ヒジョウショク ER 3食入

55058

25年

￥800（税別）

757

8568

1
6

￥4,000（税別）
￥24,000（税別）

● 食物アレルギー（7大アレルゲン）原料を含む表示
：乳

：卵

：小麦

：落花生

：エビ

：カニ

：食物アレルギー27品目不使用

25年

サバイバルフーズ 小缶 クラッカー
厚みがあって、食べ応え満点のクラッカ
ー。おかずに合わせてもおいしく召し上
がれます。
内容量：227g(475kcal/100g)
ケースサイズ：318×212×135(mm)
総重量：3.1kg(6缶入)

2916

※バラ販売可

6

￥14,400（税別）
単価￥2,400（税別）

※ケース販売

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

防 災 セット

25年

賞味
期限

サバイバルフーズ 小缶 野菜シチュー

2918

6

￥16,800（税別）
単価￥2,800（税別）

賞味
期限

サバイバルフーズ 小缶 チキンシチュー
具材が調和した、口の中でとろける甘くや
さしいクリームシチュー。ほっとできるご
家庭の味わいです。
内容量：104g(433kcal/100g)
ケースサイズ：318×212×135(mm)
総重量：2.3kg(6缶入)

2917

6

25年

750

6

￥51,000（税別）
単価￥8,500（税別）

2911
2915

1
6

25年

賞味
期限

サバイバルフーズ リゾット洋風えび雑炊
具材をふんだんに使い、ほんのりと芳ば
しい海老の風味が効いた本格雑炊。
内容量：408g(409kcal/100g)
ケースサイズ：487×324×199(mm)
総重量：5.2kg(6缶入)

6

751

￥51,000（税別）
単価￥8,500（税別）

※ケース販売

※ケース販売

￥7,600（税別）
￥45,600（税別）
※バラ販売可

25年

具材が調和した、口の中でとろける甘くや
さしいクリームシチュー。ほっとできるご
家庭の味わいです。
内容量：422g(433kcal/100g)
ケースサイズ：487×324×199(mm)
総重量：5.3kg(6缶入)

758

2914

賞味
期限

サバイバルフーズ ファミリーセット 野菜シチュー
やさしい味の野菜シチューとクラッカー
のベジタリアンな定番セットです。
内 容 量：クラッカ ー 3 缶（ 1 缶 9 1 0 g・
475kcal/100g）、野菜シチュー3缶（1缶
344g・416kcal/100g）
ケースサイズ：487×324×199(mm)
総重量：6.5kg(6缶入)

6

2008

サバイバルフーズ 大缶 チキンシチュー

￥34,800（税別）
単価￥5,800（税別）

※ケース販売

1
6

￥8,400（税別）
￥50,400（税別）
※バラ販売可

25年

サバイバルフーズ ファミリーセット チキンシチュー
チキンシチューを副食に、主食のクラッカーと併
せて召し上がっていただく人気のセットです。
内 容 量：クラッカ ー 3 缶（ 1 缶 9 1 0 g・
475kcal/100g）、チキンシチュー3缶（1缶
104g・433kcal/100g）
ケースサイズ：487×324×199(mm)
総重量：6.7kg(6缶入)

755

6

救助資機材・避難用品

具材とふっくら炊き上がった国産米を煮
込んだ、出汁の効いたやさしい味の雑炊
です。
内容量：408g(378kcal/100g)
ケースサイズ：487×324×199(mm)
総重量：5.2kg(6缶入)

色とりどりの野菜を煮込んだ、コクのあ
るコンソメ味のベジタブルシチュー。
内容量：344g(416kcal/100g)
ケースサイズ：487×324×199(mm)
総重量：4.8kg(6缶入)

※ケース販売

賞味
期限

サバイバルフーズ リゾット洋風とり雑炊

サバイバルフーズ 大缶 野菜シチュー

25年

応急手当用品

賞味
期限

単価￥3,000（税別）

賞味
期限

トイレ・衛生用品

※ケース販売

￥18,000（税別）

25年

転倒防止用品

色とりどりの野菜を煮込んだ、コクのあ
るコンソメ味のベジタブルシチュー。
内容量：84g(416kcal/100g)
ケースサイズ：318×212×135(mm)
総重量：2.2kg(6缶入)

25年

非常食・水・炊き出し

賞味
期限

￥37,200（税別）
単価￥6,200（税別）

※ケース販売

避難所・搬送用品

乳幼児食品
babyfoods
賞味
期限

1.5年

賞味
期限

赤ちゃんの発育に必要な、栄養成分の量
とバランスを母乳に近づけたミルクです。
内容量：800g(67kcal/100ml(調乳後))
ケースサイズ：555×283×187(mm)
総重量：8.8kg(8缶入)

16774

8

￥20,800（税別）
単価￥2,600（税別）

※ケース販売

森永

特殊ミルク MA-mi

ラジオ・ライト・発電機

森永 ドライミルク はぐくみ

1.5年

ミルクアレルギーのお子様の為のミルクです。
内容量：800g(67kcal/100ml(調乳後))
ケースサイズ：555×283×168(mm)
総重量：8.6kg(8缶入)

27316

8 ￥24,800（税別）
単価￥3,100（税別）

※ケース販売

防災季節商品
情報伝達
火災・水害対策

● 1ケース当たりの数量
：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

25

副菜・おかず

防災備蓄食 野菜スープ

賞味
期限

1
200

￥120（税別）
￥24,000（税別）
※バラ販売可

5年

容器付き ほうれん草のおみそ汁

50

￥12,500（税別）
単価￥250（税別）

5年

賞味
期限

防災備蓄食 即席みそ汁

5年

賞味
期限

防災備蓄食 即席オニオンスープ

5年

防災備蓄食 即席卵スープ

熱湯を注いでかき混ぜればすぐ完成する
みそ汁です。
内容量：10g(34kcal/1P)
ケースサイズ：355×305×370(mm)
総重量：3.6kg(200P入)

熱湯を注いでかき混ぜればすぐ完成する
オニオンスープです。
内容量：6g(19kcal/1P)
ケースサイズ：355×305×370(mm)
総重量：2.9kg(200P入)

熱湯を注いでかき混ぜればすぐ完成する
卵スープです。
内容量：7g(25kcal/1P)
ケースサイズ：355×305×370(mm)
総重量：3.3kg(200P入)

24603

20008

20010

12754

賞味
期限

フリーズドライの非常用保存食。便利な
容器とスプーン付き。
内容量：7g(24kcal/1P)
ケースサイズ：350×230×180(mm)
総重量：1.8kg

7954

K！

賞味
期限

フリーズドライ製法で製造している為、キ
ャベツと玉ねぎの風味がいきています。
内容量：4.5g(13kcal/1P)
ケースサイズ：355×305×370(mm)

55096

C

おむすびころりん
シリーズ

5年

55095

E

賞味
期限

H

＼ 人気です ／

soup・noodle

C

汁物・麺類ほか

1
200

￥120（税別）
￥24,000（税別）
※バラ販売可

5年

賞味
期限

容器付き たまごスープ

フリーズドライの非常用保存食。便利な
容器とスプーン付き。
内容量：7g(27kcal/1P)
ケースサイズ：350×230×180(mm)
総重量：1.8kg

7956

7507

50

※ケース販売

￥12,500（税別）
単価￥250（税別）

1
200

￥120（税別）
￥24,000（税別）
※バラ販売可

5年

9830

賞味
期限

玄米スープ 桑の葉入り

お湯を注いでかき混ぜるだけですぐにで
きる桑の葉入りの玄米スープです。
内容量：17g(61.5kcal/1P)
ケースサイズ：254×204×124(mm)
総重量：1kg(50P入)

50

45237

￥13,300（税別）
単価￥266（税別）

※ケース販売

※ケース販売

1
200

￥120（税別）
￥24,000（税別）
※バラ販売可

5年

ポケットワン おみそ汁

長期保存が可能な即席おみそ汁です。パ
ッケージを組み立てるとそのまま容器に
なります。
内容量：9.5g(32kcal/1P)
ケースサイズ：225×395×190(mm)
総重量：2.0kg

4381

60

￥9,000（税別）
単価￥150（税別）

※ケース販売

3ℓ

賞味
期限

5年

賞味
期限

ポケットワン コーンスープ

長 期 保 存が 可能な即席コーンスープ で
す。パッケージを組み立てるとそのまま
容器になります。
内容量：9.8g(32kcal/1P)
ケースサイズ：225×395×190(mm)
総重量：2.0kg

4326

60

￥9,000（税別）
単価￥150（税別）

5年

賞味
期限

ポケットワン わかめスープ

長 期 保 存が可能な即席わかめスープで
す。パッケージを組み立てるとそのまま
容器になります。
内容量：9.5g(28kcal/1P)
ケースサイズ：225×395×190(mm)
総重量：2.0kg

5006

60

備蓄用わかめのみそ汁 25食入

備蓄用の顆粒状みそを使用したわかめの
みそ汁です。
内容量：189g(25食)(330kcal/100g)
ケースサイズ：290×220×120(mm)
総重量：2.7kg

8575

12

：卵

：小麦

￥8,400（税別）

5年

保存用とん汁（20食分）

缶の中味をナベに入れ、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。
内容量：270g(20食)(485kcal/100g)
サイズ：φ135×180(mm)
総重量：0.5kg

178

単価￥150（税別）

● 食物アレルギー（7大アレルゲン）原料を含む表示
：乳

賞味
期限

1

￥3,900（税別）

※ケース販売

※ケース販売

26

￥9,000（税別）

3年

：落花生

：エビ

：カニ

：食物アレルギー27品目不使用

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

防 災 セット

3ℓ

5年

賞味
期限

保存用けんちん汁（20食分）

1

177

￥3,900（税別）

賞味
期限

カゴメ 野菜たっぷり トマトのスープ

豊富な種類の野菜、豆、大麦・小麦がた
っぷり入った野菜スープです。
内容量：160g(67kcal/1P)
ケースサイズ：400×217×178(mm)
総重量：約5.3kg

45078

30

￥9,000（税別）
単価￥300（税別）

5年

賞味
期限

カゴメ 野菜たっぷり かぼちゃのスープ
豊富な種類の野菜、豆、大麦・小麦がた
っぷり入った野菜スープです。
内容量：160g(81kcal/1P)
ケースサイズ：400×217×178(mm)
総重量：約5.3kg

45124

30

※ケース販売

￥9,000（税別）
単価￥300（税別）

5年

カゴメ 野菜たっぷり 豆のスープ

豊富な種類の野菜、豆、大麦・小麦がた
っぷり入った野菜スープです。
内容量：160g(86kcal/1P)
ケースサイズ：400×217×178(mm)
総重量：約5.3kg

30

45174

※ケース販売

転倒防止用品

缶の中味をナベに入れ、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。
内容量：191g(20食)(485kcal/100g)
ケースサイズ：φ135×180(mm)
総重量：0.4kg

5年

非常食・水・炊き出し

賞味
期限

￥9,000（税別）
単価￥300（税別）

※ケース販売

トイレ・衛生用品

アマノフーズ
amano foods
賞味
期限

5年

￥9,000（税別）

28627

単価￥300（税別）

50

￥12,500（税別）
単価￥250（税別）

5年

アマノフーズ たまごスープ

フリーズドライ製法により、本格的な味わ
いが楽しめます。野菜のビタミンなどの
栄養素もほとんど損なわれません。
内容量：7g(27kcal/1P)
ケースサイズ：330×300×150(mm)
総重量：1.1kg(50P入)

50

28633

※ケース販売

※ケース販売

救助資機材・避難用品

フリーズドライ製法により、本格的な味わ
いが楽しめます。野菜のビタミンなどの
栄養素もほとんど損なわれません。
内容量：7g(25kcal/1P)
ケースサイズ：330×300×150(mm)
総重量：1.0kg(50P入)

豊富な種類の野菜、豆、大麦・小麦がた
っぷり入った野菜スープです。
内容量：160g(51kcal/1P)
ケースサイズ：400×217×178(mm)
総重量：約5.3kg

30

賞味
期限

アマノフーズ ほうれん草のみそ汁

カゴメ 野菜たっぷり きのこのスープ

45185

5年

応急手当用品

賞味
期限

￥12,500（税別）
単価￥250（税別）

※ケース販売

避難所・搬送用品

美味しい防災食
oisii bousai syoku

賞味
期限

5年

賞味
期限

フリーズドライ製法により、本格的な味わ
いが楽しめます。野菜のビタミンなどの
栄養素もほとんど損なわれません。
内容量：15.0g(57kcal/1P)
ケースサイズ：420×300×200(mm)
総重量：1.8kg(50P入)

29737

50

￥18,500（税別）
単価￥370（税別）

賞味
期限

アマノフーズ かに雑炊

フリーズドライ製法により、本格的な味わ
いが楽しめます。野菜のビタミンなどの
栄養素もほとんど損なわれません。
内容量：21.5g(80kcal/1P)
ケースサイズ：420×300×200(mm)
総重量：2kg(50P入)

29421

50

5年

美味しい防災食 さば味噌煮

9423

1
50

￥600（税別）
￥30,000（税別）
※バラ販売可

● 1ケース当たりの数量
：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

50

5年

単価￥400（税別）

※ケース販売

賞味
期限

美味しい防災食 ハンバーグ煮込み

￥20,000（税別）

5年

賞味
期限

美味しい防災食 筑前煮

5年

美味しい防災食 肉じゃが

デミソース煮込みのやわらかいハンバー
グです。
内容量：100g(128kcal/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：6.1kg(50P入)

野菜に鶏肉の旨味がしみ込んだ美味しい
一品です。
内容量：90g(100kcal/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：5.6kg(50P入)

定番 の家 庭の味をうす味に仕 上げまし
た。
内容量：130g(166kcal/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：7.6kg(50P入)

9424

9425

9426

4762

1
50

￥600（税別）
￥30,000（税別）
※バラ販売可

4763

1
50

￥600（税別）
￥30,000（税別）
※バラ販売可

4764

1
50

火災・水害対策

4761

29739

※ケース販売

賞味
期限

ほっとするうれしいメニューです。
内容量：150g(325kcal/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：8.6kg(50P入)

フリーズドライ製法により、本格的な味わ
いが楽しめます。野菜のビタミンなどの
栄養素もほとんど損なわれません。
内容量：22.0g(92kcal/1P)
ケースサイズ：420×300×200(mm)
総重量：2.1kg(50P入)

情報伝達

賞味
期限

単価￥370（税別）

アルファフーズ
美味しい防災食
シリーズ

アマノフーズ 親子丼の素

防災季節商品

※ケース販売

￥18,500（税別）

5年

ラジオ・ライト・発電機

アマノフーズ にゅうめん

5年

￥600（税別）
￥30,000（税別）
※バラ販売可

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。
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賞味
期限

5年

賞味
期限

美味しい防災食 きんぴらごぼう

5年

賞味
期限

美味しい防災食 豚汁

素材の旨味を生かし、ピリッと辛みをき
かせた定番の一品です。
内容量：75g(92kcal/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：4.8kg(50P入)

具だくさんでほっとする味。
内容量：180g(106kcal/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：10.1kg(50P入)

9427

9428

1
50

4765

賞味
期限

￥600（税別）
￥30,000（税別）
※バラ販売可

5年

4766

賞味
期限

美味しい防災食 さつま芋のレモン煮

1
50

賞味
期限

美味しい防災食 ホワイトシチュー

￥600（税別）
￥30,000（税別）
※バラ販売可

5年
牛丼の具

5年

美味しい防災食 ソフト金時豆

大きめ具材がたっぷり入り、野菜の甘み
が溶け込んだコクのあるシチュー。
内容量：250g(185kcal/1P)
ケースサイズ：430×330×180(mm)
総重量：10.1kg

甘さ控えめでふっくら炊き上げました。
内容量：80g(184kcal/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：5.1kg(50P入)

9433

9422

1
36

4750

賞味
期限

美味しい防災食

5年

￥600（税別）
￥21,600（税別）
※バラ販売可

5年

4771

賞味
期限

美味しい防災食 いわしの煮付

1
50

￥600（税別）
￥30,000（税別）
※バラ販売可

5年

美味しい防災食 ポークカレー

さつま芋の甘みとレモンの酸味が絶妙で
す。
内容量：100g(197kcal/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：6.1kg(50P入)

やわらかくとろっとしたタマネギがポイン
トです。
内容量：120g(178kcal/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：7.1kg(50P入)

醤油と砂糖でじっくり煮込んだいわしの
煮付です。
内容量：150g(302kcal1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：8.6kg(50P入)

家族みんなで楽しめるやさしい味に仕上
げました。
内容量：200g(178kcal/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：11.1kg(50P入)

9430

9127

26614

11205

1
50

4769

賞味
期限

￥600（税別）
￥30,000（税別）
※バラ販売可

5年

9125

賞味
期限

美味しい防災食 白粥

1
50

￥600（税別）
￥30,000（税別）
※バラ販売可

5年

賞味
期限

美味しい防災食

梅粥

おなかに優しいシンプルな味付けにしま
した。
内容量：230g(84kcal/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：12.6kg(50P入)

梅のカリッとした食感が楽しめます。
内容量：230g(95kcal/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：12.6kg(50P入)

9784

9785

20062

1
50

￥500（税別）
￥25,000（税別）
※バラ販売可

19193

1
50

1
50

28241

￥600（税別）
￥30,000（税別）
※バラ販売可

5年

賞味
期限

美味しい防災食

鮭粥

塩分控えめな鮭を贅沢に使用しました。
内容量：230g(101kcal/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：12.6kg(50P入)

￥550（税別）
￥27,500（税別）
※バラ販売可

19184
9786

11199

1
50

￥550（税別）
￥27,500（税別）
※バラ販売可

1
50

￥600（税別）
￥30,000（税別）
※バラ販売可

5年

美味しい非常食 わかめうどん

だしの効いたつゆにもちもちとした食感
の麺です。
内容量：70.5g(229kcal/1P)
ケースサイズ：565×345×290(mm)
総重量：6kg(50P入)

28169
26595

1
50

￥600（税別）
￥30,000（税別）
※バラ販売可

UAAカロリーコントロール食
UAA Calorie control
賞味
期限

5年

賞味
期限

美味しい非常食 ラーメン

賞味
期限

美味しい非常食 フォー

5年

美味しい防災食

赤魚の煮付

お湯を注ぐだけでいつでもどこでも温か
い、美味しいラーメンが食べられます。
内容量：70.3g(230kcal/1P)
ケースサイズ：565×345×290(mm)
総重量：6kg(50P入)

インスタント麺の特長である軽くて持ち
運びが便利、お湯を注いで4分。
内容量：56.4g(183kcal/1P)
ケースサイズ：565×345×290(mm)
総重量：5kg(50P入)

生姜を効かせた普段から食べ慣れた白身
魚の煮付です。
内容量：100g(105kcal/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：5.9kg

4760

55116

55114

2262

28

5年

1
50

￥600（税別）
￥30,000（税別）
※バラ販売可

55115

1
50

￥600（税別）
￥30,000（税別）
※バラ販売可

● 食物アレルギー（7大アレルゲン）原料を含む表示
：乳

：卵

：小麦

：落花生

：エビ

：カニ

：食物アレルギー27品目不使用

55113

1
50

￥600（税別）
￥30,000（税別）
※バラ販売可

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

防 災 セット

5年

賞味
期限

UAAカロリーコントロール食
中華風ミートボール

50

7575

￥23,000（税別）
単価￥460（税別）

賞味
期限

UAAカロリーコントロール食
おでん

さつま揚げの旨味が大根とこんにゃくに
染み込んだ煮物です。
内容量：185g(80kcal/食塩相当分1.7g/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：10.5kg(50P入)

32517

50

単価￥460（税別）

賞味
期限

UAAカロリーコントロール食
鶏と野菜のトマト煮

鶏肉の旨味とトマトの酸味がマッチした
洋風煮物です。
内容量：130g(80kcal/食塩相当分0.4g/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：7.6kg(50P入)

32553

50

￥23,000（税別）
単価￥460（税別）

5年

UAAカロリーコントロール食
かぼちゃ煮

素材の味を活かしたホクホクのかぼちゃ
煮です。
内容量：90g(80kcal/食塩相当分0.4g/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：5.6kg(50P入)

32555

50

￥23,000（税別）
単価￥460（税別）

※ケース販売

※ケース販売

※ケース販売

トイレ・衛生用品

※ケース販売

￥23,000（税別）

5年

転倒防止用品

中華風の甘いあんをかけたミートボール
です。
内容量：100g(120kcal/食塩相当分0.9g/1P)
ケースサイズ：450×295×210(mm)
総重量：6.1kg(50P入)

5年

非常食・水・炊き出し

賞味
期限

ロングライフフーズ
long life food

6年

LLF

賞味
期限

超しっとりコッペパン

55000

50

￥27,500（税別）
単価￥550（税別）

賞味
期限

LLF やわらかナポリタンスパゲティ

トマトのいい香りと味がソースに溶け込
んだやわらかいナポリタンスパゲッティ
です。
内容量：200g(254kcal/1袋)
ケースサイズ：410×310×200(mm)
総重量：約11.1kg

9855

50

※ケース販売

6年
牛丼の具

内容量：140g(299kcal/1袋)
ケースサイズ：410×310×200(mm)
総重量：約8.1kg

50

8558

￥27,500（税別）
単価￥550（税別）

6年

LLF 手作りデミソース煮込みハンバーグ

デミグラスソース煮込みのやわらかいハ
ンバーグです。
内容量：100g(固形量60g)(300kcal/1袋)
ケースサイズ：410×310×200(mm)
総重量：約6.1kg

24876

50

50

￥27,500（税別）
単価￥550（税別）

※ケース販売

● 1ケース当たりの数量
：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

昔ながらの味付けをし、バランス良く厳
選しました。
内容量：125g(158kcal/1袋)
ケースサイズ：410×310×200(mm)（1箱25袋入を2梱包）
総重量：約14kg（1箱約7kg）

24952

50

￥27,500（税別）
単価￥550（税別）

※ケース販売

単価￥500（税別）

伝統の味と日々おいしく健康によいもの
を追求したウインナーです。
内容量：90g(286kcal/1袋3本)
ケースサイズ：410×310×200(mm)
総重量：約5.6kg

24880

※ケース販売

賞味
期限

LLF ウインナーソーセージ

50

￥23,000（税別）
単価￥460（税別）

LLF

6年
肉じゃが

定番の家庭の味に仕上げた肉じゃがで
す。
内容量：130g(199kcal/1袋)
ケースサイズ：410×310×200(mm)
総重量：約7.6kg

24951

50

￥27,500（税別）
単価￥550（税別）

※ケース販売

賞味
期限

LLF おでん

￥25,000（税別）

6年

賞味
期限

LLF さば味噌煮

さば本来の食感を残し、味噌と煮込んだ
おいしい一品です。
内容量：1切れ75g(163kcal/1袋)
ケースサイズ：410×310×200(mm)
総重量：約4.8kg

24953

※ケース販売

50

￥23,000（税別）
単価￥460（税別）

※ケース販売

6年

LLF きんぴらごぼう

素材の旨みを生かし、ピリッと辛みをき
かせた定番の一品です。
内容量：80g(101kcal/1袋)
ケースサイズ：410×310×200(mm)
総重量：約5.1kg

24879

50

火災・水害対策

24950

6年

50

8556

情報伝達

筑前煮

単価￥550（税別）

単価￥500（税別）

6年

※ケース販売

賞味
期限

野菜に肉の旨みがしみ込んだおいしい一
品です。
内容量：90g(86kcal/1袋)
ケースサイズ：410×310×200(mm)
総重量：約5.6kg

￥27,500（税別）

￥25,000（税別）

アレルギー特定原材料27品目不使用のや
わらかい玄米炊き込みご飯。
内容量：230g(229kcal/1袋)
ケースサイズ：410×310×200(mm)
総重量：約12.3kg

防災季節商品

LLF

6年

50

LLF やわらか玄米炊き込みご飯

※ケース販売

賞味
期限

※ケース販売

賞味
期限

8557

※ケース販売

賞味
期限

作り上げたお肉・具材・タレがごはんに
合います。

玄米トマトリゾット

アレルギー特定原材料27品目不使用の玄
米トマトリゾット。
内容量：230g(145kcal/1袋)
ケースサイズ：410×310×200(mm)
総重量：約12.3kg

6年

ラジオ・ライト・発電機

LLF

単価￥550（税別）

LLF

賞味
期限

避難所・搬送用品

賞味
期限

￥27,500（税別）

6年

救助資機材・避難用品

すぐに食べられて、しっとりとしたおいし
いコッペパンです。
内容量：100g(409kcal/1本)
ケースサイズ：410×310×200(mm)
総重量：約5.5kg

6年

応急手当用品

賞味
期限

￥27,500（税別）
単価￥550（税別）

※ケース販売

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。
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受注生産 年４回

賞味
期限

5年

賞味
期限

グリコ カレー職人

中辛

常備用

温めずにおいしく食べられる！常備用レト
ルトカレー(中辛)。
内容量：170g(108kcal/1P)
ケースサイズ：540×349×250(mm)
総重量：17.3kg(80P入)

1
80

8147

8148

賞味
期限

￥135（税別）
￥10,800（税別）
※バラ販売可

5年

ハウス ヒートレスカレー

14453

賞味
期限

1
30

￥200（税別）
￥6,000（税別）
※バラ販売可

ロングライフ いわし生姜煮

いわしの煮つけで最もポピュラーな生姜
煮です。
内容量：150g(164kcal/100g)
ケースサイズ：320×390×215(mm)
総重量：8.5kg(45P入)

45656

温めずにおいしく食べられる！常備用レト
ルトカレー(甘口)。お得な3袋入り。
内容量：170g(109kcal/1袋)
ケースサイズ：302×201×227(mm)
総重量：5.7kg(20P入)

8149
8150

45

￥18,000（税別）
単価￥400（税別）

1
20

3年

55044
55045

1
30

ノルウェー産のさばをフィーレにカットし
て味噌煮にしました。
内容量：120g(286kcal/100g)
ケースサイズ：320×390×215(mm)
総重量：7.0kg(45P入)

25340

45

￥18,000（税別）
単価￥400（税別）

温めずにおいしく食べられる！常備用レト
ルトカレー(中辛)。お得な3袋入り。
内容量：170g(108kcal/1袋)
ケースサイズ：302×201×227(mm)
総重量：5.7kg(20P入)

8151
8152

豚肉と大根との相性が良く、温めると更
に美味しく召し上がれます。
内容量：200g(148kcal/100g)
ケースサイズ：320×390×215(mm)
総重量：10kg(45P入)

45

￥18,000（税別）
単価￥400（税別）

1
20

￥365（税別）
￥7,300（税別）

熱湯で温めるだけで、おいしく食べられ
る手軽な保存食品です。
内容量：200g(180kcal/1P)
ケースサイズ：424×170×180(mm)
総重量：6.7kg(30P入)

￥7,500（税別）

30

単価￥250（税別）

3年

選りすぐった鶏の手羽先を柔らかく煮立
てて、コチュジャンを効かせてピリ辛仕立
てに致しました。
内容量：150g(155kcal/100g)
ケースサイズ：320×390×215(mm)
総重量：8.5kg(45P入)

45694

45

マグロの角切りを生姜を利かせてあっさ
りと煮込みました。
内容量：120g(206kcal/100g)
ケースサイズ：320×390×215(mm)
総重量：7.0kg(45P入)

42546

45

￥18,000（税別）
単価￥400（税別）

￥18,000（税別）
単価￥400（税別）

：卵

：小麦

：エビ

：カニ

単価￥272（税別）

※ケース販売

3年

香り立つキーマカレー 中辛

焙煎スパイスの香り広がり、さらっとなめ
らかな味わいです。
内容量：180g(134kcal/1P)
ケースサイズ：520×275×145(mm)
総重量：6.8kg(60P入)

27395

60

￥12,000（税別）
単価￥200（税別）

※ケース販売

3年

ロングライフ おでん

種数７種７品で温めるだけで美味しいお
でんが召し上がれます。
内容量：400g(43kcal/100g)
ケースサイズ：320×390×215(mm)
総重量：20.5kg(48P入)

45695

48

￥22,080（税別）
単価￥460（税別）

※ケース販売

賞味
期限

3年

ゆのたに 災害対応食 けんちん汁
新鮮な野菜と油揚げ、車麩を美味しく煮
込みました。酸素吸収層を含んだパウチ
で賞味期限3年を実現。
内容量：250g(43kcal/100g)
ケースサイズ：400×280×220(mm)
総重量：10.5kg

55066

36

￥16,200（税別）

※ケース販売

：落花生

￥8,160（税別）

※ケース販売

● 食物アレルギー（7大アレルゲン）原料を含む表示
：乳

30

1374

賞味
期限

ロングライフ 手羽先ピリ辛煮

賞味
期限

ロングライフ まぐろ浅炊き

備蓄用ビーフカレー

エスビー食品が備蓄用に開発した長期保
存のビーフカレーです。
内容量：200g(185kcal/1P)
ケースサイズ：272×516×128(mm)
総重量：7.3kg(30P入)

※ケース販売

※ケース販売

3年

S&B

賞味
期限

レトルト保存食 ビーフカレー

749

6年

※バラ販売可

5年

※バラ販売可

ロングライフ 豚バラ大根

賞味
期限

グリコ カレー職人 中辛 常備用 3袋入

賞味
期限

※ケース販売

30

￥200（税別）
￥6,000（税別）

3年

45693

5年

賞味
期限

温めずにそのままおいしく食べられる野
菜シチューです。
内容量：200g(178kcal/1P)
ケースサイズ：277×507×80(mm)
総重量：6.9kg(30P入)

賞味
期限

ロングライフ さば味噌煮

※バラ販売可

5年

※ケース販売

賞味
期限

￥365（税別）
￥7,300（税別）

ハウス ヒートレスシチュー

賞味
期限

3年

賞味
期限

グリコ カレー職人 甘口 常備用 3袋入

賞味
期限

温めなくても、いつでもどこでも野菜たっ
ぷりのおいしいカレーが食べられます。
内容量：200g(173kcal/1P)
ケースサイズ：277×507×80(mm)
総重量：6.9kg(30P入)

14452

5年

：食物アレルギー27品目不使用

単価￥450（税別）

3年

ゆのたに 災害対応食

豚汁

新鮮な野菜と豚肉で美味しく煮込みあげ
ました。酸素吸収層を含んだパウチで賞
味期限3年を実現。
内容量：250g(61kcal/100g)
ケースサイズ：400×280×220(mm)
総重量：10.5kg

55068

36

※ケース販売

￥16,200（税別）
単価￥450（税別）

※ケース販売

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

防 災 セット

賞味
期限

3年

ゆのたに 災害対応食

筑前煮

36

55069

￥18,000（税別）
単価￥500（税別）

賞味
期限

ゆのたに 災害対応食

55070

36

36

55073

￥14,400（税別）
単価￥400（税別）

※ケース販売

￥16,200（税別）
単価￥450（税別）

55072

36

￥17,280（税別）
単価￥480（税別）

※ケース販売

※ケース販売

3年

賞味
期限

ゆのたに 大型缶詰 きのこ汁 2号缶

きのこ群と新鮮野菜を取りあわせ、美味
しく味付けしました。大自然の恵みをお
召し上がりください。
内容量：820g(26kcal/100g)
ケースサイズ：410×310×130(mm)
総重量：12.3kg

55081

12

￥12,000（税別）
単価￥1,000（税別）

※ケース販売

3年

賞味
期限

ゆのたに 大型缶詰

豚汁

2号缶

新鮮な野菜と豚肉で美味しく煮込みあげ
ました。
内容量：820g(63kcal/100g)
ケースサイズ：410×310×130(mm)
総重量：12.3kg

55082

12

￥13,800（税別）
単価￥1,150（税別）

3年

ゆのたに 大型缶詰 けんちん汁 1号缶
新鮮な野菜と油揚げ、車麩を美味しく煮
込みました。
内容量：3,000g(52kcal/100g)
ケースサイズ：480×320×185(mm)
総重量：21kg

55083

6

※ケース販売

￥15,600（税別）
単価￥2,600（税別）

※ケース販売

避難所・搬送用品

賞味
期限

36

柔らかい白身魚のつみれを細かく刻んだ
野菜のあんで絡めました。酸素吸収層を
含んだパウチで賞味期限3年を実現。
内容量：120g(79kcal/100g)
ケースサイズ：400×280×220(mm)
総重量：5.6kg

救助資機材・避難用品

新潟県産のコシヒカリを使用し、大根と
人参を加え炊きあげました。酸素吸収層
を含んだパウチで賞味期限3年を実現。
内容量：250g(28kcal/100g)
ケースサイズ：400×280×220(mm)
総重量：10.5kg

55071

ゆのたに 災害対応食 つみれの野菜あんかけ

応急手当用品

ゆのたに 災害対応食 野菜入りおかゆ

単価￥500（税別）

和風汁物

数種類の根菜を大豆を使用せず味噌汁
風の汁物にしました。酸素吸収層を含ん
だパウチで賞味期限3年を実現。
内容量：250g(30kcal/100g)
ケースサイズ：400×280×220(mm)
総重量：10.5kg

3年

トイレ・衛生用品

賞味
期限

3年

￥18,000（税別）

ゆのたに 災害対応食

※ケース販売

※ケース販売

賞味
期限

肉じゃが

肉の旨味がしみこんだ、ホクホクのじゃが
芋が懐かしい味です。酸素吸収層を含ん
だパウチで賞味期限3年を実現。
内容量：200g(178kcal/100g)
ケースサイズ：400×280×220(mm)
総重量：10.5kg

賞味
期限

3年

転倒防止用品

鶏肉の味をベースに根菜を炊き合わせた
昔ながらの味。酸素吸収層を含んだパウ
チで賞味期限3年を実現。
内容量：200g(77kcal/100g)
ケースサイズ：400×280×220(mm)
総重量：8.5kg

3年

非常食・水・炊き出し

賞味
期限

5年

55087

20

￥9,600（税別）

ラジオ・ライト・発電機

非常用 梅干（12粒入）

人体に必要な塩分の補給に役立ち、クエ
ン酸の効果で疲れを癒します。
内容量：72g(12粒)(34kcal/1P)
ケースサイズ：435×320×130(mm)
総重量：3kg(20P入)

大雨・洪水などの災害も増えています
規模に関わらず、準備と計画を

単価￥480（税別）

※ケース販売

防災季節商品
情報伝達
火災・水害対策

● 1ケース当たりの数量
：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

31

餅・デザート ほか
rice cake・dessert etc...
賞味
期限

ロッテ 歯みがきガム ノータイム

爽やかなミント感と冷涼感で歯磨きをし
た後のようなサッパリ感をお届けします。
内容量：7個(70kcal/1P)
ケースサイズ：20×19×77(mm)

賞味
期限

28

5年

安心米おこげ カレー味

袋を開けて、おこげに味付けパウダーを
まぶすだけでスグに食べられます。
内容量：51.2g(248kcal/1P)
ケースサイズ：410×310×200(mm)
総重量：2.6kg

30

32213

￥8,400（税別）
単価￥280（税別）

賞味
期限

￥100（税別）

1

2052

28

5年

安心米おこげ ぜんざい

袋を開けて、おこげとぜんざいをからめ
るだけでスグに食べられます。
内容量：145g(262kcal/1P)
ケースサイズ：410×310×230(mm)
総重量：5.8kg

30

32222

￥11,400（税別）
単価￥380（税別）

※ケース販売

賞味
期限

5年

水に3分間ひたすだけで食べられる、食
感バツグンの特殊乾燥食品です。
内容量：100g(10枚)(363kcal/1袋)
ケースサイズ：515×310×340(mm)
総重量：7.7kg(50P入)

50

753

￥22,500（税別）
単価￥450（税別）

賞味
期限

防災用氷砂糖100g

災害時などパニックになった脳に、すみ
やかに栄養を送ることができます。
内容量：100g(387kcal/100g)
ケースサイズ：320×248×110(mm)
総重量：2.3kg(20P入)

1
20

13235
19838

賞味
期限

￥250（税別）
￥5,000（税別）

28

5年

5年

安心米おこげ 梅味

水に3分間ひたすだけで食べられる、食
感バツグンの特殊乾燥食品です。
内容量：83g(10枚)(300kcal/1袋)
ケースサイズ：515×310×340(mm)
総重量：7.7kg(50P入)

50

754

￥22,500（税別）
単価￥450（税別）

30

￥8,400（税別）
単価￥280（税別）

5年

非常食

水もどり餅 あべ川もち

やわらかい舌触りとほんのりとした甘さ
で心も和らぎます。
内容量：116g(12枚)(421cal/1袋)
ケースサイズ：465×240×345(mm)
総重量：7.5kg(50P入)

50

20003

￥22,500（税別）
単価￥450（税別）

￥8,400（税別）
単価￥280（税別）

※ケース販売

5年

保存用即席乾燥餅 きなこ餅

水に3分間ひたすだけで食べられる、食
感バツグンの特殊乾燥食品です。
内容量：94g(10枚)(345kcal/1袋)
ケースサイズ：515×310×340(mm)
総重量：7.7kg(50P入)

50

752

￥22,500（税別）
単価￥450（税別）

※ケース販売

賞味
期限

※ケース販売

※ケース販売

30

32208

※ケース販売

賞味
期限

保存用即席乾燥餅 いそべ餅

安心米おこげ コンソメ味

袋を開けて、おこげに味付けパウダーを
まぶすだけでスグに食べられます。
内容量：51.2g(247kcal/1P)
ケースサイズ：410×310×200(mm)
総重量：2.6kg

賞味
期限

「安心米おこげ」は、アルファ化米を揚げ、
サクッとしたおこげに仕上げています。
内容量：52g(247kcal/1P)
ケースサイズ：410×310×200(mm)
総重量：2.6kg

32224

28

5年

※バラ販売可

※ケース販売

賞味
期限

保存用即席乾燥餅 あんこ餅

5年

5年

非常食

水もどり餅 あんこ餅

やわらかい舌触りとほんのりとした甘さ
で心も和らぎます。
内容量：120g(12枚)(450cal/1袋)
ケースサイズ：465×240×345(mm)
総重量：7.8kg(50P入)

20004

50

※ケース販売

￥22,500（税別）
単価￥450（税別）

※ケース販売

＼ Hit ／

おすすめ
人気です！

賞味
期限

5年

非常食

賞味
期限

水もどり餅 いそべ餅

疲れ がやわらぐほど良い甘さと塩 味で
す。
内容量：88g(12枚)(313cal/1袋)
ケースサイズ：465×240×345(mm)
総重量：6.2kg(50P入)

20005

50

￥22,500（税別）
単価￥450（税別）

5年

賞味
期限

サクマドロップス非常用

糖分補給のできる果汁入り8味ドロップス
です。
内容量：140g(12kcal/1粒)
ケースサイズ：314×126×110(mm)
総重量：1.8kg(10P入)

55086

10

※ケース販売

32

￥4,500（税別）
単価￥450（税別）

6年

賞味
期限

パワーフルーツキャンディ

非常時にもおいしく手軽に最適な防災備
蓄用の栄養補給キャンディ。
内容量：50g(19kcal/1粒)
ケースサイズ：382×341×353(mm)
総重量：6.35kg

21875

80

￥19,200（税別）

※ケース販売

● 食物アレルギー（7大アレルゲン）原料を含む表示
：乳

：卵

：小麦

：落花生

：エビ

：カニ

：食物アレルギー27品目不使用

単価￥240（税別）

※ケース販売

5年

井村屋

保存用えいようかん5本入

適度に柔らかくすっきりした甘さで水が
なくてもそのまま食べる事が出来ます。
内容量：60g×5本(171kcal/1本)
ケースサイズ：365×200×103(mm)
総重量：6kg(20P入)

8300
8301

1
20

￥550（税別）
￥11,000（税別）
※バラ販売可

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

防 災 セット

5年

賞味
期限

アスト新備 パワーブーストようかん

26854

40

￥18,000（税別）
単価￥450（税別）

※ケース販売

もち六年

抹茶＆あんこ

抹茶味とあんこ味の2種類を楽しめる新
しい乾燥餅。水を注ぐだけで簡単に食べ
られます。
内容量：83g(314kcal/1袋)
ケースサイズ：450×430×250(mm)
総重量：8kg

5061

80

￥40,000（税別）
単価￥500（税別）

家庭でも美味しく

5年

賞味
期限

越後製菓

使える缶詰シリーズ

備蓄用・保存用切り餅

バリア性の高いアルミ包装袋で酸素や水
分蒸発、紫外線による劣化を防いで5年
間品質を保持します。
内容量：1kg(227kcal/100g)
ケースサイズ：220×285×450(mm)
総重量：10kg(10P入)

13767

転倒防止用品

食べやすい！スティックタイプのようかん
です。
内容量：45g×6本(275kcal/100g)
ケースサイズ：380×360×130(mm)×2
総重量：13kg(40P入)

6年

非常食・水・炊き出し

賞味
期限

￥12,000（税別）

10

単価￥1,200（税別）

※ケース販売

トイレ・衛生用品

※ケース販売

缶詰
canned food

3年

賞味
期限

やきとり たれ味（75g）

13810

48

￥7,680（税別）
単価￥160（税別）

賞味
期限

やきとり たれ味（260g）

国産鶏肉を炭火で焼き、メーカー独自の
たれで仕上げたʻ炭焼のやきとりʼです。
内容量：260g(451kcal/1P)
ケースサイズ：415×179×116(mm)
総重量：8.3kg(24P入)

13818

24

￥11,040（税別）
単価￥460（税別）

※ケース販売

3年

賞味
期限

おかずに最適な惣菜缶詰です。
内容量：140g(242kcal/1P)
ケースサイズ：320×240×115(mm)
総重量：4.6kg(24P入)

24850

48

￥12,000（税別）
単価￥250（税別）

※ケース販売

おかずに最適な惣菜缶詰です。
内容量：190g(469kcal/1P)
ケースサイズ：320×240×129(mm)
総重量：6kg(24P入)

24844

48

￥10,080（税別）
単価￥210（税別）

24847

￥8,160（税別）

72

単価￥170（税別）

※ケース販売

賞味
期限

日本のさば味噌煮缶

おかずに最適な惣菜缶詰です。
内容量：65g(107kcal/1P)
ケースサイズ：320×240×65(mm)
総重量：2.3kg(24P入)

3年

賞味
期限

はごろも さばで健康 みそ煮

国産さばを使用したみそ煮缶詰です。
内容量：160g(280kcal/1P)
ケースサイズ：314×237×111(mm)
総重量：4.97kg(24P入)

22429

※ケース販売

￥4,800（税別）

24

単価￥200（税別）

※ケース販売

3年

はごろも さばで健康

水煮

ラジオ・ライト・発電機

日本のさんま味付缶詰

3年

おつまみ小鉢鉄板焼肉（馬肉）

避難所・搬送用品

賞味
期限

3年

救助資機材・避難用品

国産鶏肉を炭火で焼き、メーカー独自の
たれで仕上げたʻ炭焼のやきとりʼです。
内容量：75g(144kcal/1P)
ケースサイズ：316×239×138(mm)
総重量：5.7kg(48P入)

3年

応急手当用品

賞味
期限

国産さばを使用した水煮缶詰です。
内容量：160g(198kcal/1P)
ケースサイズ：314×237×111(mm)
総重量：4.97kg(24P入)

22451

￥4,800（税別）

24

単価￥200（税別）

※ケース販売

※ケース販売

防災季節商品

3年

賞味
期限

いわし味付缶詰

24852

48

￥10,560（税別）
単価￥220（税別）

※ケース販売

● 1ケース当たりの数量
：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

賞味
期限

ベターホーム缶詰

うの花炒り

おからにねぎやにんじん、しいたけなど
を混ぜ、だしをきかせた上品な味に仕上
げました。
内容量：65g(100kcal/1P)
ケースサイズ：235×310×140(mm)
総重量：5kg(48P入)

6421

48

￥11,520（税別）
単価￥240（税別）

※ケース販売

3年

ベターホーム缶詰

きんぴらごぼう

繊維質を多く含むごぼう。ごま油の風味
をきかせました。
内容量：45g(45kcal/1P)
ケースサイズ：235×310×140(mm)
総重量：4kg(48P入)

6422

48

火災・水害対策

おかずに最適な惣菜缶詰です。
内容量：100g(162kcal/1P)
ケースサイズ：223×271×100(mm)
総重量：3kg(24P入)

3年

情報伝達

賞味
期限

￥11,520（税別）
単価￥240（税別）

※ケース販売

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。
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賞味
期限

3年

賞味
期限

ベターホーム缶詰

ごもく豆

ふっくら煮上がった良質大豆に、小さく切っ
たこんにゃくや野菜を加えて味付けました。
内容量：70g(88kcal/1P)
ケースサイズ：235×310×140(mm)
総重量：5.2kg(48P入)

48

6423

￥11,520（税別）
単価￥240（税別）

3年

賞味
期限

ベターホーム缶詰

6424

48

3年

賞味
期限

ベターホーム缶詰 さといもいか風味

いかのだしでほっこりと。いかの風味たっ
ぷりのだしで煮上げました。
内容量：70g(56kcal/1P)
ケースサイズ：235×310×140(mm)
総重量：5.2kg(48P入)

48

6427

￥11,520（税別）
単価￥240（税別）

3年

ビタミン豊富なえびすかぼちゃのスープ。
牛乳と生クリームで仕上げたまろやかな
ポタージュです。
内容量：190g(107kcal/1P)
ケースサイズ：285×340×115(mm)
総重量：7.3kg(30P入)

30

6445

￥9,000（税別）
単価￥300（税別）

大豆とこんぶの名コンビ。やわらかく煮
た大豆と昆布の名コンビです。
内容量：60g(80kcal/1P)
ケースサイズ：235×310×140(mm)
総重量：4.8kg(48P入)

6428

48

5年

おでん缶

牛すじ大根入7号缶

14455

24

￥12,000（税別）
単価￥500（税別）

3年

6425

48

￥11,520（税別）
単価￥240（税別）

甘みの強いスイートコーンのポタージュ。
クリーミーで、自然な甘さが楽しめます。
内容量：190g(90kcal/1P)
ケースサイズ：285×340×115(mm)
総重量：7.3kg(30P入)

6446

30

￥9,000（税別）
単価￥300（税別）

3年

ベターホーム缶詰

国内唯一の5年保 存規 格 の惣 菜缶詰で
す。
内容量：80g(138kcal/1P)
ケースサイズ：315×235×80(mm)×2箱
総重量：5.2kg

4355

48

￥24,960（税別）
単価￥520（税別）

6431

48

￥11,520（税別）
単価￥240（税別）

3年

：卵

：小麦

豆、野菜、パスタが入って具だくさん。や
さしいトマト味のスープです。
内容量：190g(64kcal/1P)
ケースサイズ：285×340×115(mm)
総重量：7.3kg(30P入)

6447

￥9,000（税別）

30

単価￥300（税別）

：エビ

：カニ

48

￥11,520（税別）
単価￥240（税別）

※ケース販売

3年

ベターホーム缶詰 かぼちゃいとこ煮

かぼちゃと相性の良いあずきを一緒にう
す味で煮ています。
内容量：60g(73kcal/1P)
ケースサイズ：235×310×140(mm)
総重量：4.8kg(48P入)

6435

48

￥11,520税別）
単価￥240（税別）

※ケース販売

3年

野菜のスープ缶詰 オニオンスープ

たまねぎをアメ色になるまでじっくりとい
ため、コクと甘みをひきだしました。
内容量：190g(26kcal/1P)
ケースサイズ：285×340×115(mm)
総重量：7.3kg(30P入)

6449

30

※ケース販売

￥9,000（税別）
単価￥300（税別）

※ケース販売

5年

防災備蓄用缶詰 国産鶏の炙り焼き 5年保存

国内唯一の５年保存規格の惣菜缶詰です。
内容量：80g(102kcal/1P)
ケースサイズ：315×235×80(mm)×2箱
総重量：5.2kg

4371

48

￥23,040（税別）

※ケース販売

：落花生

6426

賞味
期限

野菜のスープ缶詰 ミネストローネ

たけのこかか煮

たけのこの歯ざわりとかつおぶしの風
味。かつおぶしの風味であっさり仕上げ
ています。
内容量：55g(28kcal/1P)
ケースサイズ：235×310×140(mm)
総重量：4.5kg(48P入)

※ケース販売

● 食物アレルギー（7大アレルゲン）原料を含む表示
：乳

むらさきはな豆

豆のおいしさを生かして、ふっくら甘煮に
しました。お茶うけにもおすすめです。
内容量：70g(125kcal/1P)
ケースサイズ：235×310×140(mm)
総重量：5.2kg(48P入)

賞味
期限

防災備蓄用缶詰 牛肉大和煮 5年保存

ベターホーム缶詰

賞味
期限

※ケース販売

5年

3年

※ケース販売

賞味
期限

※ケース販売

34

単価￥240（税別）

野菜のスープ缶詰 コーンポタージュ

賞味
期限

人気のこてんぐおでん缶牛すじ大根入り
が、美味しさはそのままで長期保存が可
能になりました。
内容量：280g(122kcal/1P)
ケースサイズ：270×207×220(mm)
総重量：8.4kg(24P入)

￥11,520（税別）

ひじき

上等のひじきと相性の良い油揚げの煮も
のです。
内容量：65g(85kcal/1P)
ケースサイズ：235×310×140(mm)
総重量：5kg(48P入)

※ケース販売

※ケース販売

賞味
期限

ベターホーム缶詰

賞味
期限

ベターホーム缶詰 まめこんぶ

賞味
期限

野菜のスープ缶詰 パンプキン

単価￥240（税別）

3年

※ケース販売

賞味
期限

￥11,520（税別）

賞味
期限

※ケース販売

※ケース販売

賞味
期限

切り干しだいこん

昔なつかしい、切り干しだいこんと油あ
げです。
内容量：65g(102kcal/1P)
ケースサイズ：235×310×140(mm)
総重量：5kg(48P入)

3年

：食物アレルギー27品目不使用

単価￥480（税別）

※ケース販売

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

防 災 セット

3年

賞味
期限

はごろも 甘みあっさり ポンチ

22517

24

￥7,680（税別）
単価￥320（税別）

賞味
期限

はごろも 甘みあっさり 白桃

豊かな香りと酸味が好評の白桃缶詰です。
内容量：295g(162kcal/1P)
ケースサイズ：469×317×94(mm)
総重量：9.07kg(24P入)

22519

24

￥10,080（税別）
単価￥420（税別）

22523

24

￥3,840（税別）
単価￥160（税別）

22518

24

￥6,240（税別）
単価￥260（税別）

3年

みかんの缶詰です。甘さをおさえ、フルー
ツ本来のおいしさを活かしました。
内容量：190g(98kcal/1P)
ケースサイズ：413×277×77(mm)
総重量：5.8kg(24P入)

22524

24

￥3,840（税別）
単価￥160（税別）

※ケース販売

黄桃をシラップ漬けにした缶詰です。
内容量：295g(159kcal/1P)
ケースサイズ：469×317×94(mm)
総重量：8.89kg(24P入)

22520

24

￥6,480（税別）
単価￥270（税別）

※ケース販売

賞味
期限

はごろも 朝からフルーツ みかん

はごろも 甘みあっさり 黄桃

3年

賞味
期限

はごろも 朝からフルーツ 黄桃

黄桃が入っています。オリゴ糖を添加した
シラップ漬けです。
内容量：190g(95kcal/1P)
ケースサイズ：413×277×77(mm)
総重量：5.8kg(24P入)

22528

※ケース販売

24

￥4,200（税別）
単価￥175（税別）

3年

はごろも 朝からフルーツ パイミン

みかんとパインアップルをシラップ漬け
にした缶詰です。
内容量：190g(99kcal/1P)
ケースサイズ：413×277×77(mm)
総重量：5.8kg(24P入)

13421

24

￥3,840（税別）
単価￥160（税別）

※ケース販売

※ケース販売

救助資機材・避難用品

みかん、パインアップル、黄桃のフルーツ
缶詰です。
内容量：190g(93kcal/1P)
ケースサイズ：413×277×77(mm)
総重量：5.8kg(24P入)

パインと大粒のみかんをシラップ漬けに
した缶詰です。
内容量：295g(165kcal/1P)
ケースサイズ：469×317×94(mm)
総重量：8.95kg(24P入)

応急手当用品

賞味
期限

はごろも 朝からフルーツ ミックス

はごろも 甘みあっさり パイミン

3年

トイレ・衛生用品

3年

賞味
期限

※ケース販売

※ケース販売

賞味
期限

3年

転倒防止用品

黄桃・白桃・みかん・りんご・パインアッ
プル・さくらんぼが一度に楽しめます。
内容量：295g(154kcal/1P)
ケースサイズ：469×317×94(mm)
総重量：9.06kg(24P入)

3年

非常食・水・炊き出し

賞味
期限

※ケース販売

避難所・搬送用品

備えて、安心
賞味
期限

3

賞味
期限

年

パインアップルをシラップ漬けにした缶
詰です。
内容量：190g(96kcal/1P)
ケースサイズ：413×277×77(mm)
総重量：5.8kg(24P入)

22527

24

￥3,840（税別）
単価￥160（税別）

3

ホテイ みかん缶詰

中国産のみかんを現地でパックしたシラ
ップ漬缶詰です。
内容量：425g(155kcal/1P)
ケースサイズ：460×310×125(mm)
総重量：12.5kg(24P入)

13819

24

※ケース販売

48021

30

￥3,600（税別）
単価￥120（税別）

※ケース販売

● 1ケース当たりの数量
：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

賞味
期限

カゴメ 野菜一日これ一本 長期保存用

栄養のバランスに配慮して30品目の野菜
350g分をぎゅっと濃縮しています。
内容量：190g(77kcal/1P)
ケースサイズ：325×268×110(mm)
総重量：6.9kg(30缶入)

378

30

￥4,500（税別）
単価￥150（税別）

※ケース販売

2年

賞味
期限

カゴメ トマトジュース

夏の畑で真っ赤に完熟させたトマトジュー
ス用トマトを原料としています。
内容量：190g(41kcal/1P)
ケースサイズ：325×268×110(mm)
総重量：7kg(30缶入)

24505

30

￥3,450（税別）
単価￥115（税別）

※ケース販売

2年

カゴメ 野菜ジュース

緑黄色野菜を中心とする１１種類の野菜
をブレンドしました。
内容量：190g(36kcal/1P)
ケースサイズ：325×268×110(mm)
総重量：7kg(30缶入)

44874

30

火災・水害対策

栄養のバランスに配慮して30品目の野菜
350g分をぎゅっと濃縮しています。
内容量：190g(65kcal/1P)
ケースサイズ：325×268×110(mm)
総重量：6.8kg(30缶入)

5.5年

情報伝達

カゴメ 野菜一日これ一本

単価￥220（税別）

※ケース販売

賞味
期限

3年

￥5,280（税別）

防災季節商品

賞味
期限

ラジオ・ライト・発電機

はごろも 朝からフルーツ パイン

普段の消費にも美味しく活用

年

￥3,450（税別）
単価￥115（税別）

※ケース販売

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。
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硬度
70％

保存水
water
賞味
期限

5年

賞味
期限

北アルプス保存水 500ml

北アルプス連峰の立山山麓で花崗岩層か
らなる自然のろ過装置によって磨きあげ
られたおいしい水です。
内容量：500ml
ケースサイズ：255×365×225(mm)
総重量：14kg(24本入)

1
24

27847

50006

賞味
期限

5年

賞味
期限

富士ミネラルウォーター 1L

12

賞味
期限

富士ミネラルウォーター 1.5L

弱アルカリ性の軟水タイプで、バナジウム
を豊富に含んでおります。
内容量：1L
ケースサイズ：342×259×292(mm)
総重量：13.4kg(12本入)

8897

5年

弱アルカリ性の軟水タイプで、バナジウム
を豊富に含んでおります。
内容量：1.5L
ケースサイズ：380×197×325(mm)
総重量：13.1kg(8本入)

￥3,120（税別）

16870

※ケース販売

8

￥2,800（税別）
※ケース販売

￥180（税別）
￥4,320（税別）

北アルプス保存水 2L

北アルプス連峰の立山山麓で花崗岩層か
らなる自然のろ過装置によって磨きあげ
られたおいしい水です。
内容量：2L
ケースサイズ：185×330×325(mm)
総重量：14kg(6本入)

27846

賞味
期限

富士山麓の保存水 500ml

富士山 麓 から美 味しいお 水を採りまし
た。
内容量：500ml
ケースサイズ：375×245×230(mm)
総重量：13.5kg(24本入)

24

6

￥2,400（税別）
※ケース販売

※バラ販売可

5年

2023

5年

￥4,032（税別）
※ケース販売

5年

富士山麓の保存水 2L

富士山 麓 から美 味しいお 水を採りまし
た。
内容量：2L
ケースサイズ：330×190×320(mm)
総重量：13kg(6本入)

2025

6

￥2,500（税別）
※ケース販売

硬度
80％

賞味
期限

5年

賞味
期限

立山の天然水保存用 500ml

24

賞味
期限

立山の天然水保存用 2L

北アルプス連峰の立山山麓で花崗岩層か
らなる自然のろ過装置によって磨きあげ
られたおいしい水です。
内容量：500ml
ケースサイズ：380×250×220(mm)
総重量：13kg(24本入)

23477

5年

￥4,800（税別）
※ケース販売

北アルプス連峰の立山山麓で花崗岩層か
らなる自然のろ過装置によって磨きあげ
られたおいしい水です。
内容量：2L
ケースサイズ：324×282×224(mm)
総重量：13kg(6本入)

23476

6

￥1,800（税別）
※ケース販売

5年

賞味
期限

富士山のおいしい水 イオン水 500ml

原水は富士山にしみこんだ水が、約７０
年かけて硬い岩盤層を抜けて湧き出す名
水です。
内容量：500ml
ケースサイズ：275×400×225(mm)
総重量：13.5kg(24本入)

24

13725

￥5,040（税別）
※ケース販売

5年

富士山のおいしい水 イオン水 1L

原水は富士山にしみこんだ水が、約７０
年かけて硬い岩盤層を抜けて湧き出す名
水です。
内容量：1L
ケースサイズ：257×420×292(mm)
総重量：16.5kg(15本入)

13770

15

￥3,465（税別）
※ケース販売

￥4,032（税別）

賞味
期限

5年

賞味
期限

13886
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8

￥2,944（税別）
※ケース販売

賞味
期限

富士山のおいしい水 イオン水 2L

富士山のおいしい水 イオン水 1.5L

原水は富士山にしみこんだ水が、約７０
年かけて硬い岩盤層を抜けて湧き出す名
水です。
内容量：1.5L
ケースサイズ：187×340×320(mm)
総重量：13.5kg(8本入)

5年

原水は富士山にしみこんだ水が、約７０
年かけて硬い岩盤層を抜けて湧き出す名
水です。
内容量：2L
ケースサイズ：183×330×320(mm)
総重量：13.5kg(6本入)

14194

6

￥2,520（税別）

6年

賞味
期限

胎内高原の保存水 500ml

新潟県胎内市の鉱水を災害備蓄用の飲
料水にしました。
内容量：2L
ケースサイズ：327×190×319(mm)
総重量：12.5kg(6本入)

※ケース販売

※ケース販売

24829

24

￥3,840（税別）

※ケース販売

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

胎内高原の保存水 2L

新潟県胎内市の鉱水を災害備蓄用の飲
料水にしました。1.5L×8本もあります。
内容量：500ml
ケースサイズ：370×256×220(mm)
総重量：12.5kg(24本入)

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

6年

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

26843

6

￥2,100（税別）

防 災 セット

7年

賞味
期限

アルカリイオン天然水 500ml

29046

24

￥3,840（税別）
※ケース販売

賞味
期限

アルカリイオン天然水 2L

外気に触れることなく無菌状態でボトリ
ングしているため、品質とおいしさがそ
のままです。
内容量：2L
ケースサイズ：315×185×323(mm)
総重量：13kg(6本入)

6

29047

￥1,836（税別）
※ケース販売

10年

賞味
期限

アンシンクのあんしん水 500ml

霊峰の霊泉・生命の水「あんしん」は天
然アルカリイオン水PH9.90という世界で
もめずらしい高アルカリイオン水です。
内容量：500ml
ケースサイズ：370×250×220(mm)
総重量：14kg(24本入)

1840

24

￥7,200（税別）
※ケース販売

10年

アンシンクのあんしん水

1.5L

霊峰の霊泉・生命の水「あんしん」は天
然アルカリイオン水PH9.90という世界で
もめずらしい高アルカリイオン水です。
内容量：1.5L
ケースサイズ：410×190×320(mm)
総重量：17kg(10本入)

1841

10

転倒防止用品

外気に触れることなく無菌状態でボトリ
ングしているため、品質とおいしさがそ
のままです。
内容量：500ml
ケースサイズ：380×270×210(mm)
総重量：13.4kg(24本入)

7年

非常食・水・炊き出し

賞味
期限

￥6,000（税別）
※ケース販売

トイレ・衛生用品

10年

賞味
期限

アンシンクのあんしん水

2L

10年

賞味
期限

飲むおんせんVeil(ベール) 500ml

日本で初めて１００％の温泉の飲用許可を
とった保存水。10年間の長期保存が可能。
内容量：500ml
ケースサイズ：378×260×230(mm)
総重量：13kg(24本入)

※ケース販売

※ケース販売

6

4218

10年

賞味
期限

500ml

北海道の羊蹄山より真狩村に湧き出る各
種ミネラル成分をバランスよく含んだ天
然水です。
内容量：500ml
ケースサイズ：370×250×228(mm)
総重量：13.5kg(24本入)

24

￥5,760（税別）
※ケース販売

24

￥5,000（税別）

10年
2L

北海道の羊蹄山より真狩村に湧き出る各
種ミネラル成分をバランスよく含んだ天
然水です。
内容量：2L
ケースサイズ：330×192×327(mm)
総重量：13.5kg(6本入)

6

￥2,310（税別）
※ケース販売

8

4059

賞味
期限

カムイワッカ麗水10年

8026

日本で初めて１００％の温泉の飲用許可を
とった保存水。10年間の長期保存が可能。
内容量：1.5L
ケースサイズ：360×190×325(mm)
総重量：13kg(8本入)

￥4,500（税別）
※ケース販売

15年
10
500ml

北海道の羊蹄山より真狩村に湧き出る各
種ミネラル成分をバランスよく含んだ天
然水です。
内容量：500ml
ケースサイズ：370×250×228(mm)
総重量：13.5kg(24本入)

24

日本で初めて１００％の温泉の飲用許可を
とった保存水。10年間の長期保存が可能。
内容量：2L
ケースサイズ：335×200×325(mm)
総重量：13kg(6本入)

4060

賞味
期限

カムイワッカ麗水15年

8025

飲むおんせんVeil(ベール) 2L

￥7,800（税別）
※ケース販売

6

￥4,000（税別）
※ケース販売

15年
10

カムイワッカ麗水15年

2L

ラジオ・ライト・発電機

カムイワッカ麗水10年

7804

4061

飲むおんせんVeil(ベール) 1.5L

10年

避難所・搬送用品

賞味
期限

￥4,200（税別）

賞味
期限

救助資機材・避難用品

霊峰の霊泉・生命の水「あんしん」は天
然アルカリイオン水PH9.90という世界で
もめずらしい高アルカリイオン水です。
内容量：2L
ケースサイズ：230×280×330(mm)
総重量：14kg(6本入)

10年

応急手当用品

賞味
期限

北海道の羊蹄山より真狩村に湧き出る各
種ミネラル成分をバランスよく含んだ天
然水です。
内容量：2L
ケースサイズ：330×192×327(mm)
総重量：13.5kg(6本入)

8031

6

￥3,000（税別）
※ケース販売

防災季節商品

5.5年

SSK レスキューウォーター 480ml

3182

24

1人1日3リットルが目安です
最低3日分の備蓄が望ましいと
いわれています
防災と安心

火災・水害対策

アルミ缶なので環境に配慮された商品で
す。中身がなくなったら、給水筒として使
えます。
内容量：480ml
ケースサイズ：410×275×205(mm)
総重量：12.5kg(24本入)

情報伝達

賞味
期限

￥7,200（税別）
※ケース販売

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。
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浄水器・浄化剤・検査剤
water ﬁlter・puriﬁcation tablet

携帯用ストロー浄水器MIZU-Q

水を粒状活性炭やコーラルサンドなどでろ
過し、汚染物質を取除くことができます。
浄水能力：約100L（200㏄コップ500杯）
サイズ：φ19×133(mm)
総重量：24g

1052

￥2,300（税別）

飲料水用 粉末除菌剤AQUAQU

MIZU-Q

PLUS

水の中にいる大腸菌を処理し、衛生的な飲
料水を作ります。
浄水能力：約120L（200㏄コップ600杯）
サイズ：φ19×43(mm)
総重量：2.5g

キャンプやアウトドアなどの飲み水や料理
に使用する水を安心安全に作れます。
浄水能力：約350L
サイズ：直径40.5×134(mm)
重量：約65g

脱塩フィルターサバイバー 海水浄水器

携帯浄水器 脱塩フィルター
サバイバー 海水浄水器

15282

￥800（税別）

6024

￥4,200（税別）

ボトル
1本

＋

交換フィルター
１個

携帯用浄水器「スーパーデリオス」

サバイバルプラス携帯浄水ボトルセット

接続された容器部分を軽く押し絞るだけ
で綺麗な水に変えることができます。
総ろ過量：約200L
サイズ：233×70×50(mm)
総重量：58g

1868

￥3,780（税別）

手動式浄水器MIZU-Q500

背負って移動出来る手動式浄水 装置で
す。
浄水能力：3L／毎分(2〜3t対応)
サイズ：270×380×700(mm)
総重量：3.5kg

1665

￥94,800（税別）

放射性物質に対応する携帯浄水ボトルです。
内容量：600ml 浄水能力：380L
サイズ：ボトル φ80×228(mm)
交換フィルター φ41×72(mm)
総重量：130g

45874

￥11,000（税別）

手動式浄水器

MIZU-Q1000

190

￥495,000（税別）

逆浸透膜フィルターで海水中の塩分を98%
除去するハンドポンプ式の脱塩浄水器です。
脱塩能力：98.4%(95.3%以上)
サイズ：130×20×70(mm)
総重量：1.2kg

12235

￥200,000（税別）

手動式ポンプ使用のため、電源がなくて
も水源さえあればどこでも良質の飲料水
をつくることができます。
浄水能力：500L／毎時
サイズ：570×304×500(mm)
総重量：18.5㎏

なによりも大切な水
確かな備えで、
しっかり確保
防災と安心
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● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

逆浸透膜フィルターで海水中の塩分を98%
除去するハンドポンプ式の脱塩浄水器です。
脱塩能力：98.4%(95.3%以上)
サイズ：140×560×90(mm)
総重量：3.2kg

12186

￥400,000（税別）

防 災 セット
非常食・水・炊き出し

タンク
tank

折りたたみウォーターバッグ

3695

￥300（税別）

緊急用給水袋 3リットル

多層フィルム構 造で丈 夫にで きていま
す。使用しない時は畳んでコンパクトに収
納できます。
内容量：3L
サイズ：270×270×60(mm)
材質：ポリエチレン・ナイロン

306

￥500（税別）

非常用給水袋4リットル（1枚）

特殊構造のチャック「エクシール」(特許
品)使用しています。飲料水の給水・一時
保存に最適です。
内容量：4L
サイズ：280×345(mm)
材質：ポリエチレン・ナイロン

994

転倒防止用品

折りたためるので避難袋などに入れてお
くことができます。
内容量：3L
サイズ：165×200×170(mm)
材質：ポリエチレン

￥560（税別）

トイレ・衛生用品

3979 20ℓ

￥570（税別）
￥860（税別）

442

￥1,250（税別）

非常用飲料水ポリタンク20L

避難生活に欠かせない大型給水用ポリタ
ンクです。
内容量：20L
サイズ：190×355×445(mm)
総重量：1.10kg
材質：ポリエチレン

995

￥2,600（税別）

抗菌ボルディーウォータータンク

抗菌加工されたウォータータンクです。
サイズ：355×145×295(mm)
／395×190×360(mm)
総重量：720g／1.6kg
材質：ポリエチレン（無機系抗菌剤使用）

15568 10ℓ

15569 20ℓ

救助資機材・避難用品

3977 10ℓ

抗菌ライドウォータージャグ 10L

収納に便利な折りたたみ式の抗菌ウォー
タージャグです。
内容量：10L
サイズ：240×240×240(mm)
総重量：175g
材質：ポリエチレン（無機系抗菌剤使用）

応急手当用品

折りたたみウォータータンク

コンパクトにたためるウォータータンク
です。注ぐのに便利なコック付き。
サイズ：225×225×270(mm)
／290×290×335(mm)
総重量：170g／280g

￥2,500（税別）
￥3,200（税別）

避難所・搬送用品

コップ
２個付

ラジオ・ライト・発電機

クールヒッツウォータージャグ

保温&保冷どちらもでき、注水や洗浄の際
に使いやすい広口タイプのジャグです。
サイズ：240×280×315(mm)
／240×280×365(mm)
総重量：1.3kg／1.5kg

16584 6ℓ

16589 8ℓ

￥5,500（税別）
￥6,500（税別）

防災季節商品

大型タンク

フタ

big tank

付

43726 2000ℓ ￥140,000（税別）

ウォータータンク350L車載型

43730 1000ℓ ￥145,000（税別）

43735 350ℓ

コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。
サイズ：φ1600×650(mm)
φ2000×900(mm)／φ2400×1100(mm)
φ2600×1400(mm)／φ3700×1300(mm)
総 重 量：10 . 0 k g ／16 . 0 k g ／2 2 . 0 k g ／
40.0kg／60.0kg

43731 2000ℓ ￥185,000（税別）

災害時に軽トラックへ積載し運搬ができ
ます。
サイズ：φ1400×1400×210(mm)
総重量：5.5kg
材質：PVCターポリン無毒加工

￥85,000（税別）

火災・水害対策

43724 1000ℓ ￥110,000（税別）

43725 1500ℓ ￥125,000（税別）

ウォータータンク

情報伝達

組立式ウォータータンク

災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタ
ンクです。
サイズ：φ1380×920(mm)
φ1640×920(mm)／φ1880×920(mm)
総重量：14.8kg／17.3kg／19.0kg

43732 3000ℓ ￥290,000（税別）
43733 5000ℓ ￥500,000（税別）
43734 10000ℓ ￥750,000（税別）

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。
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かまど・燃料・コンロ
kamado・fuel・cooking stove
【※かまど製品はメーカー認証が
必要となります】

防災用かまどセット

シンプルで使いやすい構造が非常時に便利です。
サイズ：φ350×375×板厚0.5(mm)／φ420×425×板厚0.5(mm)／φ500×425×板厚
0.6(mm)／φ500×425×板厚0.6(mm)／
総重量：3kg／4.5kg／7kg／7kg
629

￥32,400（税別）
￥46,700（税別）
約7升用(約70人分)
￥79,600（税別）
約1斗用(約100人分) ￥105,500（税別）

約3升用(約30人分)
180 約5升用(約50人分)
630
631

▼292

ガスマッチプロ

▼280

￥600（税別）

44873

44871

固形燃料デュアルヒート小缶

マグカップ1杯程度のお湯が簡単に何回も
沸かせる、大変便利で画期的な商品です。
「非アルコール」固形燃料消防庁＜非危険
物＞認定品
内容量：130g(燃焼時間：約2時間)
サイズ：燃料缶φ65×60(mm)
材質：アルミ・ステンレスSUS304

50型
85型

￥298,000（税別）
￥398,000（税別）

34ℓ EG600

￥300,000（税別）
￥370,000（税別）

ダイワ移動かまど 木ふたタイプ ガス・薪併用

34ℓ EG600A
80ℓ EG800A

￥312,000（税別）
￥384,000（税別）

どこでも湯沸かしセット

￥1,100（税別）

デュアルヒート4缶とステンレスカップ、専
用五徳等をセットにしました。
燃焼時間：8時間(2時間×4缶)
セット内容：デュアルヒート×4、専用五徳
×1、マッチ×1、ステンレスカップ×1、軍
手×1、消火用のふた×1、ビニール製携帯
袋×1

49328

軽く組み立ても簡単で、女性にも組立可能です。
LPガス・薪焚き対応
調理量：34L(40〜100食分)／80L(250〜300食分)
サイズ：φ650×460(mm)／φ820×550(mm)
梱包：φ640×580(mm)／φ850×640(mm)
総重量：23kg／41kg

44872

44870

燻薪<カラマツくん>5kg

間伐材を活用し、広葉樹のオガコで燻製
加工してつくられた薪です。
内容量：5kg
サイズ：400×300×200(mm)

4956

￥3,500（税別）

￥5,000（税別）

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

85型

280
291

軽く組み立ても簡単で、女性にも組立可能です。
LPガス・薪焚き対応
調理量：34L(40〜100食分)／80L(250〜300食分)
サイズ：φ650×460(mm)／φ820×550(mm)
梱包：φ640×580(mm)／φ850×640(mm)
総重量：23kg／41kg

40

▼291

大型炊き出し器＜まかないくんシリーズ＞抜群な熱効率を誇りながらも安全設計です。灯油･LPガス･薪･廃材炊き対応。
調理量：28L(40〜100食分)／50L(70〜160食分)／85L(250〜300食分)
サイズ：φ550×713(mm)／φ645×815(mm)／φ770×959(mm)
梱包：576×576×745(mm)／670×670×865(mm)／806×806×806(mm)
総重量：28.3kg／39.3kg／69kg
292
30型 ￥191,000（税別）

ダイワ移動かまど アルミふたタイプ ガス・薪併用

49330

50型

大型炊き出し器 まかないくん

使いやすいロングノズルタイプ。
安全ロック付
サイズ：283×32×40(mm)
重量：68g

8073

30型

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

80ℓ EG800

災害備蓄用 暖房・調理アイテム「薪缶」

災害緊急時、暖が取れ、調理もできます。
連続燃焼時間：約3時間
内容量：乾燥薪5kg
サイズ：230×230×350(mm)

28024

￥8,000（税別）

防 災 セット

￥2,300（税別）

1040

イワタニ カセットフー 達人スリムⅢ

イワタニ・カセットフーシリーズの中で最も
うす型のこんろです。
連続燃焼時間：約70分
サイズ：335×275×84(mm)
総重量：1.3kg

7811

￥5,600（税別）

カセットコンロ フーBO(ボー)EX

安全装置付で取り扱いが簡単、屋外の使
用にも安心のダブル風防付です。
連続燃焼時間：約55分
発熱量：4.1kW(3,500kcal/h)
サイズ：337×302×93(mm)
総重量：1.9㎏

￥12,000（税別）

1050

イワタニカセットガス3本組 CB-250-OR
カセットコンロと一緒にどうぞ。
内容量：250g×3本
サイズ：210×70×200(mm)
重量：750g(3本入)
材質：液化ブタンガス

1051

転倒防止用品

燃焼効率が高く、長期備蓄可能で、軽量
な折りたたみコンロと燃料のセットです。
内容量：280g(燃焼時間：約2.5時間)
サイズ：110×135×40(mm)
総重量：440g
付属品：・携帯袋・燃料付(10g×10個)

非常食・水・炊き出し

クイックコンロ

￥1,150（税別）

トイレ・衛生用品

￥3,000（税別）

8041

グリーンウッド カセットボンベ 3P
カセットコンロと一緒にどうぞ。
内容量：250g×3本
材質：液化ブタンガス

8042

￥500（税別）

ジュニアコンパクトバーナー CB-JCB
カセットガスが燃料だからとても便利
点火方式：圧電着火方式
使用時：155×155×127(mm)
収納時：82×68×109(mm)
総重量：274g

￥5,660（税別）

7932

ファイアブロック 着火剤(30片入) M-6710

マッチやライターで点火OK。木炭等の着火が
スムーズ。必要な分だけ割って使えます。
燃焼時間：1片につき約10分（燃焼条件
により異なります）
サイズ：約30×40×10mm（1片）
材質：圧縮木材繊維（ワックス含有）

2294

救助資機材・避難用品

ヒートパネル・安全装置付。薄くてスマー
トなボディで最大出力3.5kW/3000kcal。
カセットボンベは別売り。
サイズ：330×280×106mm
重量：1.1kg

応急手当用品

グリーンウッド カセットコンロ ブラウン GC-TH1

￥600（税別）

避難所・搬送用品

開閉式ゴトク、折りたたんでコンパクト収納。
点火方式：圧電着火方式
使用時：125×125×85(mm)
収納時：117×105×65(mm)
総重量：300g

￥6,500（税別）

16581

レギュラーガスカートリッジCS-250

ランタン、バーナーなどのガス器具の使
用にどうぞ。
内容量：230g
サイズ：φ110×90(mm)
材質：液化ブタン

16408

￥950（税別）

KAMADO(かまど) 煙突ストーブ UG-11

アウトドアシーンに合わせた５つの用途に使
えるかまど型の煙突ストーブ。※組立にはプ
ラスドライバーなどの工具が必要です。
組立サイズ：450×550×950(ｍｍ)
本体サイズ：外径360×550(ｍｍ)
網サイズ：360×360(ｍｍ)
重量：6.3kg

ゴトクとアミがセット。煮炊きや焼き物など
賢くスマートに使えます。持ち運びに便利な
収納バッグ付。
組立時：約255×180×255(mm)
収納時：約275×185×45(mm)
網サイズ：約240×160(mm)
重量：約1.4kg

6153

￥9,000（税別）

防災季節商品

￥26,000（税別）

2292

ローソク

カマド スマートグリル B5型
（3段調節）

ラジオ・ライト・発電機

オーリック小型ガスバーナーコンロ
圧電点火装置付（ケース付）

candle

5391

8時間

12時間

￥320（税別）
￥500（税別）

893

￥1,100（税別）

非常用液体ローソク

灯油などの揮発性物質を一切含まないので
長時間安心して使用できます。マッチ付。
使用時間：40時間
本体：φ62×125(mm)
材質：ポリカーボネイト

897

白

￥1,700（税別）

100時間ろうそく

巻いてある特殊透明フィルムでろうが垂
れないよう工夫されています。
使用時間：100時間
サイズ：φ70×230(mm)
総重量：800g

11017

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

火災・水害対策

5390

非常用ローソクセット 壁掛式

壁掛けタイプの便利なローソクセットで
す。マッチ付。
内容量：3本
使用時間：10時間

情報伝達

非常用ローソク

災害時にはもちろん、キャンプなどにも
御利用できます。マッチ付。
使用時間：8時間／12時間
本体：40φ×60(mm)／40φ×90(mm)
箱：53×53×93(mm)

￥1,700（税別）
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一般調理器具
cookware

しゅう酸

千寿鍋

37cm

本蓚酸両手鍋

災害時の炊き出し用にどうぞ。
内容量：17.7L
サイズ：φ370mm
材質：アルミ

￥10,500（税別）

415

純蓚酸アルマイト加工の両手鍋です。災
害時の炊き出し等にご使用頂けます。
内容量：2.7L/9L/21L
サイズ：200×95mm/300×135mm/400×195mm

6158

4322
4275

20cm

30cm
40cm

￥3,400（税別）
￥6,200（税別）
￥13,500（税別）

使い捨てスプーン
袋入スプーン（100本入） SP-100G

使い捨てフォーク
袋入フォーク（100本入） SF-100G

袋入りなので衛生的に1本1本使えます。
内容量：100本
サイズ：125mm
ケースサイズ：150×135×40(mm)
総重量：215g
材質：スチロール樹脂

袋入りなので衛生的に1本1本使えます。
内容量：100本
サイズ：130mm
ケースサイズ：200×170×45(mm)
総重量：334g
付属品：スチロール樹脂

お椀（50枚組）

大皿（50枚組）

￥700（税別）

7119

耐水・耐油・耐熱性に優れた、自然分解
する使い捨て食器です。
環境に優しい＜エコ容器シリーズ＞
内容量：50枚
サイズ：600ml φ155×63(mm)

999

￥1,760（税別）

紙コップ 7オンス 80個入

利用者が大勢の時に便利！お徳な80個入
り。
内容量：205ml
サイズ：口径72.6×79.3(ｍｍ)
材質：バージンパルプ

7101

7120

￥715（税別）

耐水・耐油・耐熱性に優れた、自然分解
する使い捨て食器です。
環境に優しい＜エコ容器シリーズ＞
内容量：50枚
サイズ：φ230×21(mm)

1000

￥1,760（税別）

災害用簡易食器セットA 100名用

￥430（税別）

容器は発泡スチロール製なので、軽くて
保温保冷に優れています。
丼容器・先割れスプーン・手袋・ウェット
ティッシュ100名用
ケースサイズ：560×355×335(mm)

5170

￥12,000（税別）

災害対策用大型ケトル

使いやすさを追求した定番のアルマイト
仕上げです。カップラーメン用としてなら
50食分のお湯が沸かせます。
内容量：8.7L
材質：アルミ(アルマイト仕上げ)

1042

￥13,650（税別）

フリータイム林間セット

ポーチに全部収納できる食器8点セットです。
収納時：243×174×80(mm)
総重量：270g
材質：ポリプロピレン・スチロール樹脂
付属品：ボール・プレート・フタ・マグカップ・
スプーン・フォーク・ハシ・カレー皿・バッグ

15511

￥1,600（税別）

レジャーセット
（3人用）

3人用の食器と栓抜き、缶切りがコップ兼
用容器に入っています。
サイズ：φ80×175(mm)
総重量：290g
付属品：スプーン(3本)・フォーク(3本)・皿(3
枚)・コップ(3個)・栓抜き兼用缶切り・ナイフ

1002

￥1,800（税別）

災害用簡易食器セットB100名用

容器は発泡スチロール製なので、軽くて
保温保冷に優れています。
丼容器・カップ・先割れスプーン・手袋・
ウェットティッシュ100名用
ケースサイズ：560×355×335(mm)

5173

￥15,000（税別）

スプーンセット

ナイフ、フォーク、スプーンがセットになっ
ている便利なツールです。
個装サイズ：190×60×20(mm)
総重量：700g
材質：ポリ塩化ビニル
付属品：ビニールケース

1006

フードパック
（50枚組）

耐水・耐油・耐熱性に優れた、自然分解
する使い捨て食器です。
環境に優しい＜エコ容器シリーズ＞
内容量：50枚
収納時：120×171×53(mm)

998

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

￥1,760（税別）

キャンピング食器5点セット 箱入

ステンレス製の食器・調理器具セットです。
サイズ：鍋140mm・120mm／皿（ふた）
150mm・130mm／皿120mm
ケースサイズ：φ150×75(mm)
総重量：400g
材質：ステンレス鋼

16016

￥5,500（税別）

TSSPエコ食器セット100人用

紙コップ、ペーパーボウル(2種)、紙皿、割
りばし、フォークスプーンをそれぞれ100
個ずつセットにしました。
紙 コ ップ ( 2 0 5 m l ) ･ ペ ー パ ー ボ ウ ル
(18cm/15cm)･紙皿(18cm)･割りばし･フォ
ークスプーン
ケースサイズ：565×306×405(mm)
箱入り重量：約5.2kg

528

42

￥350（税別）

￥10,000（税別）

防 災 セット

￥165（税別）

￥1,970（税別）

5070

加熱容器、鍋、グリドルの代用としても使
えます。コンロの汁受けにすれば掃除や
後片付けが楽に。
サイズ：幅35cm×長さ8m×厚さ0.06mm
材質：アルミニウム箔
重量：580g

2291

￥1,400（税別）

50枚入り

￥450（税別）
￥1,500（税別）

米150ｇと水を袋に詰め、20分間沸騰さ
せるだけでご飯が炊き上がります。
内容量：100枚
サイズ：100×340(mm)
材質：ポリプロピレン製
付属品：輪ゴム

1044

￥1,500（税別）

魔法の米炊き袋
ハイゼックス包装食炊飯袋 200袋

お湯の中で30分煮沸し、外の出して5〜
10分蒸らすだけで完成です。
内容量：200枚
サイズ：300×100(mm)
付属品：輪ゴム

￥2,100（税別）

49331

食品加熱用パック ホットイート１

1〜2人分のレトルト食品や缶詰を温めら
れます。最高98℃
使用期限：5年
サイズ：290×290(mm)
総重量：106g

45526

救助資機材・避難用品

10枚入り

炊飯袋(100枚)

応急手当用品

米を洗わずに袋に詰め、20分間沸騰させ
るだけでご飯が炊き上がります。
内容量：100g用
材質：ポリエステル不織布製
付属品：竹串（止め具）・ 軽量カップ

トイレ・衛生用品

簡易炊飯袋〈お袋のわざ〉

1046

7099

多機能ツールナイフなので、アウトドアや
登山に便利。金属部はサビにくいステンレ
ス製。
収納ケース付き。
収納サイズ：長さ89(mm)
重量：155g

アウトドア用厚口アルミホイル 8m
M-8495

￥17,000（税別）

4092

1045

最も使われている定番の紙コップ。
内容量：205ml
サイズ：φ72.6×79.3(mm)
材質：バージンパルプ

冒険倶楽部 VERTEX
20徳ツールナイフ L-36

転倒防止用品

紙コップ、発泡どんぶり(2種)、紙皿、割り
ばし、フォークスプーンをそれぞれ100個
ずつセットにしました。
紙コップ(205ml)･発泡どんぶり(350ml/600ml)
･紙皿(18cm)･割りばし･フォークスプーン
ケースサイズ：565×306×405(mm)
箱入り重量：約4.2kg

紙コップ 7オンス 30個入

非常食・水・炊き出し

TSSP災害用簡易食器セット100人用

￥476（税別）

避難所・搬送用品

発熱剤1個でレトルト食品2袋が一度に加
熱出来ます。
内容量：発熱剤（30g×4個）
サイズ：270×310×110(mm)

1039

￥1,100（税別）

「災害時用湯わかしBOX」基本セット

アルミ粉末の反応熱を利用し、火を使わずに
水を注ぐだけで簡単にお湯がわかせます。
使用期限：6年
内容量：1L
サイズ：210×330×30(mm)(A4サイズ)
総重量：240g

1391

￥2,480（税別）

レスキュー発熱セット 24セット

発 熱して 約 3 0 分で 食 品 を 温 めます。レス
キューフーズシリーズと併用すれば防災時
に便利です。
使用期限：5年
内容量：24袋
ケースサイズ：320×240×105(mm)

6483

24

￥8,652（税別）
※ケース販売

モーリアンヒートパックセット MHP-860

ラジオ・ライト・発電機

ハイパワー加熱セット

火を使わず水を注ぐだけでアルファ米や缶
詰など食材を温める！
内容：発熱剤M×3、加熱袋M×1
サイズ：240×10×280(mm)
総重量：121g

4977

￥860（税別）

防災季節商品

セット内容
・ウォーターボトル
・レインポンチョ
・アルミブランケット
・カラビナ
・ライト

おでかけ用ほ乳ボトル chu-bo!（チューボ）

4320

エマージェンシーボトルセット

ウォーターボトルに収納できる非常用6点セットです。
ライトは単3電池2本使用(別売)
サイズ：ボトルφ230×95(mm)／ブランケット1200×1400(mm)
総重量：358g

2133

火災・水害対策

非常時に困難な消毒・洗浄の必要がない
使いきりのほ乳ボトルです。
材質：ボトル：ポリプロピレン、キャップ：ポリ
プロピレン、乳首：合成ゴム（シリコーンゴム）
サイズ：65×65×76mm／250ml
重量：46g

情報伝達

・ホイッスル

￥1,680（税別）

￥300（税別）

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。
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非常用持出袋
emergency bag

反射シート付

非常用持出袋

反射シート付きで、夜間の安全対策にも
使用できます。
サイズ：340×440(mm)
材質：ポリエステル

44662

難燃素材！非常用持出袋（反射テープ付）

非常持出袋（ファスナーポケット付）

難燃素材を使用した反射テープ付持出袋
です。
サイズ：335×450(mm)
材質：耐熱・耐火アルミ加工生地

ファスナーポケットがついている非常持
出袋です。
日本防炎協会認定品
サイズ：370×450(mm)
材質：ポリエステル

2166

￥1,000（税別）

非常用持出袋 シルバー

970

￥2,600（税別）

持出品リスト付

1709

￥500（税別）

難燃素材！非常用持出リュック

難燃素材を使用した持出袋です。
サイズ：375×100×390(mm)
材質：耐熱・耐火アルミ加工生地

2501

￥1,590（税別）

非常持出袋B

難燃性繊維を使用した防炎協会認定品
の持出袋です。
防炎協会認定品
サイズ：400×500(mm)
材質：難燃性繊維(カネカロン製)

971

￥2,800（税別）

￥2,200（税別）

日本防炎協会基準試験に合格の防炎素
材使用。
サイズ：約400×420×80(mm)
材質：難燃性ポリエステル

非常持出袋D（シルバー）

￥4,000（税別）

防炎協会認定品のマチがしっかりした持
出袋です。
防炎協会認定品
サイズ：410×405×70(mm)
材質：表面加工 アルミ粉末入り合成ゴム

973
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￥1,010（税別）

日本防炎協会認定品。ナップザック式の
非常持出袋です。
サイズ：430×480(mm)
表面加工/アルミ粉末入り合成ゴム

リュック型非常用持出袋

9255

2502

非常持出袋AS

難燃生地を使用しており、耐久性抜群で
す。また、肩ひもの調整ができるので、さ
まざまな体型にフィットします。 ワンタ
ッチロック仕様で開け閉めが簡単です。
サイズ：44×47×2(cm)
重量：約300g
主要材質：ナイロン440D

3983

￥500（税別）

非常持出袋

便利な持出品リスト付きです。
サイズ：380×450(mm)
総重量：45g
材質：ポリエステル

￥4,500（税別）

非常持出袋〈ビッグナップ〉

防炎協会認定品のウエストバンドが付い
たナップザック式持出袋です。
防炎協会認定品
内容量：14L
サイズ：500×350×190(mm)
材質：表面加工 アルミ粉末入り合成ゴム

975

￥7,800（税別）

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

反射テープ付非常持出袋

反射テープ付なので暗闇でもある場所が
すぐに分かります。
サイズ：約340×440(mm)
材質：ポリエステル

8034

￥900（税別）

非常持出袋A（オレンジ）

ナップザック式の非常用持出袋です。
サイズ：430×480(mm)
材質：綿帆布製

969

￥1,980（税別）

非常持出袋C

防炎協会認定品のナップザック式持出袋
です。
防炎協会認定品
サイズ：380×460(mm)
材質：表面加工 アルミ粉末入り合成ゴム

972

￥3,400（税別）

防 災 セット

3136

￥1,500（税別）

ピラミッド型バッグ（両リュック・反射テープ付き）
非常時に役立つ、反射テープ付き両リュ
ックバッグ。
サイズ：300×330×180(mm)
材質：ポリエステル、ポリ塩化ビニール
重量：約285g

9258

￥1,480（税別）

大容量リュック

デイリーユースから非常用までなんでも
詰め込めるビッグサイズのリュック。
サイズ：約540×355×210(mm)
材質：ポリエステル

6151

￥2,800（税別）

ワンショルダー デイパック LIP-02

おしゃれなワンショルダー。シンプルで機
能的なためデイリーユースにも使えます。
色：ブラック・カーキ・ネイビー
サイズ：530×340×120(mm)
材質：ポリエステル

5887

転倒防止用品

災害発生後の脱出時に本当に必要な貴
重品を入れておきます。
超薄型で衣服の下に装着できます。
重量：約68ｇ

非常食・水・炊き出し

トーヨーセフティー 貴重品用ポーチ

￥3,000（税別）

トイレ・衛生用品

￥6,900（税別）

ホイッスルと防災頭巾がセットの水に浮
かぶリュックです。頭巾・ホイッスル付。
浮力8kgf(目安体重80kg)
内容量：14L
サイズ：300×120×410(mm)
総重量：750g

46370

￥8,000（税別）

非常持出袋 ビッグリュック

防炎協会認定品のサイドポケットとブレス
トバンドが付いた便利な持出袋です。
防炎協会認定品
内容量：43L
サイズ：480×495×185(mm)
材質：表面加工 アルミ粉末入り合成ゴム

227

￥10,400（税別）

水に浮くリュックサック！ライフラフトリュック

背面と底に浮力材パットが装備されてい
ますので背負いやすいです。
浮力：10kg(体重100kgまで)※荷物を入
れた状態だと80%〜90%
サイズ：450×400×300(mm)
総重量：1.2kg

20591

救助資機材・避難用品

1187

水に浮かぶリュックサック

応急手当用品

非常持出袋 リュックバッグ HRB-60

非常持出袋には珍しいスクエア型。リュッ
クとバッグの２WAYタイプ。
サイズ：450×300×130(mm)
重量：555g
材質：ポリエステル(防炎加工生地)

￥14,000（税別）

避難所・搬送用品
ラジオ・ライト・発電機

！

防災季節商品

3秒・30分・3時間
刻々と変わる状況に
サッと持ち出せる強い味方です

情報伝達
火災・水害対策

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。
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転倒防止用品
地震発生による被害を軽減するための心構えと準備。
家具転倒や火災によるケガを防ぐための用具。
大地震では、家具が凶器と化す恐れがあります。
ガラス製品の飛散、電化製品から火災を起こさない対策も必要です。

耐震マット
earthquake-proof mat

地震対策GEL7

角型

家具・家電の転倒や落下による衝撃を吸
収します。
内容量：S 8枚/M 4枚/L 2枚
材質：ウレタン系エラストマー

46435

S

46433

L

46434

M

￥300（税別）
￥300（税別）
￥300（税別）

地震対策GEL7

なんでも固着のピタット 5枚入

丸型・三角型

家具・家電の転倒や落下による衝撃を吸
収します。
内容量：丸 4枚/三角 8枚
材質：ウレタン系エラストマー

46436

46437

丸型

三角型

ただ、そこに敷いてものを載せるだけでし
っかり固着！
内容量：5枚
サイズ：140×70×0.8(mm)

￥300（税別）
￥300（税別）

￥1,890（税別）

6800

突っ張り棒
stick

強力耐震マット
ゆれピタチャンピオン YF-50C

家具転倒防止用品 たおれんゾウ

カットOK・家具の下に敷くだけ。前倒れ防止の安定板です。
サイズ：300×45×10(mm)／600×45×10(mm)／900×45×10(mm)
総重量：61g／122g／183g
材質：EVA

5273

30cm（4個入）

5272

90cm

5271

家具転倒防止伸縮棒

H型

60cm

￥1,400（税別）
￥1,100（税別）
￥1,400（税別）

3279

S（30〜45cm用）

3281

L（70〜120cm用）

3280
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M（45〜70cm用）

3305

￥3,500（税別）

家具転倒防止伸縮棒 ホワイト2本セット

2本セット

H型構造＆ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
耐圧荷重：150kg(2本)
サイズ：S 300×70×300〜450(mm)／M 300×70×450〜700(mm)
L 300×70×700〜1200(mm)
総重量：1.86kg／2.2kg／3kg

震度７クラスの大地震のゆれを抑え、家
具等の飛び出しや転倒を防ぎます。
耐荷重：100kg(4枚)
サイズ：50×50×5(mm)
材質：ウレタンエラストマー

公的機関の振動試験(震度8相当)で転倒防止効果を実証済です。耐圧荷重：140kg(2本)
サイズ：SS 215×78×230〜300(mm)／S 215×78×300〜400(mm)／M 215×78×400
〜600(mm)／ML 215×78×500〜800(mm)／L 215×78×600〜1000(mm)
総重量：720g／828g／946g／1.12kg／1.18kg

￥4,800（税別）
￥5,570（税別）
￥6,700（税別）

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

3282
3283
3284
3285
3286

￥2,000（税別）
￥2,100（税別）
M（約40〜60cm用） ￥2,260（税別）
ML（約50〜80cm用） ￥2,370（税別）
L（約60〜100cm用） ￥2,540（税別）
SS（約23〜30cm用）
S（約30〜40cm用）

防 災 セット
非常食・水・炊き出し

平安伸銅工業

突ぱり耐震ポール 2本入

1793

1794

72×212×350〜500(mm)／

超ミニ（22cm〜27cm）REQ-22

ミニ（27cm〜35cm）REQ-27
S（35cm〜50cm）REQ-35

￥2,480（税別）
￥2,530（税別）
￥2,700（税別）

1796
1798

L（50cm〜75cm）REQ-50

LL（65cm〜100cm）REQ-65

家具転倒防止突っ張り棒 マグニチュード7

2本入

15/16
17/18
19/20

ML-35
ML-50
ML-80

ML-110

￥6,200（税別）
￥6,200（税別）
茶/アイボリー（50cm〜80cm） ￥6,200（税別）
茶/アイボリー（80cm〜110cm） ￥6,600（税別）
茶/アイボリー（25cm〜35cm）

家具転倒防止器具 イーサポート

98％以上は紙製で、エコ商品。廃棄の時は資源ごみで（段ボール）対応できます。
耐圧荷重：200kg
サイズ：S 2 5 0×59 0×3 0 0 〜45 0 (m m)／M 2 5 0×59 0×4 0 0 〜 65 0 (m m)／L
250×590×550〜800(mm)
総重量：3.0kg／3.2kg／3.5kg

茶/アイボリー（35cm〜50cm）

14428

S（30cm〜45cm）

14519

L（55cm〜80cm）

14429

M（40cm〜65cm）

救助資機材・避難用品

13/14

応急手当用品

ホワイト

ブラック

家具を傷つけずに簡単に取り付けられる家具転倒防止具です。
（2.5cm間隔で調整可）
内容量：2本
サイズ：ML-35 235×50×250〜350(mm)／ML-50 235×50×350〜500(mm)
ML-80 235×50×500〜800(mm)／ML-110 235×50×800〜1100(mm)

￥3,030（税別）
￥3,280（税別）

トイレ・衛生用品

1795

転倒防止用品

突っぱり固定式の家具転倒防止用品です。ジャッキの力で強力に圧着固定。
耐圧荷重：200kg
サイズ：超ミニ 72×212×220〜270(mm)／ミニ 72×212×270〜350(mm)／S
L 72×212×500〜750(mm)／LL 72×212×650〜1000(mm)
本体重量：0.65kg／0.73kg／0.87kg／1.11kg／1.35kg

￥5,500（税別）
￥6,000（税別）
￥6,500（税別）

避難所・搬送用品

転倒防止用具
fall prevention goods

震度６弱加振で家具の転倒防止が実証されています。横揺れも安心です。
サイズ：S 600×200×250〜400(mm）／M 600×200×350〜600(mm)
L 600×200×500〜900(mm)
総重量：895g／915g／985g

5624
5625
5626

S(25cm〜40cm）

￥8,200（税別）

L（50cm〜90cm）

￥8,900（税別）

M（35cm〜60cm） ￥8,450（税別）

家具転倒防止 ふんばりくんZ
2本セット

ラジオ・ライト・発電機

家具転倒防止ユニット キューディフェンス QD02-S

マンションなど天井と家具の隙間がない
場所でも使用できます(10㎝〜20㎝)。
耐圧荷重：800kg(1本)
サイズ：252×60×100〜200(mm)

￥7,960（税別）

48019

防災季節商品

11387

家具転倒防止プレート 1枚入

タンスや食器棚の手前下部に敷くだけで倒れにくくします。ネジ・くぎ不要。

4017

60cm

4023

120cm

4022

90cm

￥950（税別）
￥1,200（税別）
￥1,400（税別）

火災・水害対策

日常の風景に過度な緊張を持ち込まず、
必要十分な耐震性と機能性を確保できる
商品です。
色：ブラウン・ライトブラウン・ダークブ
ラウン
サイズ：125×400×380〜680(mm)

情報伝達

簡単取付！MAMORUセパレートタイプ
家具転倒防止の決定版！

￥13,000（税別）

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。
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ガラス飛散防止フィルム
ﬁlm

MAMORU収納ボックスタイプ
収納もできる転倒防止機器！

家具転倒防止板

日常の風景に過度な緊張を持ち込まず、
必要十分な耐震性と機能性を確保できる
商品です。
色：ブラウン・ライトブラウン・ダークブ
ラウン
サイズ：900×400×380〜680(mm)

家具の下に敷くだけで揺れに強くなる転
倒防止板です。
内容量：S 2個/L 1個
材質：非移行性オレフィン系エラストマー

ガラス飛散防止フィルム

ガラス飛散防止フィルム〈凸凹ガラス用〉

￥20,800（税別）

11407

家具の転倒によるガラスの飛散を防ぎます。
サイズ：320×1850(mm)／
460×1850(mm)
総重量：150g／210g
付属品：ヘラ(合成ゴム)
材質：ポリエステルフィルム

310
311

320mm
460mm

46439
46438

S
L

￥300（税別）
￥300（税別）

ガラス面に貼ることにより、割れた時に
ガラス破片の飛散を防ぎます。
サイズ：920×900(mm)

6152

￥1,880（税別）

ガラス飛散防止フィルム〈平面ガラス用〉
ガラス面に貼ることにより、割れた時に
ガラス破片の飛散を防ぎます。
サイズ：920×1850(mm)
付属品：ヘラ

777

￥3,300（税別）

ガラス飛散防止フィルム（96W×180D）
ガラス面に貼ることにより、割れた時に
ガラス破片の飛散を防ぎます。
サイズ：960×1800(mm)
主要材質：ポリエステル50μm

5890

￥1,800（税別）

￥1,200（税別）
￥1,480（税別）

金具・ストッパー・ワイヤー
metal ﬁttings

エコストッパーES-50

紙でつくられたキャスターストッパーで
す。TV等のズレ対策にどうぞ。
内容量：2個／耐荷重：100kg(1個)
サイズ：90×95×22(mm)
適応：50×50(mm)キャスター用
使用期限：8年

14563

エコストッパー ES-150

紙でつくられたキャスターストッパーです。
内容量：2個／耐荷重：100kg(1個)
サイズ：162×70×22(mm)
適応：150mmキャスター用
使用期限：8年

44751
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￥1,980（税別）

エコストッパーゼロ ESZ-50

￥2,580（税別）

左右に動くのでキャスターを動かさず、ら
くらく設置できます。
内容量：2個／耐荷重：100kg(1個)
サイズ：108×128×23(mm)
適応：50mmキャスター用
使用期限：8年

49242

￥3,980（税別）

エコストッパープラス ESP-50

紙でつくられたキャスターストッパー差込
みストッパー付です。T V等のズレ対策に
どうぞ。
内容量：2個／耐荷重：100kg(1個)
適応：50mmキャスター用
使用期限：8年

24534

￥2,980（税別）

スーパータックフィット TF-5550

振動・衝撃を大幅に吸収するストッパー
です。
耐荷重：50kg(4個)
サイズ：55×13×55(mm)
適応：40〜50(mm)キャスター用

12358

￥3,000（税別）

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

エコストッパー ES-100

紙でつくられたキャスターストッパーです。
内容量：2個／耐荷重：100kg(1個)
サイズ：140×70×22(mm)
適応：100mmキャスター用
使用期限：8年

44750

￥2,480（税別）

耐震キャスターストッパー 低床キャストップ

ＦＡＸやプリンタなどを対象とした地震
対策製品です。
耐震強度：震度6相当
サイズ：内径φ84・外径φ110×31(mm)

1196

￥1,800（税別）

防 災 セット

1195

￥2,000（税別）

ＦＡＸやプリンタなどを対象とした地震対
策製品です。キャストップ角型右用・左用
耐震強度：震度6相当
サイズ：130×130×25(mm)
総重量：480g
使用期限：5年

1194

￥4,800（税別）

冷蔵庫ストッパー 2本1組

壁に穴を開けずに強力固定！地震などに
よる冷蔵庫の転倒を防ぎます。冷蔵庫を
移動させずに接着テープで壁面に固定、
強力なゴムベルトが地震の衝撃を緩和し
て転倒を防ぎます。600Lまでの冷蔵庫に
対応。
壁と冷蔵庫の間隔：最大150mm

44325

キャビネット転倒防止
リンクプレートフラット２

キャビネット・ロッカーなどの床固定での
転倒・移動防止。
サイズ：120×65×55(mm)
対象物重量：120㎏／個
耐震度：震度6強

46545

転倒防止用品

ＦＡＸやプリンタなどを対象とした地震
対策製品です。キャストップ丸型
耐震強度：震度6相当
サイズ：内径φ84・外径φ113×37(mm)
総重量：350g
使用期限：5年

耐震キャスターストッパー 角型

非常食・水・炊き出し

耐震キャスターストッパー 丸型

￥5,000（税別）

￥2,980（税別）
トイレ・衛生用品

15542

￥6,000（税別）

ネバロック・プレートタイプマルチ NS-2292
粘りと柔らかさを兼ね揃えた粘着材が家
具と壁面をしっかりと固定、耐震強度を
高めます。
内容量：2個
サイズ：185×100×15(mm)
総重量：340g

6217

￥5,000（税別）

ひっぱるぞー君（F型） NS-2127

壁と家具との固定をベルト付き金具がし
っかりと行なうので丈夫で安心です。
内容量：2本
長さ：1m(実寸800mm)
安定板：868×40×10(mm)
総重量：160g

6233

￥1,620（税別）

ニッサチェーン チェインで転倒防止

小型家具や木ケースを壁面にチェイン＆
パーツを使って取り付け、転倒を防止し
ます。
サイズ：400mm
ケースサイズ：90×134×20(mm)
総重量：30kg

救助資機材・避難用品

大型家具・キャビネット等の移動できな
い家具用の転倒防止器具。耐震度7。
対象物重量：150kg(2個)
家具類と壁の隙間が0〜9cmまで利用可
能。
材質：ABS樹脂、ポリウレタンフォーム

応急手当用品

スーパー不動王ホールド 2個入

￥500（税別）

13802

避難所・搬送用品

地震災害からパソコン・OA機器・家電を
守る予防ストッパーです。
耐圧荷重：60kg(4個)
小型バックル：35×32(mm)
ベルト：25×200(mm)
ケースサイズ：150×240×20(mm)
総重量：100g

13826

金物床にビス・粘着固定。地震によるホ
ワイトボードの走り出しや転倒を防止。ホ
ワイトボードもしっかりガード！（ビス・粘
着は別売）
耐用年数：約8年
耐震性能：震度7
※使用状況や環境により変わる場合があります

49253

￥5,800（税別）

すべり止めマット
すべりま専用2 S-600

カットして使える強力すべり止めマット。
本体色(軸色)：ブラック、ブルー
外寸：600×1250(mm)
厚さ：2(mm)
材質：芯材＝ポリエステル製,表面＝PVC製

7325

￥1,020（税別）

家具止め金具

B-713

家具の後ろのつなぎ部分に固定すること
で家具を連結し、転倒を防止します。
サイズ：64.5×15.5
材質：SPCC

16767

￥480（税別）

防災季節商品

￥1,600（税別）

ホワイトボード転倒防止
タフブラケット KB-5014G

ラジオ・ライト・発電機

地震対策ストラップ サンフィックSET-200

＼ Hit ／

おすすめ
耐震試験済！

771

￥1,500（税別）

書庫上段ズレ防止 イーコネクト EC-70S

段積みには左右４ヵ所、左右連結には上
部に２ヵ所、２つの書庫のつなぎ目に貼
るだけです。
内容量：4個／耐荷重：100kg(1個)
サイズ：140×70(mm)
使用期限：5年
材質：PET蒸着シール

49274

￥2,000（税別）

ピアノ転倒防止用金具・ベルト

壁に金具を取り付けピアノに鉢巻をする
ように締め付けます。
使用期限：5年
サイズ：50×3000×1.6(mm)
材質：PPベルト

1684

￥4,040（税別）

食器棚扉ストッパー

地震による損傷を最小限に守る食器棚扉
ストッパーです。
内容量：2個
フック：75×20(mm)
ストッパー：20×23(mm)
総重量：23g
材質：変性ポリフェニレンオキサイド

14466

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

火災・水害対策

地震などによる家具の転倒を防ぐベルト
式耐震金具です。
内容：ベルト本体×2本、木ネジ×12本、
コンクリート用釘×4本
取付有効長：約10〜90cm

情報伝達

ベルト式耐震金具 タンスガード2

￥800（税別）
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扉開放防止 とびらロック

扉ひらき防止ストッパー 2個入

地震の揺れを感知して扉をロックする、
扉ひらき防止ストッパーです。
サイズ：48×47×32(mm)
総重量：23g
材質：POM（ポリアセタール）

4025 JTS-12 2個入

￥2,000（税別）

ネジで食器戸棚などの扉に取付け、丈夫
なクサリで揺れによる扉の開放を防止し
ます。
サイズ：クサリ 60mm・90mm
付属品：止め金具×2 クサリ×2

774

￥1,400（税別）

扉開き防止金具 キャビネットロック

大切な家具に穴をあけない扉開き防止金
具です。
取付部：35×15(mm)
金具：30×7(mm)
内径：4.5mm
材質：鉄

16769

￥1,000（税別）

開き戸飛び出し防止金具
感知式NEWひらかんゾー 2個入

震度5前後の揺れを感知するとロックバ
ーが作動、開き戸をロックし食器等の飛
出しを防ぎます。
サイズ：60〜90×30×65(mm)
材質：ABS樹脂、色：ブラウン

￥3,300（税別）

6222

落下防止
prevention from fall

開き戸飛び出し防止金具
耐震ラッチ 2個入

震度5前後の揺れを感知するとロックバ
ーが作動、開き戸をロックし食器等の飛
出しを防ぎます。
サイズ：38×28×52(mm)
材質：ABS樹脂、色：ホワイト

6223

￥3,300（税別）

ワンタッチで引き戸ロック
閉じるポン

開き戸の中身の飛び出しを防ぐ。キッチ
ンキャビネット・食器棚対応。
サイズ：75×54×36(mm)、ストッパー高
さ約10mm
材質：ABS樹脂、スチール、色：ホワイト

6219

￥1,100（税別）

棚ネット

棚をネットで覆い、荷物の落下を防止します。
ネット寸法：720×700(mm)/1020×700
(mm)/1320×700(mm)/1520×700(mm)
付属品：接着シール付きスタッド金具、取付ボルトセット

9927 TN-900
9928 TN-1200
9929 TN-1500
9930 TN-1800

３M

書棚用落下抑制テープ

テープを書棚の前端に貼るだけで地震によるファイルや本の落下リスクを低減します。
サイズ：25×1800×0.3(mm)／25×9000×0.3(mm)
材質：ウレタン樹脂・ポリエステル樹脂・アクリル系粘着剤

13042 GN-180
16140 GN-900

25mm×1.8m
25mm×9m

￥1,020（税別）
￥4,400（税別）

￥6,120（税別）
￥6,620（税別）
￥6,800（税別）
￥7,600（税別）

書類落下防止ベルト イーガード 外付用

片手で取り外しができ、普段の書類の出し入れもスムーズです。
耐震強度：震度6強
対応サイズ：内寸〜900mm／内寸〜1200mm／内寸〜1500mm／内寸〜1800mm
ベルト幅：25mm

49254 EG-90S

900mm外付用

49256 EG-15S

1500mm外付用

49255 EG-12S
49257 EG-18S

50

￥2,480（税別）

49258 EG-90U

900mm内付用

49260 EG-15U

1500mm内付用 ￥2,680（税別）

49261 EG-18U

1200mm内付用 ￥2,580（税別）
1800mm内付用 ￥2,780（税別）

出し入れ簡単。書類をガードし、落下を防止します。
耐震強度：震度6強
対応サイズ：900mm／900mm／900mm／1200mm／1200mm／1200mm
材質：スチール(表面処理／カチオン)

￥4,800（税別）
￥4,800（税別）
49264 TGS-90M 900mm前付 ￥4,800（税別）
49262 TGS-90U 900mm内付
49263 TGS-90S 900mm外付

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

1800mm外付用

￥1,980（税別）
￥2,080（税別）
￥2,180（税別）
￥2,280（税別）

書類落下防止バー タフガードシングル

書類落下防止ベルト イーガード 内付用

片手で取り外しができ、普段の書類の出し入れもスムーズです。
耐震強度：震度6強
対応サイズ：内寸〜900mm／内寸〜1200mm／内寸〜1500mm／内寸〜1800mm
ベルト幅：25mm

49259 EG-12U

1200mm外付用

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

49265 TGS-12U 1200mm内付 ￥4,800（税別）
49266 TGS-12S 1200mm外付 ￥4,800（税別）
49267 TGS-12M 1200mm前付 ￥4,800（税別）

防 災 セット

900mm外付用

49270 TGW-90M 900mm前付用

￥9,800税別）
￥9,800税別）
￥9,800税別）

紙製でも十分な強度で書類の落下を防ぎ万一に備えます。
対応サイズ：600〜700(mm) φ24×800(mm)／700〜800(mm) φ24×900(mm)
800〜900(mm) φ24×1000(mm)
使用期限：5年
材質：紙・ピアノ線

49275

S

EB-6070W

49277

L EB-8090W

49276 M EB-7080W

転倒防止用品

49268 TGW-90U 900mm内付用
49269 TGW-90S

非常食・水・炊き出し

書類飛出防止バー エコバー

書類落下防止バー タフガードダブル

出し入れ簡単。書類をガードし、落下を防止します。
対応サイズ：900mm
材質：スチール(表面処理／カチオン)

￥3,200（税別）
￥3,600（税別）
￥4,000（税別）

トイレ・衛生用品

￥1,200（税別）

45653

滑り止めマット チュー・イットL

NS-205

10枚入

棚板上に敷くだけの簡単設置。表面は書籍を適度に滑らせ衝撃を逃し、裏面は棚板上に
しっかり固定。
耐震強度：震度6強
850×100×厚み1.6(mm)
材質：ニトリルゴム

￥1,300（税別）

救助資機材・避難用品

17195

書棚用落下防止 ファイルガード FR-180

書棚のファイル・書類の飛び出しを防止
するベルトです。
対応サイズ：幅1800mmまで対応
サイズ：25mm
材質：ポリプロピレン（PP）

応急手当用品

書棚用落下防止 ファイルガード FR-120

書棚のファイル・書類の飛び出しを防止
するベルトです。
対応サイズ：幅1200mmまで対応
サイズ：25mm
材質：ポリプロピレン（PP）

￥20,000（税別）

1145

避難所・搬送用品

前面用

物品棚収納物の落下防止。落下防止用パイプバーを片手で簡単開閉できます。
耐震強度：震度6強
サイズ：φ28×900mm／φ28×1200mm／φ28×1500mm／φ28×1800mm
材質：メッキ処理鋼板、プラスチック被覆鉄パイプ、メッキ処理ねじ類

46548 LR-080L09

900mm

46550

1500mm

46549 LR-080L12

LR-080L15
LR-080L18

1800mm

￥9,000（税別）
￥10,000（税別）
￥11,000（税別）
￥12,000（税別）

ベルトで収納物の落下を防止。ワンタッチ着脱。収納物の出し入れが容易です。
耐震強度：震度6強
サイズ：66×900mm／66×1200mm／66×1500mm／66×1800mm／66×2100mm
材質：処理鋼板、ポリアセタール、ポリプロピレン、フェライト系マグネット、アクリル系接着材

46684 LH-912M09P 900mm ￥2,450（税別）
46708 LH-912M12P 1200mm ￥2,500（税別）
46719 LH-912M15P 1500mm ￥2,550（税別）

46720 LH-912M18P 1800mm ￥2,600（税別）
46721 LH-912M21P 2100mm ￥2,650（税別）

防災季節商品

46551

1200mm

落下ストッパーM

ラジオ・ライト・発電機

ドロップストッパーL

ブレーカー遮断装置
power supply breaker

電源遮断装置

6257

￥1,352（税別）

スイッチ断ボール3

地震の揺れが起こるとおもり玉の落下を
利用して家庭用ブレーカーのスイッチを
自動的に遮断します。
動作震度：震度5強以上、調整可(震度5
強以上/6強以上/7強以上)
設置方法：両面テープで接着固定

4142

￥3,000（税別）

感震ブレーカーアダプター ヤモリ GV-SB1

地震の揺れが起こるとセンサー作動とバ
ンド駆動により家庭用ブレーカーのスイ
ッチを自動的に遮断します。電池不要。
動作震度：震度5強以上、調整可(震度5
強以上/6弱以上)
設置方法：両面テープで接着固定

9890

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

火災・水害対策

地震の揺れが起こるとおもり玉の落下を
利用して家庭用ブレーカーのスイッチを
自動的に遮断します。
動作震度：震度5以上
設置方法：両面テープで接着固定

情報伝達

shut-oﬀ device

￥3,980（税別）
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弊社または代理店にお問い合わせ下さい

見積もりから施工まで
一貫して自社対応

図面があると見積もりがスムーズです。消防点検で指摘された箇所も施工可能です！

2012年 グッドデザインしずおか

選定商品

非常用トイレの決定版！！かぶせて使用するだけの簡単トイレ！！
女性のために、ポケットティッシュとナプキンをセットした商品もあります。

TS S Pオリジナル商品

54

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

防 災 セット

トイレ・衛生用品

非常食・水・炊き出し

避難生活を清潔におくるための消毒剤や肌着等の衛生用品。
被災時にトイレの不足問題は大きなストレスとなり健康を悪化させます。
家庭の状況と構成を考えて十分な準備をしておきましょう。

転倒防止用品

非常用トイレの決定版！！かぶせて使用するだけの簡単トイレ！！
女性のために、ポケットティッシュとナプキンをセットした商品もあります。

トイレ・衛生用品

17125

￥3,000（税別）

レティット20回セットにティッシュをプラ
スしました。
使用期限：10年
サイズ：480×405(mm)
内容：便袋×20枚、吸水シート×20枚、水
に流せるポケットティッシュ(8個入)

17174

￥3,100（税別）

非常・屋外用トイレ レティット
20枚セット
（ティッシュ、汚物処理剤セット）

レティット20回セットに強力な処理剤を
プラスしました。
使用期限：10年
サイズ：480×405(mm)
内容：便袋×20枚、吸水シート×20枚、水
に流せるポケットティッシュ(8個入)、汚
物処理剤パウダースーパーパサットル

17175

￥6,000（税別）

非常・屋外用トイレ レティット
20枚セット
（ティッシュ、
ナプキンセット）

レティット20回セットに女性用ナプキン
をプラスしました。
使用期限：10年
サイズ：480×405(mm)
内容：便袋×20枚、吸水シート×20枚、水
に流せるポケットティッシュ(8個入)、ナプ
キン(8個入)

17176

救助資機材・避難用品

非常用トイレの決定版。かぶせて使用す
るだけの簡単トイレです。
使用期限：10年
サイズ：480×405(mm)
内容：便袋×20枚、吸水シート×20枚

非常・屋外用トイレ
レティット 20枚セット
（ティッシュセット）

応急手当用品

非常・屋外用トイレ
レティット 20枚セット

￥3,200（税別）

避難所・搬送用品

非常・屋外用トイレ レティット 3枚入り

非常用トイレの決定版。持ち運びに便利
な3枚入りです。
使用期限：10年
総重量：130g
内容：便袋×3枚、吸水シート×3枚

非常・屋外用トイレ レティット 100回分

レティット 組み立て式ダンボールトイレ

19519

￥250（税別）

44875

￥750（税別）

非常・屋外用トイレ レティット 4枚入り

非常用トイレの決定版。持ち運びに便利
な4枚入りです。
使用期限：10年
サイズ：278×195(mm)
総重量：170g
内容：便袋×4枚、吸水シート×4枚

29097

￥1,000（税別）

非常・屋外用トイレ レティット 5枚入り

ラジオ・ライト・発電機

非常・屋外用トイレ レティット 1枚入り

非常用トイレの決定版。持ち運びに便利
な1枚入りです。
使用期限：10年
サイズ：134×198(mm)
総重量：46g
内容：便袋×1枚、吸水シート×1枚

非常用トイレの決定版。持ち運びに便利
な3枚入りです。
使用期限：10年
総重量：210g
内容：便袋×5枚、吸水シート×5枚

44876

￥1,300（税別）

防災季節商品

￥15,000（税別）

44569

￥3,500（税別）

非常用トイレの決定版。ダンボールトイレ
とレティット20回分のセットです。
使用期限：10年(吸収シート)
使用時：350×300×400(mm)
収納時：423×173×377(mm)
内容：外箱、便座、便座側面、底上げパー
ツ、説明書、便袋×20枚、吸水シート×20
枚

7809

火災・水害対策

5149

レティットの組立式ダンボールトイレで
す。簡単に組立可能です。
使用時：350×300×400(mm)
収納時：423×173×377(mm)
内容：外箱、便 座、便 座側面、底上げパー
ツ、説明書

情報伝達

非常用トイレの決定版。レティット100回
分です。
使用期限：10年
サイズ：450×345×250(mm)
内容：便袋×100枚、吸水シート×100枚、水
に流せるポケットティッシュ(8個入)×5、業
務用ポリ袋45L×10枚、説明書

レティット 組み立て式ダンボールトイレ
吸収剤、便袋セット
（20回分）

￥6,000（税別）

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。
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簡易トイレ
portable toilet

片手でカンタン！携帯簡易トイレ 1回分

片手でしっかり持てる携帯簡易トイレで
す。女性にもやさしい！
内容量：1回分
使用時サイズ：約300×150(mm)
材質：ポリエチレン、紙、高吸水性樹脂

￥250（税別）

5050

サニタクリーン 簡単トイレ 20枚

マイレットmini10 10回分

紙おむつと同じ素材の為焼却処理がで
き衛生的です。
内容量：20回分
サイズ：370×330×100(mm)
総重量：1.2kg

￥3,000（税別）

30

液体に反応して、約30秒で汚物をすばや
く固めます。
内容量：10回分
サイズ：165×95×120(mm)
総重量：300g

￥1,800（税別）

411

携帯トイレ袋

吸水性ポリマー入り。チャック付きでしっ
かり密封できます。
内容量：1回分
白袋：285×130(mm) 黒袋：435×180(mm)
材質：ポリエチレン・PET 吸水性ポリマー

3709

￥250（税別）

マイレットS-100 トイレ100回分

液体に反応して、約30秒で汚物をすばや
く固めます。
内容量：100回分
サイズ：240×170×180(mm)
総重量：2.4kg

412

￥15,000（税別）

オイトイレ30回分

凝固剤・袋すべてが抗菌・消臭効果を持ち、
環境の向上が期待できる簡易トイレです。
内容量：30回分
サイズ：約170×70×280(mm)
総重量：約1000g
材質：トイレ用袋／ポリエチレン 凝固剤／高吸水性ポリマー

8104

￥4,800（税別）

マイレットP-300 5回分×60パック

お一人様のトイレ1日の目安5回分を1パッ
クにセット。配布などにも最適です。
内容量：1個/5回分×60パック
サイズ：385×355×155(mm)
総重量：約8kg

11524

￥46,500（税別）

組み立て式簡易トイレ
assembly type toilet

「マイレットS-500」
トイレ500回分

ポータブルトイレ ポータブルジョン2

液体に反応して、約30秒で汚物をすばや
く固めます。
内容量：500回分
サイズ：540×300×200(mm)
総重量：12kg

4907

座面のリングを使って、トイレ用袋をセッ
トすることができる折りたたみイスです。
※トイレ袋別売
耐荷重：80kg
使用時：335×320×415(mm)
ケースサイズ：480×350×50(mm)
総重量：850g

￥63,600（税別）

14308

ポータブルトイレ TP-420V

自宅での介護や災害時に役立つバケツ
式簡易トイレです。
サイズ：410×485×415(mm)
材質：ポリプロピレン、スチール
重量：3.5kg

9371

プラダントイレ

￥6,300（税別）

ポリプロピレン樹脂を使用し水や湿気に
強く、繰り返し使用できるため、長期保
管可能です。
組立時：290×310×410(mm)
収納時：630×530×60(mm)
総重量：約1.4kg
セット内容：プラダントイレ1個、本体パーツ6個

45872

56

￥3,500（税別）

￥2,600（税別）

ポータブルトイレ

丈夫なスチールのフレームにプラスチッ
ク製の便座がセットされています。
使用時：460×420×390(mm)
収納時：460×560×90(mm)
総重量：3.6kg

43720

￥10,000（税別）

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

サニタクリーン ポータブル

便袋に接着・一体化した高速吸水凝固シ
ートが、便や尿の水分を凝固します。
耐用年数7年／保存期間10年
内容量：10回分
使用時：365×365×350(mm)
収納時：390×385×145(mm)
総重量：2.2kg

33

￥5,300（税別）

本格派ポータブル水洗トイレ 10リットル

水洗式なので、従来の非常用トイレはち
ょっと苦手と言う方でも常に清潔･快適
にお使いいただけます。
上部タンク：12L(約80〜240回分)
サイズ：420×355×295(mm)
総重量：4.5kg

2385

￥12,800（税別）

防 災 セット
非常食・水・炊き出し

セット内容

・ポリ袋×20枚

・トイレットペーパー
・消臭剤

・便凝固剤×20個

・ブランケット×2枚

エレベーター用防災キャビネットEV椅子レザークッショントイレ用品付

25497

￥63,000（税別）

ユニトイレ・ミニα

携帯式簡易トイレ

軽量でワンタッチ式の簡易トイレです。
付属の 携 帯用バッグに入れて持ち運べ
ます。
ユニパック、網バケツ、携帯用バッグ付き。
耐荷重：120kg 総重量：2.9kg
使用時：480×430×395(mm)

8563

￥13,000（税別）

簡易トイレ BTS-250 処理セット5回分つき

組み立て式のダンボール製簡易トイレで
す。
使用時：300×330×高さ405(mm)
耐荷重：250kg
重量：870g

3980

転倒防止用品

エレベーターの閉じ込め事故への備え、
防災椅子です。
色：ライトゴールド・ブラウン・ベージュ
サイズ：300×500×300(mm)
総重量：9.8kg

￥3,420（税別）

トイレ・衛生用品

汚物処理剤・保存袋
ﬁlth processing

2034

￥2,580（税別）

汚物圧縮保管袋セット 5MX‐6P

2重チャック付の袋と空気抜きを使用し、
圧縮した状態で保管することができます。
内容量：5枚
保管袋：500×700(mm)
ケースサイズ：220×280×160(mm)
総重量：1.2ｋg

45622

￥5,000（税別）

汚物圧縮保管袋 10枚入 10MX-6

汚物袋を圧縮・密封保管する袋です。
内容量：10枚
保管袋：500×700(mm)
ケースサイズ：220×280×160(mm)
総重量：1.1kg

45623

救助資機材・避難用品

かけるだけで、嘔吐・汚物が固まります。
消臭、除菌効果で清潔に処理できます。
内容量：150g
サイズ：180×48(mm)

応急手当用品

スーパーパサットル 150g

￥5,600（税別）

避難所・搬送用品

マンホール用トイレ
the toilet for manholes

8485

折りたたみ式で薄くコンパクトに収納で
き、組み立ても簡単な洋式タイプのマン
ホールトイレです。
サイズ：520×520×770〜845(mm)
ケースサイズ：770×190×540(mm)
総重量：8.5kg
対応マンホール内径：20〜40cm

￥780（税別）

26563

洋式タイプの仮設トイレに抵抗を感じる方
も、気持ちよく使える和式タイプです。
サイズ：670×700×590(mm)
ケースサイズ：770×190×680(mm)
総重量：12kg
対応マンホール内径：20〜40cm

44086

￥要見積

防災季節商品

￥要見積

災害用マンホールトイレ 和式タイプ VE50N

ラジオ・ライト・発電機

災害用マンホールトイレ 洋式タイプ VE100

抗菌消臭トイレ凝固剤(10個入り)

抗菌性ゼオライトを使用しているので臭
い軽減！断水時の便器に市販のゴミ袋を
セットするだけで使用できます！
内容量：約80g/（凝固剤7g）
サイズ：約60×80(mm)

※テントのみ

※テントのみ

トイレテント
toilet tent

情報伝達

【※テントはエンドユーザー登録が

災害用マンホールトイレ
洋式ワイドタイプ VE100W

44081

￥要見積

ベンリーテント

ワンタッチで簡単に広がりテントになり
ます。
使用時：1100×1900×1100(mm)
収納時：φ630×60(mm)
ケースサイズ：625×625×65(mm)
総重量：2.5kg

5365

￥10,000（税別）

ユニテントDX

簡単ワンタッチ式の折りたたみテントで
す。専用収納バッグつき。
使用時：1100×1100×1920(mm)
収納時：直径580×厚さ40(mm)
重量：2kg

274

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

火災・水害対策

折りたたみ式で 薄くコンパクトに収 納で
き、組み立ても簡単な洋式タイプのマンホ
ールトイレです。
サイズ：670×750×790〜865(mm)
ケースサイズ：770×190×680(mm)
総重量：13.5kg
対応マンホール内径：20〜40cm

必要となります】

￥9,500（税別）

57

セット内容

セット内容

セット内容

・ユニトイレ・安心

・ユニトイレ・安心

・ユニトイレ・安心

・マンホールプレート

・マンホールプレート

・マンホールプレート

・ユニテントＤＸ

・ユニテントSS

・マンホールガイド

・マンホールガイド

（ガイドポリ2枚付）

MS-DX001
マンホールトイレ

下水用マンホールを簡易トイレとして利用
できます。
テント組立時：1100×1100(mm)
マンホールプレート梱包：920×510×80(mm)
その他梱包：530×300×800(mm)
総重量：19kg

273

￥46,500（税別）

MS-SS001
マンホールトイレ

下水用マンホールを簡易トイレとして利用
できます。
テント組立時：1200×1280(mm)
マンホールプレート梱包：920×510×80(mm)
トイレ本体梱包：535×23×785(mm)
テント梱包：180×740×170(mm)
総重量：22kg

8074

セット内容
・ユニトイレ・安心

・マンホールプレート

・マンホールプレート

・ユニテントワイド UTW-1218

・ユニテントワイド UTW-1818

・マンホールガイド

・マンホールガイド

（ガイドポリ2枚付）

7645

￥59,000（税別）

・ユニトイレ・安心

下水用マンホールを簡易トイレとして利用
できます。
テント組立時：1800×1200(mm)
マンホールプレート梱包：920×510×75(mm)
トイレ本体梱包：535×23×785(mm)
テント梱包：290×290×1150(mm)
総重量：23.6kg

￥87,000（税別）

（ガイドポリ2枚付）

MS-TW1818S
マンホールトイレ［車いす対応］

下水用マンホールを簡易トイレとして利用
できます。
テント組立時：1800×1800(mm)
マンホールプレート梱包：920×510×75(mm)
トイレ本体梱包：535×23×785(mm)
テント梱包：290×290×1150(mm)
総重量：27.1kg

7643

￥92,000（税別）

みんなに優しく、誰でも快適に。
ユニバーサル志向の
防災アイテムが増えています！
防災と安心

58

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

・マンホールガイド

（ガイドポリ2枚付）

セット内容

MS-TW1218S
マンホールトイレ［車いす対応］

・ユニテントワイド UTW-1212

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

（ガイドポリ2枚付）

MS-TW1212
マンホールトイレ

下水用マンホールを簡易トイレとして利用
できます。
テント組立時：1200×1200(mm)
マンホールプレート梱包：920×510×80(mm)
トイレ本体梱包：535×23×785(mm)
テント梱包：280×270×1150(mm)
総重量：25.7kg

7647

￥81,000（税別）

￥要見積

18296

着替えテント

設営・収納が簡単な着替えテント。災害
時やアウトドアでの着替えやシャワール
ーム 、トイレ用 に 最 適 で す。天 井 部 は
1mmメッシュで通気性抜群。
サイズ：（約）120×120×H195(cm)
重量：（約）1.8kg
素材：幕体：ナイロン190T（PU加工・防水）
フレーム：グラスファイバーφ3.5mm

22771

本体セット
（テント・トイレ）

▼2063
▼2062

￥12,000（税別）

トイレ・衛生用品

▼2061

￥要見積

44079

パーソナルテントLタイプ PTAL

車いすと介助車が一緒に入ることができ
る大型トイレテント。
使用時：2600×1900×2000(mm)
ケースサイズ：270×150×1100(mm)
総重量：9.5kg

※テントのみ

転倒防止用品

￥要見積

18297

パーソナルテント Mタイプ PTAM

自立タイプのテントなので、屋外、コンク
リ−ト、床、建物内でも設営可能です。
使用時：1200×1200×2000(mm)
収納時：180×150×920(mm)
総重量：7kg

※テントのみ

非常食・水・炊き出し

パーソナルテントSタイプ PTAS

自立タイプのテントなので、屋外、コンク
リ−ト、床、建物内でも設営可能です。
使用時：1000×1000×1880(mm)
ケースサイズ：150×150×1030(mm)
総重量：6kg

※テントのみ

防 災 セット

※テントのみ

トイレのみ

総合セット
（テント・トイレ・消耗品）
▼2064

大小便兼用便袋（50袋）

応急手当用品

・便袋×50
・凝固消臭剤×50
・水溶性ティッシュ×50

テント付簡易トイレLECシリーズ

安心素材・安心構造。すばやくコンパクトに収納でき、使い心地は快適です。
サイズ：テント 1250×1250×1800(mm)／トイレ 座高380×内径300×巾450(mm)

総重量：6.2kg／7.3kg／2.7kg／3.7kg

2061
2063
2064

LEC4 本体セット
（テント・トイレ）

LEC4 総合セット
（テント・トイレ・消耗品）
LEC4 トイレのみ

LECクリーン 大小便兼用便袋（50袋）

￥38,000（税別）
￥41,750（税別）
￥19,000（税別）
￥12,500（税別）

救助資機材・避難用品

2062

避難所・搬送用品

着替え用・非常用トイレとして設営が簡単なパーソナルテントです。中が透けて見えにくい
シルバーコーティング。
使用時：約1100×1000×1850(mm)
収納時：約600×60(mm)
総重量：約1.6kg

5980

￥11,000（税別）

どこでもルーム Type-M

ラジオ・ライト・発電機

ワンパーソンズテント3

着替えルーム、ビーチや冬の釣りや簡易トイレ等に最適です。
使用時：約1200×1200×1850(mm)
収納時：約900×140×140(mm)
総重量：約2.33kg
主素材：フレーム グラスファイバー/フライシート 難燃性ポリエステルタフタ

9787

￥14,500（税別）

防災季節商品

※テントのみ

衛生用品
sanitary goods

￥88,000（税別）

肌へのやさしさにこだわった生理用ナプ
キンです。ナプキンによるかぶれやムレの
気になる方に。
内容量：28個
サイズ：200×145×80(mm)
ふつう用、羽なし、21cm
重量：約200g

2976

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

火災・水害対策

43657

情報伝達

セペ 肌にやさしいナプキン

多目的クイックテント 簡易トイレ用･更衣室用

簡易更衣室や簡易トイレ用にも使える多目的クイックテントです。
使用時サイズ：1200×1200×2435（mm）
収納サイズ：400×400×1290(mm)
総重量：23kg

￥400（税別）

59

水に流せるポケットティッシュ

使われた後のことまで考えた再生紙のポ
ケットティッシュです。
内容量：8個
サイズ：150×110×50(mm)
総重量：85g

￥130（税別）

9485

便座用
非木材シートペーパー 100枚入

高密度シートが雑菌の付着を防ぐので、
衛生的です。非木材紙使用。
内容量：100枚
サイズ：372×432(mm)
ケースサイズ：283×405×220(mm)

25

7156

￥13,750（税別）
※ケース販売

非常用圧縮下着セット 女性用

ＬサイズのＴシャツと、Ｌサイズのショーツ
各1枚をセットして圧縮した非常用着替え
セットです。
サイズ：75×110×28(mm)
重さ：200g
Ｔシャツ：Lサイズ(胸囲90〜98cm)
ショーツ：Lサイズ(綿100％)

25841

水につけると10 〜20 秒で 元に戻る、綿
100％の圧縮タオルです。
圧縮時：110×60×12(mm)
使用時：340×850(mm)
総重量：57g

60

無包装コア・ユース170
長巻トイレロール

ほとんどのペーパーホルダーに対応可能
なコンパクトサイズです。
サイズ：205m巻(市販品の約3倍)
ケースサイズ：240×480×350(mm)
総重量：10kg

使い終わりにゴミが出ない芯なしタイプ
です。再生紙100%使用。
サイズ：170m
ケースサイズ：471×471×337(mm)

※ケース販売

※ケース販売

1210

24

￥5,000（税別）

使いっきりショーツ NewもれんChan

汚れても使いっきりだから安心。携帯に便利
な手のひらサイズ。手洗い数回可。
内容量：3枚
M：ヒップ85-93cm
L：ヒップ90-98cm

3206

M/L

￥600（税別）

ディスポショーツ 女性用

100枚

はき心地の良い不織布製のショーツです。
内容量：100枚
ケースサイズ：410×320×200(mm)
総重量：1.86kg

4755

￥11,000（税別）

5897

￥9,000（税別）

48

ペーパーショーツ

手もみ洗濯が２〜３回可能な使い捨てペーパ
ー下着です。
内容量：3枚
Ｍ：ヒップ85〜93cm 股上22cm
Ｌ：ヒップ90〜98cm 股上24cm
ＬＬ：ヒップ95〜103cm 股上26cm
総重量：30g

3388

￥530（税別）

M/L/LL

ディスポパンツ 男性用

100枚

はき心地の良い不織布製のショーツです。
内容量：100枚
ケースサイズ：410×320×200(mm)
総重量：2.2kg

￥12,000（税別）

4756

備蓄用トイレットペーパー 6ロール入

緊急災害備蓄推進協議会認定 備蓄用ト
イレットペーパー。芯が無いため、ごみが
発生しません。
内容量：6ロール入×8パック
サイズ：幅107mm×長さ150m
ケースサイズ：448×446×332(mm)
総重量：約14.5kg

4606

8

￥4,800（税別）
※ケース販売

非常用圧縮下着セット 男性用

ＬサイズのＴシャツと、Ｌサイズのブリーフ
１枚をセットして圧縮した非常用着替え
セットです。
サイズ：75×110×29(mm)
重さ：200g
Ｔシャツ：Ｌサイズ(胸囲90〜98cm)
ブリーフ：Ｌサイズ(綿100％)

25840

￥1,730（税別）

生理用ナプキン エリス新素肌感 28枚入

熱や湿気を逃す全面通気性シートでいつ
でもさらっと快適です。ケガをして救急
用品がない場合にも止血に利用でき、と
ても便利です。
ふつう〜多い日用/20.5cm/羽なし28枚入

44339

￥340（税別）

￥1,730（税別）

災害用圧縮タオル 1枚入り EM180

17128

長巻ロールペーパー
（パピルスソフト）

￥300（税別）

非常用圧縮３点セット（Tシャツ、軍手、タオル）

手でほぐすだけで元に戻る、Tシャツ・軍
手・タオルの圧縮セットです。
圧縮時：100×140×22(mm)
使用時：(タオル)340×850(mm)
(シャツ)Ｌサイズ

301

￥1,350（税別）

コンパクト肌着セット

Tシャツ、下着、靴下、タオル各１点を小さく
圧縮加工しました。
圧縮時：100×140×28(mm)
材質：綿・レーヨン・ポリエステル

793
794

男性用

女性用

￥2,500（税別）
￥2,500（税別）

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

ウェットティッシュ からだふき 50枚入
WTY-B50E
やわらかシートで、お肌にやさしい無香
料・ノンアルコールです。
内容量：50枚
サイズ：300×126×30(mm)
シートサイズ：200×220(mm)

6418

￥200（税別）

防 災 セット

13843

￥200（税別）

3年品質保証のウェットティッシュです。
使用期限：3年
内容量：20枚
サイズ：135×70×20(mm)
シートサイズ：150×200(mm)

2522

￥250（税別）

ウェットティッシュからだふき大判
60枚入 WTY-60L

やわらかシートで肌にやさしく、無香料・
ノンアルコールです。
内容量：60枚
サイズ：210×120×68(mm)
シートサイズ：200×300(mm)
総重量：428g

ウェットティッシュ おしりふき
70枚入 WTY-N70

しっかり拭ける厚手タイプ。おしり拭きや
体拭きなどいろいろな用途に使えます。
内容量：70枚
シートサイズ：140×220(mm)

16322

転倒防止用品

業界最長「5年保証」の防災用のウェット
ティッシュです。
使用期限：5年
内容量：20枚
サイズ：135×92×10(mm)
シートサイズ：150×200(mm)

防災用ウェットティッシュ 20枚

非常食・水・炊き出し

超防災用ウェットティッシュ 20枚

￥390（税別）

￥360（税別）

16319

トイレ・衛生用品

￥540（税別）

214

ウェットタオルが1枚ずつパックされてい
るので配布しやすいです。
使用期限：5年／内容量：200本
タオルサイズ：580×235(mm)
ケースサイズ：346×366×189(mm)
重量：約7kg

3332

hitohira 非常用ウエットタオル無香料
100枚入り

簡易除菌洗浄器

ICボトル

4957

￥3,800（税別）

ウェットタオルとして使った後、洗濯すれ
ば通常のタオルとして使えます。
使用期限：6年／内容量：100個
タオルサイズ：260×260(mm)

ボトルにヨウ素チップと水を入れ、10回振る
だけで手軽に除菌洗浄水ができます。
内容量：100ml

手指消毒剤ステアジェル

サラヤ ドライシャンプー

￥22,000（税別）

58507

救助資機材・避難用品

優れた除菌力のウェットタオルです。未開封
で製造日より5年間、ウェット感が保てます。
使用期限：5年
内容量：20枚
サイズ：150×230×20(mm)
シートサイズ：200×300(mm)

セリオ 長期保存用WETタオル(1枚入)
200本

応急手当用品

防災ウェットタオル 20枚

￥18,000（税別）

避難所・搬送用品

￥2,000（税別）

4969

除菌・消臭 クレベリンS

二酸化塩素の力で除菌・消臭、避難所や
仮設トイレなどを快適で清潔な空間にし
ます。スプレータイプ。
内容量：300ml
成分：二酸化塩素液、界面活性剤、シリコン系消泡剤

4970

￥2,000（税別）

べとつきにくく、サラサラした感触のゲル
状速乾性消毒剤です。
内容量：60ml／300ml
成分、エタノール、ヒアルロン酸Na、プロ
ピレングリコール、カルボキシビニルポリ
マー、TEA

2343

217

46428

￥300（税別）

￥400（税別）
￥1,500（税別）

ペーパーハミガキ 5包入り

拭くだけで手軽に歯みがきができます。
内容量：1.8ml×5包
サイズ：80×15×120(mm)

27302

￥1,150（税別）

￥300（税別）

ハビナース 歯みがきティシュ 90枚入

水を使わなくても大丈夫。とても簡単に
お口の汚れをふきとれます。
内容量：90枚
シートサイズ：190×130(mm)

16677

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

火災・水害対策

￥500（税別）
スプレータイプ ￥500（税別）

216 ボトルタイプ

歯みがきセット（ケース・歯ブラシ・歯磨き粉）

コップ付歯磨きセット。歯磨き粉もつい
てます。色指定不可です。
内容量：コップ 60ml
サイズ：36×100×160(mm)

300ml

4973

情報伝達

水のいらないシャンプー

水を必要としないので、断水時でも髪の
不快感を解消することができます。
使用期限：3年(冷暗所10年)
内容量：250ml／150ml

60ml

水を使わずふき取るだけで髪や頭皮の汚
れを落とす泡状のシャンプーです。肌にや
さしい弱酸性。
内容量：200ml

防災季節商品

2777

ラジオ・ライト・発電機

除菌・消臭 クレベリンG

二酸化塩素の力で除菌・消臭、避難所や
仮設トイレなどを快適で清潔な空間にし
ます。卓置きタイプ。
内容量：150g
成分：二酸化塩素液、高吸水性樹脂等

￥650（税別）
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＼ Hit ／

応急手当用品

おすすめ
人気です！

セット内容
・収納ポーチ

・除菌ジェル×３

・カイロ

・除菌アルコールウェットティッシュ

・折りガーゼ

負傷者の処置に応対する救急セット。

・マスク１P

・絆創膏５P
・綿棒１０P

適切な応急手当ては負傷の悪化をくい止めます。

・包帯

・テープセット

・救急てぬぐい
・爪切り

・爪やすり
・毛抜き
・はさみ

・ワンタッチ包帯

家族の常備薬なども忘れずに用意しましょう。
収納便利な救急18点セット

緊急時はもちろん災害時にも役立つB５サイズの化粧箱に収納された救急セット。
サイズ：130×235×80(mm)

8036

セット内容

セット内容

・コットンガーゼ(8枚)

・コットンガーゼ(8枚)

・包帯(6裂)

・伸縮包帯

・救急絆創膏(10枚)

・救急絆創膏(10枚)

・脱脂綿(5g)

・脱脂綿(5g)

・綿棒(10本)

・綿棒(10本)

・清浄綿(3枚)

・清浄綿(3枚)

・ハサミ

・ハサミ

・ピンセット

・ピンセット

・ナイロン製巾着袋

救急セット Ｄｒ．Ｋ

・ナイロン製ベルトポーチ

巾着型

救急セット Ｄｒ．Ｋ ベルトポーチ型

コンパクトな巾着袋にまとめた救急セットで負傷の悪化を食い止めます。
サイズ：230×170(mm)

475

￥1,800（税別）

ナイロン製のウエストバックタイプの救急セットで負傷の悪化を防ぎます。
サイズ：175×100×70(mm)

476

セット内容

セット内容

・コットン球

・三角巾

・綿棒

・油紙(2枚)

・伸縮ホータイ

・伸縮包帯

・毛ヌキ

・伸縮包帯(2個)

・ガーゼ

・脱脂綿(5g)

・三角巾

・救急絆創膏(10枚)

・絆創膏

・紙絆創膏

・衛生用ハサミ

・綿棒(10本)

・「応急手当の心得」冊子

・ハサミ

・トゲ抜き兼用ピンセット

救急セット BOX型

救急セットＢ

応急手当ての必須用品をまとめたものを取っ手の付いた箱型ケースに詰めました。
サイズ：190×125×105(mm)
総重量：450g

28516

￥2,800（税別）

473

セット内容

セット内容

【傷】

・ICボトル
・救急三角巾(3枚)
・伸縮包帯(3個)
・ガーゼ(3枚)
・救急絆創膏(10枚)×2
・脱脂綿(5g)×3
・紙絆創膏
・清浄綿(5枚)
・綿棒(10本)×3
・体温計
・災害用ハサミ
・とげ抜き兼用ピンセット
・救急お手当法
・ナイロン製バッグ

サージカルテープ・救急絆創膏

S×4枚

M×6枚

消毒液・ピンセット・手袋×2組・マニュアル
【骨折】

滅菌ガーゼ×5枚・三角巾・滅菌タオル・伸縮包帯
副木×2本・アルミックシート・手袋×2組
マニュアル

【やけど】

滅菌ガーゼ×5枚・三角巾・滅菌タオル
手袋×2組・マニュアル

救急戦隊

傷、骨折、やけど、各マニュアル付で、誰にでも正しい手当ができる救急箱です。
サイズ：310×240×125(mm)
総重量：1.3kg

18940
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災害少人数用救急箱(5〜10人用)

￥13,500（税別）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

￥3,400（税別）

適切な応急手当ては負傷の悪化を食い止めます。5〜10人用の救急箱です。
サイズ：290×150×135(mm)

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

・ケース

適切な応急手当ては負傷の悪化を食い止めます。コンパクトな救急セットです。
サイズ：210×130×65(mm)

滅菌ガーゼ×5枚・三角巾・滅菌タオル・伸縮包帯

誰でも使える救急箱

￥2,500（税別）

・ガーゼ

・サージカルテープ

白十字

￥3,000（税別）

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

4971

￥17,800（税別）

セット内容

・ICボトル[5年保存](1本) ・副木(大中小各1本)

・ICボトル(1本)

・伸縮包帯(5個)

・清浄綿(20包入1箱)

・副木(大中小各2本)

・簡易マスク(7枚入)

・綿棒(10本入10袋)

・医療用救急絆創膏

・簡易手袋(10枚入1袋)

(大3枚、小3枚)

・止血帯(2個)

・簡易マスク(7枚入1袋)

・体温計(1本)

・ガーゼ(10枚)

・体温計(1本)

・医療用救急絆創膏

・災害用ハサミ(1本)

・救急絆創膏(10枚入3箱) ・とげ抜き兼用ピンセット
・三角巾(8枚)

・伸縮包帯(6個)
・ガーゼ(3枚)

(大5枚、小5枚)

・救急お手当法(1冊)

・とげ抜き兼用ピンセット
(3本)

・メモ帳(2冊)

・紙絆創膏(3個)

・救急お手当法(1冊)

災害多人数用救急箱（約50人用）

・救急包帯(6個)

・ボールペン(3本)

適切な応急手当ては負傷の悪化を食い止めます。50人用の救急箱です。
アルミ製大型ケース：425×305×175(mm)

4968

転倒防止用品

￥38,900（税別）

4967

・災害用ハサミ(3本)

・帯状絆創膏(1箱)

・清浄綿(20包入1箱)

・脱脂綿(5g入3袋)

適切な応急手当ては負傷の悪化を食い止めます。20人用の救急箱です。
アルミ製中型ケース：333×215×195(mm)

・簡易手袋(10枚入1袋)

・救急絆創膏(24枚入2箱) ・安全ピン(15本入2袋)

(1本)

災害組織用救急箱（約20人用）

・救急三角巾(20枚)

非常食・水・炊き出し

・止血帯(1個)

・紙絆創膏(1個)

防 災 セット

セット内容

￥75,400（税別）

トイレ・衛生用品

止血・包帯・処置用品
medical treatment tool

低刺激で沁みない洗浄・消毒キズ サ・ラ・ラ

すり傷などの消毒にどうぞ。
内容量：60ml
サイズ：100×45×45(mm)
総重量：122g

￥300（税別）

46374

ケーパイン消毒液A

75ml

24823

￥600（税別）

色が残らない無色の消毒液です。
内容量：75ml
サイズ：58×35×111(mm)

救助資機材・避難用品

消毒液が入った救急セットです。防災セット
の中にも入れられるコンパクトサイズ。
消毒液(マッキンα)40mL×1個 綿棒5本入×1個
清浄綿(衛生ウェットナップ)2枚入×1個
ホームガーゼ１枚入(7.5cm×7.5cm)× 2個
ホームコットン5枚入(7.5cm×7.5cm)× 1個
肌にやさしいキズあてパッド(M)2枚入×1個
救急絆創膏10枚入×1個

応急手当用品

救急セット ビニールBOXタイプ

￥1,000（税別）

24137

▼50ml

▼100ml

避難所・搬送用品

ジェット(洗浄)・ミスト(消毒)がワンタッチ
で切替可能な消毒スプレーです。
使用期限：2年
内容量：50ml／100ml

24821
47789

50ml

100ml

￥650（税別）
￥850（税別）

消毒アルコールタオル
ショードックスーパー ボトル100枚

ミクロの繊維ですっきりふきとり、コット
ン生まれの不織布使用の除菌用ウエット
ティッシュです。
内容量：100枚
サイズ：φ140×200(mm)

24696

￥1,000（税別）

ＦＣ

防水ワンタッチパッド

アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系
の粘着剤を使用しています。
内容量：6枚／5枚／4枚
シートサイズ：50×80(mm)
60×100(mm)／80×130(mm)

Ｓ

24814

Ｌ

24724

Ｍ

￥350（税別）
￥500（税別）
￥500（税別）

パッド部分は減殺菌済みで清潔。救急衛
生用品としての常備にも便利な、お徳用
タイプです。
内容量：100枚
サイズ：133×33×105(mm)
シート：19×72(mm)
総重量：75g

24820

￥1,000（税別）

防災季節商品

24723

救急絆創膏ラビンエイド
（100枚入）

ラジオ・ライト・発電機

ジェット＆ミストフォーム 消毒スプレー

情報伝達

衛生クリーンガーゼ 2枚

3012

火災・水害対策

ソフトな肌触りでお肌をクリーンに保ち
ます。
内容量：2枚
サイズ：300×1000(mm)
材質：綿

￥150（税別）

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。
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ＦＣ

滅菌カットガーゼ

伸縮包帯

1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷
口にも安心です。
内容量：6枚/5枚/4枚 各12折
サイズ：50×50(mm)／75×75(mm)
75×100(mm)

24698

Ｓ

24712

Ｌ

24699

￥250（税別）
￥250（税別）
￥250（税別）

Ｍ

トリアージタグ 50枚×2箱

26972

2

伸縮タイプでソフトな肌触りなので、患
部にやさしくフィットします。
サイズ：40×45mm/50×45mm/
62×45mm/75×45mm

綿素材で腕をやさしくサポートします。
Mサイズ：950×950×1350(mm)
Lサイズ：1050×1050×1500(mm)
LLサイズ：1250×1250×1800(mm)

46402

4713

46403

S

46401

L

46400

￥300（税別）
￥300（税別）
￥300（税別）
￥300（税別）

M

LL

トリアージシート

傷病者の症状によって、その重症度・緊
急度を“色”で識別します。
内容量：50枚
サイズ：110×232(mm)
ケースサイズ：260×140×80(mm)
総重量：1kg

￥28,000（税別）
※ケース販売

三角巾

傷 病者の待機場所を“色”によって識 別
し、混乱する現場での迅速･適切な治療･
搬送を実現します。
内容量：各4色
サイズ：5400×5400(mm)
ケースサイズ：880×610×200(mm)
総重量：4.5kg

26899

￥82,000（税別）

4712

M

4714

LL

￥380（税別）
￥500（税別）
￥760（税別）

L

トリアージキット

トリアージタグとトリアージシートのセッ
ト品です。傷病者の緊急度や後方搬送の
優先順位を決定する作業“トリアージ”を
効果的に行えます。
トリアージタグ 50枚×2
トリアージシート 各色×1

26844

プラスチック手袋ライト
パウダーフリー 100枚入

油や洗剤に強くふんわりフィットする、衛生的
なノンパウダークリア手袋です。
内容量：100枚

5912

SS/S/M/L

￥900（税別）

ビニールエプロン袖付 50枚

ウイルスが衣類や手指に直接付着するこ
とを予防します。
内容量：50枚
サイズ：M/L

2120

M/L

￥12,600（税別）

￥110,000（税別）

その他
others

簡易救急5点セット

冷やし増す 冷却シート 大人用 16枚入

個人用の救急セットです。
付属品：脱脂綿・絆創膏・伸縮包帯
ガーゼ・油紙

7807

冷温サポーター ハンディ氷のう 1000cc

氷または氷水を入れ、どんな角度からで
も直接患部の冷温シップができます。
サイズ：φ75×230(mm)
総重量：80g

3223

￥1,000（税別）

安否確認タオル(1枚入)

￥1,500（税別）

黄色いタオルは大丈夫の目印。家にいる
家族が全員無事なら玄関先に黄色いタオ
ルを掲げてください。
サイズ：約34×86(cm)
カラー：黄色
材質：綿100%

17129

64

急な発熱に使える冷却シート。ひんやり
長持ち10時間冷却。
シートサイズ：50X120(mm)
重量：275g

8899

￥550（税別）

液晶式体温計

液晶の色が変わる事で体温が表示されま
す。持ち歩きに便利なカードケース付き。
サイズ：115×60×厚1mm(mm)
総重量：約10g

6368

￥800（税別）

￥300（税別）

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

瞬間冷却パック ひえっぺ

ワンパンチで瞬間冷却。冷凍庫で凍らせ
ば、保冷剤として再利用できます。
サイズ：110×170×20(mm)
総重量：120g

7745

OPEN

防 災 セット

救助資機材・避難用具

非常食・水・炊き出し

倒壊した建物などからの救出に活躍する様々な工具。
負傷者の避難や処置に対応する担架。
倒壊した建物からの脱出や救助の妨げになる場合は、扉や出入り口等を壊さなければなりません。

転倒防止用品

・平バール
・軍手

セット内容（一部）

900mm

2双

・防塵マスク

緊急脱出・避難・救助セット

鮮やかな色でデザインされているのでインテリアを壊さず置いておけます。
サイズ：910×53×145(mm)
総重量：2.6kg

SOL サバイバルキット オリジン 12349

サバイバルに必要なアイテムを手のひらサイズの防水ケースに収めました。
ケースサイズ：98×70×38(mm)
重量：177g

￥7,000（税別）

15732

セット内容

セット内容

・折込式ノコギリ
・両口大ハンマー

全長760mm／刃渡り360mm

・バール 450mm
・ボルトクリッパー 350mm
・折込鋸 240mm
・両口ハンマー 1.3kg
・万能鋏
・差替ドライバー
・ペンチ 150mm
・防塵メガネ
・防塵マスク 2枚
・標識ロープ 9×20000(mm)
・懐中電灯 単一電池2本付
・軍手
・レスキューアッキス

全長900mm／重量2kg

全長900mm／頭重量2.5kg

揚力800kg／高低範囲370〜75mm

救助工具セット
「レスキューツールキット」RS-120

「いのち」を救う工具だから基本と品質にこだわりました。
サイズ：160×4190×980(mm)
総重量：14.3kg

￥34,000（税別）

12137

おき場所に困らないコンパクトタイプの救助セット一式です。
サイズ：530×253×220(mm)
総重量：7.5kg

・平バール

150mm

・ボルトクリッパー
・平バール

・折込みのこぎり

3.6kg

・レスキューアッキス

900mm

・ボルトカッター

1.5kg

・両口ハンマー

・大ハンマー
・トラロープ

600mm

防災季節商品

セット内容

・丸ショベル
・バチヅル

￥36,000（税別）

438

セット内容

ラジオ・ライト・発電機

救助工具セット レスキュー1995

避難所・搬送用品

・解体用バール

・掛矢

救助資機材・避難用品

￥7,000（税別）

6382

応急手当用品

・ナイフ(LEDライト、ホイッスル機能付き)
・シグナルミラー 到達距離32㎞以上
・コンパス
・ティンダー(火口)
・ティンダー用着火器
・ナイロンコード3m
・ステンレスワイヤー1.8m
・アルミホイル
・安全ピン
・釣り糸
・釣り針
・サバイバルテクニック集(英文)

2枚

・レスキューホイッスル

・ジャッキ

トイレ・衛生用品

セット内容

600mm

刃渡り240mm

両口3.6kg

10m

900mm

・標識ロープ 12×20000(mm)
・皮手袋

240mm

2双

・防塵メガネ

救助工具セット
「レスキューツールキット」

2個

・台車(品番：436のみ)

緊急時の様々な場面に対応する救助用工具セット。
サイズ：1000×350×170(mm)
総重量：34kg／25kg

437

RS-170D台車付
RS-170台車無

レスキューキット リュック型

￥98,000（税別）
￥88,000（税別）

リュック型なので一人でも現場に直行することができます。
サイズ：940×340(mm)
総重量：12kg

254

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

￥52,500（税別）

火災・水害対策

436

情報伝達

・折込鋸
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レスキューキット BOX型

セット内容

セット内容

・平バール 900mm
・ボルトカッター 600mm
・折込みのこぎり 刃渡り240mm
・大ハンマー 両口3.6kg
・カケヤ 丸φ150mm
・バチツル 1.8kg
・ショベル 丸型935mm
・トラロープ 10m
・牛革手袋×2
・ゴーグル×2
・防塵マスク×2
・ホイッスル×2
・三角巾
・ガーゼ×2
・包帯×2
・ウエットタオル 20本

・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
・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
・コンベックス2m(ストップ付)

内容品を充実させたプロ仕様の救助用工具セットです。
サイズ：970×330×170(mm)
総重量：21kg

救助工具格納14点セット レスキュー工具セット （アルミトランク式）

￥95,000（税別）

255

非常時に必要と思われる工具14点をコンパクトに収納しました。
サイズ：450×330×140(mm)
総重量：10.4kg

セット内容

セット内容

・パンタジャッキ
・平バール

1t

6P

・アッキス万能オノ
・ゴーグル

210mm

・すべり止軍手

・防じんマスク

場所を取らない救助工具セット レスキュースリム

スリムな収納ケースに集約した防災用品です。キャスター付きでラクラク移動できます。
サイズ：1000×180×120(mm)
総重量：16kg

￥42,600（税別）

21290

背負式救助資機材セット16点 レスキューバッグ

ケース内の工具類が強力マジックデープ止めてあり、バラバラにならずバランスよく移動が
できます。
サイズ：960×400(mm)
総重量：14kg

・大ハンマー
・平バール
・トビロ

・大オノ

・4t油圧ジャッキ

8P

・ショベル

ミニ

・万能オノ

2.5kg

・ボルトクリッパー

900mm

・1.3kgハンマー

長さ900mm

・穴引き鋸
・スコップ

セット内容

900mm

・バチツルハシ

￥55,000（税別）

15490

セット内容
・台車

・ネイルハンマー
・バール

970mm

600mm

・折込みノコギリ
・ゴーグル

・ヘッドランプ

・同上単三乾電池

自主防災用救助工具12点セット レスキューミニ

自主防災用品として、また用具搬送用台車として1台2役が可能です。
台車荷重：150kg
サイズ：1270×510×410(mm)
総重量：32kg

非常時に必要と 思われる作業工具をコンパクトに収納しました。
サイズ：150×250×700(mm)
総重量：19kg

￥57,600（税別）

21291

セット内容

・平バール(大)長さ900mm
・平バール(小)長さ360mm
・ハンマー(大)両口 2.7kg
・ハンマー(小) 450g
・バチツルハシ 2.5kg
・パンタグラフジャッキ600kg用
・油圧ジャッキ 4屯
・万能オノ
・懐中電灯(赤色灯付)
・誘導ライト(ピカピカ)防滴タイプ
・防じんマスク
・ゴーグル
・ホイッスル

21288
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・スコップ(ボックス裏側収納)
・工具収納用ツールボックス
(下記収納)
・ドライバー ＋・−
・手袋 滑り止め付
・大型カッターナイフ
・モンキーレンチ
・プライヤー
・ハンディーソー
・乾電池単一/2ヶ
・乾電池単二/2ヶ
・ボトルクリッパー300mm
・折込みノコギリ210mm

￥150,000（税別）

・金象印 金テコ幅広
・平バラシバール

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

25mm×1000mm

900mm

・金象印 両口ハンマー
・剣付防災斧

3.5kg(樫柄付き)

1.1kg(グラスファイバー柄付き)

・金象印 ハンマーツルハシ

3.0kg(樫柄付き)

・金象印 パイプショベル丸(JIS規格品)
・ボルトクリッパー

・宝長久 サヤ入り鋸
・純綿軍手
・ロープ

浅香工業

6双

600mm

240mm

10mm×20m(ポリエステル)

・保護メガネ

2個

災害救助用常備ツールセット ベンチ収納型

ベンチの中に救助工具が入った常設型です。
サイズ：1140×440×400(mm)
総重量：45kg

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

￥76,000（税別）

21287

セット内容

救助工具25点セット 自主防災組織用 レスキュー12

4本

・すべり止め軍手

キャリー付救助工具セット レスキューキャリー

マジックテープで止めてあり、取り出しがカンタンです。
サイズ：150×300×1000(mm)
総重量：30kg

・救急バック(伸縮包帯・
カット絆・ワンタッチパット)

・平バール 900mm
・大ハンマー 6P
・スコップ 800mm
・ボルトクリッパー 600mm
・バチツルハシ 1.5kg
・レスキューアッキスオノ
・折込ノコギリ 210mm
・ロープ 9mm×10m
・すべり止軍手
・ゴーグル
・防じんマスク
・サバイバルシート
・ホイッスル

900mm

・大ハンマー

￥32,000（税別）

21286

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

6284

￥200,000（税別）

・4t油圧ジャッキ
・ウインチ 1000kg
・平バール 900mm
・大ハンマー 2.5kg
・バチツルハシ
・スコップ
・ロープ Φ9mm×10m
・標識ロープ
・ワイヤーロープ
・防じんマスク 10枚
・すべり止め軍手 5組
・ゴーグル
・ヘッドランプ
・立入禁止テープ
・懐中電灯(マグネット・赤色灯付き)
・誘導灯(明滅式)
・ハンドマイク(サイレン付き)
・呼笛
・四つ折り担架(タンカ)

アイガー災害救助用工具レスキューキット 21点セット

45506

レスキュースーパー40

自主防災組織による地域防災に最適の救助工具40点セットです。
サイズ：500×300×1100(mm)
総重量：72kg

￥158,000（税別）

21289

転倒防止用品

救出に使う道具を全てに盛り込んだセットです。
サイズ：1030×350×160(mm)
アルミキャリー：1080×480×540(mm)
総重量：26.5kg

・単一乾電池 2個
・単二乾電池 2個
・単三乾電池 10個
・工具収納ツールボックス
・折込式ノコギリ 刃長210mm
・金ノコギリ
・金ノコ替刃
・金バサミ
・カッターナイフ
・万能オノ
・1.3kgハンマー
・ネイルハンマー
・タガネ
・平バール 360mm
・ボルトクリッパー 300mm
・プライヤー
・ペンチ
・モンキーレンチ
・ドライバーセット(+・-)

非常食・水・炊き出し

セット内容

・両面つるはし 900mm
・ボルトクリッパー 600mm
・両口ハンマー 3.5kg
・平バール 900mm
・油圧ジョッキ 2t
・3WAY LEDヘッドライト
・カッターナイフＬ型
・革手袋 2双
・救助ロープ 9×20mビニロン
・折込鋸 240mm
・マスク 6枚
・ゴーグル 2個
・剣スコップ
・アルミキャリー

防 災 セット

セット内容

￥245,000（税別）

トイレ・衛生用品

工具
tool

￥2,500（税別）

￥2,500（税別）

444

バチツルハシ

壁・家具を打ち破って救助活動をするの
に役立ちます。
サイズ：460×70(mm)
全長：900mm 総重量：1.5kg
材質：炭素鋼、天然木

446

救助資機材・避難用品

443

丸ショベル

手になじみやすい従来型の丸型ショベル
です。
サイズ：240×300(mm)
全長：980mm 総重量：1.7kg
材質：スチール

応急手当用品

角ショベル

手になじみやすい従来型の角型ショベル
です。
サイズ：250×310(mm)
全長：980mm 総重量：1.8kg
材質：スチール

￥4,140（税別）

避難所・搬送用品

457

OPEN

両口ハンマー 1.3kg

災害時の緊急脱出用にあると安心です。
総重量：1.3kg
材質：炭素鋼、天然木

3080

￥3,070（税別）

掛矢

150mm

災害時の緊急脱出用にあると安心です。
サイズ：φ150×275(mm)
全長：900mm 総重量：4.6kg
材質：イタヤ材

￥6,440（税別）

447

平バール 900mm

ラジオ・ライト・発電機

両ツルハシ

壁を打ち破って救助をするのに役立ちます。
サイズ：560×30(mm)
全長：900mm 総重量：3kg
材質：炭素鋼、天然木

災害時の緊急脱出用にあると安心です。
サイズ：900×130×30(mm)
総重量：2.3kg

452

￥4,370（税別）

防災季節商品

▼12335

カナテコバール

445

￥4,530（税別）

軽くて強い、女性・年配者にも使いやすい
「緊急救助用バール」です。
持上げ力：600kg
サイズ：φ31×830(mm)
総重量：1.4kg

12337

￥3,800（税別）

ラクラク39バール

軽くて強い、女性・年配者にも使いやすい
「緊急救助用バール」です。
持上げ力：800kg
サイズ：φ31×1180(mm)
総重量：2kg
材質：クロームメッキ／防錆処理後カラー塗装

12335 シルバー
12336

ピンク
ゴールド

￥5,700（税別）
￥6,600（税別）

脱出用緊急ツール RE-20
(カッター＆ハンマー)

シートベルトを切り、サイドウィンドウを
割って、車内から脱出するためのツールで
す。
※サイドウィンドウ専用です。
サイズ：43×19×205(mm)
重量：60g

913

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

火災・水害対策

災害時の緊急脱出用にあると安心です。
サイズ：φ25×1200(mm)
総重量：4.5kg
材質：炭素鋼

ラクラク39バール(ショート）

情報伝達

▲12336

￥2,200（税別）

67

レスキューアッキス

番線カッター（ボルトクリッパー）

緊急時の強制侵入道具として使用します。
サイズ：460×185×75(mm)
総重量：1.2kg
材質：炭素鋼・天然ゴム

3168

災害時の緊急脱出用にあると安心です。
全長：630mm
総重量：2.7kg
最大切断能力：φ10mm

￥6,450（税別）

￥12,100（税別）

451

らくらくヘルパーハイパーセット

300kgまでの家具等を、約1/6の力で簡単
に持ち上げて移動ができます。
台車：120×80×28(mm)
リフター：365×70×68(mm)
総重量：756g
付属品：リフター・台車4台・保管用袋

￥5,300（税別）

7704

脚立
stepladder

脚立

かるノビ SCL-120A

新アジャストロック機構で確実にロックで
きます。
最大荷重：100kg
使用時：940〜1250(mm)
収納時：490×170×1035(mm)
総重量：6.2㎏

7027

脚立

￥25,600（税別）

かるノビ

SCL-150A

新アジャストロック機構で確実にロックで
きます。
最大荷重：100kg
使用時：1240〜1550(mm)
収納時：545×170×1340(mm)
総重量：7.2㎏

￥27,600（税別）

7028

脚立

かるノビ SCL-180A

新アジャストロック機構で確実にロックで
きます。
最大荷重：100kg
使用時：1530〜1840(mm)
収納時：600×170×1645(mm)
総重量：8.9㎏

￥33,000（税別）

7029

脚立

かるノビ

SCL-210A

新アジャストロック機構で確実にロックで
きます。
最大荷重：100kg
使用時：1820〜2130(mm)
収納時：650×170×1950(mm)
総重量：10㎏

7030

￥37,600（税別）

使用は
1回限りです

はしご
ladder

次世代避難はしご2階用 KL-2S

軽量で誰にでも簡単に設置でき、瞬時に使
用可能な避難はしごです。
最大荷重：454kg
使用時：3960×270×100(mm)
収納時：250×160×420(mm)
総重量：3.2kg

￥18,000（税別）

1483

はしご型避難ロープ装置 ステップダン2型
軽くて扱いやすく、取付が簡単です。強度1t。
全長：4600mm／全長：7700mm
総重量：1.8kg／3.3kg

34
35

2F用
3F用

￥16,000（税別）
￥18,000（税別）

ロープ
rope

トラロープ

目立つトラ色の標示用ロープです。
サイズ：φ9mm×30mm／φ9mm×100m

930
931

30m

100m

￥2,000（税別）
￥4,800（税別）

ビニロントラックロープ

救助道具の必需品です。
サイズ：φ9mm×30m/φ12mm×30m

3440 長さ30m（9mm幅） ￥6,200（税別）
3441 長さ30m（12mm幅）￥9,500（税別）

軍手・ロープ・笛３点セット

災害時の必需品となる軍手・ロープ・笛の
3点セットです。
サイズ：240×120(mm)
総重量：74g
材質：軍手・綿 ロープ・ポリエステル
笛・ポリスチレン樹脂

3691
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● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

￥200（税別）

防 災 セット
非常食・水・炊き出し

ブルーシート
Blue sheet

ブルーシート #3000
180×180cm
180×270cm
180×360cm
270×270cm
270×360cm
270×540cm
360×360cm

￥630（税別）
￥950（税別）
￥1,270（税別）
￥1,480（税別）
￥1,870（税別）
￥2,510（税別）
￥2,510（税別）

4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039

360×450cm
360×540cm
450×450cm
450×540cm
540×540cm
540×720cm
720×720cm

￥2,940（税別）
￥3,370（税別）
￥3,790（税別）
￥4,220（税別）
￥5,280（税別）
￥6,360（税別）
￥8,490（税別）

￥10,620（税別）
￥17,020（税別）

4040 720×900cm
4041 1000×1000cm

トイレ・衛生用品

4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032

転倒防止用品

アルミ製でサビに強いブルーシートです。紫外線による劣化を抑える光安定剤を配合しています。
材質：ポリエチレン

防災ずきん
Protective headgear

災害時に役立つ防災頭巾です。落下物の衝
撃を和らげます。携帯に便利な収納袋（巾
着タイプ）付きです！
サイズ：300×450mm(mm)

掛けたり、敷いたりと多目的に使えるシートです。
使用箇所：足場、玄関アプローチ、家具、資材など。

5045 ホワイト900mm×50m ￥2,100（税別）
5046 ホワイト900mm×100m ￥3,800（税別）
5083 ホワイト1800mm×50m ￥3,900（税別）

￥980（税別）

36410

5084 ホワイト1800mm×100m￥7,300（税別）

救助資機材・避難用品

￥2,100（税別）
￥3,800（税別）
5053 ブルー1800mm×50m ￥3,900（税別）
5054 ブルー1800mm×100m ￥7,300（税別）
5051 ブルー900mm×50m
5052 ブルー900mm×100m

応急手当用品

レスキュー簡易頭巾

ブルーシートロール･ホワイトシートロール

避難所・搬送用品

▼1508 Sタイプずきん

▲1509 SLタイプずきん

3981

￥1,570（税別）

難燃素材使用！防災ずきん

難燃素材を使用した、耳穴と連絡先メモ
付の防災ずきんです。
サイズ：270×500(mm)／260×440(mm)

2479
2480

大人用

子ども用

￥3,410（税別）
￥3,160（税別）

防災ずきんMT

子供用・学校用

こども用サイズの防災ずきんです。生地・中
綿は燃えにくい素材を使用しています。
色：ブルー・ピンク・イエロー
サイズ：300×60×430(mm)

4930

￥1,650（税別）

防災ずきん 小学校低学年以下（３〜７才）

ラジオ・ライト・発電機

防災頭巾シルバー BZN-300

災害から頭を守る。難燃生地が火の粉を防
ぎます。
使用時：280×420×25(mm)
収納時：280×26×50(mm)

幼児・小さなお子様向けのソフトな防災
ずきんです。日本防炎協会認定品。
サイズ：300×250(mm)／540×250(mm)

1508
1509

Sタイプ

SLタイプ

￥1,900（税別）
￥2,900（税別）

防災季節商品

ヘルメット・ステッカー
Helmet sticker

乳幼児用防災ずきん
（０〜３才児）

16329

￥2,750（税別）

KAGAヘルメット MP型MNタイプ MN-1

根 強い人 気を誇る定番ロングセラー製
品。信頼性が語る、豊富なバリエーション
の産業用ヘルメット。
色：白、クリーム、イエロー、ブルー、グリ
ーン、スカイブルー、朱オレンジ、アイボリ
ー、ライトブルー、マダーレッド
サイズ：263×224×152(mm)

49167

￥2,500（税別）

KAGAヘルメット アメリカン型 BA-1

シンプル形状のアメリカンタイプヘルメッ
トです。国家検定合格品。
色：白、クリーム、イエロー、ブルー、グリ
ーン、スカイブルー、朱オレンジ、アイボリ
ー、ライトブルー、マダーレッド
サイズ：263×224×152(mm)

49188

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

火災・水害対策

立体構造で乳幼児にかぶりやすい設計で
す。日本防炎協会認定品。
便利な専用袋付き。
ずきんサイズ：230×230×110(mm)
専用袋サイズ：290×290(mm)

情報伝達

【※ヘルメットの交換目安は6年です】

￥2,900（税別）
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▼905

交換目安 5 年

作業用 #118

▲906

防災用 #148

交換目安 3 年

トーヨーセフティー ヘルメット 170F
補強リブ付き

タニザワ ヘルメット

信頼性の高い普及型ヘルメットです。あご
紐付です。
サイズ：525〜620(mm)
材質：FRP樹脂製／ABS樹脂製

#118

905
906

#148

￥3,100（税別）
￥2,700（税別）

軽量とフィット感を追求した人気モデル。ス
チロール ライナー入り。
白・黄・クリーム・緑・うす黄・ロイヤルブル
ー・オレンジ・紺・ピンク・紫・赤の11色。
サイズ：530〜610(mm)
重量：364g

2304

折り畳むと

上部をくるっと回すだけの簡単組み立て。
収納はA4サイズ。国家検定合格品。
オレンジ・ホワイト・ブルーの3色。
使用時：208×278×140(mm)
収納時：208×278×80(mm)
重量：420g

909

￥4,600（税別）

収納性、携帯性に優れた防災用折りたたみ
ヘルメットです。
ホワイト・グレー・オレンジ・ライムの4色
サイズ：520〜610(mm)
総重量：430g

18938

￥4,400（税別）

↓ コンパクトに

タタメットズキン2

折りたたみヘルメット タタメットBCP

お子様の頭部を守るため、防災頭巾と折
りたたみヘルメットが一体化しました。
サイズ：470〜620(mm)
使用時：235×151×292(mm)
収納時：332×221×45(mm)
総重量：440g

￥4,800（税別）

力いらずでカンタンに立体化でき、折り
たたみもワンタッチで可能です。
サイズ：470〜620(mm)
使用時：235×292×151(mm)
収納時：332×221×35(mm)
総重量：375g

48218

タニザワ ヘルメット #168

帽子感覚でかぶれる軽快で機能的なデザ
インです。あご紐付。国家検定品です。
サイズ：530〜620(mm)
材質：ABS樹脂製

903

￥4,200（税別）

￥4,300（税別）

防災用ヘルメット オサメットジュニア

A4サイズ厚さ45mmの収縮式ヘルメット。
収 縮した状 態 から簡単に組み立てが可
能。国家検定合格品。
ホワイト、オレンジ、ブルーの3色。
サイズ：550〜640(mm)
使用時：281×210×132(mm)
収納時：281×210×45(mm)
重量：375g

￥6,000（税別）

A4サイズ厚さ45mmの収縮式ヘルメット。
収 縮した状 態 から簡単に組み立てが可
能。ジュニアサイズ用。
ホワイト、オレンジ、ブルーの3色。
サイズ：500〜560(mm)
使用時：281×210×132(mm)
収納時：281×210×45(mm)
重量：375g

5338

KAGAヘルメット KGBo-1

深さが約10cmと深いためしっかりフィッ
トし、被りやすくなっています。束ねたロ
ングヘアーにも対応。
頭囲寸法：54〜62cm／総重量：約330g
カラー：白・イエロー・スカイブルー・ハイト
ーングリーン・エンジ

8570

A4 サイズ収納！

防災用ヘルメット
オサメット 収縮式･A4サイズ

7816

トーヨーセフティー
防災用折りたたみヘルメット ブルーム No.100

折り畳むと

↓ コンパクトに

28061

￥2,600（税別）

タニザワ 防災用ヘルメット
Crubo (クルボ)

防災キッズメット

あごひもの先にホイッスルの付いた子供
向け防災専用ヘルメットです。国家検定品
サイズ：470〜560(mm)
総重量：350g

904

￥3,400（税別）

トーヨーセフティー
児童用防災ヘルメット あんぜんくん

小学生を対象とした避難用ヘルメットで
す。
対象年齢：4歳〜12歳。
カラー：白、うす黄、ピンク。
サイズ：480〜570(mm)
重量：379g

76

￥6,000（税別）

￥2,900（税別）

￥3,400（税別）

人数分の用意はOK？
定期的な点検をしましょう

ヘルメット用 ステッカー

ヘルメット用ステッカーA型・B型・AB型・
O型用です。
内容量：2枚
サイズ：35×35(mm)

2351

A型

2353

AB型

2352
2354
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B型

O型

ヘルメット用

￥100（税別）
￥100（税別）
￥100（税別）
￥100（税別）

血液型ステッカー

血液型書き込み可能ヘルメット用ステッ
カーです。
内容量：2枚
サイズ：35×35(mm)

2355

￥100（税別）

ヘルメット用 ステッカー 無地
無地のヘルメット用ステッカーです。
内容量：2枚
サイズ：35×35(mm)

2356

￥100（税別）

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

防 災 セット

更衣室・授乳室
locker room

避難所・搬送用品

非常食・水・炊き出し

大きな災害に対して個人の力は限られています。
やむをえず避難所での生活をする場合に個人の
プライバシー保護とした間仕切りや、
緊急時に応じて使い分けができる担架は、

災害時避難所用

更衣室＆授乳室

スピーディーな援助活動ができます。
日頃から地域で助け合える、
協力体制をつくっておきましょう。

OPEN

5648

緊急災害時 簡単組立ダンボールベッド

強化芯使用の頑丈なダンボールベッド。組み立て
10分。コンパクト収納で省スペース備蓄が可能。
使用時：1830×860×310(mm)
収納時：190×620×880(mm)
耐荷重：450kgまで
総重量：10kg

転倒防止用品

かんたんな組立式です。
「使用中」「空き」
の表示板とカーテン付。
使用時：1100×1100×2150(mm)
収納時：1400×700×260(mm)
総重量：20kg

￥12,000（税別）

7898

トイレ・衛生用品

間仕切り･簡易ベッド
emergency partition･bed

畳ロール

4189

￥79,000（税別）

緊急避難所用間仕切りユニット

ダンボール製の間仕切りです。軽量で組み
立て簡単。通気性と強度も優れています。
板1枚のサイズ：900×1100×20(mm)
板1枚の重量：約1.1kg
組み立て時の1ブロック：(6畳間×6室)/60
枚使用

救助資機材・避難用品

￥43,000（税別）

26581

避難所用畳そくさい3畳セット(間仕切り付き)

汚れに強く、耐久性に優れた洗える畳です。
畳：880×880×20(mm)
間仕切り：880×850(mm)
総重量：2.5kg
付属品：畳×6枚・間仕切り×10枚・畳用
収納袋

応急手当用品

災害備蓄用

汚れても水拭きができ衛生的です。ダニ、カ
ビが発生しにくく長期保管でも安心です。
サイズ：10m(5帖分)
使用時900×10000×4(mm)
梱包：940×260×260(mm)
総重量：11.5kg

￥230,000（税別）

245

避難所・搬送用品

OPEN

プライベート間仕切りテント

1セットで3パターンの使い方ができる屋内用間仕切りです。防災推奨認定品。

ジョイントスクリーン 3×3ｍ

災害時の避難所などで大活躍！連結間仕切りジョイントスクリーン！
連結可能で高さ2mのプライバシーを確保。刻一刻と変わる状況に合わせてレイアウト変更
も自由自在。
仕様はメーカーホームページをご覧ください。
［ユニトレンド：http://www.unitrend.co.jp/］

58505 2×2ｍ

￥45,500（税別）

58506 3×3ｍ

￥55,300（税別）

9036 プライベート間仕切り(屋内用)屋根無 PMR-233

重量：34ｋｇ 収納数1個

9037 プライベート間仕切り(屋内用)屋根有 PMR-233Y

重量：39ｋｇ 収納数2個

9038 プライベート間仕切り(屋内用)屋根無 PMR-231

重量：12ｋｇ 収納数1個

9039 プライベート間仕切り(屋内用)屋根有 PMR-231Y

重量：14ｋｇ 収納数2個

ラジオ・ライト・発電機

ジョイントスクリーン 2×2ｍ

セット内容：横幕Ｗ3000（青）×10枚フレーム×2基・横桁パイプ×2本・収納バック・手順書・説明書
セット内容：横幕Ｗ3000（青）×10枚・屋根幕（白）×1式・フレーム×2基・横桁パイプ×2本・収納バック・手順書・説明書
セット内容：横幕Ｗ3000（青）×4枚フレーム×1基・収納バック・手順書・説明書

セット内容：横幕Ｗ3000（青）×4枚・屋根幕（白）×1式・フレーム×1基・収納バック・手順書・説明書

防災季節商品

テント
tent

￥23,000（税別）

1861

￥10,000（税別）

3WAYで使用可能 非常用一人テント カプセルテント

トイレテント、着替えテント、プライベートテ
ントとして使用可能!
使用時：2150×900×900(mm)
収納時：直径650(mm)
総重量：3.7kg

8039

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

火災・水害対策

43655

STK アンブレラテント

5秒で組み立て可能なドームテントです。
使用時：2040×1430×1350(mm)
収納時：130×130×1060(mm)
総重量：2.65kg

情報伝達

折り畳み式 アルミ簡易ベッド

アウトレジャー用のベッドよりもさらに強
固なフレームです。
使用時：630×1900×460(mm)
収納時：260×180×950(mm)
耐荷重：200kgまで
総重量：12.2kg

￥7,000（税別）
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テント名お入れ致します

セット内容
・ペグ×8本

・ガイドロープ×4本
・ペグ用収納袋

・キャスターバッグ

など
クイックシェードDX300UV-S

ミスタークイックテント 総アルミタイプ

ワンタッチ組み立て式。約５．５畳のスペー
スで５〜６人に最適です。キャスタバッグ付
使用時：3000×3000×2570・2480・2390(mm)
総重量：15kg

￥35,000（税別）

13821

豊富なサイズとカラーバリエーションでアウトドアから非常時まで用途に合わせてご自由にお選びいただけます。
サイズ：1800×1800×1810(mm)／1800×2700×2220(mm)／2400×2400×1810(mm)／2400×3600×2220(mm)／
2400×4800×2220(mm)／3000×3000×2220(mm)／3000×4500×2220(mm)／3000×6000×2220(mm)／1800×3600×2220(mm)
総重量：19kg／20kg／22kg／33kg／44kg／29kg／39kg／50kg／32kg

5442 180×180
5443 180×270
5444 240×240

￥73,000（税別）
￥99,000（税別）
￥92,000（税別）

5445 240×360 ￥139,000（税別）

5448 300×450

5447 300×300 ￥139,000（税別）

5450 180×360

5446 240×480 ￥149,000（税別）

5449 300×600

￥162,000（税別）
￥187,000（税別）
￥129,400（税別）

テント名お入れ致します

ミスタークイックテント

など

簡単組立で、あらゆるシーンに対応します。
スチール アルミ複合タイプです。
サイズ：3000×4500×軒高2220(mm)
総重量：44kg

ミスタークイックテント 切妻型タイプ

￥148,000（税別）

5435

簡単組立で、あらゆるシーンに対応します。
スチール アルミ複合タイプです。
サイズ：2700×3600×軒高2220(mm)
総重量：54kg

5441

￥162,000（税別）

災害･医療用多目的テント

ファスナー式の入口と明り取りの窓が側面
に付いています。ワンタッチ固定式ですばや
く設営できます。
サイズ：2680×3550×2050(mm)
3550×5320×2050(mm)
総重量：37kg/59kg

26589

ミスタークイックテント NWシリーズ

9885 450×300

￥158,000（税別）
￥168,000（税別）

5889 360×360
6161 600×300

対ウイルス加工のフルテクトを使用。屋外
の緊急待機場所、授乳施設なのに清潔な空
間を提供します。
サイズ：600×300×344(mm)
総重量：69kg

6162

￥351,400（税別）

災害避難用テント 7〜8名用

レインガードフレームとオートピークフレームが合体。雨の流れをスムーズにしました。
サイズ：300×300×317〜353(mm)/450×300×317〜353(mm)/
360×360×317〜353(mm)/600×300×317〜353(mm)
総重量：38.1kg/51.8kg/47.4kg/67.2kg

6160 300×300

￥210,000（税別）
BT-810 ￥338,000（税別）

26587 BT-45

ミスタークイック FT

災害時の避難所・救護所/宿泊所として多目的に利用できます。600mm×300mmのスペース
で8名(1名約1畳として)就寝できます。
サイズ：6000×3000×3530(mm)
総重量：幕素材ターポリン使用時74kg/幕素材ポリエステル使用時66kg

￥173,000（税別）
￥217,000（税別）

5692

￥377,000（税別）

リアカー・避難車
bicycle trailer・refuge vehicle

折りたたみリヤカー フリーキャンパー

完全折りたたみ式で超軽量、ノーパンクタ
イヤを使用しています。
耐荷重：170kg／200kg／350kg
荷台サイズ：905×625(mm)
1000×725(mm)／1150×775(mm)
総重量：18.4kg／25kg／43.6kg
材質：アルミ

604

605

72

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

606

￥187,700（税別）
￥267,400（税別）
￥358,000（税別）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

アルミ製折りたたみ式リヤカー

軽量化と耐久性を追求して開発された、新時
代のリヤカーです。ノーパンクタイヤ使用。
耐荷重：300kg
サイズ：1960×1140×845(mm)
総重量：39kg

244

￥190,000（税別）

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

階段避難車 イーバックチェア

女性の方でもらくらく操作できる、非常
用階段避難車です。※2年1度メンテナン
ス(有償)が必要
耐荷重：182kg
収納時：500×190×1035(mm)
総重量：9.5kg

17186

￥199,000（税別）

防 災 セット
非常食・水・炊き出し

自転車
bicycle

非常用階段避難車 エクセルチェアー

折りたたみ式ノーパンク自転車

46364

シマノ製6段ギアがついたノーパンク折り
たたみ自転車です。
耐荷重：70kg
使用時：1400×550×1030(mm)
収納時：830×400×580(mm)
総重量：18kg

￥210,000（税別）

￥38,000（税別）

48445

ノーパンク三輪自転車

パンクしない、空気入れ不要のノーパン
ク三輪自転車です。
積載荷重：前カゴ約2kg/後カゴ約13kgまで
サイズ：1600×590×995(mm)
総重量：35.5kg

転倒防止用品

災害時でも階段を使用して避難できる避
難車です。
耐荷重：160kg
使用時：1430×990×650(mm)
収納時：1130×290×650(mm)
総重量：13.8kg

￥100,000（税別）

58502

トイレ・衛生用品

←このように使用します。

担架
stretcher

救い帯

44664

￥3,500（税別）

使い捨て担架（5枚組）

防菌対策のための使い捨て担架5枚組
です。
耐荷重：100kg
サイズ：1200×600(mm)
総重量：500g

救助資機材・避難用品

災害時や介護時の簡易担架です。
耐荷重：200kg
収納時：330×300×15(mm)
使用時：1040×970(mm)

応急手当用品

イス型簡易担架

￥12,000（税別）

2562

避難所・搬送用品

1563

￥16,000（税別）

伸縮二ツ折担架

グリップ部分が収縮しますので狭い場所
でも使用できます。
材質：スチール
使用時：2250×540(mm)
耐荷重：200kg
総重量：8kg

201

￥20,350（税別）

クイック四ツ折担架

コンパクトな収納サイズから、安全・スピ
ーディーに組み立てることができます。
材質：スチール
使用時：2110×530(mm)
収納時：1050×220×130(mm)
耐荷重：180kg、総重量：9kg

￥28,000（税別）

202

防災季節商品

OPEN

5647

万能ソフト担架

収納袋付で清潔かつ持ち運びやすくなっ
ています。
耐荷重：159kg
使用時：1980×750(mm)
収納時：340×450(mm)
総重量：1.5kg

軽量携帯用折りたたみ担架

￥32,000（税別）

28262

￥45,000（税別）

レスキュー・キャリーマット＋担架棒セット
レスキュー・キャリーマットと担架棒のセ
ットです。
耐荷重：159Kg
使用時：1800×650(mm)
収納時：450×640×100(mm)
総重量：5kg

359

￥65,000（税別）

二ツ折用

担架格納箱

二つ折用担架の格納箱です。固定バンド
付。※格納箱のみ
サイズ：1200×340×200(mm)／
2300×280×200(mm)
総重量：12kg／17kg

204
205

四ツ折用

二ツ折用

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

火災・水害対策

1562

四つ折りストレッチャー担架

強化アルミを使用しています。
耐荷重：159Kg
使用時：2140×550×120(mm)
収納時：580×250×140(mm)
総重量：6.8kg

情報伝達

四ツ折用
アルミ合金なので丈夫で軽く、錆びない
です。
耐荷重：159kg
使用時：2050×540×135(mm)
収納時：970×110×190(mm)
総重量：6kg

ラジオ・ライト・発電機

緊急用簡易担架 レスキューボード

世界で初めての再生紙製のレスキューボ
ードです。
耐荷重：500kg(素材乾燥時)〜200kg(24
時間水浸後)
使用時：1800×730(mm)
収納時：600×730×2.4(mm)
総重量：3.5kg

￥45,000（税別）
￥51,000（税別）

73

ラジオ・ライト・発電機
電池

正確な情報を得るためのラジオと照明道具は必需品。
適切な誘導はパニックを防ぎ、照明は暗闇の不安からあなたを守ります。
非常時の夜間作業には、使いやすく機能性の高い投光器が活躍します。

battery

LR14EJ-4SW 単2形電池 4本パック

LR20EJ-4SW 単1形電池 4本パック

液もれ防止製法採用で、大切な機器にも
安心して使用可能！
使用推奨期限：10年
タイプ：アルカリ乾電池
形状：単1形
サイズ：φ34.2×61.5(mm)
重量：137g(1本あたり)

3100

￥1,155（税別）

液もれ防止製法採用で、大切な機器にも
安心して使用可能！
使用推奨期限：10年
タイプ：アルカリ乾電池
形状：単2形
サイズ：φ26.2×50(mm)
重量：66g(1本あたり)

3099

￥892（税別）

LR6EJ-20SW 単3形電池 20本パック

液もれ防止製法採用で、大切な機器にも
安心して使用可能！
使用推奨期限：10年
タイプ：アルカリ乾電池
形状：単3形
サイズ：φ14.5×50.5(mm)
重量：24g(1本あたり)

3098

￥2,593（税別）

LR03EJ-20SW 単4形電池 20本パック

液もれ防止製法採用で、大切な機器にも
安心して使用可能！
使用推奨期限：10年
タイプ：アルカリ乾電池
形状：単4形
サイズ：φ10.5×44.5(mm)
重量：11g(1本あたり)

3097

￥2,593（税別）

ラジオ
radio

パナソニック 手回し充電ラジオ
FM-AM2バンドレシーバー RF-TJ20-W

手回し充電対応なので、乾電池がなくて
もラジオを聴いたりLEDライトを点灯した
りできます。手回しでスマートフォンや携帯
電話にも充電できます。
電源：単4形乾電池×3本(別売)／充電式電池
重量：254g

26829

￥7,380（税別）

多機能防災ラジオ・ライト

1台で5役（LEDライト・FM/AMラジオ・ダ
イナモ充電・時計・アラーム）
サイズ：7.6×15.5×6(cm)
総重量：320g

44454

￥5,800（税別）

手回し充電+乾電池 備蓄ラジオ ECO-3

災害・緊急時やアウトドアに１台４役！スマー
トフォンなどの携帯電話の充電ができるUSB
端子搭載。手回し充電でも、乾電池でも。
単4形乾電池×2本(別売)
サイズ：104×46×66(cm)
総重量：180g

12904

￥9,450（税別）

＼ Hit ／

おすすめ
乾電池も
使えます！

手回しソーラー蓄電ラジオ
チャージオ SL-090

オーム電機 録音機能付き
AM/FMラジオ RAD-F830Z

3WAY充電｜「手回し」「ソーラー」「USB」
と３通りの充電方法に対応。 予備電源と
して乾電池も使用出来ます。
サイズ：53×74×157(mm)
重量：310g(電池含まず)
付属：本体、USBケーブル、取扱説明書（保証書
付）、ストラップ（フック付）

8047

本機の録音マイクで、周囲の音声をマイク
ロSDカードに録音できます。
単4形乾電池×3本(別売)
サイズ：58×109×18(mm)
重量：66g(乾電池含まず)
付属：イヤホン カラー：黒／白

￥6,100（税別）

スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト

74

￥3,980（税別）

スマホ対応ダイナモチャージングラジオライト

一台にサイレン・LED・スマホ充電・ラジオ
の4機能搭載。内臓バッテリーでUSB蓄電
とダイナモ蓄電ができます。
サイズ：約55×145×45(mm)
重量：約180g

8483

26831

￥3,200（税別）

本体に蓄電後、スマホ充電・ラジオ・ライ
ト・サイレンが可能なダイナモラジオライ
トです。
サイズ：183×110×73(mm)
重量：406g
セット内容：本体、接続コード×1、携帯
アタッチメント×1

1382

￥3,800（税別）

防災ラジオ NX-W109RD

緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報
放送対応。速報、警報信号を受信すると
LEDと音で知らせます。
サイズ：60×100×19.5(mm)
重量：86g(電池含まず)
付属：ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×
1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1

8055

￥5,980（税別）

チャージャーライト付ソーラーダイナモラジオ

充電池内蔵の3電源で使用できるAM/FM
ラジオ・LEDライト・モバイルチャージャー
です。
サイズ：130×75×45(mm)
重量：296g

4124

￥4,980（税別）

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

ダイナモエマージェンシーライト

スマートフォンの充電も可能。携帯電話充
電、AM/FMラジオ。
単4形乾電池×3本(別売) 携帯電話充電
コネクター4種､接続コード1体付
サイズ：140×80×36(mm)
重量：290g

7830

￥5,000（税別）

EVERBright ソーラー多電源･多機能ランタン

ハンドルを回すだけで点灯する自家発電・
マルチ機能内蔵のソーラーランタン。携帯
電話･スマホ充電機能付き。
サイズ：φ90×270(mm)
重量：470g
付属品：携帯電話充電用コード・専用アダプター他

9983

￥6,500（税別）

防 災 セット
非常食・水・炊き出し

ランタン
lantern

ジェントス
LEDランタン エクスプロ−ラ−

6201 EX-V777D

￥6,000（税別）

300ルーメン LEDランタン

明るさ300ルーメンのLEDランタン。防災用
品としても、アウトドア用品としてもご利
用頂けます。
単1形乾電池×3本(別売)
サイズ：86×86×184(mm)
重量：395g

6159

BL-35

￥3,500（税別）

LEDライト 3WAY ランタンタイプ

吊るす、置く、持つ、の3通りの使い方がで
きるランタンタイプのLEDライトです。
単3形乾電池×3本(別売)
サイズ：190×100×45(mm)
重量：59g

3721

転倒防止用品

明るさ360ルーメン。カバー部分を外し、逆さま
に吊るして使用可能です。耐塵・防滴仕様。
単1形乾電池×3本(別売)
サイズ：約184×102×87(mm)
総重量：約802g

￥200（税別）

トイレ・衛生用品

常備灯
standing light

5920 APL-3207S

￥2,000（税別）

ハンディナイトライト 非常灯機能付 NE-399

停電時には、自動点灯。手持ちライトにも
使用できます。
充電時間：100時間
内蔵電池：ニッケル水素電池
連続点灯：8時間
サイズ：58×32×87(mm)
総重量：71g

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停
電時には非常灯、ベースから持ち上げる
とハンディライトになる充電式LEDライト
です。
サイズ：52×110×85mm
重量：120g

単1形LED防雨ライト

ゼニス アルミ製強力9光ライト ML-680

￥2,500（税別）

2078

44396

救助資機材・避難用品

インテリアライトとしても愉しめるスマー
トなフォルムです。
単3形乾電池×2本(別売)
サイズ：φ50×217(mm)
重量：43g

停電時自動点灯 ふくろう型停電灯
ATD-100

応急手当用品

LEDのインテリア常備灯

￥1,700（税別）

ライト
light

避難所・搬送用品

地震や停電での暗闇に自動で点灯！コン
セントから外せば携帯灯になります。
サイズ：96×62×32(mm)
重量：120g

5649

￥3,800（税別）

LEDハンディライト USB充電式

繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。
付属のUSB充電ケーブルで充電可能です。
サイズ：35φx160(mm)
重量：200g
明るさ：250ルーメン/400ルーメン/600ルーメン

6253
6254

LL-18

￥5,000（税別）
￥6,000（税別）
￥7,000（税別）

5918 AHL-1207

￥1,200（税別）

災害時に役立つ強力9光ライト。小型軽
量なので常時携帯できます。
単4形乾電池×3本(別売)
サイズ：φ27×95(mm)
重量：60g

6589

￥500（税別）

ヘッドライト

防災季節商品

6261

LL-16
LL-17

災害時や、レジャーなどに役立つ防滴・
防雨設計のライトです。
単1形乾電池×2本(別売)
サイズ：68×50×220(mm)
重量：205g

ラジオ・ライト・発電機

ピオマ ここだよライトS

headlight

￥1,410（税別）

8014

￥1,980（税別）

防雨ヘッドランプ ACA-3202

頭に装着して使用するので、手が塞がら
ず作業が楽です。防滴形防水性です。
単3形乾電池2本(別売)
サイズ：77×55×56(mm)
総重量：90g
付属：予備球1個

4182

￥1,500（税別）

3LEDヘッドランプ ACA-4302

頭に装着して使用するので、手が塞がら
ず作業が楽です。防滴形防水性です。
単4形乾電池3本(別売)
サイズ：64×59×49(mm)
総重量：73g
付属：装着用ベルト

4180

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

火災・水害対策

8015

OHM 5W LED 強力サーチライト

状況に応じて使い分けできる、2アクショ
ングリップ。HIGH/LOW明るさ切換えスイ
ッチ。
単2形乾電池×4本(別売)
サイズ：120×165×183(mm)
総重量：325g

情報伝達

OHM 3W LED 強力ライト P03W

防水性能ランク:IPX4 防飛まつ。(テスト用
マンガン電池付属)
単1形乾電池×4本(別売)
サイズ：114×200(mm)
総重量：270g(電池別)

￥2,000（税別）

75

投光器
ﬂoodlight

パワーグロー
スタンド式LED投光器 EKS0337JS-2

上下左右首振りタイプ。スタンド位置を変
えずに照らす方向を調節できます。屋外
使用OK。
サイズ：260×200×145(mm)
スタンド高さ：1030〜1524(mm)
コード長さ：1.8m
重量：4kg

￥35,000（税別）

13877

スタンダードS01 スーパーS02

ハイパーS03

2灯式HS-500LW

1灯式HS-500L

三脚スタンド

ハロスター500 軽量三脚仕様

耐風テスト風速20mクリア。安定感抜群・
強力・あらゆる現場作業に最適です。
有効長：1260〜1780(mm)／1385〜2150(mm)
1450〜2450(mm)
総重量：6.0kg／8.5kg／12.5kg

ハロゲンライトと軽量三脚のセット品です。
入力：100V(50/60Hz)
サイズ：1020〜2070(mm)／1040〜2090(mm)
総重量：5.4kg／7.7kg
消費電力：415W／415W×2

28937

28058

28936

スタンダード
S01

28938

ハイパー
S03

スーパー
S02

￥14,000（税別）
￥18,000（税別）
￥22,000（税別）

28057

1灯式
HS-500L

2灯式
HS-500LW

￥19,000（税別）
￥24,000（税別）

3年保証

パワーグロー
4in1 LED投光器(充電式) EKS0267J

投光器、ハンドライト、吊り下げライト、スマ
ホ･携帯電話充電電源の1台4役。
充電時間：5時間
点灯時間：2.5時間(1200ルーメン)
防水IP54/USB出力
サイズ：128×172×47(mm)/重量：740g

基本の備えを
しっかりと！

￥15,000（税別）

13879

LEDバルーン照明機
WL301SLBAS

300W

3 0 0 W の 大 光 量・瞬 時 点 灯・長 寿 命
40000時間。三脚タイプ。
電圧：100〜240V(要プラグ交換)
周波数：50/60Hz
バルーン最大高さ：3000(mm)
総重量：21kg

￥620,000（税別）

46368

3年保証

LEDバルーン照明機 300W
WL301SLBAKS-2 ハードケース付き

3 0 0 W の 大 光 量・瞬 時 点 灯・長 寿 命
40000時間。三脚タイプ。
電圧：100〜240V(要プラグ交換)
周波数：50/60Hz
バルーン最大高さ：3000(mm)※調節可能
総重量：25.7kg

46367

￥820,000（税別）

3年保証

ガソリン缶
gasoline can
【※別途危険物運送費がかかります】

ガソリン缶詰 レギュラーガソリン

高品質の鉄缶を特殊加工しているので、
ガソリン漏れの心配が全くありません。
内容量：1缶1L 耐熱性：230℃
付属：給油セット（じょうご・缶切り）

19945 4L（4缶入）

￥3,900（税別）

19946 10L（10缶入）￥10,200（税別）
19947 18L（18缶入）￥18,500（税別）

ハイオクスーパーガソリン 4Lセット（4缶入）

高品質の鉄缶を特殊加工しているので、
ガソリン漏れの心配が全くありません。
内容量：1缶1L
耐熱性：230℃
付属品：給油セット（じょうご・缶切り）

￥4,200（税別）

19948

混合ガソリン 4Lセット
（4缶入）

発電機、小型エンジン、スクーター用の予
備燃料としてご利用ください。
内容量：1缶1L
耐熱性：230℃
付属品：給油セット（じょうご・缶切り）

19949

￥4,300（税別）

ガソリン携行缶
gasoline carrying cans

軽油

4Lセット
（4缶入）

オフロード四輪駆動車や小型船舶用の予
備燃料として利用されています。
内容量：1缶1L
耐熱性：230℃
付属品：給油セット（じょうご・缶切り）

19950
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ガソリン缶詰

灯油

家庭用の暖房器具、緊急時用のコンロへ
の使用ができます。
内容量：1缶1L 耐熱性：230℃
付属品：給油セット（じょうご・缶切り）

￥3,900（税別）

19951 8L(8缶入）

19952 18L(18缶入）

￥7,400（税別）
￥16,700（税別）

ガソリン携行缶

10L

防災備蓄用のガソリン携行缶。車の予備
燃料備蓄にも使えます。消防法適合品。
燃料注入時に便利な給油ノズル付き。
サイズ：460×331×122mm
重量：2.27kg

418

￥6,640（税別）

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

ガソリン携行缶

20L

防災備蓄用のガソリン携行缶。車の予備
燃料備蓄にも使えます。消防法適合品。
燃料注入時に便利な給油ノズル付き。
サイズ：460×331×206mm
重量：3.37kg

419

￥7,280（税別）

防 災 セット
非常食・水・炊き出し

発電機
dynamo
※メーカー製造のタイミングにより
納期が掛かる場合があります。

ガスパワー発電機エネポ EU9iGB

TOHOカセットボンベ（3本入り）

エネポEU9iGBに対応したガスボンベ
です。
LPG 液化ブタンガス 品番：13413用
総重量：250g

ヤマハ発電機 4サイクル EF6000TE

13413

￥110,000（税別）

13414

￥630（税別）

ホンダ インバーター発電機

EU9i

ホンダのインバーター発電機で最軽量！片
手で持ち運べる人気のポータブルモデル。
連続運転：約7.1〜約3.2時間
交流定格出力：100V-900VA
サイズ：451×242×379mm
乾燥重量：13kg

転倒防止用品

カセットボンベで外でも発電できます。
連続運転：2.2時間(カセットボンベ2本)
交流定格出力：900VA(100V-9A)
サイズ：365×262×524(mm)
総重量：19.5kg
※ボンベは「東邦金属工業（株）」表記のもの

￥128,000（税別）

405

トイレ・衛生用品

インバーター発電機

801

￥167,000（税別）

797

EF2500I

クラス最軽量でコンパクト設計になってい
ます。家庭用電源並の良質な電気です。
連続運転：13.2〜6.1時間(無鉛ガソリン)
交流定格出力：2,500VA
サイズ：487×395×425(mm)
総重量：29kg

￥198,000（税別）

大容量燃料タンクで長時間連続運転可能
です。バッテリートレイ付。
連続運転：9.0〜7.5時間(無鉛ガソリン)
交流定格出力[60Hz]：単相 1.5KVA(100V-15A)
サイズ：535×670×565(mm)
総重量：94kg

2950

￥400,000（税別）

ヤマハ インバーター発電機 EF900iS

片手で持ち運びが可能な12.7kgボディ。インバ
ーターだから家庭用電源並の良質な電気。
連続運転：約11.9〜4.1時間(無鉛ガソリン)
交流定格出力：900VA
サイズ：450x240x380mm
総重量：12.7kg

救助資機材・避難用品

EF2300

もっとも使い勝手の良い発電容量、小型
バッテリーの充電にも使用可能。
交流定格出力：2.0KVA[50Hz](100V-20A)
連続運転：7.5〜8.8時間(無鉛ガソリン)
サイズ：510×415×425(mm)
総重量：41kg

応急手当用品

ヤマハ発電機

￥128,000（税別）

795

コードリール
cord reel
温度センサー

避難所・搬送用品

防雨型

EF2000IS

余裕の発電容量でさらに使いやすくなりま
した。家庭用電源並の良質な電気です。
連続運転：8.6〜5.0時間(無鉛ガソリン)
交流定格出力：2,000VA
サイズ：527×419×461(mm)
総重量：32kg

796

￥248,000（税別）

インバーター発電機

EF2800ISE

必要最低限のエンジン回転数を設定する
エコノミーコントロールを採用しました。
連続運転：18.1〜7.6時間(無鉛ガソリン)
交流定格出力：2,800VA
サイズ：680×445×555(mm)
総重量：68kg

798

￥348,000（税別）

ヤマハ発電機 インバーター EF4000iSE

低燃費のエンジンと大容量燃料タンクの
相乗効果で、長時間運転を実現しました。
連続運転：15.2〜7.4時間(無鉛ガソリン)
交流定格出力：4,000VA
サイズ：780×616×692(mm)
総重量：94kg

2949

￥14,400（税別）
￥15,200（税別）

9212

BN-RB3-C

オープン

9213

BN-RB5-C

オープン

9214

BN-RB6-C

オープン

サイズ：231×168×134mm
充電池容量：86,400ｍAh／311Wh
AC出力：1口
USB出力：タイプA×2
DC出力：シガーソケット×1

ポータブル蓄電池 エネポルタ EP-200

家庭用コンセントで充電、AC100V／DC5Vで電
気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。
交流定格出力：AC：AC100V 50Hz 2A、DC
（USB）：DC5V/1A
サイズ：130×200×340(mm)
総重量：3.5kg

7665

￥50,000（税別）

JVCケンウッド ポータブル電源

3WAY電源で様々な電化製品に対応。折り
畳み式ハンドルで持ち運びにも便利です。
動作温度：-10℃〜40℃
付 属 品：A Cアダプター、シガ ーアダプ
ター、ポーチ
総重量：BN-RB3-C 3.5kg
BN-RB5-C 6.1kg
BN-RB6-C 6.3kg

サイズ：300×192×193mm
充電池容量：144,000ｍAh／518Wh
AC出力：2口
USB出力：タイプA×3
DC出力：シガーソケット×1／DC端子×2

火災・水害対策

￥150,000（税別）

278 防雨型

情報伝達

9162

277 温度センサー

防災季節商品

停電時、緊急時にご利用可能なキャス
ター付非常用電源です。
定格出力：1000W
充電時間：8時間(AC100V)/4時間(DC12V)
サイズ：395×313×370(mm)(ハンドル込965mm)
総重量：27kg

避難生活時の電源供給に役立ちます。コ
ンセントキャップ付(防雨型のみ)。
サイズ：307×213×367(mm)／275×219×355(mm)

￥469,000（税別）

室内 OK！

スマートEポータブル 非常用電源

コードリール

ラジオ・ライト・発電機

インバーター発電機

サイズ：300×192×193mm
充電池容量：174,000ｍAh／626Wh
AC出力：2口
USB出力：タイプA×3
DC出力：シガーソケット×1／DC端子×2

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。
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防災季節商品
災害時の防寒対策として携帯性や備蓄スペースを考
慮したコンパクトで防寒力が高いアイテムを紹介し

暑さ対策 マイファンモバイル

ます。防災服もコンパクト性を重視したアイテムを

涼しさ超体感。首にかけるパーソナル扇
風機。裏面のスタンドを立てれば「卓上
扇風機」としても利用可能。
サイズ：111.5×90×36.6(mm)
最大連続稼働(約)30時間
重量：104g

取り揃えました。

￥1,200（税別）

8061

オンパックス 常備用カイロ（貼らないタイプ）
業界初！製造から5年保存できるカイロです。
1枚サイズ：12.5×9.5cm
平均温度：51℃
最高温度：65℃
持続時間：20時間(40℃以上を保持し、持続する時間)

1
10

4123
7626

￥50（税別）
￥500（税別）

災害備蓄毛布 BAP-3000N
箱なし

非常時にちゃんと使える除湿＆いたわり加工
難燃フリース。身近な場所に保管できる、軽
量で保温性の高い備蓄用フリース毛布です。
包装サイズ：290×230×50(mm)
商品サイズ：1350×1650(mm)
総重量：670g

非常時にちゃんと使える除湿＆いたわり加工
難燃フリース。身近な場所に保管できる、軽
量で保温性の高い備蓄用フリース毛布です。
包装サイズ：235×290×55(mm)
商品サイズ：1350×1650(mm)
総重量：480g

3WAY毛布

アルミ転写毛布

￥3,500（税別）

25192

￥3,000（税別）

7977

難燃性フリース毛布 コンパクトタイプ

3WM

ボタンのとめ方で1枚3役「寝袋・羽織る・
毛布」で使用できる毛布です。
サイズ：1400×1900(mm)
総重量：675g

￥6,000（税別）

19509

￥3,000（税別）

アルミの熱反射を利用した保温性の高い
新素材毛布です。
※ご使用の際はフリース側を肌の接触面
にしてください。
サイズ：1400×2000(mm)
材質：ポリエステル100 PEVA
総重量：500g

6157

10

￥40,000（税別）
単価￥4,000（税別）

※ケース販売

真空パック難燃毛布 カネカロン 1枚入

難燃素材カネカロンを使用した毛布の厚
み を半分以下に真 空 圧 縮パックしまし
た。日本防炎協会認定品。
サイズ：1400×1900(mm)
圧縮サイズ：490×500×30(mm)
重量：2.63kg

1173
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遠赤外線 炎筒が身体をしんから温めま
す。対震自動消火装置付き。
サイズ：598×460×460(mm)
燃焼継続時間:10.9時間
タンク容量:7.0L
重量：11.2kg

8057

￥6,400（税別）

コンパクトあったかフリース
（1枚入）
長期保存タイプのコンパクトフリースで
す。袖付で身体全体を暖かく包みます。
使用時：1100×2100×10(mm)
圧縮サイズ：160×220×60(mm)
材質：ポリエステル100%
重量：633g

989

￥2,500（税別）

簡便エアーマット

空気層のマットなので適度に柔らかくて
寝心地がよいです。ストロー付。
耐荷重：300kg
サイズ：1900×580×50(mm)
総重量：約280g

33464

￥1,700（税別）

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

￥28,800（税別）

毛布製災害救助用担架

災害時に患者を乗せて移動し、そのまま
敷毛布としても利用可能。収納袋付き。
サイズ：750×2000(mm)
材質：ポリエステル100%(難燃加工)
重量：1.1kg

4150

※バラ販売可

オフィスなどで置き場に困らないコンパ
クトタイプです。
サイズ：1400×2000(mm)
ケースサイズ：530×410×330(mm)
総重量：1kg(1枚)/14kg(10枚)

26833

災害備蓄用毛布 BAP-3000B
箱あり

コロナ 石油ストーブ
（木造17畳・コンクリート23畳）SL-6619-W

￥10,000（税別）

難燃ポリエステル毛布 真空パック入

防炎製品性能試験基準（財団法人日本防
炎協会）に合格し、防炎用品として認定
されています。
サイズ：1400×2000(mm)
ケースサイズ：750×560×300(mm)
総重量：1.2kg(1枚)/17kg(10枚)

26834

￥6,000（税別）

防 災 セット

22203

￥3,000（税別）

シルバーキャンピングマットL

サイズ：200cm×120cm×厚さ8mm
材質：ポリエステル（アルミ蒸着）、発泡
ポリエチレン

23428

￥3,000（税別）

災害備蓄マット 真空パック入

不織布「V-Lap®」を使用した、
（公財）日
本環境協会認定エコマーク製品です。
サイズ：700×2000×15(mm)
ケースサイズ：560×420×390(mm)
総重量：850g

26835

￥6,000（税別）

災害用簡易ベッド エアロマット 60枚

空 気 緩 衝材を利用しているため、断 熱
性・クッション性に優れています。
使用期限：10年
サイズ：600×1800(mm)
ケースサイズ：630×340×270(mm)
総重量：12kg（60枚）

24813

転倒防止用品

サイズ：200cm×100cm×厚さ8mm
材質：ポリエステル（アルミ蒸着）、発泡
ポリエチレン

非常食・水・炊き出し

シルバーキャンピングマットM

￥84,240（税別）

トイレ・衛生用品

寝袋・シュラフ
sleeping bag

４層！防寒・防風アルミ寝袋

毛布の3倍もの保温力をもつアルミ素材
寝袋です。呼子笛付。
サイズ：1000×2000(mm)
包装：115×25×170(mm)
総重量：150g

プレーリー封筒型シェラフ600（ネイビー）
M-3449

ブラッカ封筒型シェラフ1000
M-3474

￥480（税別）

4889

救助資機材・避難用品

49323

非常用簡易寝袋 あったかい寝 大人用

軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステル
の緊急用寝袋です。
サイズ：1000×2000(mm)
包装：90×135×30(mm)
総重量：80g

50865

応急手当用品

防災備蓄エアーマット暖60個（専用ポンプ付）

コンパクト設計なので通常のマットレスと
比べ少スペースで保管でき、空気を入れる
だけで誰でも簡単に使用できます。
使用期限：15年
サイズ：2000×600×50(mm)
ケースサイズ：380×470×340(mm)
総重量：18.5kg（60枚）

￥1,000（税別）

￥90,000（税別）

避難所・搬送用品

保温・防風効果に優れたアルミに不織布
を貼りあわせてます。収納ポーチ付。
サイズ：1050×2000(mm)
収納時：225×310(mm)
総重量：310g

656

￥2,500（税別）

プレーリー封筒型シェラフ600（グリーン）
M-3448
プレーリー封筒型のシェラフです。ポリエ
ステルマイクロファイバーが優れた保温
性を維持します。
サイズ：750×1850(mm)
総重量：900g

23226

￥3,800（税別）

プレーリー封筒型のシェラフです。ポリエ
ステルマイクロファイバーが優れた保温
性を維持します。
サイズ：750×1850(mm)
総重量：900g

14504

￥3,800（税別）

ラジオ・ライト・発電機

アルミ製簡易寝袋「クイックシュラフ」

ブラッカ封筒型のシェラフです。ポリエス
テルマイクロファイバーが優れた保温性
を維持します。
サイズ：800×1900(mm)
総重量：1.5kg

14449

￥6,800（税別）

防災季節商品

アルミシート
aluminum sheet

￥4,500（税別）

50870

￥250（税別）

４層！防寒・防風アルミシート

軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステル
の緊急用シートです。
サイズ：2130×1370(mm)
ケースサイズ：100×120×12(mm)
総重量：51g

50860

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

火災・水害対策

9434

４層！防寒・防風金銀アルミシート

軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステル
の緊急用シートです。
サイズ：2130×1370(mm)
ケースサイズ：100×120×15(mm)
総重量：53g

情報伝達

真空圧縮加工シュラフ

大きな封筒型シュラフを真空パックでコ
ンパクトサイズにしました。
サイズ：750×1850(mm)
包装：290×390×60(mm)
総重量：900g

￥190（税別）
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便利アルミシート

アルミ温熱シート

敷いて使うのはもちろん、緊急時の寒さ
対策に効果的です。
サイズ：900×1800×0.6(mm)
ケースサイズ：228×350×25(mm)
総重量：60g

￥200（税別）

3693

￥150（税別）

2599

静音アルミブランケット

Safe Living レスキューシート

気温変化、雨風から身を守る軽量緊急用アル
ミシートです。
サイズ：約2130×1370(mm)
重量：約60g
材質：アルミ蒸着ポリエステル

￥250（税別）

20054

アルミの熱が体の熱を反射して体温をが
っちりキープします。
サイズ：2130×1370(mm)
ケースサイズ：180×215(mm)
総重量：67g

耳障りなカサカサ音が従来のアルミ製ブランケッ
トより小さく、使用時のストレス軽減になります。
サイズ：1300×2100(mm)
包装サイズ：100×130×20(mm)
重量：77g

￥300（税別）

2287

サバイバルシート
（防寒・保温シート）
雨や直 射日光も防げるマル チシートで
す。身体を保温することもできます。
サイズ：2130×1320(mm)
包装サイズ：57×95×24(mm)
総重量：50g

7

￥350（税別）

アルミ防寒シート

薄くて軽いのに温かい防寒シートです。折
りたためてコンパクトにまとまります。
サイズ：2130×1350(mm)
包装サイズ：125×175×10(mm)
総重量：70g

2509

￥310（税別）

サバイバルブランケット

軽くて薄いＮＡＳＡ向けに開発の特殊素
材を使用しています。
サイズ：2130×1420(mm)
包装サイズ：70×120×55(mm)
総重量：60g

676

￥980（税別）

防災服
disaster prevention clothing

安全反射タスキ

夜の散歩や車の緊急作業時など、さまざ
まな場面で活躍します。
サイズ：1400×50(mm)
重量：40g

￥300（税別）

3698

レインコート クリアコート
（上下組）

非常時ポンチョ モバイル・ポンチョ

かぶるだけで周囲と隔絶。緊急時の携帯
トイレに安心です。
サイズ：990×1190(mm)
ケースサイズ：110×100×18(mm)
総重量：66g

6719

80

透明フードで視界も快適、両手も使えて
安全です。
サイズ：M/L/LL/XL/4L/5L（1927のみ）

1927

￥327（税別）

1928

上下組

腕章・肩章付
上下組

OPEN
OPEN

災害用メッシュゼッケンベスト

蛍光色のベスト前面・背面にA4サイズの
紙が差し込めます。
サイズ：着丈59cm／肩幅36.5cm／腰廻
り120cmまで調節可
材質：ポリエステル、高輝度反射テープ付
カラー：グリーン、イエロー、オレンジ

2920

￥2,800（税別）

ポンチョット 車椅子用レインコート
膝部のマジックテープとレッグパイプを
結んで固定します。急な雨や冬場の保温
用として使えます。
サイズ：フリー
材質：ポリエステルタフタ、塩ビ
重量：206g

10721

￥5,200（税別）

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

シートdeポンチョ 2WAYタイプ

アルミ三層ブランケット・シートです。付属
のキャップを取り付け、ポンチョにも早変わ
り。
シートサイズ：1700×1000×2(mm)
キャップサイズ：310×310(mm)
包装サイズ：210×170×50(mm)
総重量：235g

44709

￥1,200（税別）

あんしんトイレポンチョ (男女兼用)

災害時・車の渋滞時、周りをきにせずに安
心してトイレの目隠しができます。収納ポー
チ付き。
サイズ：1300×1200(mm) (フード含む)
包装サイズ：135×180×55(mm)
重量：230g

9435

￥1,500（税別）

防 災 セット
非常食・水・炊き出し

情報伝達

マニュアル
manual

大地震は自宅にいる時に起こるとは限りません。
個人で、組織・団体で、あらゆる状況を想定した避難・

帰宅支援マニュアル

帰宅計画をたてましょう。
その際、正確な情報、適切な誘導はパニックを防ぎ、
安心を与えてくれます。

6394

転倒防止用品

帰宅困難にならないための10か条など心
得と対策をわかりやすく解説。
全15ページ
サイズ：208×147(mm)

￥300（税別）

トイレ・衛生用品

￥450（税別）

949

防災手帳

災害時に必要な本人や家族の情報が書き
込め、それぞれの写真も入れられます。
水に強く破れにくいタイベックス紙使用。
サイズ：78×103(mm)

￥450（税別）

979

わが家の防災対策

家族でできる必要最低限の防災対策情
報を記載しています。
内容量：52頁
サイズ：148×210(mm)

8

￥450（税別）

防災手帳

防災心得ハンドブックと緊急時IDカード
が付いた防災手帳です。
サイズ：155×115×12(mm)
重量：75g

9436

救助資機材・避難用品

帰宅困難者が安全に徒歩帰宅するために
役立つマニュアルブックです。
内容量：48頁
サイズ：107×174(mm)

応急手当用品

サバイバル・ウォーク・マニュアル

￥500（税別）

メモ
memo

避難所・搬送用品

ホイッスル
whistle

静電気で壁に貼り付き、ホワイトボードの
ように使えるシートとホワイトボードマー
カーのセットです。シートは80cmごとに
カットできます(1本あたり25枚分)。
どこでもシート白(600mm×20m巻き)：2本
ホワイトボードマーカー(黒・赤・青)各1本
総重量：約1.8kg

￥9,800（税別）

￥500（税別）

1164 緑
1165
1166
1167
1177

口キャップ付呼子笛

吹き口の汚れをカバーするキャップ付き
の呼子笛です。
サイズ：19×52×20(mm)
総重量：16g

4936

￥300（税別）

15169

￥1,500（税別）

緊急用呼子笛（ホイッスル）

緊急時に必要事項を伝えたり、身元確認
の他、信号にも使えます。IDカード付。
サイズ：φ10×77(mm)
パッケージサイズ：140×80×12(mm)
総重量：20g

562

￥150（税別）

メタル呼子笛（ホイッスル）

さびにくい真ちゅう製のホイッスルです。
サイズ：43×17.5×20(mm)
パッケージサイズ：110×60×20(mm)
総重量：13.7g

10185

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

火災・水害対策

713

￥750（税別）
￥750（税別）
赤
￥750（税別）
白
￥750（税別）
青
￥750（税別）
『5色セット』 ￥3,750（税別）

1163 黄

情報伝達

防災用救助笛 ツインウェーブ

人間の耳に最も聞こえやすい2種類の音を同
時に発する救助笛。吹き口にキャップ付きで
清潔。
サイズ：52×19×16(mm)

LEDライト付き緊急用ホイッスル

LEDライトとホイッスルが一体となったエマ
ージェンシーツール。
電源：LR41×4個(別売り)
サイズ：φ13.0×66.8(mm)
連続点灯時間：約20時間
重量：33.8ｇ

カラフルで視認しやすい腕章各色。
サイズ：85×375(mm)

防災季節商品

1010

ワンタッチ腕章

ラジオ・ライト・発電機

どこでもホワイトボードセット

￥200（税別）

81

メガホン・拡声器
megaphone

プラスチックメガホン 26cm・ひも付き

全長26 cmの定番サイズメガホンです。
ひも付き。赤、青、黄、緑の4色。

13392

￥200（税別）

折りたたみ式メガホン スマートホーン

折りたたみ可能でカバンやズボンのポケ
ットに収納できる携帯性に優れた樹脂性
メガホン。ひも付。
カラー：赤、黄
収納時サイズ：135×240×20(mm)
使用時サイズ：135×135×240(mm)

238

サイレン＆録音機能付

ハンドメガホン2

AHM-102

101

￥4,000（税別）

小 型ながらパワフルな機 能 。屋内 外 の
様々なシーンで活躍します。
単2形乾電池×4本(別売)
連続使用：18時間
サイズ：φ138×216×把手部110(mm)
総重量：460g

サイレン･録音・再生機能がついた拡声器
です。
単1形電池×4本(付属)
サイズ：φ155×250×210(mm)
総重量：500g

ハンズフリーメガホン AHM-106

便利に使えるハンズフリー拡声器です。イヤー
オープンタイプ・ヘッドオンタイプのマイク付。
単3形乾電池×6本(別売)
サイズ：83×150×45(mm)
総重量：365g

1701

拡声器

2489

￥6,020（税別）

ショルダー型メガホン TM-205

￥10,000（税別）

肩にかけても、置いてもOK！疲れず使いや
すいショルダータイプです。
単2形乾電池×6本(別売)
サイズ：210×320(mm)
総重量：1.1kg

2075

￥25,600（税別）

￥570（税別）

緊急時サイレン付
10Wハンドメガホン AHM-107

パワフルな機能で屋内、外で大活躍です。
単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
サイズ：φ158×250×把手部100(mm)
総重量：531g

2139

￥6,000（税別）

防水セフティーメガホン TS-803

ガス爆発の原因となる火花の発生をおさ
えたセフティーメガホンです。
単2形乾電池×6本(別売)
サイズ：210×344(mm)
総重量：1.25kg

2083

￥32,000（税別）

命を救う、そのひと声
手の届く場所に最低ひとつ

82

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

ハンドメガホンミニ AHM-103

最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろ
んな場面で使えます。
単3形乾電池×6本(別売)
連続使用：28時間
サイズ：φ97×155×把手部75(mm)
総重量：277g

1702

￥3,000（税別）

かる〜いホン

ペットボトルより軽いのにパワフルな機
能。耐水、耐塵、耐衝撃にも優れ、長時間
でも片手でかる〜く使えます。
単3形乾電池×4本(別売)
サイズ：約φ109×228×205(mm)
総重量：約400g

5909 TD-501G

￥16,000（税別）

ハンドフリー拡声器 らくらくホーンⅡ

小型・軽量、ハンドフリーの拡声器です。
連続使用：8時間(単3形ニッケル水素充電
池使用時･別売)
サイズ：80×130×136(mm)
総重量：355g

654

￥35,000（税別）

防 災 セット

火災・水害対策

非常食・水・炊き出し

大きな揺れを感じたら、まず身の安全を確保。
火災が発生していたら揺れがおさまった後にすぐ消火。火災時の煙から身を守る保護用具も必要です。
津波や近年、多発しているゲリラ豪雨・大型台風による洪水・浸水への備えも大事です。

転倒防止用品
トイレ・衛生用品
応急手当用品

消火用品
ﬁre-ﬁghting supplies
消火用ポリバケツ

6513
6514

8L

10L

防火用バケツ

容量8Lの防火用バケツです。
材質：亜鉛鉄板

461

￥1,200（税別）

￥1,080（税別）
￥1,420（税別）

三角消火バケツ
〈ファイヤマンW〉

飲料水保存タンクも兼ねた簡易消火具の
ベストセラーです。
内容量：7L
サイズ：高さ 355mm
総重量：1.3kg

857
858

NC-5

赤

NC-5

黄

救助資機材・避難用品

サビない・ヘコまない・こわれないセキス
イのポリバケツです！
8Lサイズ：285×255×245(mm)
10Lサイズ：305×275×265(mm)

￥3,660（税別）
￥3,660（税別）

避難所・搬送用品

火災避難
ﬁre refuge

消化薬剤にお酢と食品原料を使用！環境
や身体にも安全！
放射距離：4〜6m／放射時間：12秒
使用期限：5年
サイズ：146×376(mm)
総重量：2.2kg

1681

￥10,000（税別）

粉末（ABC）蓄圧式消火器YA-10NX

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境
配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火
器の課題を考慮 して開発した蓄圧式消火器。
放射距離：4〜7m／放射時間：14秒
サイズ：180×490(mm)
総重量：5.08kg

18577

￥15,750（税別）

モリタ宮田工業 消火器アルテシモ 20型 MEA20

ラジオ・ライト・発電機

お酢のチカラで消火！キッチンアイ

容器にアルミ素材を採用することで、圧漏れリス
クの軽減・軽量化を実現しました。グリーン購入
法対応。
放射距離：5〜8m／放射時間：17秒
サイズ：570x240(mm)
総重量：約8.1kg

8582

￥26,000（税別）

防災季節商品

6577

￥200（税別）

SBKけむりフード

火災時の煙から身を守ります。歩いて5
分、走って3分呼吸可能です。
使用時：900×500(mm)
収納時：90×130×12(mm)

910

￥550（税別）

防毒・防煙マスク スモークブロック

火災時に発生する恐れのある有毒な塩素
系ガスからアンモニア系ガスの除毒・除
去できる高性能マスクです。
使用時間：アルミ袋開封後20分間
認証機関：(財）日本消防設備安
使用期限：5年
収納時：115×63×117(mm)

3228

￥14,000（税別）

防毒・防煙マスク スモークブロック

火災時に発生する恐れのある有毒な塩素
系ガスからアンモニア系ガスの除毒・除
去できる高性能マスクです。
使用時間：アルミ袋開封後20分間
認証機関：(財）日本消防設備安
使用期限：5年
収納時：120×80×225(mm)

3229

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

火 災・水 害 対 策

火災避難時に頭からかぶって有毒な煙か
ら身を守ります。
サイズ：500×900(mm)
重量：45g

情報伝達

スモークシャットアウト

￥20,000（税別）

83

ライフジャケット
life jacket

小型船舶用救命胴衣 C-2型 TypeA

国土交通省認定品で小型船舶検査に対
応した定番のライフジャケットです。
浮力：8.7kgf
サイズ(約)：着丈540mm、胸囲1200mm
重量：425g
付属品：ホイッスル

48024

自動膨張式ライフジャケット（ショルダータイプ）
サーチライトを反射する反射材と存在をア
ピールするための呼笛が付いています。
浮力：18kgf
自動膨張・手動膨張どちらも可能
サイズ：胸囲150cmまで

48030

￥18,500（税別）

￥4,500（税別）

ライフジャケット

小型船舶はもちろん作業用、マリンレジ
ャーなど用途を選ばず使えます。国土交
通省認定品。
浮力：7.5kg
サイズ：最大対応腰回り114cm
重量：450g
付属品：ホイッスル、反射テープ

￥9,000（税別）

7353

シーサイドフローティングベスト２ 子供用

ウォータースポーツに、水辺のレジャーに
いざという時の浮力補助ベストです。
適応サイズ：身長130〜150cm、体重30〜
45kg、胸囲65〜80cm
材質：ポリエステル、ポリエチレンフォー
ム、ポリプロピレン
カラー：レッド

￥4,800（税別）

11219

自動膨張式ライフジャケット専用ボンベ

自動膨張式ライフジャケット専用のボン
ベです。
サイズ：180×60×30(mm)
総重量：155g

48023

￥4,000（税別）

ボート
boat

ゴムボート 4人乗り

4人用のゴムボートです。
積載荷重：360kg
サイズ：265×132(cm)
総重量：28kg
付属品：アルミオール2本×1組、フットポ
ンプ、他

7930

￥143,000（税別）

ゴムボート 6人乗り

6人用のゴムボートです。
積載荷重：540kg
サイズ：310×147(cm)
総重量：36kg
付属品：アルミオール2本×2組、フットポ
ンプ、他

￥178,000（税別）

7933

土のう袋
sandbag

アクアブロック 吸水式土のう袋

3分水又は海水に浸すだけで20kgの土の
うに変身します。
サイズ：600×420(mm)／総重量：400g(1枚)
ケースサイズ：650×470×180(mm)

549
547
548
546

84

● 1ケース当たりの数量
：1 個（パック、
セット）

1 ￥3,000（税別）
20 ￥60,000（税別）
海水対応 1
￥4,000（税別）
海水対応 10 ￥40,000（税別）

吸水土嚢ダッシュバッグ

土を使わないダッシュバッグです。
吸水時間：5分
使用期限：4年
サイズ：600×360×8(mm)
総重量：400g(1枚) 吸水時 15kg

8366

10

￥8,000（税別）

※バラ販売可

：50個（パック）入り
【バラ販売可】

：50個（パック）入り
【ケース販売のみ】

※ケース販売

スーパーすいとくんセット

水でふくらむ、カンタン土のうです。
吸水時間：2分
サイズ：400×600(mm)
総重量：390ｇ(1枚) 吸水時 15kg

12093

20

￥24,000（税別）
※ケース販売

＼ Hit ／

＼ Hit ／

売れてます

人気です！

人気です！

防犯用品

売れてます

防犯用品
犯罪や危険から大切なものを守る防犯用品･護身用品。
手遅れになる前に備えておきたい品々です。

NEW開かずの窓(家庭用の窓用補助鍵）

侵入警報！ガードマン (窓際に取り付ける警報器)

窓枠に取り付けて外部からの侵入を防止。
工具不要で取付が簡単。
窓枠の上下に取付けると更に防犯効果がア
ップします。
サイズ：60×40×37(mm)
色はお選びいただけません。

窓が開くと大音量の警報(アラーム)が鳴る
ように室内側の窓際に取り付けておきます。
音量：100db
サイズ：30×62×20(mm)
テスト用ボタン電池(LR44)3個付き

3687

3686

￥200（税別）

￥300（税別）

フックガード
ガラス破り防止シート 1枚入

パーソナルアラーム (防犯ブザー)

屋内側のガラスに貼ってガラス破りを防ぐ
ためのシートです。
透明ガラス専用です。凹凸ガラス･すりガラ
ス使用不可。
サイズ：400×250(mm)
シート厚さ：188ミクロン

お子様の安全対策や防犯に！ストラップ付きのピ
ンを引き抜くと大音量のアラームが鳴ります。
音量：95db
サイズ：35×60×28(mm)
カラー：ブルー、ピンク
テスト用ボタン電池(LR44)3個付き

2598

3422

￥300（税別）

￥800（税別）

専用解除器

万引き防止 フックガード

携帯ショップ、ホームセンター等のフックにかかった商品を大量万引きから守ります。
フック径：6mm/7mm
フックの直径を計ってからご注文ください。
フックガードを外すには専用解除器を使用します。

47999 フックガード(白)
5346

フックガード(赤)

￥150（税別）
￥150（税別）

48000 専用解除器

￥9,500（税別）

警報器・センサーライト
alarm・sensor light

人感LED回転灯 パトピカ2 SLR-85

光の見張り番 ABA-401

人に反応して15秒間クルクル回るLED回転灯。
カラー：レッド、ブルー、イエロー
使用電池：単3形アルカリ電池×3本(別売)
設置場所：屋外又は室内(壁面又は台上に設置)
サイズ：Φ84×43(mm)
重量：約104g

暗くなると赤と緑のLEDが交互に点滅して警戒
します。
使用電池：CR2030×2個(テスト用電池付属)
サイズ：72×59×26(mm)
総重量：33g

4187

1835

￥1,800（税別）

￥1,200（税別）

マクサー LEDセンサーライト MSL-SOLED

環境にやさしいソーラーバッテリー。探知
センサーで自動点灯、自動消灯します。
探知エリア：約8m×180度
点灯時間：約10秒〜4分
パッケージサイズ：197×174×125(mm)
重量：本体320g

49

￥4,980（税別）

子供用防犯グッズ
for children

ストラップ付ホイッスル

ストラップ付ホイッスル。いざという時の「SOS
」代わりに。
サイズ：71×28×7(mm)
素材：PS・ポリエステル・PP

3086

￥100（税別）

反射板キーホルダー ほし

かわいい星形の反射板キーホルダーです。
カラー：レッド・イエロー
サイズ：60×63×7(mm)
素材：PS

3998

￥140（税別）

ハート型防犯ブザー

キーホルダーを引っ張ると90dBの大きな
音がなります。
（色指定不可）
サイズ：160×90×23(mm)
重量：20g

5857

＊表示の価格はすべて税別の本体価格です。 別途消費税を承ります。 ＊大口注文の場合は別途お見積り致します。
＊賞味期限は、製造日からの期間です。 詳しい商品情報はホームページでもご覧頂けます。＊都合によりパッケージデザイン・内容が異なる場合がございます。

￥250（税別）
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護身用品
self-defense goods

セーフティーインナーベスト (防刃ベスト)

業界最高水準の耐刃性と耐磨耗性を有する「耐刃防護生地」を使用。Ｙシャツ等の下に着
る事ができます。
軽くて通気性が良く、着心地感・フィット感を高めており長時間着用しても疲れません。
サイズ：S 肩幅32 バスト88 着丈58(cm)／M 肩幅35 バスト94 着丈62(cm)／L 肩幅37 バス
ト98 着丈66(cm)／LL 肩幅38 バスト102 着丈67(cm)／3L 肩幅39 バスト106 着丈68(cm)
重量：S 287g／M 320g／L 345g／LL 350g／3L 359g

￥30,000（税別）

6050

セーフティーベスト (防刃ベスト)

業界最高水準の耐刃性と耐磨耗性を有する「耐刃防護生地」を使用。ナイフ等の攻撃か
ら身を守ります。
色は紺とグレー。軽量のため長時間着用しても疲れません。
サイズ：M 肩幅36 バスト99 着丈56(cm)／L 肩幅37 バスト103 着丈57(cm)／LL 肩幅38 バ
スト107 着丈58(cm)／3L 肩幅39 バスト111 着丈59(cm)
重量：M 450g／L 460g／LL 480g／3L 510g

6048
6049

M・L

LL・3L

さすまた こない手

幼稚園･保育園や各種学校、企業の不審者侵入対策に！不審者･暴漢と間合いをとりなが
ら取り押さえることができます。
軽量で丈夫なアルミ製。握りやすいグリップ付きで力の弱い女性やお年寄りでも使えます。
サイズ：V型2085×605(mm)／U型2060×530(mm)／カモメ型2060×820(mm)
重量：V型1kg／U型1.1kg／カモメ型1.4kg

￥45,000（税別）
￥48,000（税別）

92

V型

1711

カモメ型

93

U型

￥11,780（税別）
￥11,640（税別）
￥13,560（税別）

その他
etc...

軽量カーボン製さすまた ブラック

軽量で強靭なカーボン素材を使用したこと
で本体の軽量化を実現。いざという時、女
性にも扱える重量感です。
伸縮：155-185cm
サイズ：121×48cm
重量：690g

￥26,800（税別）

58503

軽量カーボン製さすまた アーミー

紅白旗・棒付き

軽量で強靭なカーボン素材を使用したこと
で本体の軽量化を実現。いざという時、女
性にも扱える重量感です。
伸縮：155-185cm
サイズ：121×48cm
重量：690g

ポリエステル製紅白旗の旗と棒のセットで
す。赤白各1本ずつ。
カラー：赤、白（2本組）
サイズ：45×35cm/50×50cm
素材：ポリエステル

1810 45×35cm

￥28,800（税別）

58504

1808 50×50cm

￥1,000（税別）
￥1,400（税別）

1648(52cm)

1647(90cm)

LED誘導灯

1649(42cm)

点滅式

安全で速やかな誘導に欠かせない信号灯(誘導灯)です。
使用電池：単2形乾電池×2個(別売)
カラー：レッド
サイズ：全長42cm/52cm/90cm

1649
1648
1647
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防犯防草のジャリ ホワイト 20L

42cm

52cm
90cm

￥2,500（税別）
￥2,800（税別）
￥3,200（税別）

リサイクルガラスを高温で溶解・発泡させ
た軽石状の環境にやさしい防犯ジャリです。
内容量：20L
パッケージサイズ：670×430(mm)
主要材質：発泡石

19515

20L

￥1,320（税別）

防犯防草のジャリ ホワイト 40L/60L

リサイクルガラスを高温で溶解・発泡させ
た軽石状の環境にやさしい防犯ジャリです。
内容量：40L/60L
パッケージサイズ：600×400×170mm/
750×450×180mm
重量：約8kg/約12kg
材質：ガラス

19516
19513

40L

60L

￥2,600（税別）
￥3,750（税別）

発注書

／

見積もり依頼書

いずれかに
チェックを付けて下さい

日付

ご注文者様

お送り先

法人名・団体名

法人名・団体名

郵便番号

郵便番号

都道府県

都道府県

住所

住所

電話

電話

FAX

FAX

ご担当者様

ご担当者様

項目

□ 左に同じ

※金 額 は当店で書 込 みますので、太 枠 内のみご 記 入ください。
商品No

商品名

数量

単価

1
２
３
４
５
６
７
８
９
10
１１
１２
１３
１４
１５
小計

手数料
合計

備考

※枚数が足りない場合はコピーしてご利用ください。ホームページからダウンロードできます。

http://www.tssp.jp

金額

88

URL / www.tssp.jp

掲載商品

1,000点
以上！

もしもの時の為に備えて安心

追加でカタログが欲しい方は弊社または代理店にご連絡ください

このカタログは2020年6月現在のものです。価格、仕様は予告なく変更することがあります。
本カタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格です。
実際の販売価格については、窓口の販売店にお問い合わせください。

