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メールアドレス：info@anthink.co.jp
ホームページ：http://www.anthink.co.jp
防災用品専門店アンシンク：https://www.anthink.shop/
お客様相談室 0120-367-119

●カタログに記載の内容は 2020年9月現在のものです。
写真と商品は、一部異なる場合があります。
●価格表記については税別金額となっております。
仕様及び価格は、予告なく変更することがあります。
●特記なきサイズ表記はすべて mm（ミリメートル）となっております。

●ご用命・お問い合わせは、下記の代理店へ

安心を信頼と技術でお届けします
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アンシンクは、安心をお届けします。

nthink

震災対策
地震の心得10カ条

日本は自然災害が多い国といわれています。
「異常気象」が毎年のよう
に起こり、だれもが大災害に見舞われる可能性を抱えています。自然
災害を未然に防ぐことはできませんが、事前の備えによって災害被害
を減らすことは可能です。

1 まず我が身の安全を！

防災用品

頭を保護し、丈夫な机の下など安全な場所に避難。

2 すばやく火の始末

アンシンクは、安心と安全を考え、形にします。災害時に必要な防

本震の前の小さな揺れを感じたらすぐに火を消す。台所、風呂、

災備蓄品は勿論のこと、防災・安全のためのあらゆる機器・コミュ

ストーブなど確実に消そう。

ニティ防災グッズ、防犯・セキュリティ対策を提案いたします。

3 火が出たらすぐ消火

事業所の防災対策

万一出火しても天井に燃え移る前なら初期消火できます。

大災害があっても速やかに事業を再開すること、それは事業の
継続・復興につながるだけではありません。事業所の社会的責
任を果たし、事業所のブランドと社会的信頼を守ることにつな

警報

防犯

周囲に声をかけあい協力して、消火を。

4 戸を開けて出口の確保
特に鉄筋コンクリートの建物は、建物が歪んで戸が開かな

がります。

くなることも。避難口の確保を。

企業防災には、地震などによる災害被害を最小化する「防災」

5 あわてて外に飛び出さない

設置
保守点検

の観点からアプローチする場合と、災害時の企業活動の維持
または早期回復を目指す「事業継続」の観点からアプローチ
する場合とがあります。

救助

飛び出しは、ケガのもと。周囲の状態を確かめて、落ち
着いて行動する。

6 危険な場所には近寄らない

災害後速やかに業務を再開する体制が整えられていること
は、事業収益を早く回復できるばかりでなく、取引先の事業

狭い路地、塀ぎわ、がけや川べりに近寄らない。ブロック

への影響を小さくすることができます。それが事業所の信頼

塀、自動販売機などは倒れやすいので注意。危険な場所

感を増すことになります。

にいるときは、急いで離れる。

３段階での検討
ステップ 1

事前対策（予防対策／防災計画の対策）

ステップ 2

緊急時対応

ステップ 3

復旧・事業継続

セキュリティ

7 山崩れ、がけ崩れ、津波に注意

総合防災

山間部や海岸地帯で地震を感じたら、安全な場所にすば
やく避難する。

8 避難は徒歩で、持ち物は最小限に
自動車は絶対使わず、必ず徒歩で避難する。持ち物は

緊急地震速報が流れたら

必要なものだけにとどめ、背負うなどして両手をあける。

■ オフィスでは、社員の身の安全確保、避難路の確保、ガス元栓

9 協力し合って応急救護を

停止、エレベータ停止、コンピュータ停止など

お年寄りや身体の不自由な人、ケガ人などに声をかけ、み

■ 工場では、危険物流出防止、バルブ遮断、生産ラインの制御

んなで助け合い応急救護する。

■ 建設現場や積荷現場では、工事や作業の一時中止

10 正しい情報で行動

■ 電車など交通機関では、運行制御（減速・中止）

うわさやデマにまどわされない。ラジオやテレビ、防災機

事業継続計画
（BCP：Business Continuity Plan）

関からの情報で的確な行動を。

津波からの避難

事業継続計画（BCP）
とは、企業が自然災害などで被災しても、

津波は海底での地震発生に伴い、突発的に襲ってきます。

事業資産の損害を最小限にとどめつつ、事業の継続・早期復旧

海岸沿いにいるときは、すぐに避難しましょう。

を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時に事業継

1 揺れを感じたら、すぐに海岸から離れて避難する。
2 山側の高台、もしくは鉄筋コンクリートの高い場所へ。木造家

続のための方法・手段などを取り決めておく計画のことです。

BCPの策定・遂行に必要な事項

屋は、全壊の危険があります。

3 車による避難は原則禁止。渋滞で逃げ遅れる可能性もあります。

■ 優先して継続・復旧すべき中核事業の特定
■ 緊急時における中核事業の目標復旧時間の設定
■ 緊急時に提供できるサービスのレベルについて顧客と予め協議
■ 事業拠点・生産設備・仕入品調達などの代替策を用意
■ 全ての従業員と業務継続についてコミュニケーションを図る
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4 家財の持ち出しはしない。取りに戻ったりしない。

繰り返し襲ってくるので、津波警報が解除されるまで海岸に近づ
かない。

2

災害への備えとして必要なものにはいろいろありますが、命を守るためのもの、避難する
際に持ち出すもの、貴重品、備蓄品と、優先順位の高いものから準備しておきましょう。
各種資器材は、持ち出しやすい場所に保管し、いざという時のために定期点検しましょう。

保存食料

保存食料

I N D E X
飲料水・給水

避難生活

21

防寒防風アルミシート

33

備蓄用パン・パンの缶詰

6

保存飲料水

22

毛布・緊急寝具セット・

尾西のアルファ米

7

給水袋・ウォータータンク

23

ジャバラマット・エアーマット

レトルト食品・フリーズドライご飯

8

浄水器

24

ドームテント・シュラフ・簡易ベッド 35

安心米

9

34

レスキューセット・ジャッキ

47

少人数用救急箱

53

ライフジャケット

59

救助工具格納箱

48

救急セット・救急箱

54

レインウェア・長靴

60

担架

55

土のう

61

ETS・遺体収納袋・車いす

56

ブルーシート・救命ボート

62

油吸着材

63

リヤカー・カラーコーン・
コードリール

49

ランタン・クーラーボックス・コンロ 36

10

ティッシュ・歯磨きシート・

玄米ごはん・マジックパスタ

11

シャンプー・手ピカジェル・マスク 37

美味しい防災食

12

消臭除菌剤・ウイルス除菌グッズ

38

サバイバルフーズ

13

備蓄用缶詰・お惣菜の缶詰

14

救助工具・発電機

マジックライス

避難生活

アンシンクのあんしん水

水害対策

非常持出用品

5

介護・救護・救急・
搬送

飲料水・給水

生命のパンあんしん

救助工具・発電機・
照明器具

スープ・野菜カレー・野菜ジュース 15
ライスクッキー・安心米おこげ・

救護・搬送・介護

水もどり餅

16

栄養食品・ケーキの缶詰

17

ビスケット・クッキー

18

真空パック毛布・エアマット

３９

クラッカー・ビスケット・乾パン

19

ダンボールパーテーション

40

蓄電器・ソーラーパネル・

乳児用ミルク・チュチュベビー

20

テント

41

ガソリン缶詰

50

発電機

51

投光器・ハロゲンライト

52

非常持出用品

非常用圧縮セット

42

地震対策

地震対策

発熱剤・圧縮タオル・エコ食器・

消火器

トランシーバー・メガホン・
ヘルメット・ずきん・キャップ

25

ヘッドライト・ライト

26

ゼッケンベスト・圧縮肌着

43

トイレセット・簡易トイレ

44

テント付簡易トイレ

45

水害対策

合図灯・ホイッスル・マルチツール 27
28

車載避難キット・防災手帳

29

車載キット・非常持出セット

30

モバイルバッテリー

31

消火器

64

ラジオ

32

消火器 BOX

65

家具転倒防止用品

3
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消火器具

帰宅支援セット

北海道産小麦使用。
大好評の災害備蓄用パンに使いやすい
アルミパック入りが新登場！

長年の研究による製法で、長期保存しても
やわらかい食感と風味をキープ。

保存食料

生命のパン
あんしん

■やわらかなまま５年間の長期保存が可能であり、

黒

豆

200.2kcal/55g

プチヴェール
198kcal/55g

備蓄用パン アルミパック 3食アソート

ロングキープブレッド

標準価格 ¥650（税別）/1個 7219
●内容量：55g×3食 ●カロリー：総586.3kcal
●納入単位：20個 / 箱 1箱

標準価格 ¥500（税別）/1食 7908
●内容量：100g ●カロリー：444kcal
●納入単位：50食 / 箱

卵
アレルギー
対応

卵不使用の災害備蓄用パン、ハスカッ
シーベリーは酸味と甘みが豊かで、ビタ
プはビタミンＣを豊富に含んだ果実です。 ミンＡＣＥ全てを含みます。

缶入り米粉パン

パン便り ハスカップ

パン便り シーベリー

標準価格 ¥500（税別）/1缶 8430
●内容量：120g ●カロリー：274kcal
●納入単位：24缶 / 箱

標準価格 ¥500（税別）/1缶 7180
●内容量：100g ●カロリー：363kcal
●納入単位：24缶 / 箱
卵アレルギー対応

標準価格 ¥500（税別）/1缶 7179
●内容量：100g ●カロリー：367kcal
●納入単位：24缶 / 箱
卵アレルギー対応

しっとり口どけの良いスティックタイプ。

救助工具・発電機

国 産 米 粉8割 使 用 ! パン本 来 の 味 で
しっとり美味しい !

避難生活

卵
アレルギー
対応

非常持出用品

生命のパン あんしん ・備蓄用パン・パンの缶詰 ・バウムクーヘン

いざという時のための「備蓄用」として最適です。
■１缶に２個入りで分けやすく、災害時にとても便利です。
■やわらかなパンだから乾パンと異なり、
ふんわりとした食感が特徴です。
■幼児からお年寄りまでおいしく喜んで召し上がれます。
■ユニバーサルデザインを意識した点字シール付です。

199.1kcal/55g

飲料水・給水

おいしく︑食べやすく︑
長期保存にこだわったソフトなパン︒

保存食料

オレンジ

スティックバウムクーヘン
（プレーン）
標準価格 オープン価格 7930
●内容量：80g ●カロリー：316kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

生命のパン あんしん
救護・搬送・介護

標準価格 ￥500（税別）/1 缶
●内容量：100g（４号缶・パン２個入り）
●納入単位：24缶 / 箱

●イージーオープン缶で誰でも簡単に開けることができます。
●幼児に危険な脱酸素剤及び防腐剤は一切使用しておりません。
●災害時の非常食として高カロリーな商品です。
●パンの製造から製缶まで一貫して衛生面で厳しく管理された
工場におて高温真空殺菌処理をしております。

■生命のパン あんしんには 5つの味がございます。

黒まめ

オレンジ

ホワイトチョコ
＆
ストロベリー

ココア

5759

5758

5757

5760

5761

371kcal/100g

375kcal/100g

381kcal/100g

339kcal/100g

350kcal/100g

ミルク風味のプレーン、コクのあるメープル、定番のチョコを用意しました。
尾西のひだまりパン

7855

7856

尾西のひだまりパン

チョコ

標準価格 ¥280（税別）/1食
●内容量：約70g
●カロリー：251kcal
●納入単位：36食 / 箱 1箱

7857

真空引製造によるもので、
「音」以外内容物に影響はございません。

プルトップなので、缶切りなしで開けられます。
そのまま引っぱっていきます。

逆さまに入っているのがポイント。災害時に汚
れた手でパンに触れることなく、食べられます。

チョコレート

標準価格 ¥430（税別）/1個 7909
●内容量：100g ●カロリー：371kcal
●納入単位：50個 / 箱 1箱

長期保存パンもレトルト加工で新たなステージへ
「The Next Dakede」

7年保存レトルトパン

ミルクブレッド

標準価格 ¥430（税別）/1個 7910
●内容量：100g ●カロリー：372kcal
●納入単位：50個 / 箱 1箱

長期保存パンもレトルト加工で新たなステージへ
「The Next Dakede」

7年保存レトルトパン

ブルーベリー

標準価格 ¥430（税別）/1個 7911
●内容量：100g ●カロリー：375kcal
●納入単位：50個 / 箱 1箱
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消火器具

7年保存レトルトパン

5

メープル

標準価格 ¥280（税別）/1食
●内容量：約70g
●カロリー：251kcal
●納入単位：36食 / 箱 1箱

ご注意／開缶時やや大きな「音」がします。

長期保存パンもレトルト加工で新たなステージへ
「The Next Dakede」

開缶時やや大きな「音」がします。真空引製造
によるもので、内容物に影響はありません。

尾西のひだまりパン

水害対策

イージーオープン缶で、誰でも簡単に開けられます。

プレーン

標準価格 ¥280（税別）/1食
●内容量：約70g
●カロリー：257kcal
●納入単位：36食 / 箱 1箱

地震対策

プチヴェール

28

「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。お湯か水を注ぐだけで、美味しいご飯
ができあがります。

個袋タイプ／ 1食分

災害時に最も必
要とされるであろう食糧
品は飲料水です。大切な最
小限の水量でご飯が食べられ、
水分補給できるのはアルファ米
だけ。室内保存にて5年間の品
どうして
質が保証されているのも備
災害備蓄食糧に
蓄食として注目されてい
アルファ米なの？
る理由です。

特定原材料等（アレルギー物質）不使用

28
尾西の白飯

28
尾西の山菜おこわ

尾西のわかめごはん

28
尾西の五目ごはん

携帯おにぎり 鮭

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

標準価格 ¥200（税別）/1食 7852
●内容量：42g
●カロリー：152kcal
●納入単位：30食 / 箱 1箱

標準価格 ¥200（税別）/1食 7853
●内容量：42g
●カロリー：151kcal
●納入単位：30食 / 箱 1箱

標準価格 ¥200（税別）/1食 7854
●内容量：45g
●カロリー：168kcal
●納入単位：30食 / 箱 1箱

標準価格 ¥200（税別）/1食 8388
●内容量：42g
●カロリー：150kcal
●納入単位：30食 / 箱 1箱

28
尾西の松茸ごはん

尾西の五目ごはん

にぎらずに三角形のおにぎりができあがる。手を汚さずに食べられる3点カット方式。

非常持出用品

尾西のきのこごはん

尾西の赤飯

28

尾西のドライカレー

28

尾西のチキンライス

尾西のえびピラフ

商品名

28

尾西のたけのこごはん

28
尾西の梅がゆ

尾西の白がゆ

避難生活

28

28
尾西の塩こんぶがゆ

標準価格（税別）/1袋

内容量（g）

7827

100g

366kcal

●

50食 / 箱

一般の方も介護が必要な方もおいしく召し上がれます。舌
でつぶせる柔らかさで、冷めても水とお米が分離しません。

一般の方も介護が必要な方もおいしく召し上がれます。舌
でつぶせる柔らかさで、冷めても水とお米が分離しません。

細麺のうどん風米粉めんと、とろみがありスパイスの
効いたまろやかなカレースープの組み合わせ。

尾西の赤飯

7828

100g

355kcal

●

50食 / 箱

災害食用梅がゆ

災害食用白がゆ

米粉でつくったカレーうどん

尾西のわかめごはん

7831

100g

361kcal

●

50食 / 箱

尾西のきのこごはん

8432

¥280
¥340
¥320
¥340
¥380
¥340
¥340
¥400
¥340
¥340
¥380
¥340
¥260
¥280
¥280

100g

362kcal

●

50食 / 箱

100g

359kcal

●

標準価格 オープン価格 7882
●内容量：200g ●カロリー：101kcal
●納入単位：40食 / 箱 1箱
アレルギー対応

標準価格 オープン価格 8435
●内容量：200g ●カロリー：104kcal
●納入単位：40食 / 箱 1箱
アレルギー対応

標準価格 オープン価格 8436
●内容量：73ｇ ●カロリー：256kal
●納入単位：30袋 / 箱 1箱
アレルギー対応

100g

377kcal

100g

370kcal

100g

366kcal

100g

361kcal

100g

359kcal

100g

361kcal

100g

359kcal

●

50食 / 箱

042g

150kcal

●

50食 / 箱

042g

151kcal

●

50食 / 箱

046g

164kcal

●

50食 / 箱

尾西の山菜おこわ

7829

尾西の五目ごはん

7830

尾西の五目ごはん アレルギー対応

8431

尾西の松茸ごはん

7836
7832
7833

尾西のえびピラフ

7834

尾西のたけのこごはん

8357

尾西の白がゆ

7837

尾西の梅がゆ

7838

尾西の塩こんぶがゆ

9389

納入単位

50食 / 箱
50食 / 箱

●

50食 / 箱
50食 / 箱

●

50食 / 箱
50食 / 箱
50食 / 箱

救護・搬送・介護

尾西のドライカレー
尾西のチキンライス

カロリー（kcal/1食あたり） 特定原材料28品目不使用

尾西のビーフカレーライスセット30食分

「尾西のアルファ米」
炊き出しセット

●納入単位：1箱

山菜玄米めん
標準価格 オープン価格 8437
●内容量：85ｇ ●カロリー：309kal
●納入単位：30袋 / 箱 1箱
アレルギー対応

商品コード

標準価格（税別）/1袋

内容量（g）

白飯

7839

366kcal

●

1箱

赤飯

7840

5kg

355kcal

●

1箱

わかめごはん

7843

5kg

361kcal

●

1箱

きのこごはん

8434

5kg

362kcal

●

五目ごはん

7842

¥11,000
¥14,000
¥13,000
¥14,000
¥14,800
¥14,000
¥14,000
¥14,000
¥14,000
¥14,000
¥11,000

5kg

5kg

377kcal

5kg

370kcal

●

1箱

5kg

359kcal

●

1箱

うるち米（北海道産）をフリーズドライで作った美味しい非常食です。非常食や常備食としてだけでなく美味しく召し上がれます。

5kg

361kcal

●

1箱

フリーズドライご飯 白飯

フリーズドライご飯 五穀

フリーズドライご飯 まいたけ

5kg

359kcal

1箱

5kg

359kcal

●

1箱

2kg

149kcal

●

1箱

標準価格 ¥450（税別）/1食
●内容量：80ｇ
●カロリー：321kcal
●納入単位：30個 / 箱 1箱

標準価格 ¥500（税別）/1食
●内容量：80ｇ
●カロリー：327kcal
●納入単位：30個 / 箱 1箱

標準価格 ¥500（税別）/1食
●内容量：80ｇ
●カロリー：320kcal
●納入単位：30個 / 箱 1箱

8433
7841

ドライカレー

7844

チキンライス

7845

たけのこごはん

8401

おかゆ

7847

納入単位

1箱
1箱

7218

7217

消火器具

五目ごはん アレルギー対応
山菜おこわ

カロリー（kcal/1食あたり） 特定原材料28品目不使用

セット内容：アルファ米白飯×30袋 ビーフカレー
（200g）
×30袋 先割れスプーン×30本

水害対策

7

標準価格 ¥19,800（税別）/1箱 7851
●内容量：白飯100g ビーフカレー 200g
●カロリー：白飯366kcal ビーフカレー 272kcal

地震対策

温かくてのどごしの良いめんと、こだわりの鰹だしを
合わせました。山菜具材の食感が楽しめます。

炊き出しセット／ 50食分

商品名

救助工具・発電機

商品コード

尾西の白飯

そのま ま 食べら れ る カレー を 出
来 上 が り のアルファ米 に か け て
食べる だ け︒配 食 に 便 利 な 個 食
タ イ プ は 食べ終 わった 後 のご み
も 少 な く て すみま す ︒

尾西のアルファ米 ・携帯おにぎり ・災害食用がゆ ・レトルト食品 ・フリーズドライご飯

28

28

飲料水・給水

保存食料

？

1食分の
個袋タイプで
色々な味が
楽しめます

保存食料

「尾西のアルファ米」

7216

8

28

災害救助用アルファ化米

お湯はもちろん水でも簡単調理、食器不要。
袋の中にスプーンが入っているので皿に移
す必要もなく、袋のまま召し上がれます。

マジックライス
一度炊いたご飯を乾燥させているため、長期保存が可能です。簡単に
調理できるお湯や水を適量加えるだけで、炊き立ての状態に戻ります。

調理時に注水量を変える
ことによって、ごはんと
雑炊の2通りの食べ方が
選べます。

お好みに合わせて
選べる11種類

28

28

白飯

28

ドライカレー

野菜ピラフ

山菜おこわ

28

きのこご飯

28
わかめご飯

とうもろこしご飯

28

ひじきご飯

商品名

28

白飯

28
青菜ご飯

28

28

梅じゃこご飯

五目ご飯

パエリア風ご飯

雑炊 シーフード風味

28
ドライカレー

根菜ご飯

内容量（g）

商品コード

標準価格（税別）/1袋

内容量（g）

¥280

100g

368kcal

●

15・50食 / 箱

マジックライス 白飯

0518

¥280

100g

388kcal

●

20・50食 / 箱

五目ご飯

4372

¥340

100g

361kcal

●

15・50食 / 箱

マジックライス わかめご飯

7292

¥320

100g

378kcal

●

20・50食 / 箱

野菜ピラフ

8290

¥350

100g

362kcal

●

15・50食 / 箱

マジックライス 青菜ご飯

7110

¥320

100g

374kcal

●

20・50食 / 箱

安心米 ドライカレー

4390

¥350

100g

362kcal

●

15・50食 / 箱

マジックライス 梅じゃこご飯

7109

¥320

100g

374kcal

●

20・50食 / 箱

安心米 山菜おこわ

4375

¥350

100g

364kcal

●

15・50食 / 箱

マジックライス 五目ご飯

0519

¥340

100g

380kcal

●

20・50食 / 箱

安心米 とうもろこしご飯

8365

¥340

100g

365kcal

●

15・50食 / 箱

マジックライス ドライカレー

0520

¥340

100g

376kcal

●

安心米 わかめご飯

4384

¥320

100g

364kcal

●

15・50食 / 箱

マジックライス えびピラフ

0521

¥350

100g

378kcal

安心米 きのこご飯

4387

¥350

100g

366kcal

●

15・50食 / 箱

マジックライス 根菜ご飯

7912

¥320

100g

367kcal

安心米

ひじきご飯

4389

¥350

100g

361kcal

●

15・50食 / 箱

マジックライス パエリア風ご飯

7913

¥340

100g

372kcal

20・50食 / 箱

安心米

白がゆ

4330

¥280

041g

147kcal

●

30・50食 / 箱

マジックライス 雑炊 シーフード風味

7906

¥280

070g

259kcal

20・50食 / 箱

安心米

梅がゆ

4327

¥280

042g

154kcal

●

30・50食 / 箱

マジックライス 雑炊 チゲ風味

7905

¥280

070g

262kcal

20・50食 / 箱

マジックライス 雑炊 醤油だし風味

7904

¥280

070g

265kcal

20・50食 / 箱

安心米

カロリー（kcal/1食あたり） 特定原材料28品目不使用

20・50食 / 箱

●

20・50食 / 箱

弁当容器やしゃもじ、スプーンもセットされています。
自治体や企業、病院施設などでの備蓄用に最適。

■食べるまでに必要なモノがワンセット。
フードパック、しゃもじ、スプーンをコンパクトにセット。

※内容物は、 アイテムによって異なります。

内容物例（五目ご飯）
●乾燥米飯／ 4.3kg
●五目ご飯の具／ 0.7kg
●弁当容器／ 50個
●しゃもじ／ 1本
●スプーン／ 50本

標準価格（税別）/1箱

内容量（kg）

カロリー

特定原材料

（kcal/100g あたり） 28品目不使用

25食分×2

50食分

納入単位

炊き出し用

白飯

4358

¥11,000

5kg

364kcal

●

●

1箱

炊き出し用

五目ご飯

4357

¥14,000

5kg

361kcal

●

●

1箱

商品名

●開封カッター／ 1個
●輪ゴム／ 50本
●針金入りビニールひも／ 2本
●衛生手袋／ 1組
●作り方説明書／ 1枚

標準価格（税別）/1箱

内容量（kg）

7344

¥11,000

5.125kg

カロリー（kcal/1食あたり） 特定原材料28品目不使用

393kcal

●

納入単位

1箱

8504

¥14,000

5kg

365kcal

●

●

1箱

マジックライス 炊き出し 白飯

炊き出し用 わかめご飯

4361

¥13,500

5kg

364kcal

●

●

1箱

マジックライス 炊き出し わかめご飯

7362

¥14,000

5kg

380kcal

●

1箱

炊き出し用 きのこご飯

4363

¥14,100

5kg

366kcal

●

●

1箱

マジックライス 炊き出し 青菜ご飯

7363

¥14,000

5kg

374kcal

●

1箱

炊き出し用

ひじきご飯

4362

¥14,100

5kg

361kcal

●

●

1箱

マジックライス 炊き出し 梅じゃこご飯

7364

¥14,000

5kg

374kcal

●

1箱

炊き出し用 山菜おこわ

4359

¥14,000

5kg

364kcal

●

●

1箱

マジックライス 炊き出し 五目ご飯

0530

¥14,000

5kg

380kcal

●

1箱

炊き出し用 おかゆ

4364

¥11,000

2.15kg

147kcal

●

1箱

マジックライス 炊き出し 白粥

7365

¥12,000

2.15kg

163kcal

●

1箱

●

消火器具

商品コード

水害対策

商品コード

地震対策

一度に50人分。お湯を注いで15分待つだけ！

素早く50人分、25人分の炊き出しが出来ます。

企業様や大人数の為の非常食です。特定原材料28品目不使用タイプもラインナップ。

炊き出し用 とうもろこしご飯

救護・搬送・介護

20・50食 / 箱

マジックライス 炊き出し用

熱湯で約20分、水（約 20℃）で約 60分。

■短時間で大量に出来ます。

■特定原材料等（アレルギー物質）
28品目不使用タイプ。

商品名

納入単位

■お湯はもちろん水でも出来る簡単調理。

「炊き出しタイプ」
企業や大人数のための
非常食です。

商品名

救助工具・発電機

標準価格（税別）/1袋

安心米

納入単位

雑炊 醤油だし風味

雑炊 チゲ風味

4369

白飯

カロリー（kcal/1食あたり） 特定原材料28品目不使用

災害時もしっかり水分がとれる、柔らかく食べやすい雑炊です。

商品コード

安心米

災害救助用アルファ化米

9

えびピラフ

28

梅がゆ

白がゆ

28

わかめご飯

避難生活

28

五目ご飯

28

非常持出用品

安心米 ・マジックライス

28

28

飲料水・給水

保存食料

食べ方2通り

多彩な味

28

保存食料

「安心米」

特定原材料等（アレルギー物質）不使用

10

28

特定原材料等（アレルギー物質）不使用

UAA食品® 美味しい防災食
保存食料

「UAA 食品® 美味しい防災食」は、食品の保存を常温で
長期保存が出来る製造方法の UAA 製法 ® を採用。製造

28

28

後常温で5年間の保存ができ、しかも常温のままでも美味

保存食料

しく食べられます。主に災害時に備えての長期保存食としての利用、海
や山へのレジャーに携行する携行食としても、更に日常食としても活用
いただけます。

安心米 9食セット

安心米 バラエティセット

セット内容：
白飯×3 わかめご飯×2
ひじきご飯×2 きのこご飯×2

標準価格 ¥5,000（税別）/1セット 4344
●内容量：計1316ｇ
●納入単位：2セット
アレルギー対応

原材料を下処理後、調理した食材を酸素と光を遮断するバリヤー

UAA 食品® 美味しい防災食

UAA 食品® 美味しい防災食

性のある4層パウチ袋に入れ、一旦空気を排出し、新たに不活性ガ

さば味噌煮

いわしの煮付

標準価格 オープン価格 7727
●内容量：150g ●カロリー：325kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

標準価格 オープン価格 7728
●内容量：150g ●カロリー：302kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

スを充填して密封。コンピューター制御による多段階の昇温、下温
殺菌方法（システム）で長期保存を可能とした製法による食品です。

セット内容：
白飯×3 五目ご飯×3 山菜おこわ×3
梅粥×3 おこげ（ぜんざい）
×2

非常持出用品

長期保存玄米ごはん

ケチャップライス

長期保存玄米ごはん カレーピラフ

長期保存玄米ごはん

標準価格 ¥460（税別）/1食 8439
●内容量：230g
●カロリー：305kcal
●納入単位：50食 / 箱
アレルギー対応

標準価格 ¥460（税別）/1食 8440
●内容量：230g
●カロリー：306kcal
●納入単位：50食 / 箱
アレルギー対応

マジックパスタ

UAA 食品® 美味しい防災食

UAA 食品® 美味しい防災食

UAA 食品® 美味しい防災食

ハンバーグ煮込み

肉じゃが

筑前煮

豚汁

標準価格 オープン価格 7729
●内容量：100g ●カロリー：128kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

標準価格 オープン価格 7731
●内容量：130g ●カロリー：166kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

標準価格 オープン価格 7730
●内容量：90g ●カロリー：100kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

標準価格 オープン価格 7732
●内容量：180g ●カロリー：106kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

UAA 食品® 美味しい防災食

UAA 食品® 美味しい防災食

UAA 食品® 美味しい防災食

UAA 食品® 美味しい防災食

きんぴらごぼう

牛丼の具

ポークカレー

さつま芋のレモン煮

標準価格 オープン価格 7733
●内容量：75g ●カロリー：92kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

標準価格 オープン価格 7736
●内容量：120g ●カロリー：178kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

標準価格 オープン価格 7735
●内容量：200g ●カロリー：178kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

標準価格 オープン価格 7734
●内容量：100g ●カロリー：197kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

和風味
救助工具・発電機

標準価格 ¥460（税別）/1食 8438
●内容量：230g
●カロリー：305kcal
●納入単位：50食 / 箱
アレルギー対応

UAA 食品® 美味しい防災食

お湯入れ3分！どこでも手軽に美味しいパスタ。

唐辛子の辛さとガーリックの風味がき

救護・搬送・介護

クリーミーなソースにベーコンと胡椒が

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。

マジックパスタ

地震対策

お湯を入れてわずか3分でアルデ きいた大人から子供まで幅広く人気な味。 いたくせになる味。
ンテの食感が楽しめます。
マジックパスタ
マジックパスタ
軽量でコンパクトになっており、ス
カルボナーラ
ペペロンチーノ
プーンも付いているのでどこでも
標準価格 ¥360（税別）/1食 0528
標準価格 ¥360（税別）/1食 0529
手軽に本格派の美味しいパスタが ●内容量：63.8ｇ ●カロリー：247kcal
●内容量：56.3ｇ ●カロリー：209kcal
●納入単位：20食 / 箱
●納入単位：20食 / 箱
味わえます。

きのこのパスタ
標準価格 ¥360（税別）/1食 7049
●内容量：59.9ｇ ●カロリー：222kcal
●納入単位：20食 / 箱

UAA 食品® 美味しい防災食

UAA 食品® 美味しい防災食

UAA 食品® 美味しい防災食

鮭粥

梅粥

白粥

標準価格 オープン価格 7739
●内容量：80g ●カロリー：184kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

標準価格 オープン価格 7742
●内容量：230g ●カロリー：101kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

標準価格 オープン価格 7743
●内容量：230g ●カロリー：95kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

標準価格 オープン価格 7741
●内容量：230g ●カロリー：84kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

UAA 食品® 美味しい防災食

UAA 食品® 美味しい防災食

UAA 食品® 美味しい防災食

UAA 食品® 美味しい防災食

UAA 食品® 美味しい防災食

わかめうどん

フォー（米めん）

ハンバーグ煮込みトマトソース

ホワイトシチュー

赤魚の煮つけ

標準価格 オープン価格 7738
●内容量：70.3g ●カロリー：230kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

標準価格 オープン価格 7737
●内容量：70.3g ●カロリー：229kcal
●納入単位：50食 / 箱
1箱

標準価格 オープン価格 8342
●内容量：56.4g ●カロリー：183kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱
アレルギー対応

標準価格 オープン価格 7918
●内容量：100g ●カロリー：164kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

標準価格 オープン価格 7919
●内容量：250g ●カロリー：185kcal
●納入単位：36食 / 箱 1箱

標準価格 オープン価格 8343
●内容量：100g ●カロリー：105kcal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

消火器具

UAA 食品® 美味しい防災食

水害対策

UAA 食品® 美味しい防災食

ソフト金時豆

らーめん

11
1

避難生活

安心米セット ・玄米ごはん ・マジックパスタ ・美味しい防災食

標準価格 ¥3,000（税別）/1セット 8289
●内容量：計900ｇ
●納入単位：4セット
アレルギー対応

長期保存の
新技術
「UAA食品®」
とは？

飲料水・給水

ブック型で収納しやすい！
！
いざという時のために
3日分の安心米を
ひとまとめにしました。

12

永谷園の約50年にわたり蓄積されたフリーズドライ技術と、経験によりつくられた
25年の超・長期保存が可能なクラッカーとフリーズドライ加工食品の備蓄食です。
サバイバルフーズは、味も品質も長期保存性も一切妥協しません。

災害備蓄用 5年保存缶詰

温めなくてもどこでもすぐに食べられる、おいしい防災備蓄食です。
保存食料

サバイバルフーズ
ファミリーセット

飲料水・給水

保存食料
牛肉大和煮は、砂糖・醤油や生姜などの香辛料で味
付けをした美味しい煮物です。

香ばしく焼いた国産鶏を醤油・みりん・砂糖・一味唐
辛子等を調合したタレで味付けした絶品。

災害備蓄用 5年保存缶詰

災害備蓄用 5年保存缶詰

災害備蓄用 5年保存缶詰

さんま味噌煮

牛肉大和煮

国産鶏の炙り焼き

標準価格 ¥400（税別）/1缶 7372
●内容量：80g ●カロリー：201.4kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2

標準価格 ¥520（税別）/1缶 7373
●内容量：80g ●カロリー：138kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2

標準価格 ¥480（税別）/1缶 7375
●内容量：80g ●カロリー：127kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2

お総菜の缶詰

※魚を原料に使用した缶詰は漁獲量等により製造しない場合もございます。ご了承ください。

商品名

商品コード

標準価格（税別）/1缶

標準価格（税別）
6缶 /1箱

内容量（g）

カロリー
（kcal/100g あたり）

設定食数

納入単位

−−

¥37,200

シチュー 422g
クラッカー 910g

シチュー 433kcal
クラッカー 475kcal

1箱60食分

1箱

ファミリーセット 野菜シチュー
（野菜シチュー 3缶 クラッカー 3缶）

4609

−−

¥34,800

シチュー 344g
クラッカー 910g

シチュー 416kcal
クラッカー 475kcal

1箱60食分

1箱

6663

¥4,000

¥24,000

910g

475kcal

1缶10食分

1缶

チキンシチュー 1号缶

4610

¥8,400

¥50,400

422g

433kcal

1缶10食分

1缶

野菜シチュー 1号缶

4609

¥7,600

¥45,600

344g

416kcal

1缶10食分

1缶

商品コード

標準価格（税別）/1缶

標準価格（税別）
6缶 /1箱

内容量（g）

カロリー
（kcal/100g あたり）

設定食数

納入単位

¥16,200

シチュー 104g
クラッカー 227g

シチュー 433kcal
クラッカー 475kcal

1箱15食分

1箱

シチュー 416kcal
クラッカー 475kcal

1箱15食分

1箱

クラッカー 1号缶

お総菜の缶詰

お総菜の缶詰

お総菜の缶詰

きんぴらごぼう

ごもく豆

切り干しだいこん

標準価格 ¥240（税別）/1缶 6530
●内容量：65g ●カロリー：91kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2（48缶）

標準価格 ¥240（税別）/1缶 6531
●内容量：45g ●カロリー：54kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2（48缶）

標準価格 ¥240（税別）/1缶 6532
●内容量：70g ●カロリー：81kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2（48缶）

標準価格 ¥240（税別）/1缶 6533
●内容量：65g ●カロリー：95kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2（48缶）

お総菜の缶詰

お総菜の缶詰

お総菜の缶詰

お総菜の缶詰

ひじき

たけのこかか煮

さといもいか風味

まめこんぶ

標準価格 ¥240（税別）/1缶 6534
●内容量：65g ●カロリー：67kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2（48缶）

標準価格 ¥240（税別）/1缶 7922
●内容量：55g ●カロリー：26kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2（48缶）

標準価格 ¥240（税別）/1缶 6535
●内容量：70g ●カロリー：54kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2（48缶）

標準価格 ¥240（税別）/1缶 6915
●内容量：60g ●カロリー：74kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2（48缶）

地震対策

4608

お総菜の缶詰

うの花炒り

救護・搬送・介護

ファミリーセット チキンシチュー
（チキンシチュー 3缶 クラッカー 3缶）

保存

救助工具・発電機

大缶（1号缶）

3年

避難生活

豆、根菜、乾物、野菜・・。不足しがちなミネラル、食物繊維を豊富に含んだ和風のおそうざい。
化学調味料、香料、着色料をいっさい使わず作りました。

小缶（2＆ハーフ）
商品名

2＆ハーフファミリーセット チキンシチュー
（チキンシチュー 3缶 クラッカー 3缶）

4613

−−

−−

¥15,600

クラッカー 2＆ハーフ

6853

¥2,400

¥14,400

227g

475kcal

1缶2.5食分

1缶

チキンシチュー 2＆ハーフ

4616

¥3,000

¥18,000

104g

433kcal

1缶2.5食分

1缶

野菜シチュー 2＆ハーフ

4617

¥2,800

¥16,800

084g

416kcal

1缶2.5食分

1缶

水害対策

4614

シチュー 084g
クラッカー 227g

2＆ハーフファミリーセット 野菜シチュー
（野菜シチュー 3缶 クラッカー 3缶）

非常持出用品

サバイバルフーズ ・備蓄用缶詰 ・お惣菜の缶詰

脂ののった新鮮な秋刀魚を使用し厳選された味噌で
煮込んだ逸品です。

洋風雑炊 大缶・小缶（スペースセーバーコンプレス）
商品コード

標準価格（税別）/1缶

標準価格（税別）
6缶 /1箱

内容量（g）

カロリー
（kcal/100g あたり）

設定食数

納入単位

洋風とり雑炊（大缶）

7787

¥8,500

¥51,000

408g

378kcal

1缶10食分

1缶

洋風えび雑炊（大缶）

7788

¥8,500

¥51,000

408g

409kcal

1缶10食分

1缶

お総菜の缶詰

お総菜の缶詰

お総菜の缶詰

お総菜の缶詰

むらさきはな豆

かぼちゃいとこ煮

さんま甘露煮

いわし梅煮

洋風とり雑炊（小缶）

7920

¥3,000

¥18,000

100g

378kcal

1缶2.5食分

1缶

洋風えび雑炊（小缶）

7921

¥3,000

¥18,000

100g

409kcal

1缶2.5食分

1缶

標準価格 ¥240（税別）/1缶 7923
●内容量：70g ●カロリー：125kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2（48缶）

標準価格 ¥240（税別）/1缶 6536
●内容量：60g ●カロリー：69kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2（48缶）

標準価格 ¥240（税別）/1缶 7924
●総量：90g ●カロリー：140kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2（48缶）

標準価格 ¥240（税別）/1缶 7925
●総量：90g ●カロリー：186kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2（48缶）

消火器具

13
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商品名

14

28

ベターホームの野菜のスープ

特定原材料等（アレルギー物質）不使用

新潟県産米粉で作ったアレルギー対応のクッキーです。

化学調味料、香料、着色料をいっさい使わずに作りました。野菜をたっぷり使ったやさしい味の野菜スープです。

3年

3年

保存

28

3年

保存

保存食料

尾西のライスクッキー

30年以上愛され続けているロングセラー

3年

保存

保存

ココナッツ風味

尾西のライスクッキー

28

ベターホームの野菜のスープ

ベターホームの野菜のスープ

ベターホームの野菜のスープ

コーンポタージュ

オニオンスープ

パンプキン

標準価格 ¥300（税別）/1缶 7926
●内容量：190ｇ ●カロリー：69kcal
●納入単位：15缶 / 箱×2（30缶）

標準価格 ¥300（税別）/1缶 7927
●内容量：190ｇ ●カロリー：92kcal
●納入単位：15缶 / 箱×2（30缶）

標準価格 ¥300（税別）/1缶 7928
●内容量：190ｇ ●カロリー：22kcal
●納入単位：15缶 / 箱×2（30缶）

標準価格 ¥300（税別）/1缶 7929
●内容量：190ｇ ●カロリー：101kcal
●納入単位：15缶 / 箱×2（30缶）

フリーズドライ 卵スープ

フリーズドライ オニオンスープ

標準価格 ¥150（税別）/1個 6045
●内容量：10g ●カロリー：34kcal
●納入単位：200個 / 箱

標準価格 ¥150（税別）/1個 6880
●内容量：7g ●カロリー：25kcal
●納入単位：200個 / 箱

標準価格 ¥150（税別）/1個 6881
●内容量：6g ●カロリー：19kcal
●納入単位：200個 / 箱

28

災害直後でも、火や水を使わずにすぐ
食べられるお菓子感覚の非常食です。

一口サイズのおこげなので、水のない
災害時でも食べやすくなっています。

国産のもち米をひとくちサイズにして揚
げました。

ぜんざいが甘すぎず、ほどよい塩加減
のおこげとの相性は抜群です。

安心米おこげ コンソメ味

安心米おこげ カレー味

安心米おこげ 梅味

安心米おこげ ぜんざい

標準価格 ¥280（税別）/1食
●内容量：51.2g
●カロリー：247kcal
●納入単位：30食 / 箱

標準価格 ¥280（税別）/1食
●内容量：51.2g
●カロリー：248kcal
●納入単位：30食 / 箱

標準価格 ¥280（税別）/1食
●内容量：52g
●カロリー：247kal
●納入単位：30食 / 箱

7075

7076

標準価格 ¥380（税別）/1食
●内容量：145g
●カロリー：262kcal
●納入単位：30食 / 箱

8291

7077

救護・搬送・介護

フリーズドライ みそ汁

28

水に加えてまぜるだけ！ 作って楽しい、食べ
て美味しい、非常食のデザート。

尾西のミルクスティック

くるくるカスタード

標準価格 ¥280（税別）/1食
●内容量：8本
●カロリー：200kcal
●納入単位：30食 / 箱 1箱

標準価格 オープン価格
●内容量：20ｇ
●カロリー：92kal
●納入単位：50食 / 箱 1箱

7860

地震対策

牛乳から作った高カルシウムの保存食です。

8441

ポケットワン

温めずにおいしい野菜カレー

野菜1日これ一本長期保存

ポケットワン コーンスープ

標準価格 オープン価格 7251
●内容量：200g ●カロリー：173kcal
●納入単位：30食 / 箱

標準価格 オープン価格 7669
●内容量：190g ●カロリー：77kcal
●納入単位：30缶 / 箱

●内容量：9.8g

15
1

●内容量：9.5g

ポケットワン
●内容量：9.5g

水もどり餅 あべ川

おみそ汁

標準価格 オープン価格 7063
●カロリー：32kal ●納入単位：60食 / 箱 1箱

●カロリー：32kal

標準価格 オープン価格
●納入単位：60食 / 箱 1箱

わかめスープ
●カロリー：28kal

標準価格 オープン価格
●納入単位：60食 / 箱 1箱

消火器具

30品目の野菜を凝縮した１本、災害時不足
しがちな栄養素を補えます。

水害対策

水に数秒間浸すだけで
食べられるお餅です。
お好みで選べる 3種類の味。

長年培ったカレーの味覚で作り、大人から
子供まで楽しめるカレーに仕上げました。

救助工具・発電機

「みそ汁」
「卵スープ」
「オニオンスープ」の３種類。お湯を160ｍｌ注いでかき混ぜればみそ汁（スープ）が飲めます。

28

避難生活

ベターホームの野菜のスープ

ミネストローネ

いちご味

標準価格 ¥240（税別）/1食 7859
●内容量：48g ●カロリー：263kcal
●納入単位：48食 / 箱 1箱

非常持出用品

スープ・ フリーズドライ ・野菜カレー ・野菜ジュース ・ ライスクッキー ・ 安心米おこげ ・水もどり餅

標準価格 ¥220（税別）/1食 7858
●内容量：48g ●カロリー：276kcal
●納入単位：48食 / 箱 1箱

飲料水・給水

保存食料
尾西のライスクッキー

●内容量：116g
8391

水もどり餅 あんこ
●内容量：120g

8359

標準価格 ¥450（税別）/1個 6038
●カロリー：421kcal ●納入単位：50個 / 箱
標準価格 ¥450（税別）/1個 6039
●カロリー：450kcal ●納入単位：50個 / 箱

水もどり餅 いそべ
●内容量：88g

標準価格 ¥450（税別）/1個
●カロリー：313kcal ●納入単位：50個 / 箱

6040

16

保存食料

1粒ずつ個包装になっている
『ぶどう糖』は携帯に便
利です。どこでも気軽に糖質補給が可能です。

えいようかん

チョコえいようかん

保存用ぶどう糖

標準価格 ¥550（税別）/1個 1086
●内容量：60ｇ×5本 ●カロリー：1本171kcal
●納入単位：20個 / 箱

8442
標準価格 ¥650（税別）/1個
●内容量：55ｇ×5本 ●カロリー：1本197kcal
●納入単位：20個 / 箱 1箱

8505
標準価格 ¥350（税別）/1袋
●内容量：3ｇ×25粒 ●カロリー：1包装12kcal
●納入単位：12袋 / 箱

プレーンの素朴な味わいで、どなたにも美味しく召し
上がっていただけます。

フリーズドライビスケット チョコチップ

フリーズドライビスケット オレンジ

フリーズドライビスケット プレーン

標準価格 ¥300（税別）/1個 5778
●内容量：50g ●カロリー：268.5kcal
●納入単位：24個 / 箱

標準価格 ¥300（税別）/1個 6808
●内容量：50g ●カロリー：263.5kcal
●納入単位：24個 / 箱

標準価格 ¥300（税別）/1個 6807
●内容量：50g ●カロリー：258kcal
●納入単位：24個 / 箱

非常持出用品
避難生活

カロリーが高く栄養バランスに優れたクッキーです！ 硬くないのでお子様やご年配の方にも食べやすくなっています。

糖質はエネルギー源として優れており、消化吸収が
早いので疲労回復時に最も効果的な食品です。

ボトルタイプドロップスの密閉性の高いプラスティッ
クボトルを採用した商品です。

氷砂糖

非常・携帯用サクマ式ドロップス 保存用

サクマドロップス非常用 プラボトル

標準価格 オープン価格 7384
●内容量：170g ●カロリー：387kcal
●納入単位：12袋 / 箱

標準価格 ¥300（税別）/1個 8443
●内容量：170ｇ ●カロリー：100ｇあたり390kcal
●納入単位：1箱

標準価格 ¥428（税別）/1個 6515
●内容量：140ｇ ●カロリー：1粒12kcal
●納入単位：1箱

バランススティック セサミエスプレッソ

バランススティック マーマレードチーズ

標準価格 ¥350（税別）/1個 8444
●内容量：60ｇ ●カロリー：301kal
●納入単位：100食 / 箱 1箱

標準価格 ¥350（税別）/1個 8445
●内容量：60ｇ ●カロリー：309kal
●納入単位：100食 / 箱 1箱

標準価格 ¥350（税別）/1個 8446
●内容量：60ｇ ●カロリー：302kal
●納入単位：100食 / 箱 1箱

10 年
保存

そのまますぐに食べられるバターロースト風味
の保存食。

プレーン・レーズン・抹茶の3本入り。加熱
加圧殺菌による超長期保存のクッキー。

バランスクッキー

10年保存クッキー

5年保存 バターロースト風味

標準価格 ¥420（税別）/1食
●内容量：90g
●カロリー：450kcal
●納入単位：100食 / 箱 1箱

標準価格 ¥300（税別）/1食 7934
●内容量：50g ●カロリー：250kcal
●納入単位：100食 / 箱 1箱

※パッケージが変更になる予定です。

7935

地震対策

あまくておいしいケーキの缶詰

救護・搬送・介護

砂糖は災害時パニックになった脳にすみやかに栄養
を届け、精神を安定する効果があるといわれています。

バランススティック スイートストロベリー

救助工具・発電機

栄養食品 ・ケーキの缶詰 ・ ビスケット ・クッキー

チョコレートの味わいを大切にして和のあんと融合さ
せた新しいタイプの保存用和菓子です。

オレンジピール入りで、さわやかに美味しく、あっさり
と食べていただけます。

飲料水・給水

保存食料
一本で171kcal（ご飯一杯分）を補給。適度にやわ
らかくすっきりした甘さで水がなくても食べられます。

チョコチップ入りで、美味しく食べやすい。お子様か
ら大人まで大人気の味です。

水害対策

ケーキの缶詰

フルーツケーキ

標準価格 オープン価格 7931
●内容量：130g ●カロリー：415kcal
●納入単位：24缶 / 箱 1箱
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チョコレートとココアが入った、しっとりとしたチョコ
レート味のパウンドケーキです。

ケーキの缶詰

チョコレートケーキ

標準価格 オープン価格 7932
●内容量：130g ●カロリー：412kcal
●納入単位：24缶 / 箱 1箱

みずみずしいオレンジからできたマーマレードをたっ
ぷり使った香り豊かなパウンドケーキです。

ケーキの缶詰

マーマレードケーキ

標準価格 オープン価格 7933
●内容量：130g ●カロリー：376kcal
●納入単位：24缶 / 箱 1箱

消火器具

色々なフルーツをふんだんに使った贅沢なフルーツ
のパウンドケーキです。

加熱加圧殺菌による7年保存のクッキー。
バランスクッキー 7年保存
標準価格 ¥350（税別）/1食
●内容量：60g
●カロリー：303kcal
●納入単位：100食 / 箱 1箱

チョコレート

7936

バランスクッキー 7年保存
標準価格 ¥350（税別）/1食
●内容量：60g
●カロリー：300kcal
●納入単位：100食 / 箱 1箱

プレーン

7937

バランスクッキー 7年保存
標準価格 ¥350（税別）/1食
●内容量：60g
●カロリー：302kcal
●納入単位：100食 / 箱 1箱

レーズン

7938
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乳児用ミルク

保存食料

初乳（母乳）に多く含まれ、乳幼児の健康と発育に重要なタンパク質である「ラクトフェリン」を配合。
３種類のオリゴ糖配合で、さらに母乳に近づきました。

飲料水・給水

保存食料
食べやすい一口サイズに仕上げたほのかにミルク味
のビスケットです。非常食・アウトドアに最適です。

一斗缶に３５食入りで、２缶で１箱のクラッカーです。
さくっと香ばしいあっさり塩味です。

ミニクラッカー

ミルクビスケット

災害備蓄用クラッカー

標準価格 ¥250（税別）/1缶 6093
●内容量：75g ●カロリー：371kcal
●納入単位：24缶 / 箱

標準価格 ¥250（税別）/1缶 6092
●内容量：75g ●カロリー：361kcal
●納入単位：24缶 / 箱

標準価格 ¥17,500（税別）/1箱 6811
●内容量：90g×70食（35食×2缶）
●カロリー：1袋439kcal ●納入単位：1箱

はぐくみ 小缶
標準価格 ¥980（税別）/1缶
●内容量：300g
●カロリー：512kcal/100g
●納入単位：12缶 / 箱

はぐくみ 大缶
7386

非常持出用品

はぐくみ スティックタイプ

標準価格 ¥2,600（税別）/1缶
●内容量：810g
●カロリー：512kcal/100g
●納入単位：8缶 / 箱

7387

標準価格 ¥500（税別）/1箱
●内容量：13g×10本
●カロリー：512kcal/100g
●納入単位：20箱 / 箱

7388

特殊ミルク

5年

避難生活

保存

長年の実績のある
ミルクアレルギー疾患用ミルク。

すうーっと溶ける、
やさしい口どけのおせんべい。
歯が生えてないお子様に。

ニュー MA-1 大缶

保存用ハイハイン

お気軽な備蓄食料として、また勉強のお夜食として
食べていただけます。金平糖入り。

お子様に大人気。おなじみのクリームサンドビスケッ
トを密閉した保存食です。卵は使用していません。

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になりました。

hokka のカンパン保存缶110ｇ

ビスコ保存缶

ハーベスト保存缶

標準価格 ¥300（税別）/1缶 8249
●内容量：110g ●カロリー：421kcal
●納入単位：24缶 / 箱

標準価格 ¥420（税別）/1缶 1083
●内容量：1パック20.6g×6パック
●カロリー：1パック99kcal ●納入単位：10缶 / 箱×4

標準価格 ¥400（税別）/1缶 7097
●内容量：105g ●カロリー：564.7kcal
●納入単位：10缶 / 箱

標準価格 オープン価格 8447
●内容量：20ｇ
●カロリー：100ｇあたり376kal
●納入単位：24個 / 箱 1箱

7389

チュチュベビー乳首・哺乳びん
チュチュベビーの乳首は、
「赤ちゃんが吸った分だけ」ミルクが出るようになっているので、
S・M・L のサイズを月齢に応じて変える必要がありません。
汚れやキズ、ニオイがつきにくい耐熱ガラス製の
哺乳瓶は、丈夫でお手入れカンタン。

離乳期まで
1サイズで OK！

地震対策

環境ホルモンを含まない PPSU（ポリフェニルサル
ホン）製だから安心。軽くて持ち運びも便利です。

空気弁の
調整が不要

3年
保存

たおしても
こぼれない！

乳孔は普段ぴったりと閉じてい
ます。ママのおっぱいと同じで
赤ちゃんが吸わないとミルクが
でない乳孔。吸う力によって出
る量も変わるため、赤ちゃんの
リズムでミルクが飲めます。

ルヴァンプライムＳ缶

ルヴァンプライムＬ缶

標準価格 オープン価格 8399
●内容量：39枚（13枚×3パック）
●カロリー：1パック13枚（標準50．7g）あたり224kcal
●納入単位：10缶 / 箱 2箱

標準価格 オープン価格 8400
●内容量：104枚（13枚×8パック）
●カロリー：1パック13枚（標準50．7g）)あたり224kcal
●納入単位：6缶 / 箱 1箱
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栄養バランスが偏りがちな災害時の食生活をサポー
トする目的で生まれました。

カロリーメイト ロングライフ2本入
標準価格 ¥120（税別）/1個 6509
●内容量：40g ●カロリー：200kcal
●納入単位：60個 / 箱 1箱

消火器具

サクッとした食感と香ばしさが特徴のクラッカー。

▶
チュチュベビー

チュチュベビー

PPSU 製哺乳瓶240ml

耐熱ガラス製哺乳瓶240ml

標準価格 ¥980（税別）/1本
●納入単位：50本 / 箱

標準価格 ¥900（税別）/1本
●納入単位：50本 / 箱

7390

7391

くわえただけだと、乳孔
は閉じています。

水害対策

チュチュベビーの乳首は
スーパークロスカット乳孔

サクッとした食感と香ばしさが特徴のクラッカー。

救護・搬送・介護

標準価格 ¥3,800（税別）/1缶
●内容量：800g
●カロリー：466kcal/100g
●納入単位：8缶 / 箱

救助工具・発電機

クラッカー・ビスケット・乾パン・栄養食品・乳児用ミルク・チュチュベビー

サクッと香ばしく焼き上げたあっさり塩味のミニクラッ
カー。便利なキャップ付きです。

吸う動作に入ると、力に
応じて乳孔が開きます。
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®

私たち人間は、
1日3リットルの
水が必要と
言われています。

保存食料

アンシンクの
あんしん水

飲料水・給水

災害時に一番必要なもの⁝
それは飲料水です︒

飲料水・給水

非常持出用品
避難生活

アンシンクの
あんしん水 ® 2.0L
標準価格 ¥480（税別）/1本 5951
●採水地：山梨県甲州市塩山裂石温泉
●性 状：無色・透明／無味・無臭 PH9.90 〜 9.91
●納入単位：6本 / 箱 ※送料別途

500ml×24本

救助工具・発電機

アンシンクのあんしん水・保存飲料水

500ml×24本

富山県、黒部川の天然のアルカリイオン水を丁寧に充填。万が一の災害時にでもおいしい水を飲んでいただけます。
もちろん、いつもの飲料水としてもお使い頂けます。

■５年保存水と比較して備蓄飲料水入替時のコストが大幅に削減できます。

黒部保存水 5年保存

黒部保存水 7年保存

500ml
2.0L

500ml
2.0L

標準価格 ¥300（税別）/1本 7700 ●納入単位：6本 / 箱 1箱 ※送料別途

標準価格 ¥170（税別）/1本 7493 ●納入単位：24本 / 箱 1箱 ※送料別途
標準価格 ¥340（税別）/1本 7699 ●納入単位：6本 / 箱 1箱 ※送料別途

救護・搬送・介護

（廃棄時に発生するペットボトルなどの廃棄物削減にも効果的です。）

標準価格 ¥150（税別）/1本 7670 ●納入単位：24本 / 箱 1箱 ※送料別途

■ PH9.90という稀に見る高アルカリイオン水で、長期保存が可能なため、備蓄用に最適です。
■天然のミネラルをたっぷり含んだ温泉水をボトリング。
（万全を期して加熱殺菌処理を行い、防腐剤は一切使用しておりません。）

■無味・無臭でどなたにも飲みやすい天然のミネラルウォーターで、妊婦の方や赤ちゃんのミルク
用に、また、胃腸の弱い方にも安心してご愛飲いただけます。
■視覚障害の方にも安心な点字表示が付いています。

地震対策

純天然アルカリ保存水 7年保存

高賀の森水

標準価格 ¥250（税別）/1本 5953
●採水地：山梨県甲州市塩山裂石温泉
●性 状：無色・透明／無味・無臭 PH9.90 〜 9.91
●納入単位：24本 / 箱 ※送料別途

500ml
2.0L

500ml

標準価格 ¥143（税別）/1本 8448 ●納入単位：24本 / 箱 1箱 ※送料別途
標準価格 ¥286（税別）/1本 8449 ●納入単位：6本 / 箱 1箱 ※送料別途

2.0L

消火器具

アンシンクのあんしん水 ® 500ml

標準価格 ¥400（税別）/1本 5952
●採水地：山梨県甲州市塩山裂石温泉
●性 状：無色・透明／無味・無臭 PH9.90 〜 9.91
●納入単位：10本 / 箱 ※送料別途

水害対策

岐 阜 奥 長 良 川 高 賀の天 然 軟 水
の おい し さ を そ の ま ま ボ ト リ
ングしました︒簡易コップ同梱︒
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アンシンクのあんしん水 ® 1.5L

標準価格 ¥160（税別）/1本 6474 ●納入単位：24本 / 箱 ※送料別途
●封筒型紙コップ×5個 同梱
標準価格 ¥280（税別）/1本 6475 ●納入単位：6本 / 箱 ※送料別途
●簡易コップ（90ml）
×5個 同梱
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保存食料

ひも別売り

ポリタンク型浄水器「コッくん飲めるゾウ ミニ」

賞味期限切れペットボトル水や貯水槽の水などを飲料水に変える非常用浄水器。
非常時だけでなくレジャー用など多機能に使えます。

飲料水・給水

飲料水・給水

非常用
個人
町内会
企業など

■原水が水道水なら飲料水として、それ以外の水なら生活水として使用できます。
■付属のポンプで軽く圧力をかけて、コックのツマミをひねるだけ。
■フィルターはカンタンに脱着ができ交換も可能です。

※商品は無地です。

標準価格 オープン価格
●サイズ：200×485mm
●納入単位：50個 / 箱 1箱

7941

10L

7942

標準価格 オープン価格
●納入単位：50個 / 箱 1箱
●サイズ：235×560mm

●サイズ：260×350×90mm
●納入単位：50個 / 箱

●内容量：5L

（個包装無）標準価格 ¥750（税別） 7418
●サイズ：260×350×90mm
●納入単位：100個 / 箱

●内容量：5L

非常用

多目的に使用できるウォータータンクです。10Lと
20Lタイプで選べます。

ポリタンク型浄水器「コッくん飲めるゾウ ミニ」

標準価格 ¥29,800（税別） 8451
●使用フィルター：中空糸膜（MF）
・プレフィルター・活性炭フィルター
●浄水可能な水：
期限切れペットボトル水 、風呂水（入浴剤入り不可）、雨水、貯水タンクの水 、
プールの水などを、安全な飲料水として浄水
●吐出能力：300Ｌ
●動力：手動式（常時加圧不要）
●サイズ：幅200×奥行260×高430mm
●重量：10.5KG
●交換フィルター：8000円
●納入単位：1台

ウォータータンク
WAT-10L

標準価格 ¥680（税別） 7160
●サイズ：幅22.5×奥行22.5×高さ27cm
●内容量：10L ●納入単位：1個

WAT-20L

標準価格 ¥980（税別） 7421
●サイズ：幅29×奥行29×高さ33.5cm
●内容量：20L ●納入単位：1個

抗菌伸縮ウォータージャグ

非常用
小中規模

蓄圧式浄水器「コッくん飲めるゾウ」

逆浸透膜と中空糸膜使用でほとんどの水が安全に飲めて
切替ハンドルで飲料水と生活水を確保！手動蓄圧式で連続浄水が可能です。
救助工具・発電機

200人
程度まで

避難生活

■逆浸透膜でほとんどの水が安全に飲めます。
■手動蓄圧タンクで連続浄水が可能です。
■切替ハンドルで飲料水と生活水を確保します。
抗菌伸縮ウォータージャグ5L

抗菌伸縮ウォータージャグ3 L

抗菌伸縮ウォータージャグ10L

非常用

蓄圧式浄水器「コッくん飲めるゾウ」

標準価格 ¥129,000（税別） 7943
●使用フィルター：逆浸透膜 (ＲＯ)2本・プレフィルター・活性炭フィルター
●浄水可能な水：
・河川、池、井戸、プール、雨水、風呂水
・農薬、毒物の混入している水でも可
・セシウム、化学物質の除去率99% ※海水は浄水不可
●吐出能力：56Ｌ
●動力：手動式 ( 常時加圧不要 )・電動ＡＣ100Ｖ( オプション )
●サイズ：幅260×奥行360×高600mm
●重量：10.5KG
●交換フィルター：48,000円
●納入単位：1台

商品名

抗菌伸縮ウォータージャグ3L

非常用

抗菌ライドウォータージャグ16L

大規模

商品コード

標準価格（税別）

内容量（L）

納入単位

サイズ（mm）

7425

¥1,000

03L

1個

使用サイズ 約幅150×奥行200×高さ180mm（3L 時）
収納サイズ 約幅160×奥行200×厚さ60mm

1000人以上
対応

地震対策

抗菌ライドウォータージャグ10 L

救護・搬送・介護

給水袋・ウォータータンク・ウォータージャグ・浄水器

非常用給水袋（スパウト・スライダー付）
（個包装有）標準価格 ¥800（税別） 6014

ハンディーキューブ
5L

チャック付で水がこぼれないので飲料水の運搬や
バケツの代用品として使えます。

非常持出用品

持ち手が2か所で手が痛くなりません。
容器事態に自立性があり水を入れても倒れにくい。

大規模型浄水器「コッくん飲めるゾウ ビック」

給水ホースを水源に投入して電源を入れるだけの簡単操作。
「飲めるゾウＢｉＧ-２」なら１台で飲料水と生活水を同時に浄水できます。
■ BIG-1/ 逆浸透膜（RO）
タイプまたは中空糸膜（MF）
タイプを選べます。
■ BIG-2/ 飲料水（RO）
と生活水（MF）を同時に確保。

抗菌伸縮ウォータージャグ5L

7424

¥1,250

05L

1個

■お客様にてフィルター交換が可能です。
非常用

7423

¥1,800

10L

1個

使用サイズ約 幅230×奥行255×高さ315mm（10L 時）
収納サイズ 約幅270×奥行270×高さ90mm

抗菌ライドウォータージャグ10L

7427

¥1,250

10L

1個

使用サイズ 約幅240×奥行240×高さ240mm（満水時）
収納サイズ 約幅200×奥行200×厚さ70mm

抗菌ライドウォータージャグ16L

7426

¥1,800

16L

1個

使用サイズ 約幅290×奥行290×高さ290mm（満水時）
収納サイズ 約幅250×奥行260×厚さ75mm
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大規模型浄水器「コッくん飲めるゾウビック1」

標準価格 ¥1480,000 〜（税別） 8450
●使用フィルター：逆浸透膜（RO）大型・プレフィルター大型・活性炭フィルター大型
●浄水可能な水：
河川、池、井戸、プール、雨水、貯水槽など（なるべく濁りのない水）
・農薬、毒物の混入している水でも可
●吐出能力：350Ｌ
●動力：電動ＡＣ100Ｖ
●サイズ：幅550×奥行660×高1430mm
●重量：60KG
●交換フィルター：150000円〜
●納入単位：1台

消火器具

抗菌伸縮ウォータージャグ10L

水害対策

■大型タイヤ付きで移動可能です。
使用サイズ 約幅200×奥行245×高さ200mm（5L 時）
収納サイズ 約幅215×奥行250×高さ60mm
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「イザ」という時のための折り畳み式

LED を使用する事で、最長36時間の使用が可能です。

防災ヘルメット IZANO

▶

ロックノブがカチッ！カチッ！
カチッ！と 鳴 る ま で 押し上
げてください。

カラーバリエーション

標準価格 ¥4,600（税別） 6830
●飛来落下物・墜落時保護兼用
●カラー：ホワイト/ オレンジ /グリーン / ブルー /
ホワイト・オレンジライン / オレンジ・ホワイトライン
●頭囲の目安 55.5 〜 62cm
●納入単位：1個

ギガフラッシュ
LED ヘッドライト ハニカム

NEWビビッド
LED ヘッドライト

標準価格 ¥3,500（税別） 7552
●サイズ：約 幅60×奥行45×高さ33mm
●重量：約40g（乾電池含まず）
●電源：単4型乾電池3個使用（別売）
●電池寿命：15 〜 36時間 ●納入単位：1個

標準価格 ¥3,500（税別） 7553
●サイズ：約 幅60×奥行45×高さ33mm
●重量：約40g（乾電池含まず）
●電源：単4型乾電池3個使用（別売）
●電池寿命：15 〜 36時間 ●納入単位：1個

標準価格 ¥2,000（税別） 7555
●サイズ：約 幅85×奥行57×高さ45mm（本体のみ）
●重量：約70g（乾電池含まず）
●納入単位：1個

CB-100D

DPX-333D

GTR-831D

標準価格 ¥1,980（税別） 8452
●明るさ
（約）
：200ルーメン（High モード）
●使用電池：単4形アルカリ電池×3本
●本体質量（約）
：105g（電池含む）
●付属品：ヘッドバンド、テスト用電池
●納入単位：1個

標準価格 ¥4,980（税別） 8453
●明るさ
（約）
：400ルーメン（High モード時）
●使用電池：単3形アルカリ電池×3本
●本体質量（約）
：236g（電池含む）
●付属品：ヘッドバンド、テスト用電池
●納入単位：1個

標準価格 ¥1,480（税別） 8381
●明るさ
（約）
：80ルーメン（最大時）
●使用電池：単3形アルカリ電池×1本
●本体質量（約）
：93g（電池含む）
●付属品：ヘッドバンド、テスト用電池
●納入単位：1個

FLP-1806

FLP-1808

SR-220DT

標準価格 ¥3,400（税別） 8455
●明るさ
（約）
：200ルーメン
●使用電池：単3形アルカリ電池×2本
●本体質量（約）
：136g（電池含む）
●付属品：ポーチ、ストラップ、テスト用電池
●納入単位：1個

標準価格 ¥6,000（税別） 8456
●明るさ
（約）
：370ルーメン（High モード時）
●使用電池：専用リチウムイオン充電池 3.7V 1,400mAh
●本体質量（約）
：135g（電池含む） ●付属品：ポーチ、スト
ラップ、Micro USB ケーブル（50cm）、専用充電池
●納入単位：1個

標準価格 ¥2,980（税別） 8457
●明るさ
（約）
：200ルーメン（最大時）
●使用電池：単3形アルカリ電池×4本
●本体質量（約）
：195g（電池含む）
●付属品：パワーストラップ、O-リンググリス、テスト用電池
●納入単位：1個

LK-214D

背面クリップ搭載の小型ワークライト GZ-112

GZ-213

標準価格 ¥3,280（税別） 8458
●明るさ
（約）
：450ルーメン（最大時）
●使用電池：単1形アルカリ電池×4本
●本体サイズ（約）
：W125×H148×D190mm
●本体質量（約）
：984g（電池含む）
●付属品：ショルダーストラップ ●納入単位：1個

標準価格 ¥6,000（税別） 7955
●明るさ：約350ルーメン（High モード時）
●使用電池：リチウムイオン充電池 3.7V 2,600mAh 内蔵
●本体質量：約188g（電池含む）
●付属品：Micro USB ケーブル、専用 AC アダプター
●納入単位：1個

標準価格 ¥8,000（税別） 8459
●明るさ
（約）
：550ルーメン（High モード時）
●使用電池：リチウムイオン充電池 3.7V 3,350mAh 内蔵
●本体質量（約）
：280g（電池含む）
●付属品：専用充電ケーブル、専用 AC アダプター
●納入単位：1個

非常持出用品

定番 MP スタイルの ABS バージョン

ギガフラッシュ
LED ヘッドライト ジオライン

ベストセラー SYシリーズの軽量 FRPタイプ

避難生活

ライナーとは・・・
頭部に加わる衝撃を吸収するための部品です

ヘルメット A01型 HA1E3-A01式
7019
7944

●飛来落下物墜落時保護兼用・電気用
●カラー：白 /クリーム / 黄 /グリーン / ライトブルー / スカイ
ブルー / 紺 ●頭囲の目安：55.5 〜 61（cm）
● E1ワンタッチアゴひも標準装着
●雨垂れ防止溝付き ●納入単位：1個

ヘルメット MPA 型 PME-MP 式
（ライナー無）標準価格 ¥2,900（税別）
（ライナー入）標準価格 ¥3,400（税別）

7017
7945

●飛来落下物墜落時保護兼用・電気用
●カラー：白 /クリーム / 黄 /グリーン / スカイブルー
●頭囲の目安：55.5 〜 58（cm）
●内装は NP ワンタッチアゴひも標準装備
●納入単位：1個

ヘルメット SYF 型 SYF-P 式
（ライナー無）標準価格 ¥4,400（税別）
（ライナー入）標準価格 ¥4,900（税別）

6705
7946

●カラー：白 /グリーン / 薄クリーム / 薄黄 / 黄 / アクアブルー
/コバルトブルー ●頭囲のめやす：55.5 〜 60.5（cm）
●内装は NP ワンタッチアゴひも標準装着・雨垂れ防止溝付き
ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用
●納入単位：1個

救助工具・発電機

（ライナー無）標準価格 ¥3,100（税別）
（ライナー入）標準価格 ¥3,600（税別）

機能美を追求したニュースタンダードスタイル。
電気用にも対応

セーフティークッション

ヘルメット ST#118-EPZ

ヘルメット ST#168-FZ

標準価格 ¥3,250（税別） 5970

標準価格 ¥3,100（税別） 2888
●飛来・落下物用・墜落時保護用
●カラー：ホワイト/ イエロー /クリーム /グリーン / オレンジ /
レッド/ ブルー /グレー ●納入単位：1個

標準価格 ¥4,200（税別） 2850
●飛来・落下物用・墜落時保護用・電気用（使用電圧7,000V
以下） ●カラー：ホワイト/ イエロー / ブルー / オレンジ /ク
リーム /グレー ●納入単位：1個

EJ 小学校低学年以下

ES 小学校低学年以上
●納入単位：1個

標準価格 ¥3,050（税別） 5971 ●納入単位：1個
●（公財）日本防炎協会認定品
※類似品にご注意ください 例）防炎協会認定生地仕様など

水害対策

性能、帽子以上。収納、文庫本サイズ。
折りたたみできて携帯に便利。

防災用キャップ

IZANO キャップ スタンダードタイプ

IZANO キャップ 防炎タイプ

標準価格 ¥2,800（税別） 7460
●衝撃吸収性試験合格 耐貫通性試験合格
●カラー：黒
●サイズ：M/L 57 〜 62（cm）
●納入単位：1個

標準価格 ¥3,600（税別） 6829
●（公財）日本防炎協会認定生地使用
●衝撃吸収性試験合格 耐貫通性試験合格
●カラー：オレンジ
●サイズ：S/M 49 〜 56（cm）
M/L 57 〜 62（cm）
●納入単位：1個
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防災用キャップ
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地震対策

衝撃を効果的に分散する球状シルエットが特徴的な
MP 型スタイル

救護・搬送・介護

暗闇で光る反射テープ付き︒
外部の音がハッキリ聞こえる
耳穴付き︒

ヘルメット・ずきん・キャップ・ヘッドライト・ライト

アメリカンキャップスタイルの新定番

飲料水・給水

非常持出用品

墜落時保護規格までついて、
収納時容量が約半分に。
高所作業でも使用できるため、
幅広い活用が可能。

保存食料

手で上に押し上げてください。
帽体が持ち上がります。

防災用ヘルメット「IZANO」

保存食料
飲料水・給水

非常持出用品

合図灯に警笛を内蔵、大音量警告音。
発光させながらの使用も可能です。ベルト留め付き。

便利な腰フック付き伸縮合図灯。手元灯付きで暗い場所での確認業務にも便利です。

警笛付き高輝度合図灯 MB1100R

赤色 LED 伸縮合図灯

標準価格 オープン価格 6838
●サイズ：φ30×530mm ●使用電池：単2乾電池
●電池寿命：点滅時 約60時間 / 点灯時 約40時間
●納入単位：1本

S サイズ 標準価格 オープン価格

7957 ●納入単位：1本
●全長：伸ばした時540mm 縮めたとき389mm ●重量：約135g（単二電池2本使用時265g）

2本

L サイズ 標準価格 オープン価格 7958 ●納入単位：1本
●全長：伸ばした時853mm 縮めたとき541mm ●重量：約330g（単二電池2本使用時460g）

帰宅困難者15点セット

標準価格 ¥800（税別） 8462
●包装サイズ：160×231×18mm
●重量：188ｇ ●納入単位：1個
●セット内容：ポケットティッシュ・使い捨てカイロ・ウエットティッシュ・緊急携帯トイレ1P・
ID カード・防寒アルミシート

標準価格 ¥3,000（税別） 8463
●商品サイズ：230×335×30mm ●重量：約706ｇ ●納入単位：1個
●セット内容：A4ジッパーファイル・4層！防寒防風アルミシート・4層！防寒防風アルミ寝袋・
アルミLED ライト＆ホイッスル・抗菌消臭簡易トイレ・軍手・ロープ・笛・新反射安全タスキ・
スモークシャットアウト・非常用給水袋3L・防災用ウエットティッシュ 20枚入・ティライトキャン
ドル10ｐ・綿棒10本・絆創膏5枚

緊急用ホイッスル

標準価格 ¥150（税別） 7464
●カラー：オレンジ / イエロー / ブルー 三色アソート
●商品サイズ：約105×28×13mm
●包装形態：ヘッダー付 PP 袋入（重量 約18g）
●材質：ABS 樹脂
●納入単位：1個

標準価格 ¥170（税別） 7465
●カラー：シルバー
●サイズ：φ10×76mm
●包装形態：ブリスターパック入り
（重量 約18g）
●納入単位：1個

マチ付きなので立てて
置いておくことができます。

A4 帰宅支援セット TLM-01

標準価格 ¥160（税別） 7960
●商品サイズ：約300×270mm（マチ付） ●納入単位：1個

1本 で13機 能を備え
た多機能ツール。携帯
に便利なキーリング付。

①−ドライバー

1本で4機能を備えたミニツール。
錆びにくく丈夫なステンレス鋼製。

② 栓抜き
②フォーク
①スプーン
⑧ 缶切り

水害対策

③＋ドライバー
④ 穴あけ
⑤ ヤスリ
⑥ 針金曲げ
⑦コルク抜き

地震対策

緊急用給水袋 3L マチ付き

標準価格 ¥280（税別） 7959
●個装サイズ：約125×245×30mm

救護・搬送・介護

標準価格 ¥5,200（税別） 8166 ●納入単位：1セット
●セット内容：
1.リュックサック
（小） 2. 簡易トイレ5回分 3. ハロゲン防災ライト
（電池付）
4. 滑り止め付き軍手 5. エマージェンシーブランケット 6. フェイスタオル
（個包装） 7. 緊急用ホイッスル 8. 簡易ポケットコート 9. ポケットティシュ
×2

エマージェンシー 3点セット
●納入単位：1セット

救助工具・発電機

ホイッスル付 LED ライトキーホルダー

アウトドアまたは万一の
非常時にも
役立つ3点セット

避難生活

災害時に勤務先から自宅までの
帰宅をサポートするセット

色の指定はできません

非常持出用品

合図灯 ・ホイッスル ・緊急用給水袋 ・マルチツール ・帰宅支援セット

防犯・防災・緊急時に！
危険を感じた時に！
携帯に便利な
キーホルダータイプ。

緊急時に居場所を伝えるだけでなく、必要事項
や身元確認が出来る、記入できるＩＤカード付。
便利なストラップ付

常備携帯用・帰宅困難者対策セット JKP-800A

③ 栓抜き

⑨ ハサミ
④ ナイフ
⑩ウロコ取り
⑪ 針はずし
⑫ノコギリ
⑬ ナイフ

CS マルチツールステンレス4 UM-1536

A4 女性向・帰宅支援セット TLM-02

標準価格 ¥1,500（税別） 8460
●商品サイズ：25×94×厚さ20mm
●マイナスドライバー・栓抜き・プラスドライバー・穴あけ・ヤスリ・針金曲げ・コルク抜き・
缶切り・ハサミ・ウロコ取り・針はずし・ノコギリ・ナイフ
●納入単位：1個

標準価格 ¥2,000（税別） 8461
●商品サイズ：32×98×厚さ25mm
●スプーン・フォーク・栓抜き・ナイフ
●納入単位：1個

標準価格 ¥6,000（税別） 8167 ●納入単位：1セット
●セット内容：1.リュックサック
（小） 2. 簡易トイレ5回分 3. ハロゲン防災ライト
（電池付）
4. 滑り止め付き軍手 5. エマージェンシーブランケット 6.フェイスタオル（個包装） 7. 緊急
用ホイッスル 8. ポケットティシュ×2 9. 使い捨てスリッパ 10. 極うる美肌セット 11. ナプ
キン×4 12. 簡易ポケットコート
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A4スリム 帰宅支援セット TLSM-02
標準価格 ¥5,000（税別） 8168 ●納入単位：1セット
●セット内容：1. 難燃加工非常持ち出し袋 2. 簡易トイレ5回分 3. ハロゲン防災ライト
（電池
付） 4. 滑り止め付き軍手 5. エマージェンシーブランケット 6. フェイスタオル（個包装）
7. 緊急用ホイッスル 8. ポケットティシュ×2 9. 保存水500ml×1本 10. バランスス
ティック・スイートストロベリー×1 11. バランススティック・マーマレードチーズ×1
12. 簡易ポケットコート

28
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CS マルチツール13 UM-1534

保存食料

お車運転中に災害発生！
慌てず直ぐに車載貴重品（車検証・自賠責保険・ETC カード等）
を持ちだし避難できるキットです。

①ゆっくりスピードを落としハザードランプを点滅させ道路の左側に車を停止。
飲料水・給水

非常持出用品

車を置いて避難する場合の基本行動
②慌てて車外に出ず、揺れがおさまる迄車内で待機し、ラジオなどから地震・交通情報を収集。
③車を緊急車両の通行の妨げにならない場所へ停車し、ドアロックはせず、キーは付けたまま、
貴重品・必要品を持ち出して安全な場所へ避難。
ダッシュボード収納サイズ
緊急事態もこれがあれば安心。割る・照ら
す・切るの1台で3役の優れもの。

DASHⅡ
（ダッシュ・ツー）

DASHⅢ
（ダッシュ・スリー）

標準価格 ¥600（税別） 7963
●商品サイズ：約133×88×25mm
●重量：約120g
●納入単位：1個

標準価格 ¥1,200（税別） 8464
●商品サイズ：約153×80×32mm
●重量：約188g
●納入単位：1個

非常持出用品

災害時に勤務先から自宅までの
帰宅をサポートするセット
避難生活

車両所有者連絡先カード
商品セット内容

ご使用方法

お車乗車時の備えに !
コンパクトで場所も取りません。

①車検証・自賠責保険証の原本を本体所定ポケットに収納。
②車両所有者連絡先カードにご自身の名義・緊急連絡先などを記入。
③ダッシュボードや緊急時に持ち出しやすい場所に収納。
④車を置いて避難する場合、このキッドを持出し避難。
その際、車両所有者連絡先カード
（シール付袋入）をウインドー等に
貼っておくと警察からの連絡がスムーズです。

救助工具・発電機

車検証ポケット付・車載避難キット
標準価格 ¥2,500（税別） 7961
●商品サイズ：239×164×37mm
●重量：302g
●セット内容：
収納ケース、ホイッスル、レインコート、
アルミ9光ライト
（単四電池×3本使用 / 別売り）、
軍手、車両所有者確認ラベル（シール付き袋）
●納入単位：1冊

使用イメージ

車載用・防災キット SHT-10KK

A4スリム 帰宅支援セット TLSM-01

標準価格 ¥10,000（税別） 8465
●セット内容：
ツールボックス・脱出ハンマー・緊急携帯トイレ2P×3・ボックスティッシュ・ウェットティッシ・防
寒アルミシート・ランタンライト・エイトバン・軍手・防寒レインコート
●納入単位：1セット

標準価格 ¥4,200（税別） 7964
●セット内容：
1. 難燃加工非常持ち出し袋 2. 簡易トイレ5回分 3. ハロゲン防災ライト
（電池付） 4. 滑り
止め付き軍手 5. エマージェンシーブランケット 6. フェイスタオル（個包装） 7. 緊急用
ホイッスル 8. ポケットティシュ×2 9. 簡易ポケットコート
●納入単位：1セット

ブラックピラミッド10点セットA

ブラックピラミッド14点セット

標準価格 ¥5,000（税別） 8467
●セット内容：
リュック型ピラミッドバック・アルミブランケット・レスキュー簡易寝袋・アルミポンチョ・抗菌消臭
簡易トイレ・マスク・非常用給水バック3L・ソーラー＆ダイナモ LED ライト・ポケットティッ
シュ・軍手
●納入単位：1セット

標準価格 ¥10,000（税別） 8466
●セット内容：
リュック型ピラミッドバック・アルミブランケット・レスキュー簡易寝袋・アルミポンチョ・抗菌消臭
簡易トイレ・マスク・非常用給水バック3L・ソーラー＆ダイナモ LED ライト・防災用ウエットティッ
シュ・ポケットティッシュ・軍手・反射タスキ・緊急用ホイッスル・多機能防災ラジオライト
●納入単位：1セット

救護・搬送・介護

車載避難キット ・防災手帳 ・車載キット ・非常持出セット

車内で非常事態になった時に脱出をサ
ポートします。

防災心得ハンドブック・ID カードが付いた防災手帳。
地震対策
水害対策

防災ハンドブックは12ページの小冊子
防災心得・知識をカラーで解説

標準価格 ¥500（税別） 7962
●商品サイズ：155×115×12mm ●重量：75g
●セット内容：本体（クリアポケット×2）、防災ハンドブック、ID カード
●納入単位：1冊
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クリアポケットにはご自身の地域の防災マップ
や必要な資料を収納しておくのに便利

30

消火器具

防災手帳

タイプ

保存食料

①携帯電話充電
② LED ランタン
③太陽電池パネル
④白色 LED ライト
⑤手巻きハンドル
⑥ USB 充電
⑦防災マニュアル付属

宇宙ステーションをイメージした
マルチパワーステーションをさらにパワーアップした、 ラジオライト
プラグイン
マルチパワーステーション2登場。

非常持出用品

飲料水・給水

5電源タイプ：
ソーラー充電・ダイナモハンドル充電・
AC/USB アダプター使用可能（別売）
・
単3電池3本（別売）
・USB 充電

マルチパワーステーション2 5605
標準価格 ¥9,000（税別） 8019
●本体重量：445g（本体のみ）
●付属品：接続ケーブル1本＆コネクター 4種、ショルダーストラップ、防災マニュアル
●包装形態：化粧箱入り ●材質：ABS 樹脂
●納入単位：1個

標準価格 ¥3,000（税別） 8470
●セット内容：蛍光リュックバック・4層！防寒防風アルミシート・LED ライト＆ホイッスル・抗菌消
臭簡易トイレ・携帯用ミニトイレ・防災ガイド・非常用給水袋3L・ティライトキャンドル10P・生
理用品10枚入・パステルカラー軍手
●納入単位：1セット

①ダイナモ充電機能
（iPhone/ スマートフォン対応可）
②3灯 LED ライト
③ FM、AM ラジオ
④時計
⑤アラーム

女性用12点セット

標準価格 ¥5,000（税別） 8469
●セット内容：蛍光リュックバック・4層！防寒防風アルミシート・LED ライト＆ホイッスル・抗菌消
臭簡易トイレ・携帯用ミニトイレ・あんしんトイレポンチョ・非常用給水袋3L・ティライトキャンド
ル10P・生理用品10枚入・綿棒10本・絆創膏5枚・パステルカラー軍手
●納入単位：1セット

非常持出用品

1台で5役！

持出袋は蛍光色で夜間でも
視認性の高い反射材がついています。
女性が必要なアイテムを
考えた防災セットです。

充電時間目安：
約1分間回転でラジオ⇨約15分稼働。
ライト⇨約25分点灯、
一般携帯電話⇨約10分使用可能。
USB 充電ケーブルを使用した場合、
約6時間でフル充電。
※携帯電話の付属ケーブル、携帯
電話は附属しておりません。

避難生活

多機能防災ラジオ・ライト
標準価格 ¥5,800（税別） 7600
●サイズ：約76×155×60mm ●重量：約320g
●包装形態：化粧箱入り ●材質：ABS 樹脂・PVC

救助工具・発電機

非常持出セット ・モバイルバッテリー ・ラジオ

女性用10点セット

●納入単位：1個

災害時に役立つ機能搭載！

1台で4役！

③スマホ充電

標準価格 ¥8,000（税別） 8468
●セット内容：
蛍光リュックバック・4層！防寒防風アルミシート・4層！防寒防風アルミ寝袋・
4層！防寒防風金銀アルミシート・レスキュー簡易ずきん・ソーラー＆ダイナ
モ LED ライト・抗菌消臭簡易トイレ・携帯用ミニトイレ・防災ガイド・あん
しんトイレポンチョ・マスク×2・マイクロファイバーフェイスタオル・非常用
給水袋3L・防災用ウエットティッシュ 20枚入・ティライトキャンドル10P・
生理用品10枚入・綿棒10本・絆創膏5枚・パステルカラー軍手
●納入単位：1セット

■乾電池入替式なので充電環境が
無くても大丈夫！

■ MicroUSB、Type-C のスマホ及びｉPhone,iPad
等も充電できます。

■通常のモバイルバッテリーと違い、
バッテリー本体への充電は不要。
乾電池を入替て何度でも使用可能！

■乾電池式なのにハイパワー！
単三乾電池6本で9V・3000mah/1A の出力。
乾電池2本 /4本式と比べパワフル、
8本式と比べ軽量＆コンパクト。

④ワイドFM 対応ラジオ
電源は内臓蓄電バッテリーで、2種の蓄電
（USB 蓄電、ダイナモ蓄電）
ができます。
災害時に役立つ機能が搭載したマルチ防災
用品です。
充電目安（1分間の回転）
： ライト点灯時間：
約10分間、充電時間 ：USB 接続で本体の
満充電に約4時間

地震対策

災害、停電で充電出来ない不安を解決！
乾電池6本式モバイルバッテリー

② LED ライト

救護・搬送・介護

女性用20点セット

①サイレン機能

スマホ対応ダイナモＦＭラジオＬＥＤライト
標準価格 ¥3,200（税別） 8472
●商品サイズ：55×145×45mm ●重量：180ｇ
●納入単位：1個

太陽光発電と乾電池のハイブリッドAM/FM ラジオ。

AM ラジオ局のワイドFM（FM 補完放送）対応！
水害対策

もしもの時に
備えて安心！

標準価格 ¥3,980（税別） 8471
●充電容量：3000mah
●スマートフォン用乾電池6本交換式充電器
●納入単位：1個
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ソーラーラジオ 6450
標準価格 ¥3,500（税別） 8020
●使用電源：ソーラー充電と単3電池2本（別売）で使用できるハイブリッドラジオ
●本体重量：170g（本体のみ） ●納入単位：1個

消火器具

防災用携帯充電器 スーパーバディ

2バンドクリップラジオ 6490
標準価格 ¥2,000（税別） 8021
●本体寸法：63×28×100mm
●使用電源：単3電池2本（別売）
●本体重量：85g（本体のみ） ●納入単位：1個
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保存食料

従来の災害用の毛布に比べて「薄くて」
「軽くて」
「暖かい」
という三拍子揃ったまさに、次世代型の災害対策用毛布の
登場です！もちろん、省スペース化も！
避難生活が長引いた場合や汚れた場合､ 一斉回収による洗
濯後リパックも可能ですが、個々に水洗いする事が出来、常
に清潔に保つ事が可能です。

緊急時の気温の変化や雨風から
身を守る緊急用シートです。
非常用品として、山や海のレジャー用品に！

4層！防寒防風アルミシート
ウォームテンダーライト 化粧箱入り

ウォームテンダーライト 白

ウォームテンダーライト オレンジ

標準価格 ¥3,600（税別） 7992
●重量：約450g ●寸法：1,400mm×2,000mm（±50mm）
●保温率：59％以上 ●素材：難燃性ポリエステル不織布
●難燃性：財団法人日本防炎協会認定品
●納入単位：1枚

標準価格 ¥3,400（税別） 7725
●重量：約450g ●寸法：1,400mm×2,000mm（±50mm）
●保温率：59％以上 ●素材：難燃性ポリエステル不織布
●難燃性：財団法人日本防炎協会認定品
●納入単位：10枚 / 箱 1箱

標準価格 ¥3,400（税別） 7990
●重量：約450g ●寸法：1,400mm×2,000mm（±50mm）
●保温率：59％以上 ●素材：難燃性ポリエステル不織布
●難燃性：財団法人日本防炎協会認定品
●納入単位：10枚 / 箱 1箱

耳障りな
カシャカシャ音が
少ない静音タイプ！

非常持出用品

書棚やデスクの引き出しにすっきり収まるA4
サイズの箱に入った緊急の寝具セットで、自宅
やオフィスのインテリアの邪魔をしません。
緊急時もサッと取り出しやすく、自宅のほか、
帰宅困難者支援にもおすすめ。

2枚を留めてゆったり毛布に、
縦または横におってボタンを
留めれば寝袋に、腰巻やス
トールとしても活用できます。

避難生活

アイデア次第で
マルチに使える！

4層！静音防寒防風アルミシート
ウォームテンダーマルチ

ジップ付きでゴミ袋や枕に
再利用できます。収納時は
標準価格 ¥3,900（税別） 7991
真空パックでコンパクト
●寸法：1,400mm×2,000mm（±50mm）
●保温率：59％以上 ●素材：難燃性ポリエステル不織布
●難燃性：財団法人日本防炎協会認定品
●納入単位：10枚 / 箱 1箱

緊急寝具セット
標準価格 ¥11,000（税別） 7518
●サイズ：約300×230×80mm（ケース）
●セット内容：1.コンパクトエアーベット 2. アイマスク
3. エアーまくら 4.コンパクトあったかフリース
●納入単位：1個

救助工具・発電機

標準価格 ¥280（税別） 7956
●カラー：シルバー
●サイズ：約2130×1370mm
● PP 袋サイズ：約100×133×15mm
●包装形態：PP 袋入（重量：約78g）
●材質：アルミ蒸着ポリエチレン
●納入単位：1枚

圧 縮 毛 布の 分の
サ イ ズで 保 管 し て 頂 け ま
す︒ア ルミ の 熱 反 射 を 利
用 し た 保 温 性 の 高い 新 素
材毛布︒
1.3
kg

金色は熱を吸収しやすく、
銀色は熱を反射しやすい
性質があります。

救護・搬送・介護

防寒防風アルミシート ・毛布 ・緊急寝具セット ・ジャバラマット ・エアーマット

標準価格 ¥190（税別） 7461
●カラー：シルバー
●サイズ：約2130×1370mm
● PP 袋サイズ：約95×130×12mm
●包装形態：PP 袋入（重量：約51g）
●材質：アルミ蒸着ポリエステル
●納入単位：1枚

飲料水・給水

避難生活

公益財団法人 東京都中小企業振興公社
ニューマーケット開拓支援事業認定商品
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アルミ転写毛布

コンパクトあったかフリース

シートde ポンチョ 2wayタイプ

標準価格 ¥250（税別） 7463
●カラー：ゴールド×シルバー
●使用時サイズ：2130×1370mm
● PP 袋サイズ：約95×130×12mm
●包装形態：PP 袋入（重量：約53g）
●納入単位：1枚

標準価格 オープン価格 6865
●サイズ：1400×2000mm
●材質：ポリエステル100%
PEVA（ポリエチレン酢酸ビニール）
●納入単位：10枚 / 箱 1箱

標準価格 ¥2,500（税別） 7516
●カラー：ベージュ
●サイズ：約1100×2100×10mm
●収納時サイズ：160×220×60mm
●包装形態：特殊圧縮 PP 袋入（重量：633g）
●材質：ポリエステル ●納入単位：1個

標準価格 ¥1,200（税別） 7513
●カラー：シルバー×オレンジ
●サイズ：シート約1700×1000×2mm・
キャップ約310×310mm
●収納時サイズ：約210×170×50mm
●包装形態：PP 袋入り ●納入単位：1個

非常時の簡易ベット。硬い床・冷たい床での体へ
の負担を軽減します。空気入れ付
で簡単にふくらませます。

畳めば
ポケットにも入る
コンパクトサイズ

シルバーキャンピングジャバラマットM

シルバーキャンピングジャバラマットL

コンパクトエアーベッド

標準価格 ¥480（税別） 7056
●カラー：シルバー
●使用時サイズ：1000×2000mm
● PP 袋サイズ：約80×140×25mm
●包装形態：PP 袋入（重量：約80g）
●納入単位：1枚

標準価格 ¥2,400（税別） 7515
●サイズ：幅100cm×長さ200cm×厚さ8mm
●収納サイズ：100cm×32cm×厚さ5cm
●材質：マット/ ポリエステル（アルミ蒸着）、
発砲ポリエチレン・バンド/ 合成ゴム
●納入単位：20枚 / 箱 1箱

標準価格 ¥2,800（税別） 7514
●サイズ：幅120cm×長さ200cm×厚さ8mm
●収納サイズ：120cm×32cm×厚さ5cm
●材質：マット/ ポリエステル（アルミ蒸着）、発砲ポリエチレ
ン・バンド/ 合成ゴム
●納入単位：20枚 / 箱 1箱

標準価格 ¥1,800（税別） 7517
●カラー：半透明
●サイズ：使用時約1950×550×60mm
●収納時サイズ：約260×170×40mm
●包装形態：PP 袋入（重量：約270g）
●材質：リニア低密度ポリエチレン ●納入単位：1個
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消火器具

4層！防寒防風アルミ寝袋

水害対策

長さ約200cm 巾100cm で大人
でも楽に入れます。畳んでしまえば
ポケットにも入るコンパクトサイズ。

軽量コンパクトなアルミシートです。
寒冷時は熱（太陽光）を吸収しやすい金色を表面に、炎天下
では熱を反射しやすい銀色を表面にしてご使用ください。

地震対策

4層！防寒防風金銀アルミシート

空気入れ付

34

保存食料

ベーシックで使いやすい、
クロスポール型のドームテント。

EX-V777D

SOL-013C

標準価格 ¥2,980（税別） 8477
●明るさ
（約）
：250ルーメン（High モード時）
●使用電池：単4形アルカリ電池×4本
●点灯時間（約）
：8時間（High モード）
●本体質量（約）
：156g（電池含む）
●付属品：テスト用電池 ●納入単位：1個

標準価格 ¥6,050（税別） 8478
●明るさ
（約）
：530ルーメン（白色100％点灯）
●使用電池：単1形アルカリ電池×3本
●点灯時間（約）
：
【白色】20時間（100％点灯）
●本体質量（約）
：830g（電池含む）
●付属品：ハンガーフック ●納入単位：1個

非常持出用品

標準価格 ¥30,000（税別） 8474
●商品サイズ：270×270×170cm ●重量：6kg
●納入単位：1張

標準価格 ¥4,800（税別） 7184
●サイズ：幅75×長さ185cm ●重量：約1.2kg
●材質：表地 / ポリエステル100％ 裏地 / ポリエステル
100％（マイクロファイバー） 中綿 / ポリエステル100％
（ホローファイバー）
●納入単位：1個

D 型フレームでベット生地の張りと強度をアップ！
心地良い弾力性のある快適な寝心地を体感してください。

5通りの使い方が可能。ライトは取り外しできます。

5通りの使い方が可能。ライトは取り外しできます。

リムーブＬＥＤランタンＤＸミニ

リムーブＬＥＤランタンＤＸ

標準価格 ¥6,800（税別） 7526
●サイズ：約幅91×奥行88×高さ180（持ち手含まず）
●重量：約440ｇ
（乾電池含まず） ●ランタン = 単1形乾電池3個使用（別売）
●ライト= 単4形乾電池3個使用（別売）
×2 ●納入単位：1個

標準価格 ¥8,000（税別） 7525
●サイズ：約幅134×奥行127×高さ255mm（持ち手含まず）
●重量：約780g（乾電池含まず） ●ランタン = 単1形乾電池4個使用（別売）
●ライト= 単4形乾電池3個使用（別売）
×2 ●納入単位：1個

プレーリー封筒型シュラフ600
標準価格 ¥3,800（税別） 7509
●サイズ：幅75×長さ185cm ●重量（約）
：900g
●材質：表地 / ポリエステル100％・裏地 / ポリエステル100％
（マイクロファイバー）
・中綿 / ポリエステル100％（ホローファ
イバー）600g
●納入単位：1個

テーブル本体とチェア4つのセットが、全てをオールインワンで
天板の内側に収納することができます。

レギュラーLEDランタン（レッド・グリーン） リガート ホイールクーラー

48L

救護・搬送・介護

フォルノ封筒型シュラフ800 ダークネイビー

標準価格 ¥9,500（税別） 8475
●サイズ：幅85×長さ190cm ●重量：2kg
●材質：表地ポリエステル100％ 裏地 / 綿100％（フラン
ネル） 中綿 / ポリエステル100％（ホローファイバー）
1200g
●納入単位：1個

ライト取り外し例

救助工具・発電機

ウォッシャブルシュラフ

避難生活

ライト取り外し例

キャリー 付 き でア ウ トドア・
非常時に使えるクーラーボッ
クスです︒

リガート ホイールクーラー

28L

標準価格 ¥2,000（税別） レッド 7527 グリーン 7528
●サイズ：約外径118×高さ155mm（持ち手含まず）
●重量：約220g（乾電池含まず）
●電源：単3形乾電池4個使用（別売り）
●電池寿命：連続約10時間
●納入単位：1個

標準価格 ¥15,000（税別） 8016
●サイズ（約）
：幅580×奥行395×高さ430mm
●重量（約）
：5.3kg
●保冷効力 5度以下（JIS）
（8時間）
●2L PET ボトル12本・500ml PET ボトル27本
●納入単位：1台

標準価格 ¥14,500（税別） 8017
●サイズ（約）
：幅435×奥行335×高さ435mm
●重量（約）
：4.4kg
●保冷効力：8度以下（JIS）
（8時間）
●500ml PET ボトル14本・350ml 缶26本
●納入単位：1台

カセットガスボンベ

カセットフー 達人スリム３

カセットフー 風まる2

標準価格 ¥350（税別） 6119
●納入単位：48本 / 箱

標準価格 オープン価格 8479
●最大発熱量：3.3kW
●サイズ：幅335×奥行275×高さ84mm
●納入単位：8台

標準価格 オープン価格 8519
●最大発熱量：3.5kW
●キャリングケースサイズ：幅400×奥行339×高さ129mm
●商品サイズ：幅359×奥行278×高さ115mm
●納入単位：8台

地震対策

ドームテント・シュラフ・簡易ベッド ・テーブル＆チェア ・ランタン・クーラー ・コンロ

プレーナドームテント〈5 〜 6人用〉

標準価格 ¥3,980（税別）※参考 8001
●明るさ：約360ルーメン（High モード）
●使用電池：単1形アルカリ電池×3本
●本体質量：約802g（電池含む）
●付属品：ハンガーフック ●納入単位：1個

EX-144D

飲料水・給水

避難生活

耐塵・防滴仕様（IP64準拠）
＆2m 落下耐久

水害対策

ラフォーレテーブル・チェアセット

標準価格 ¥15,000（税別） 6810
●サイズ：幅72×長さ192×高さ42cm
●収納サイズ：18×12×長さ98cm ●重量：5kg
●材質：シート/ ポリエステル、
フレーム / アルミニウム（表面加工アルマイト）、
ジョイント金具 / 鉄（亜鉛めっき）
●耐荷重：約80kg
●セット内容：ベット本体1、セットバー 2、収納バック1
●納入単位：1個

標準価格 ¥15,000（税別） 8476
●サイズ：1200×600×高さ565 〜 690mm
●納入単位：1台
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天板を2つ折りにして収納すると、
取っ手付なので、
持ち運びしやすくなっています。
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消火器具

エクスギア アルミGI キャンピングベッド

天然スーパーバイオ210 消臭除菌剤
5年保証 超・防災用ウェットティッシュ
20枚入（国産品）

消臭だけじゃない。除菌効果もバツグン！
天然スーパーバイオ210 おすすめの使い方
手指の除菌に。1回のスプレーで6時間効果が持続します。
マスクにひとふきでウイルス感染予防対策に。
天然成分100%。化学剤を一切含んでいないので
お肌に直接触れても、万が一口の中に入っても安全です。

飲料水・給水

標準価格 ¥200（税別） 7726
●商品サイズ：約150×200mm
/PP 袋サイズ：約140×90×12mm
●包装形態：ピロー包装（重量 約61g）
●材質：不織布
●納入単位：25個 / 箱 1箱

ウェットティッシュ

歯磨きシート

30枚入

標準価格 ¥550（税別） 8481
●個装サイズ：130×170×20mm
●重量：約49ｇ
●箱サイズ：170×350×410mm
●納入単位：80パック/ 箱 1箱

災害時の頭髪清拭用備蓄品として、介護・医療現場
での清拭用に、アウトドアにもご使用いただけます。

水のいらない泡なしシャンプー
ウェット手袋 2枚入
標準価格 ¥278（税別） 7983
●香料：フルーティーフローラルの香り ●納入単位：80個 / 箱

天然スーパーバイオ210

天然スーパーバイオ210

天然スーパーバイオ210

天然スーパーバイオ210

天然スーパーバイオ210

100ml

300ml

500ml

1Ｌ詰め替え用

バッグインボックス

商品名

サイズ（mm）

納入単位

100ml

8482

0,0¥500

100ml

Ｈ147×∅40

50本入り/ 箱

1箱

天然スーパーバイオ210

300ml

8483

0¥1,200

300ml

Ｈ230×∅55

20本入り/ 箱

1箱

天然スーパーバイオ210

500ml

8484

0¥1,800

500ml

Ｈ225×∅75

20本入り/ 箱

1箱

天然スーパーバイオ210

1Ｌ詰め替え用

8485

0¥3,000

1Ｌ

Ｈ255×∅90

16本入り/ 箱

1箱

天然スーパーバイオ210

5Ｌバッグインボックス

8486

¥12,000

5Ｌ

Ｈ195×Ｗ195×Ｄ195

1箱

天然スーパーバイオ210

20Ｌバッグインボックス

8487

¥45,000

20Ｌ

Ｈ300×Ｗ300×Ｄ300

1箱

機能性二酸化塩素発生剤を使用した除菌、消臭効果のあるウイルス対策グッズ。

シンプルデザインでストラップ、クリップ等で
携帯すれば、ウイルスの除去・除菌・消臭！

二酸化塩素がゆるやかに…室内空間に拡散し、
細菌・カビ・ウイルス・悪臭などと反応し除去！

二酸化塩素水溶液を…
気になるところに噴霧して除菌・消臭！

キープバリアプラス

キープバリアプラス・ゲル

キープバリアプラス・スプレー（タブレット）

標準価格 ¥950（税別） 8488
●商品サイズ：150×100mm
●主成分：亜塩素ナトリウム・セピオライト・水酸化ナトリウム
●使用期間：約2ヵ月
●使用対象場所：イベント会場（屋内）
・オフィス・病院・
介護施設・学校・ホテル・店舗など
●納入単位：100枚 / 箱 1箱

標準価格 ¥1,980（税別） 8489
●商品サイズ：70×70mm
●主成分：水・高吸水性樹脂・亜塩素酸 Na・有機酸
●使用期間：約1 〜 2ヵ月
●使用対象場所：寝室・バスルーム・玄関・クローゼット・
キッチン・リビングルーム
●納入単位：30個 / 箱 1箱

標準価格 ¥1,980（税別） 8490
●商品サイズ：500ml ボトル
●主成分：二酸化塩素発生用錠剤（タブレット）
●使用期間：精製後1ヵ月以内に使用
●使用対象場所：キッチン回り・介護関連環境・
リビングルーム・バスルーム・トイレ
●納入単位：15本 / 箱 1箱

地震対策

200ml

標準価格 ¥900（税別） 7984
●商品サイズ：約φ47×H190mm ●重量：約250g
●納入単位：1本

内容量

救護・搬送・介護

水のいらないシャンプー

標準価格（税別）

天然スーパーバイオ210

キープバリアプラス

どこでも水なしで、簡単に頭と頭皮のニオイや汚れを
ふきとれます。

商品コード

救助工具・発電機

標準価格 ¥550（税別） 8480
●個装サイズ：130×205×30mm
●重量：約200ｇ
●箱サイズ：410×615×255mm
●納入単位：60パック/ 箱 1箱

10枚入

常在菌には6時間、抗菌効果が持続します。

避難生活

指サック型でしっかり拭けて、お口スッキリ。

非常持出用品

ティッシュ・歯磨きシート・シャンプー・手ピカジェル・マスク・消臭除菌剤・ウイルス除菌グッズ

天然成分で子ども、お年寄りにも安全。

赤ちゃんのおしりや大人の体ふきに。

保存食料

避難生活

業界最長、
「5年保証」の防災用のウェット
ティッシュです。除 菌 効 果 の 高 いウェット
ティッシュを採用しております。
防湿性の高いアルミ蒸着のフィルム、本体
にも5年保証を謳い、ビジュアル的なわか
りやすさを追求しました。

水や石けんを使った手洗いでバイ菌をきれいに落とすのは、実は結構たいへんです。
「手ピカジェル」なら、水では落としきれないバイ菌・ウイルスまで、アルコールの力ですばやく消毒できます。

手ピカジェル

300ml

標準価格 ¥1,000（税別） 7986
●商品サイズ：48×73×99mm
●納入単位：1本

手ピカジェル

60ml

標準価格 ¥500（税別） 7987
●商品サイズ：28×46×99mm
●納入単位：1本

水害対策

100枚入

標準価格 オープン価格
●納入単位：1箱
●サイズがございます。お問い合わせください。
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不織布マスク

50枚入 / 箱

標準価格 オープン価格
●材質：不織布
●納入単位：50枚入 / 箱 1箱
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消火器具

ニトリルグローブ

簡単組み立てベッド
組み立て時間10分

頑丈、廃棄が簡単
収納大容量！

商品コード 標準価格（税別）/1枚

重量

素材

日本製

防炎

エコ

素材難燃ポリエステル50％以下
素材制菌ポリエステル50％以上

●

●

●

●

●

●

●

●

10枚 / 箱

●

●

●

●

10枚 / 箱

ベット下、12個のみかん箱が
全て収納として使用可能。
なんと430リットル分の大容量。

●

●

10枚 / 箱

※十字仕切は計算から除く

●

●

10枚 / 箱

●

●

●

●

10枚 / 箱

●

●

●

●

10枚 / 箱

●

●

●

10枚 / 箱

●

●

●

10枚 / 箱

¥7,500

1.3kg

6839

¥5,900

1.3kg

7491

¥6,300

1.6kg

4242

¥5,800

1.3kg

7492

¥6,400

1.6kg

7121

¥6,100

1.3kg

7494

¥6,400

1.6kg

7495

¥5,600

1.3kg

7496

¥5,900

1.6kg

7497

¥5,900

1.3kg

7498

¥6,100

1.6kg

難燃フリース毛布

7664

¥4,600

1.0kg

ポリエステルフィラメント糸100％

マイクロファイバーニューマイヤー毛布

9723

¥4,000

860g

ポリエステルフィラメント糸100％

難燃エコ・織毛布
スーパーエクスターⅡ
難燃アクリル系・織毛布
ノンバー

ポリエステル織毛布

アクリル織毛布

（公財）日本防炎協会

防炎認定品

エコ

10枚 / 箱

座ると周囲から視線が遮断され、立つと周囲を見渡せる高さです。
※身長約170cm の方を目安にしています

アクリル系100％

アクリル系45 〜 50％
PET ボトル再生ポリエステル50 〜 55％

再生ポリエステル100％

●

10枚 / 箱

●

10枚 / 箱

アクリル100％

（公財）日本環境協会 エコマーク認定品

グリーン

●

緊急災害時

簡単組み立てベッド

かんたんパーテーション

標準価格 オープン価格 7994
●梱包時サイズ：約19×62×88cm
●組み立て時：約183×86×31cm
●耐荷重：約450kg ●商品重量：約10kg
●納入単位：1個

10枚 / 箱

ダンボールパーテーション

10枚 / 箱

ダンボール製なので環境にもやさしい。
工具不要5つのパーツを差し込みだけで完成します。

グリーン購入法適合品

2枚セット

標準価格 オープン価格 7995
●商品サイズ：高さ130cm×横35cm×6面 ●梱包時サイズ：130cm×35cm×2cm
●納入単位：1セット
※ PET ボトルを利用して固定していただく商品です
50°
開きで1枚が約160cm になります

うれしい
5つの工夫

救護・搬送・介護

防炎

PET ボトルを利用して
固定していただく商品です。

救助工具・発電機

難燃アクリルエコ・織毛布

素材難燃ポリエステル45 〜 50％
PET ボトル再生ポリエステル50 〜 55％

●

納入単位

避難生活

7490

難燃制菌・織毛布 ( 一般用途）

グリーン SEK

非常持出用品

真空パック毛布・エアマット・ダンボールベッド・ダンボールパーテーション

商品名

保管時は1枚あたり
130×25×2cm に
折りたためます。

飲料水・給水

避難生活

工具なしで組み立て可能

50°
開きで1枚が約160cm になります。
段ボー
ルだか
ら軽量

段ボールだから頑丈

省スペース、備蓄可能

圧縮パックにした毛布は、備蓄場所をとりません。
厚みを1/3に圧縮して保管スペースを節約。
「防虫」
「防水」効果のあるパック毛布をお勧めします。

かんたんパーテーション
保存食料

真空パック毛布

①安価で環境にも優しい
段ボール製なので環境にもお財布にもやさしい商品です。くり
かえし使える強度があり、不要になっても廃棄が簡単です。

SEK マーク制菌加工繊維製品認証品（一般用途）

②省スペース収納
地震対策

毛布が菌の媒介役にならないように開発した制菌加工の難燃毛布です。
SEK マーク
（一般用途・橙）付毛布

すべてのパーツが折りたためるので、平時は狭い場所でも保
管が可能。持ち運びも軽く、避難所内での移動も楽々。

快適エアマットPlus

③簡単組み立て

1

2

4

3

利便性

独立した空気室

収納、持ち運びに
便利です。

空気室が
ひとつ壊れても
エアーマット全体が
しぼみません。

④プライバシーを守る1m の高さ
2m

2m
2m

1m

6
ストロー付き

（4個に1本）

（1個に1本）

快適エアマットPlus

⑤しっかり接合・がっちり固定

標準価格 ¥1,800（税別） 8473
●使用時サイズ：2060×610×50mm
●パッケージサイズ：150×110×25mm
●納入単位：20枚入り/ 箱 ポンプ5本入り 1箱

ダンボールパーテーション
組み立ては差し込むだけ
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3人が横になれるスペース
を確保。また座ると視線が
遮断され、立つと周囲が見
渡せる、1m の高さにこだ
わりました。

消火器具

まくら機能
付き

5
エアーポンプ付き

水害対策

保温性
冷たい地面でも、
寝ている体温を
奪わず暖か。

2m

快適性
寝心地抜群です。
端を丸めると
枕になります。

工具不要。5つのパーツのジョイントを差し込むだけで組み立
てられるので、誰でも簡単に3分程度で設営できます

標準価格 オープン価格 8491
●商品サイズ：200×200×100cm
●梱包時サイズ：110×110×10cm
●納入単位：1セット

差し込みジョイント採用で、がっちり固定。仕切りを倒してし
まってお隣に迷惑をかけるリスクを軽減しました。
※あくまで軽量なダンボールの間仕切りですので実際の使用
時はご注意下さい。
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サイズ・カラーも色々選べます。

■緊急時にすぐに設営できるオールアルミニウム製のワンタッチ式テント。
■安心の国内生産品なので万が一の故障のアフターも安心フォロー。
■天幕・側幕は、防炎・防水生地使用。防水加工のウェルダー溶着加工。

保存食料

1

「水を入れるだけでお湯が沸く」ＨＯＴＰＬＵＳ
マルチウォームバッグは非常食、レトルト食品
などの温めやカップ麺などの調理ができる熱
いお湯が沸かせるマルチバッグです。

2

避難生活

フレームと天幕を準備します。

3

4

標準価格 ¥100000 〜（税別） 7505

HOTPLUS
HOTPLUS
マルチウオームバッグ/ハンドル 専用発熱材
標準価格 ¥590（税別） 8492
●商品サイズ：370×320×10mm
●重量：130g
●納入単位：100枚入 / 箱 1箱

標準価格 ¥178（税別） 8493
●商品サイズ：190×110mm
●重量：60g
●納入単位：200個入 / 箱 1箱

簡単湯沸かし器 POT

■最大で約60℃まで温められます。
（発熱剤は最大97℃まで発熱します）

（５回セット）
標準価格 ¥660（税別） 8494
●納入単位：1セット

■高性能発熱剤を使用。
（平成20年度第33回発明大賞功労賞受賞）

非常持出用品

1.8M×1.8M 〜 3.0M×6.0M 迄各種
●カラー：白 / 赤 / 青 / 緑 / 黄
●生産国：国内生産品
●構造：合掌構造
●パイプ：アルミニウム（表面アルマイト処理）
●天幕：防水、防炎生地でウエルダー溶着の防水加工、天幕はＴＳクリップで固定
●側幕：防水、防炎生地でウエルダー溶着の防水加工、側幕はＴＳクリップで固定
●納入単位：1張

サイズ・カラーも色々選べます。

発熱材と、水だけで本格的な調理ができるＳＵＲ ＰＯＴは
キャンプやアウトドアなどの屋外での使用に最適。
フレームを支柱のロックがかかるまで
広げていきます。

片側の支柱の高さを調節し、反対側
の支柱の高さも調節すれば完成です。

圧力釜 SUR̀POT
標準価格 ¥18,800（税別） 8495
●商品サイズ：230×250×190mm
●納入単位：1個

■ユニットを広げるだけで、カンタンスピーディーに設営できます。
■テントは内部で使うもの。中間の梁をなくし、この空間性を実現。
■より安心の設営をバックアップするオプションも充実。

1

避難生活

専用発熱剤（30個）
標準価格 ¥6,000（税別） 8496
●商品サイズ：120×190mm
●納入単位：30個 / 箱 1箱

2

使い捨てアルミ容器（25個）

救助工具・発電機

テント・発熱剤・圧縮タオル・エコ食器・非常用圧縮セット

ワンタッチ オールアルミ60秒テント

フレームを少し広げ、天幕を被せます。
2人で広げることができます。

飲料水・給水

赤ちゃんのミルク作りや、
缶飲料を温めるのに便利です。

標準価格 ¥1,000（税別） 8497
●商品サイズ：90×170×70mm
●納入単位：25個 / 箱 1箱

フレームと天幕を準備します。

3

救護・搬送・介護

ワンタッチ ひろびろ空間キングテント

骨組みの配置、合掌を広げます。3ユ
ニットをそれぞれジョイントします。

4

標準価格 ￥94,000 〜（税別） 7506

1間×1.5間〜 3間×5間迄各種

緊急時だから「誰にでも簡単に」
「少人数」
「短時間」
「少スペース収納」
「安全」のテントがお役に立ちます。

天幕を被せます。
片側ずつ支柱を起こしていきます。

天幕を固定して、完成です。

風邪対策の定番です。テント支柱の形状に合わせた、
メーカー専用ウェイトを推奨します。

メーカー純正ウェイト
20kg
標準価格 ¥12,000（税別）

ひとつあると便利な軍手とタオルのセット。手でほぐ
して使用する圧縮タイプ。

手のひらサイズで持ち運びにもかさ張らない。手で
ほぐして使用する圧縮タイプ。

100人分の環境にやさしい使い捨て食器セット。自
治会・企業での災害用備蓄に。

圧縮タオル＆軍手

コンパクト圧縮タオル

TSSP エコ食器セット

標準価格 ¥420（税別） 8498
●材質：軍手 / ポリエステル、アクリル・タオル / 綿（100％）
●納入単位：1個

標準価格 ¥300（税別） 6065
●圧縮サイズ：約95×65×11mm
●タオルサイズ：約340×850mm ●納入単位：1個

標準価格 ¥10,000（税別） 8499
●セット内容：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、各100個 ●納入単位：1セット

100人用

地震対策

●カラー：白 / 青 / オレンジ / 若竹 / 赤
●生産国：国内生産品
●構造：3分割で構成される・テント内部の梁がない・
各パーツはボルトナットで結合される・支柱外径38.1φ・骨組重量59（2間×3間）
●パイプ：溶融亜鉛メッキ管
●天幕：エステル帆布6号クラス・紐式で固定
●納入単位：1張

非常時に必要な日用品をギュッと圧縮。小さいから保管・持ち運びに大変便利。

7999

水害対策

●納入単位：1個

標準価格 オープン 7998
●サイズ：3.0M×6.0M ●パイプ：オールアルミ製 ●支柱：38.5口、合掌桁25口
●天幕：防水・防炎生地 ●高周波ウェルダー防水加工 ● TSクリップで固定
● KOK 窓出入口付 ●納入単位：1張
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標準価格 ¥6,600（税別）
8000
●納入単位：1個

消火器具

防災＆災害専用テント ワンタッチテント

手でほぐして使用する圧縮タイプ。

メーカー純正ウェイト
10kg

非常用圧縮7点セット
非常用10点セット

標準価格 ¥4,000（税別） 6071
●セット内容：バスタオル・軍手・タオル・Ｔシャツ・スリッパ・巾着袋・さらし・レジャーシート・ミニ石鹸・簡易トレー
●箱サイズ：195×315×45mm ●納入単位：1個

標準価格 ¥3,200（税別） 6070
●セット内容：バスタオル・軍手・タオル・Ｔシャツ・スリッパ・
巾着袋・さらし
●箱サイズ：130×290×35mm ●納入単位：1個

42

トランシーバー FTH-508
標準価格 オープン価格 8500
●サイズ：幅54×高さ86×奥行き17mm
●重量：約120g（本体のみ）
●使用電池：単三型乾電池1本
●使用時間：約28時間 ●防水性能：「IP67」
●納入単位：1台

6w
サイレン
音付

静電気で様々なところに画鋲やテープ等の接
着剤なしで貼り付けが可能。ホワイトボードの
ように書き消しが可能。繰り返し貼り剥がしが
可能で移動や保管が簡単。模造紙のようにク
レヨンや油性ペンでも書け、裏写りしない。

コーワライティングシート

コンパクトトイレクリーン 1回用

コンパクトトイレクリーン 10回用

コンパクトトイレクリーン 100回用

標準価格 オープン価格 8022
●商品サイズ：レギュラー（幅６０cm×80cm）
20m 巻 ミシン目あり
（80cm 毎 25枚入り）
●納入単位：1個

標準価格 ¥200（税別） 8502
●セット内容：
コンパクトイレ使い方説明書（パッケージに記載）
便袋・凝固剤8g
●納入単位：1セット

標準価格 ¥1,800（税別） 8503
●セット内容：
コンパクトイレ使い方説明書×1枚・
便袋 ( ポリエチレン／黒 )×10枚
・凝固剤×10包（1包＝1回分）
・大型外袋 (PE)×1枚
●納入単位：1セット

標準価格 ¥15,000（税別） 8506
●セット内容：
コンパクトイレ使い方ポスター×2枚・コンパクトイレ使い方説明書×2枚・
凝固剤×100包（1包＝1回分）
・便袋 (PE ／黒 )×100枚・
大型外袋 (PE)×10枚・大型外袋結び紐×10本
●納入単位：1セット

6w
サイレン
音付

15w
サイレン
音付

非常持出用品

災害、アウトドア、介護など様々なシーンでのトイレ問題に！水を使わずにカンタン。あとは可燃ごみとして処理できます。

避難生活

軽量・防水・防塵で、耐衝撃性の高いメガホンです。

分間で100リットルの放水に耐える耐水型メガホンです。

軽量・防水・防塵で、耐衝撃性の高いメガホンです。

マイレット mini-10（10回分） マイレット S-100（100回分） マイレット S-500（500回分） マイレット P-300（5回分×60）

防滴メガホン ER-1106S

レイニーメガホンタフ TS-633R

防滴メガホン ER-1115S

標準価格 ¥14,800（税別） 3157
●定格出力：6W ●質量：680g
●単3×6個もしくは4個（電池別売） ●サイレン機能
●納入単位：1台

標準価格 ¥21,000（税別） 8023
●定格出力：6W ●質量：630g
●電源：単3乾電池×6本（別売） ●内蔵音：サイレン
●防水性能：耐水 ●納入単位：1台

標準価格 ¥23,600（税別） 7604
●定格出力：15W ●質量：950g
●単3×6個もしくは単2×6個（電池別売） ●サイレン機能
●納入単位：1台

標準価格 ¥1,800（税別） 7471
●セット内容：
抗菌性凝固剤（7g）×10袋・排便袋（PE 製
黒）
×10袋・持ち運び袋（PE 製白）
×10袋・
ポケットティッシュ×2個
●納入単位：1箱

標準価格 ¥15,000（税別） 7472
●セット内容：
抗 菌 性 凝 固 剤（7g）100袋・排 便 袋（PE 製
黒）100袋・大型外袋10袋・使用方法ポス
ター 1枚
●納入単位：1箱

標準価格 オープン価格 7473
●セット内容：
抗菌性凝固剤（7g）
×500袋・排便袋（PE 製
黒）
×500袋・大型外袋×20袋・取扱い説明
書5部
●納入単位：1箱

標準価格 ¥46,500（税別） 6627
●セット内容：
1. 抗菌性凝固剤（7g）/5袋×60パック
2. 排便袋（PE 製黒）/5袋×60パック
3. 持ち出し袋（PE 製白）/2袋×60パック
●納入単位：1箱

差し替えケース付きのゼッケン型ベスト。丈夫なラッセルメッシュ（警察でご採用）を使用。

標準価格 オープン価格 7814
●200ｍトイレットペーパー
4R パック×3個入り
●納入単位：12ロール / 箱 1箱

メッシュゼッケンベスト

標準価格 ¥3,000（税別） 7997
●素材：ポリエステル・ラッセルメッシュ ●反射材：高輝度マイクロプリズム ●サイズ：着丈54cm×肩幅37cm

●納入単位：1着

10パックを１ケースに梱包して
お届けいたします。

トイレセット100回分
CFS-200
標準価格 オープン価格 7979
●セット内容：トイレットペーパー 200ｍ
巻2本（真 空 パック2ロ ー ル）
・ポリ袋
（黒）100枚・凝固剤1回分100袋・汚物
保管袋（青）10袋
●納入単位：1箱

防災アプリ「みたチョ」があれば
水害対策

災害が起こっても、あなたのスマホで
避難誘導してくれる。
無料アプリ「みたチョ」のダウンロード方法
1. http://arx.me のＷＥＢサイトからダウンロード
2. i@arx.me に空メールを送ってダウンロード
3. ＱＲコードからダウンロード

コンパクトに圧縮された肌着セット。非常時の備えに、
旅行、ドライブの携帯にも便利です。

アルミ蒸着フィルムにタオルを入れ、真空パック加工。

非常用圧縮 肌着

非常用圧縮 肌着

20枚パック 標準価格 ¥38,000（税別） 7499

男性用

標準価格 ¥1,730（税別） 6063
●セット内容：Tシャツ・ブリーフ
●圧縮サイズ：110×70×26mm ●納入単位：1個
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女性用

標準価格 ¥1,730（税別） 6064
●セット内容：Tシャツ・ショーツ
●圧縮サイズ：110×70×26mm ●納入単位：1個

災害用タオル
●納入単位：20枚パック×10

1箱

50枚パック 標準価格 ¥90,000（税別） 7500
●納入単位：50枚パック×10

1箱

圏外でも利用可能！
みたチョの避難誘導機能は、
電話回線・web 回線の受信
ができなくなった場合でも
安全に避難誘導できます。

100万人利用時でも
問題なく起動！

見知らぬ土地で
被災しても安心！

回線のパンクは、みたチョに
影響を与えないため、100
万人が一斉に使用した場合
でも問題なく稼働します。

全国の避難先を網羅してい
るので、勤務先・旅行先な
ど、どこで被災しても迷わ
ず避難先に向かえます。

組み立て簡単、どこでも設営。
清潔・消臭・楽々処理。

消火器具

コンパクトに圧縮された肌着セット。非常時の備えに、
旅行、ドライブのの携帯にも便利です。

地震対策

備蓄用
トイレットペーパー
LT-101
10年保証

10年保存トイレットペーパー入り
非常用トイレセット、凝固剤は1回
分の袋から直接入れるタイプです。

救護・搬送・介護

災害用トイレットペーパーの備蓄不
足が深刻な問題となっている中、
本製品は長期備蓄のために開発さ
れたトイレットペーパーです。

救助工具・発電機

トランシーバー・メガホン・ゼッケンベスト・圧縮肌着・トイレセット・簡易トイレ

標準価格 ¥19,800（税別） 8501
●サイズ：幅46×高さ80×奥行き22mm
●重量：約82g（本体のみ）
●使用電池：単三型乾電池1本
●使用時間：約28時間 ●防水性能：「IP55」
●納入単位：1台

災害時、断水によりトイレは流せない状況になります。
そんな時役に立つのが本商品です。

飲料水・給水

トランシーバー FTH ｰ 314

FTH-508/FTH-508L は、粉塵に対
して、完全な保護性能を誇り、土や砂
埃などが巻き上がるような建設現場な
ど過酷な環境でも安心して使用でき
ます。
防塵性能は保護等級6、防水性能は
保護等級7の設計。屋外やあらゆる
場面で安心して使用できる高い信頼
性を誇ります。

保存食料

避難生活

■幅46×高さ80×奥行き22ｍｍの超小
型ボディで、重量は約82g（本体のみ）
の超軽量
■ 単 三 形アルカリ乾 電 池 装 着 時でも約
105ｇで長時間の利用も気になりません。
■特定の無線機やグループを呼び出すセ
レコール機能、中継通信対応、相手が通
話圏内にいるかわかるコールバック機能
など、充実の機能を搭載しています。

ダンボールトイレ

緊急簡易トイレ
標準価格 オープン価格 7980
●セット内容：ダンボールトイレ1個・
汚物袋5回分・凝固剤5回分
●納入単位：1セット
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災害発生直後の既存トイレが使用できない状況や室内
での利用では簡易トイレとして、中長期的な避難所での運用ではマン
ホール用トイレとして、利用状況に応じ、簡単な設置で安心してご使用い
ただけます。備蓄時は一つの箱に収納でき場所を取りません。

保存食料

■テント付だからプライバシーが守れます。
■断水時でも汚物を焼却処理できるので 清潔です。
■組み立ては工具不要で設置も簡単！設置場所を選びません。
■背もたれ付だからお子様や年配者にも 安全です。
【テント】折り畳み式／広げて40秒。しまって60秒。

1

2

飲料水・給水

避難生活

組 み 立 て 方 【トイレ】ワンタッチ20秒。耐荷重250kgテストに合格。
組立簡単！

テント付簡易トイレ

収納バックからテントのセットを取り出
します。

3

一箱で2役！！

ジョイント部分を折り畳みカサを開く
要領でまっすぐにします。

4

非常持出用品

全ての部品が
1BOX に

凝固剤・マンホール兼用トイレ
標準価格 オープン価格 7988
●テントサイズ：W1300×D1300×H1900 ●納入単位：1セット

ラクレッテ 標準タイプ

標準価格 オープン価格
●テントサイズ：W1800×D1800×H1900 ●納入単位：1セット

ラクレッテ 要支援者用タイプ

7989

避難生活

背もたれ君総合セット
標準価格 ¥41,750（税別） 5305
●収納時（ダンボール収納）幅720×高650×奥行170mm、重量7.3kg
●設置時テント幅1,250×高1,800×奥行1,250mm
●設置時トイレ便座高380×便座内径300×トイレ巾450mm
●消耗品：凝固材・便袋15袋・ティッシュペーパー
●納入単位：1セット

LEC クリーン

テントは雨にも強く、逆光でも透けな
いので安心です。

救助工具・発電機

トイレのご利用時には、
消耗品（便袋）が必要です。

スチールベグとロープで固定し、別に
組み立てたトイレを中に設置します。

ゼオライトと吸水ポリマーが入った
凝固消臭剤が15秒で水分を吸収、
臭いを除去して固めます。

大小便兼用
救護・搬送・介護

標準価格 ¥12,500（税別） 5307
●仕様：便袋 / 排出物収納ポリエチレン・凝固消臭剤 / 給水ポリマー・
ゼオライト
（ゼリー状に固めて消臭）
・水溶性ティッシュペーパー
●収納時（ダンボール収納）
・幅320×高170×奥行220mm
●セット内容：
（便袋・凝固消臭剤・ポケットティシュ各1個）50セット＋便袋回収袋×5
●納入単位：50セット/ 箱 1箱

ユニトイレ安心マンホール対応セット MS-SU001
手すり付なので足腰の弱い方も
座ったり立ったりするのが苦になりません。

標準価格 ¥49,000（税別） 8507
●使用時：底面幅1,200×底面奥行き1,280×高さ1,990mm
●折りたたみ時：長さ700×直径220mm
●約4kg
●納入単位：1セット

地震対策

洋式トイレのスタンダードタイプです。
アルミ製保護箱などの基本装備にくわえ、メンテナンス無しで
約5500回30日間以上の連続使用が可能です。
車椅子でも利用可能なスペースを確保しているので
身障者の方も安心してご利用いただけます。

水害対策

ドントコイ MH 型

トイレ手すり付

標準価格 ¥46,000（税別） 5311
●収納時（ダンボール収納）幅720×高650×奥行170mm、重量7.3kg
●設置時テント幅1,250×高1,800×奥行1,250mm
●設置時トイレ便座高380×便座内径300×トイレ巾450mm
●納入単位：1セット
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消火器具

手すり付タイプゆったり君

標準価格 ¥275,000（税別） 5556
●便槽容量：約255（5500回連続使用可能）
●寸法：梱包時 D620×W1370×H520mm（±50mm）
・
組立時 D1550×W1300×H1920mm（±50mm）
●重量：約50.0kg（ダンボール含む）
●外装：防炎遮光ターポリンシート製幌
●便槽保護 6063/5052 アルミ製箱
●便貯留槽
●便槽：ターポリンシート
●メッシュ材：高強力ポリエステル・フィラメントシート
●手摺り：φ32（出荷時に機器締めにより固定）
●脱臭剤：バクテリア剤で長期間保存可能
●付属品：便均しバー付き
●納入単位：1台
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災害時必要と思われる資機材を収納。
緊急車両の車載具として自主防災、自衛消防隊等に。

非常時に必要な作業用工具をコンパクトに収納。
各自治会の防災組織やマンション、工場、学校、ホテル
オフィスビルなどの自主防災用として最適！

保存食料

非常時に必要と思われる工具をコンパクトに収納。
マジックテープで止めてあり取り出しカンタン！ 車載用としても搭載可。

飲料水・給水

裏面

救助工具格納箱 レスキューミニ
標準価格 ¥76,000（税別） 5914
●サイズ：150×250×700×1.2mm
●質量：19kg ●納入単位：1箱
●セット内容
1.4t 油圧ジャッキ 2. ショベルミニ 3. 万能オノ 4. ボルトクリッパー 5.1.3kg ハンマー
6. ネイルハンマー 7. バール 8. 折込のこぎり 9.ゴーグル 10. ヘッドランプ（乾電池付）
11. 滑り止め軍手

レスキューレザーバッグ（リュックタイプ）

標準価格 ¥32,000（税別） 6626
●サイズ：450×330×140mm
●質量：約10.4kg ●納入単位：1箱
●セット内容
1. ハンマー 2. ネイルハンマー 3. 万能オノ 4. ボトルクリッパー 5. バール
6.コンビネーションレンチ 7. 折込ノコギリ 8.ドライバー＋・− 9. モンキーレンチ
10. プライヤー 11. ペンチ 12. カッターナイフ 13. 滑り止め軍手

標準価格 ¥55,500（税別） 8024
●サイズ：1000×340×120mm
●総重量：約14.8kg ●納入単位：1セット
●セット内容：
1. 大ハンマー 2. ボルトクリッパー 3. 平バール
4. スコップ 5. 万能オノ 6. ロープ
7. 折込ノコギリ 8. 皮手袋 9.ゴーグル

災害救助用ジャッキ

救助工具・発電機

たんすなどの重い物の下敷きになった場合でも、3cm 弱の隙間があればジャッキで持ち上げ可能。
倒壊物の隙間にジャッキのアームをさし込み、ハンドルを回すことで
24cm 程度まで持ち上げることができます。人命救助に必要な、いざという時のために。
2.5cm の隙間
さえあれば救助できます
爪先で500kg
爪頭部で2,000kg（2t）
持ち上げられます

裏面

救助工具格納箱 レスキュー 12
標準価格 ¥150,000（税別） 5912
●工具収納用ツールボックス（各種工具付き）
●サイズ：150×300×1000×1.2mm ●質量：30kg ●納入単位：1箱
●セット内容
1. 平バール（大） 2. 平バール（小） 3. ハンマー（大） 4. ハンマー（小） 5. バチツルハシ
6. パンタグラフジャッキ 7. 油圧ジャッキ 8. 万能オノ 9. 懐中電灯 10. 誘導ライト
11. 防じんマスク 12.ゴーグル 13. ホイッスル 14. スコップ

防災倉庫の設置できない地域のコンパクトな路地裏資機材収納 BOX。
BOX は防滴仕様。内張断熱加工。収納品全品外気遮断用真空パック処理。

標準価格 オープン価格 8025
●梱包サイズ：39×30×14.5cm
●重量：5.0kg ●納入単位：1台
●セット内容：
レスキュージャッキ本体・ジャッキハンドル3本・取扱説明書

地震対策

レスキュージャッキ

正面

救護・搬送・介護

レスキューセット・ジャッキ・救助工具格納箱

レスキュー工具セット（アルミトランク式）

避難生活

各種工具がマジックテープで止めてあり、取出し簡単。
避難路の障害物除去、建物からの人命救助にも大活躍。

非常持出用品

救助工具・発電機・照明器具

正面

水害対策

標準価格 ¥343,000（税別） 8026
●サイズ：1280×500×300mm
●重量：BOX 本体 約33.3kg・収納品 約40.0kg ●納入単位：1セット
●セット内容：
1. スコップ×2 2. バール×2 3. テコバール×2 4. 万能オノ×2 5. 折りノコ 6. 分割トビロ
7. ボルトクリッパー 8.1.5t パンタジャッキ 9.4ｔ油圧ジャッキ 10.クレモナロープ 11. ハン
マー 12. バチツルハシ 13. 皮手袋×10 14. 軍手×10 15.ゴーグル×10 16. 呼笛×10
17.タオル×10 18. 防塵マスク×10 19. 拡声器
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消火器具

災害対策用資機材セット（防滴タイプ）

品名

商品コード

¥102,000

NS8-A1S

6603

¥117,000

NS8-A1P

6604

¥139,000

6608

¥120,000

6609

¥143,000

NS8-A2P

6610

¥150,000

NS8-A3P

6612

¥260,000

使用時の寸法（mm）
全長

全幅

折畳時の寸法（mm）

全高 ハンドル長さ 全長

全幅

最大
自量
積載重量
全高 （kg） （kg）

15

なし
600×900×310

20インチ・ノーパンクタイヤ

平板

1700 870 715 750 970 310 620

パンチングメタル

20インチ・ノーパンクタイヤ

平板

17
180

なし
800×1200×400

21101080 730 750 1290 310 730

パンチングメタル
720×1130×550

17
23
26

ポータブル蓄電池
LB-100

エナジープロ
LB-230

LB-230用ソーラーパネル
LBP-40

標準価格 ¥45,000（税別） 8508
●サイズ：幅78×高さ128×奥行78mm
●重量：1.2kg
●リチウムイオン充電池：3.6Ｖ/28.8Ａｈ
●納入単位：1台

標準価格 ¥80,000（税別） 8509
●サイズ：幅120×高さ155×奥行120mm
●重量：2.3kg
●リチウムイオン充電池：3.6V/64Ah
●納入単位：1台

標準価格 ¥40,000（税別） 8510
●サイズ（最大）
：幅620×高さ415×奥行25mm
●重量：1ｋｇ
●充電時間：10時間（理論値 /25度晴天時連続）
●納入単位：1台

26

26インチ・ノーパンクタイヤ パンチングメタル 20801170 900 850 1260 500 940 350

出荷時のダンボール荷姿は、 NS8-A1/NS8-A1S/NS8-A1P：1010L×380W×770H（mm）1台入
NS8-A2/NS8-A2S/NS8-A2P：1370L×430W×845H（mm）1台入

40

屋内外で活躍！
便利さ広がる蓄電池
持ち運びもラクラク！

※寸法は突起部を含みません。

内部が見えることで危険物設
置を未然に防ぐコーンです。

境界線や立入り禁止の表示などで目立
つトラ模様です。工場や駐車場の区画
分けなどにも使用。

MADE IN 東北

スケルコン

バリケード A バリ普及型

標準価格 ¥800（税別） 8032
●サイズ：380×高さ700mm
●材質：軟質ポリエチレン樹脂
●重量：1.0kg
●納入単位：1個

標準価格 ¥12,000（税別） 8033
●サイズ：365×高さ700mm
●材質：軟質塩ビ ●重量：4.8kg
●カラー：赤・黄・白
●納入単位：1個

標準価格 ¥2,500（税別） 8034
●サイズ：幅1200×奥行500×高さ800mm
●納入単位：1個

野外用

トラロープ
標準価格 オープン価格
8042 φ9×50m

●納入単位：1巻

8043 φ9×100m
8044 φ12×100m

●環境温度が−20℃〜 +60℃で使用可能
●蓄電容量は400Wh、
100W の電気製品を約4時間稼動可能
● USB 出力端子と家庭用コンセントに対応
●停電時には自動で給電！自動切替機能
● .LED ライト内蔵

LB-400用ソーラーパネル
LBP-100
標準価格 ¥100,000（税別） 8512
●サイズ（最大）
：幅1500×高さ420×奥行5mm
●重量：1.6kg
●充電時間：10時間 ( 理論値 /25度晴天時連続）
●納入単位：1台

折りたためるので持ち運びラクラク。

●納入単位：1巻
●納入単位：1巻

消防法により1回の配送量は最大200リッターです。それ以上は分納となります。

地震対策

ソフトカラーコーン GSU-70

標準価格 ¥150,000（税別） 8511
●サイズ：幅110×高さ278×奥行155mm
●重量：3.4kg
●電池容量：400Wh
●納入単位：1台

救護・搬送・介護

エナジープロ EX
LB-400

野外用

災害時、アウトドア時に
ソーラーパネルで電源を確保！

救助工具・発電機

野外用

レギュラーガソリン缶詰
1L04缶入 標準価格 ¥03,900（税別） 7780
●納入単位：1セット

1L10缶入 標準価格 ¥10,200（税別） 8028

水害対策

リヤカー・カラーコーン・コードリール・蓄電器・ソーラーパネル・ガソリン缶詰

カラーは、赤・緑・黄・青・
白・オレンジ・黒・ピンク
（受注生産）

側板

避難生活

NS8-A2
NS8-A2S

タイヤタイプ

非常持出用品

6602

●コンパクトで軽量ボディ
●つなぎっぱなし充電可能

NS8-A1P

標準価格（税別） 荷台幅×長さ×深さ（mm）

NS8-A1

折りたたみできてコン
パクト。ライフライン
が 回 復 するまで 太 陽
光を効率的に

飲料水・給水

救助工具・発電機・照明器具

NS8-A1

●家庭用コンセントと
USB 出力端子に対応
●蓄電容量230Wh、
最大出力200W

保存食料

ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。高強度アルミ合金を使用し、
超軽量を実現しました。車のトランクなどに積んで、どこへでも持ち出せます。

持ち運びもラクラクな
軽量・コンパクトボディ！

折りたたみ式リヤカー

●納入単位：1セット

1L18缶入 標準価格 ¥18,500（税別） 8029
●納入単位：1セット

混合ガソリン缶詰
1L04缶入 標準価格 ¥04,300（税別） 7781
●納入単位：1セット
●混合比率：20：1 25：1

30：1

50：1

100：1

軽油缶詰
ハタヤコードリール SS-30

ハタヤコードリール DSS-30

ハタヤコードリール SBE-30KC

●納入単位：1セット

標準価格 ¥11,890（税別） 7556
●電線仕様：VCT1.25×2 ●製品定格：125V・5A
●コンセント定格：2P・15A・125V
●サイズ：高さ324×幅275×奥行181mm
●質量：5.6kg ●コンセント4 ヶ付
●納入単位：1台

標準価格 ¥16,400（税別） 8027
●サイズ：高さ328.5×幅328.5×奥行200.5mm
●重量：約7.5kg
●屋外用：30m
●コンセント：4コ
●納入単位：1台

標準価格 ¥29,400（税別） 7558
●電線仕様：VCT2.0×3 ●製品定格：100V・6A
●コンセント定格：2P・15A・125V 接地付
●漏電遮断器付（接地・温度センサー付）
●サイズ：高さ355×幅275×奥行219mm
●質量：7.8kg ●コンセント3 ヶ付 ●納入単位：1台

灯油缶詰
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TS-50 標準価格 ¥3,900（税別） 5870
●収容量：4.5Ｌ ●サイズ：270×180×115mm
●納入単位：1個

TS-10 標準価格 ¥5,200（税別） 5871

1L08缶入 標準価格 ¥07,400（税別） 7783

●収容量：10Ｌ ●サイズ：360×240×135mm
●納入単位：1個

●納入単位：1セット

TS-20 標準価格 ¥6,800（税別） 5872

1L18缶入 標準価格 ¥16,700（税別） 8031
●納入単位：1セット

消火器具

1L04缶入 標準価格 ¥03,900（税別） 7782

ガソリン携行缶

●収容量：18Ｌ ●サイズ：455×255×190mm
●納入単位：1個
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高品質な電気を安定供給！
！緊急時に頼れるチカラ！
ホンダ発電機

Honda 発電機最長
の発電時間。

2台つなげて出力2倍に。
使い勝手に優れた人気モデル！

※ Honda 正弦波インバーター
搭載発電機

品名

EU9i entry 6636

EU9i 3568

EU18i 8406

EU24i（車輪なし） 3577

EU24i（車輪あり） 7573

¥123,000

¥128,000

¥208,000

¥255,000

¥265,000

定格出力

900VA

900VA

1.8kVA

2.4ｋVA

2.4ｋVA

連続運転可能時間

約7.1 〜約3.2H

約7.1 〜約3.2H

約7.5 〜約3.0H

約22.3 〜約8.5H

約22.3 〜約8.5H

燃料タンク容量

2.1L

2.1L

3.6L

12.7L

12.7L

乾燥質量

13.0kg

13.0kg

21.1kg

53.7kg

55.9kg

●

●

●

●
●

並列運転機能
エコスロットル

●

●

●

●

防音

●

●

●

●

●

納入単位

1台

1台

1台

1台

1台

品名

EF900iSGB2 8513

EF900iS 7575

EF1600iS 3583

EF2000iS 7576

EF2800i SE 6168

標準価格（税別）

¥143,000

¥128,000

¥198,000

¥248,000

¥348,000

定格出力

0.90kVA

0.9kVA

1.6kVA

2.0ｋVA

2.8ｋVA

連続運転可能時間

約1.0H

約11.9 〜約4.1H

約10.5 〜約4.2H

約8.6 〜約5.0H

約18.1 〜約7.6H

燃料タンク容量

500g（ボンベ2個）

2.5L

4.2L

6.0L

12.0L

乾燥質量

22.0kg

12.7kg

20.0kg

32.0kg

68.0kg（バッテリー含む）

●

●

並列運転機能

標準価格 ¥188,000（税別） 8369
●バルーン直径：600mm
●バルーン高さ：450mm
●三脚スタンド高さ：920 〜 2120mm
●重量：8kg
●納入単位：1台

●

●

●

●

4サイクル OHV エンジン

●

●

●

●

●

納入単位

1台

1台

1台

1台

1台

エコスロットル
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LED BALOON 照明
ILLUMINA BL-200

消火器具

標準価格 ¥24,000（税別） 7563
●電線長：5ｍ
（アース付）
●出力：500w×2灯
●明るさ：10000ルーメン×2灯
●重量：7.7kg
●納入単位：1個

ヤマハのエンジン技術で培われた4ストローク、OHV エンジンを搭載。
ハイパワーとエコ性能を磨きながら、優れた耐久性と信頼性を誇ります。

水害対策

シャインボール
200W

使用する機器や用途に合わせて、発電力に余裕を持った一台を！
ヤマハ発電機

地震対策

HS500LW
二灯式軽量三脚仕様

EU18i

標準価格（税別）

標準価格 オープン価格 8514
●定格電圧：AC90-242V 50/60Hz
●消費電力：120W
●色温度：5000K
●使用環境温度：-30 〜 +50℃
●防塵防水等級：IP65
●納入単位：1台

救護・搬送・介護

標準価格 ¥158,000（税別） 8053
●バルーン直径：600mm
●バルーン高さ：450mm
●三脚スタンド高さ：920 〜 2120mm
●重量：8kg
●納入単位：1台

角度が変えられる新しいバルーンライト照明です︒
カバーは PCを採用している為︑壊れにくく丈夫な照明です︒

EU9i entry

標準価格 ¥19,000（税別） 7562
●電線長：5ｍ
（アース付）
●出力：500w
●明るさ：10000ルーメン
●重量：5.4kg
●納入単位：1個

非常設形 LED 照明
ILLUMINA WF-50

救助工具・発電機

EU24i

シャインボール
100W

備えあれば︑暗闇無し︒優れたコストパフォーマンス︒

発電機・投光器・ハロゲンライト

EU9i

HS500L
一灯式軽量三脚仕様

避難生活

※エコスロットル作動時
夜間作業にも対応。

幅広い電気機器が使えて
軽量・小型で使いやすい。

正弦波インバーター搭載
発電機で最軽量！

非常持出用品

標準価格 ¥110,000（税別） 3579
●定格出力：900VA
●連続運転可能時間：約2.2 〜 1.1H
●燃料容量：500g カセットボンベ2本
●乾燥質量：19.5kg ●納入単位：1台

飲料水・給水

標準価格 ¥164,000（税別） 8422
●サイズ：約 W400×D330×H390mm
●重量：約22kg
●交流定格出力：100V-850VA（50/60Hz）
●連続運転可能時間：約1時間
●納入単位：1台

保存食料

ガス発電機
EU9iGB エネポ

（カセットボンベタイプ）

光源部が可動し任意の場所を明るく照らせます︒
投光照明ですので︑より遠くを明るく照らします︒
明るさは水銀灯 400W 以上 ！

備えあれば︑暗闇無し︒優れたコストパフォーマンス︒

カセットボンベで発電できる ！
燃料がカセットガスだから手軽に
購入できて保管も簡単です︒

救助工具・発電機・照明器具

ポータブル
インバーター発電機
MGC901GB

標準価格 オープン価格 8515
●定格電圧：AC90-242V 50/60Hz
●消費電力：200W
●色温度：5000K
●使用環境温度：-30 〜 +50℃
●防塵防水等級：IP65
●納入単位：1台

52

保存食料

標準価格 ¥39,000（税別） 8121 ●納入単位：1箱
●商品サイズ：約 W440×D235×H220mm
●セット内容：
電子体温計×1・スーパーデリオス×1・洗浄綿（ハイレディ25P）
×1・綿棒100
本入×1・止血帯×1・福木（大）
×1・福木（中）
×1・福木（小）
×1・サージカル
テープ×1ナースバン P×1・事務ハサミ×1・ジャンボ毛抜き×1・キズバンド×
3・ホームガーゼ×3・伸縮包帯 M×6・緊急三角巾 Q×8入り

飲料水・給水
非常持出用品

介護・救護・救急・搬送

救急箱20人用

少人数用救急箱（5 〜10人）用

標準価格 ¥1,600（税別） 8516
●セット内容：
油紙×1･ 三角巾×1･ ガーゼ×1･ ハサミ×1救急絆×1･ 伸縮包帯 L×1･ 脱脂綿×1入
●納入単位：1セット

標準価格 ¥11,500（税別） 8126 ●納入単位：1箱
●商品サイズ：約 W252×D202×H198mm
●セット内容：スノーカット×3・ホームガーゼ×3・緊急三角巾 Q×3・カットバン×4・サージカ
ルテープ×1・伸縮包帯 M×3・綿棒10P×6・体温計×1・事務ハサミ×1・毛抜き×1

避難生活

救急箱50人用
標準価格 ¥76,000（税別） 8122 ●納入単位：1箱
●商品サイズ：約 W470×D100×H355mm
●セット内容：
電子体温計×1・スーパーデリオス×1・洗浄綿（ハイレディ25P）
×1・キズバン
ド×2・止血帯×2・福木（大）
×2・福木（中）
×2・福木（小）
×2・ハイラテ貼る包
帯（小）
×2・ノート×2・サージカルテープ×3・ナースバン P×3・事務ハサミ×
3・ジャンボ毛抜き×3・ボールペン×3・伸縮包帯 M×5・緊急包帯（小）滅菌済
×6・ホームガーゼ×10・救急三角巾滅菌済み×20入り

エイドチーム2

標準価格 ¥2,800（税別） 8127
●商品サイズ：約 W195×D130×H110mm
●セット内容：救急絆×1・コットン球×1・伸縮包帯 M×1・滅菌カットガーゼ S6枚入×1・三角
巾×1・不織布テープ NO.12×1・ハサミ×1・毛抜き×1・耳かき綿棒50本入×1
●納入単位：1箱

標準価格 ¥400（税別） 8128
●商品サイズ：約 W76×D30×H115mm
●セット内容：カラー綿棒10P×1・コットンパフ3枚×1・ワンタッチホータイ×1・ヤスリ付き爪
切り・ハサミ×1・毛抜き×1
●納入単位：1セット

地震対策

救急セットBOX 型

標準価格 ¥32,000（税別） 8123 ●納入単位：1箱
●救急ケースサイズ：450×270×230mm
●セット内容：
トランクＢＯＸ・7ＤＡＹＳマスクＥＸ
（7枚入）
×2・救急バン100枚×2・包帯
（パールタイＰ-50）
×6・色がつかない消毒液70ml×2・サージカルテープ×1・
電子体温計×1・棘ぬき兼ピンセット×1・滅菌ガーゼ L（24枚入）
×1・アルコー
ル綿（60包）
×1・スパイラル綿棒（110本）
×1・ホームコットン（5枚入）
×3・
ステンレスハサミ×1・パット入り副木×2・洗浄綿（2枚入）
×15・三角巾×6・
アルミック救急シート×2・お口キレイウェットシート N ボトル（120 枚）
×1・
冷却シート（2枚入）
×8・ワンタッチパッド（5 枚入）
×6・キズ消毒パッド（12
包）
×1・救急ハンドブック×1

救護・搬送・介護

クイックレスキュー 20人用

救助工具・発電機

救急セット・救急箱

救急セットC

水害対策

クイックレスキュー 50人用

オーデニ・コレモート

安心おたすけ9点セット

ちょっと便利セットNo.1

標準価格 ¥1,100（税別） 8517
●セット内容：ポーチ・綿棒10本・テープ・
ばんそうこう大×4・ばんそうこう小×2・三角
巾・カット綿×6・包帯・ウェットティッシュ
●納入単位：1セット

標準価格 ¥260（税別） 8130
●外装サイズ：約75×100×12mm
●セット内容：ハサミ・爪切り
（ヤスリ付き）
・
毛抜き
●納入単位：1セット
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キューゴバン40P

エイドバン（M）
10枚入

標準価格 ¥140（税別） 8131
●外装サイズ：約30×77×100mm
●内容：M サイズ20枚・S サイズ20枚入
●納入単位：1個

標準価格 ¥60（税別） 8132
●外装サイズ：約94×63×17mm
●納入単位：1個
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消火器具

モシモニソナエル

標準価格 ¥65,000（税別） 8124 ●納入単位：1箱
●救急ケースサイズ：620×257×224mm
●セット内容：
トランクＢＯＸ・救急バン100枚×2・色がつかない消毒液70ml×5・サージ
カルテープ×3・電子体温計×1・棘ぬき兼ピンセット×3・滅菌ガーゼ L（24
枚入）
×1・アルコール綿（60包）
×2・スパイラル綿棒（110本）
×2・ホーム
コットン（20枚入）
×2・ステンレスハサミ×3・パット入り副木×2・洗浄綿（2枚
入）
×15・三角巾×10・アルミック救急シート×2・お口キレイウェットシート
N ボトル（120枚）
×1・冷却シート
（2枚入）
×8・ワンタッチパッド（5枚入）
×
10・キズ消毒パッド（12 包 )×2・救急ハンドブック×1・サージカルマスク
（30枚入）
×2・プラスチックグローブ（100枚）
×1・包帯どうしがくっつく自着
包帯 M×2・包帯どうしがくっつく自着包帯 L×2

保存食料

2ツ折担架 把手伸縮式

スチール 標準価格 ¥13,750（税別） 5552

スチール 標準価格 ¥20,350（税別） 5551

●重量：7.0kg

●サイズ：全幅540×全長2270mm

●納入単位：1台

●サイズ：全幅540×全長2040mm

アルミ製 スタンダード車いす
AR-101 標準価格 ¥60,000（税別） 7624

●重量：8.5kg
柄引込時 全長1790mm

●納入単位：1台

標準価格 ¥26,400（税別） 5550 ●重量：6.4kg
●サイズ：全幅540×全長2270mm 柄引込時 全長1790mm

●納入単位：1台

アルミ

●自走型
●自走型

●耐荷重：100kg

●重量：13.6kg

●折りたたみ時 幅：320mm

●納入単位：1台

7625

●折りたたみ時 幅：330mm

●納入単位：1台

250

430

360〜

400

890

1015

645

AR-111

400/420

360

250

430

280〜

380

855

0960

645

避難生活

4ツ折担架 把手伸縮式

スチール 標準価格 ¥23,100（税別） 7067

●重量：8.1kg
4ツ折時 全長1060mm

●納入単位：1台

アルミ
標準価格 ¥27,500（税別） 5547 ●重量：6.5kg
●サイズ：全幅540×全長2040mm 4ツ折時 全長1060mm

●納入単位：1台

スチール 標準価格 ¥25,300（税別） 7619
●サイズ：全幅580×全長2270mm

●重量：9.6kg ●納入単位：1台
柄引込時 全長1790mm 4ツ折時 全長920mm

標準価格 ¥29,700（税別） 5548 ●重量：7.5kg ●納入単位：1台
●サイズ：全幅580×全長2270mm 柄引込時 全長1790mm 4ツ折時 全長920mm

アルミ

■三層素材の丈夫で便利な簡易担架3枚セット
■車いす・ベッド間などの移乗用途等の活用に
■狭い場所・階段等での取り回しも便利
■携帯・収納性に優れた軽量・コンパクト設計

救助工具・発電機

①

スチール製の専用格納箱です。

担架格納箱

②

① 二つ折り用 QBX-1
標準価格 ¥48,000（税別）
2929

トリアージタッグ
ETS-TAG 50枚入 /2箱

●サイズ /2300×280×200mm
●質量：17kg
●納入単位：1個

簡易担架 救急帯 3枚パック

標準価格 ¥29,500（税別） 8135
●サイズ：110×232mm
●納入単位：1セット

② 四つ折り用 QBX-4

標準価格 ¥30,000（税別） 7621
●素材：ポリプロピレン不織布2層、ポリエステル布1層
●サイズ：縦104×横97cm×厚さ1mm
●重量：260g
●パック重量：800g（3枚入）
●納入単位：1セット

標準価格 ¥46,000（税別）

救護・搬送・介護

担架・車いす・ETS・遺体収納袋

傷病者の待機場所を色で識別、
混乱する現場での迅速・適切な治療・搬送を実現。

非常持出用品

400

全 幅

全 高

400/420

全 長

シート奥行

フット長

バック
サポート高

アーム
サポート高

AR-101

後座高

傷病者の症状によって、その重症度・緊急度を色で識別。

●サイズ：全幅540×全長2040mm

●重量：13.8kg

単位 mm

※非課税

4ツ折担架 把手固定式

●耐荷重：100kg

AR-111 標準価格 ¥60,000（税別）/AR-101の低床タイプ
シート幅

アルミ
標準価格 ¥24,200（税別） 5549
●重量：5.4kg ●納入単位：1台 ●サイズ：全幅540×全長2040mm

飲料水・給水

2ツ折担架 把手固定式

品 番

介護・救護・救急・搬送

緊急時、災害時のケガ人の搬送に。
避難所でも活躍できるスタンダードタイプの車いすです。

トリアージシート
ETS-SHEET
標準価格 ¥82,000（税別） 8136
●サイズ：5400×5400mm
●重量：4.5kg（1シート）
●ハトメ：900mmピッチ
●納入単位：1セット

7622

地震対策

●納入単位：1個
●サイズ：1200×340×200mm
●質量：12kg

体液や血液が漏れ出さない構造で、
2重に貼り合わせておりますので感染症の疑いのある
ご遺体の搬送にも最適です。

水害対策

医療・介護・防災・緊急用に。簡単・コンパクト。
ソフトなハンドルグリップで持ちやすい。

楽々ソフト担架 ANS18

軽量携帯用折り畳み担架 ANS24

標準価格 ¥16,000（税別） 8138
●重量：1.1kg
●展開寸法：140×約72cm
●収納袋寸法：34×45cm
●納入単位：1台
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かがまずに持ち運びが
簡単にできます。

標準価格 ¥32,000（税別） 8139
●重量：6kg
●展開寸法：205×53×13cm
●折畳寸法：97×11×19cm
●納入単位：1台

消火器具

肩かけストラップで楽々搬送。
前後で担げるので階段や狭い所でも使用できます。

遺体収納袋（感染症ご遺体対応）
体重のある方の搬送にも
対応できます。

標準価格 ¥32,000（税別） 8137
●サイズ：235×100cm
●給水パッド2枚付属
●納入単位：4枚
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キャビネット

複写機

薄型大画面テレビ

スーパータックフィット TF-L

スーパータックフィット TF-LL-N

標準価格 ¥3,000（税別） 8061
●サイズ：130×65×90mm ●数量：2 ヶ入り
●材質：スチレン系ポリマー・高剛性 ABS 樹脂
●壁面との隙間：70mm 以内
●目安安全重量：60kg 以下 100kg の家具で耐震実験済
●納入単位：1個

標準価格 ¥5,000（税別） 8062
●サイズ：120×80×100mm ●数量：2 ヶ入り
●材質：スチレン系ポリマー・スチール・ウレタン
●壁面との隙間：70mm 以内
●目安安全重量：100kg 以下 200kg の家具で耐震実験済
●納入単位：1個

スーパータックフィット
薄型大画面テレビ用 TF-TV-L

TF-L

パイプラック

電子レンジ

ディスプレー等

ガードテープ
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キャスター用

TF-40K・TF-50K

TF20K-2・TF-28K
TF-2040CL-3

標準価格 ¥6,800（税別） 8064
●サイズ：ベース65×90mm、ベルト24 〜 40cm
●数量：ベース4個・ベルト2本入り
●材質：構造部（高剛性 ABS 樹脂）、ベルト
（ポリエステル）、
バックル（ポリアセタール）、金属（アルミ）、ネジ（ステンレス）、
接着部（スチレン系ポリマー） ●納入単位：1個

スーパータックフィット 連結シート
TFS-1120

スーパータックフィット
専用水性下塗りシーラー

標準価格 ¥1,100（税別） 8065
●サイズ：110×100mm ●数量：4枚入り
●材質：ポリエステル ●色：半透明
●納入単位：1個

標準価格 オープン価格 8066
●容量：50ml（約10回分） ●数量：1本入り
●塗れる面積：0.5m2
●乾燥時間：夏約1時間、冬約3時間 ●納入単位：1個

消火器具

スーパータックフィット マルチタイプ

水害対策

パソコン等

シ ー ラ ー の 塗 布 に よ り︑各 種 壁 面 と
﹁スーパー タック フィット﹂との相 性 を
補完し︑粘着性を向上させます︒

プリンタ等

上下に分かれた家具や隣り合う家具の
天板同士を簡単連結！
特殊強化糸の採用で 100kg/1 枚
のせん断応力を発揮︒釘やネジ固定が
できない対象物でも使用できます︒

TF-5550-D

複 合 機・プリンター等 キャスター付 機
器・家具類等の転倒・移動防止︒
粘 着 ゲルと特 殊ベルトで 転 倒 防 止に威
力を発揮します︒

TF-VCB-PK

標準価格 ¥6,000（税別） 8063
●サイズ：ベース65×90mm、ベルト24 〜 40cm
●数量：2本入り ●付属品：粘着マット30mm 角4枚入り
●納入単位：1個

地震対策

標準価格 ¥2,800（税別） 8060
●サイズ：80×65×90mm ●数量：2 ヶ入り
●材質：スチレン系ポリマー・高剛性 ABS 樹脂
●壁面との隙間：30mm 以内
●目安安全重量：60kg 以下 100kg の家具で耐震実験済
●納入単位：1個

救護・搬送・介護

スーパータックフィット TF-M

標準価格 ¥3,000（税別） 8059
●サイズ：55×13×55mm
●数量：4 ヶ入り
●材質：スチレン系ポリマー・ポリプロピレン
●目安耐荷量：50kg 以下
●納入単位：1個

救助工具・発電機

スーパータックフィット キャスター用

標準価格 ¥1,800（税別） 8057
●サイズ：40mm×2.5M
●数量：1巻入り
●材質：アクリルフォーム
●色：ホワイト
●納入単位：1個

重 心 が 高 い 大 画 面 テ レ ビの 転 倒
防止には︑上部・下部両方の固定
が必要です︒

タックフィット ガードテープ

避難生活

冷蔵庫

標準価格 ¥2,000（税別） 8058
●サイズ：40mm×40mm
●数量：4枚入り
●材質：スチレン系ポリマー
●色：ブラック
●納入単位：1個

非常持出用品

TF-TV

TFS-1120・TFS-1120-H

書棚

標準価格 ¥900（税別） 8056
●サイズ：40mm 角 ●数量：4枚入り
●材質：スチレン系ポリマー ●厚さ：3mm
●目安耐荷量：4枚当たり46kg ●納入単位：1個

ネジやクギなしで背の高い
家具や什器を上から支えます︒

キャビネット

標準価格 ¥800（税別） 8055
●サイズ：30mm 角 ●数量：4枚入り
●材質：スチレン系ポリマー ●厚さ：3mm
●目安耐荷量：4枚当たり26kg ●納入単位：1個

タックフィット 対抗タイプ TF-40K

脚の受 皿にスーパー タック フィッ
トゲルをプラスしたタイプ︒

TF-VCB-KR-4B

タックフィット 透明タイプ
TF-40CL-3

特殊アクリルフォームの吸着効果
で本・ファイル類の落下を軽減し
ます︒

家具転倒防止用品

TF-LL-N

タックフィット 透明タイプ
TF-30CL-3

飲料水・給水

地震対策

平成21年6月に施行された改正消防法により一定規模以上の建築物等について
地震による被害軽減の為、消防計画の作成・提出と点検が義務付けられました。

保存食料

底面に貼ってパソコンや
家電製品を下から支えます︒

大地震への備えは大丈夫ですか？
もしも に備えて安心のオフィス環境を。
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非常持出用 水に浮くリュック
保存食料

■背面底面に浮力材パットが装備されています。
■背面部分には通気性の良いメッシュ生地を使用。
■明るくて目立つオレンジ色を使用。

緊急時は
一旦リュックサックを外し
抱える状態で
使用することにより
浮遊姿勢を保ちます。

プレジャーボート用ライフジャケット。20トン以上の
船上作業や港湾・海上工事にも使用可能です。

プレジャーボート用ライフジャケット。背開式で作業
性が UPしています。

オーシャン C-2型 TYPE A

オーシャン C-3型 TYPE A

オーシャン DX-5型 TYPE A

標準価格 ¥4,500（税別） 7626
●小型船舶用
●胸囲：120cm ●体重：90kgまで
●納入単位：1個

標準価格 ¥6,000（税別） 7627
●作業用救命衣 小型船舶用
●胸囲：120cm ●体重：90kgまで
●納入単位：1個

標準価格 ¥6,700（税別） 7628
●作業用救命衣 小型船舶用
●胸囲：120cm ●体重：85kgまで
●納入単位：1個

標準価格 ¥11,000（税別） 7637
●カラー：オレンジ
●サイズ：高さ45×幅40×厚み30cm
●容量：約30L
●重量：1.2kg
●浮力：10.0kgf（体重100kgまで）
上記、浮力は荷物を入れていない状態での数値。
入れた状態は、約80 〜 90％の浮力になります。
●納入単位：1個

非常持出用品

雨の日も輝度が落ちにくく、
汚れに強いプリズム反射テープ。

全方位型プリズム反射
レインウェア
標準価格 オープン価格 8140
●サイズ：SS 〜 6L
●防水性（耐水圧）
：10,000*mmH20以上
●透湿性（ムレにくさ）
：2,000g/ｍ2/24hrs 以上
●納入単位：1着

自動膨張式 ショルダータイプ

避難生活
救助工具・発電機

ライフジャケット・リュック・レインウェア・長靴

定番のオレンジベスト、プレジャーボート
（小型船舶）
用ライフジャケットです。

ライフラフトリュック L 型

飲料水・給水

水害対策

■反射材テープを装備。

完全防水の
ビニールレインウェア

ポケットコート

レッド/ブルー /ブラックの3色。水を検知して自動膨
張する補助機能付きタイプ。

オーシャン Jr-1S＆1M型TYPE A

オーシャン LG-1型 TYPE A

標準価格 ¥7,000（税別） 7629
●小型船舶小児用
●1S：6 〜 8歳 身長110 〜 130cm
●1M：9 〜 11歳 身長130 〜 150cm

標準価格 ¥18,500（税別） 8518
●作業用救命衣 小型船舶用
●胸囲：150cmまで ●体重：180kgまで
●納入単位：1個

●納入単位：1個

防水性と快適性を兼ね備えた
透湿素材のレインウェア。

FCT-S 型

7631

FCT-M 型

7632

FCT-L 型

標準価格 ¥12,600（税別） 8142
●サイズ：S/M/L/LL/3L/4L/5L
●仕様：ポケット付
上着両脇2箇所 ズボン後1箇所
●吊り下げフック付き
●納入単位：1着

7633

標準価格（税別）

¥7,500

¥8,000

¥8,500

初期浮力

5.7kgf

7.7kgf

10.6kgf

適応体重

20kg 未満

20 〜 39kg

40 〜 90kg

適応年齢

3 〜 5歳

6 〜 11歳

12歳以上

90 〜 120cm

120 〜 150cm

150cm 〜

490g

550g

660g

備考

水難防災幼児用

水難防小学生用

水難防災大人用

納入単位

1個

1個

1個

水害対策

適応身長
本体重量

カラーバリエーション

収納袋

カバー付きゴム安全長靴
オーシャン FCT 収納袋
S 型 標準価格 ¥1,000（税別） 7634

●納入単位：1個

M 型 標準価格 ¥1,200（税別） 7635

●納入単位：1個

L 型 標準価格 ¥1,400（税別） 7636

●納入単位：1個

標準価格 オープン価格 8143
●重量：約900g（26.0cm）
●総丈：345mm 〜 380mm
●カバー：60mm（防水加工品）
●納入単位：1足
ネイビー
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消火器具

別売
ベルト固定付

ハードな現場・災害などで大活躍！
安心・安全の先芯、踏み抜き防止板を採用。
防水カバーにより、長靴への異物混入を防ぎ、
災害現場の危険から足元を守ります。

地震対策

水難防災個人用保護具︒
幼児から大人までサイズ対応︑小スペース収納タイプ︒

こんにちは 上下セット

ライフジャケット オーシャン FCT
品名

救護・搬送・介護

小型船舶に乗船中の小児（12歳未満）は着用が義務
付けられています。

標準価格 ¥440（税別） 8141
●サイズ：100・110・120
●パーカータイプフード付き
●納入単位：1着

ブルー

グリーン

シルバー

オレンジ
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保存食料

軽量、コスト重視のシートです。
建築、土木、農水産業他、野積み、養生等の
多目的シートとして利用できます。
●材質：シート/ ポリエチレン、ハトメ/ アルミニウム

ブルーシート
薄手タイプ Pシート
（軽量）
品名

水を吸って膨らむ給水土のう。
土砂が不要の使いきりの土のうです。
5分で完成します！

緊急簡易土のう ロングタイプ

標準価格 ¥6,000（税別） 7641
●納入単位：10枚 / 袋 1袋

標準価格 ¥6,000（税別） 7642
●納入単位：6枚 / 袋 1袋

サイズ（m）

納入単位

オープン価格

3.6×5.4m

1枚

BS-5454（P）

オープン価格

5.4×5.4m

1枚

BS-5472（P）

オープン価格

5.4×7.2m

1枚

BS-7272（P）

オープン価格

7.2×7.2m

1枚

BS-7290（P）

オープン価格

7.2×9.0m

1枚

BS-1010（P）

オープン価格

10×10m

1枚

標準価格（税別）

サイズ（m）

納入単位

オープン価格

1.8×1.8m

1枚

BS-1827（K）

オープン価格

1.8×2.7m

1枚

BS-1836（K）

中薄 Kシート #2000タイプ
品名

BS-1818（K）

1.8×3.6m

1枚

オープン価格

2.7×2.7m

1枚

BS-2736（K）

オープン価格

2.7×3.6m

1枚

BS-3636（K）

オープン価格

3.6×3.6m

1枚

BS-3654（K）

オープン価格

3.6×5.4m

1枚

BS-5454（K）

オープン価格

5.4×5.4m

1枚

BS-5472（K）

オープン価格

5.4×7.2m

1枚

BS-5490（K）

オープン価格

5.4×9.0m

1枚

BS-7272（K）

オープン価格

7.2×7.2m

1枚

BS-7290（K）

オープン価格

7.2×9.0m

1枚

BS-0909（K）

オープン価格

9.0×9.0m

1枚

BS-1010（K）

オープン価格

10×10m

1枚

標準価格（税別）

サイズ（m）

納入単位

オープン価格

3.6×5.4m

1枚

BS-5472（C）

オープン価格

5.4×7.2m

1枚

BS-1010（C）

オープン価格

10×10m

1枚

救助工具・発電機

オープン価格

BS-2727（K）

避難生活

水害対策用品として、
一番使用されている土のう袋ですが、
さまざまな使用条件に合った
各種バリエーションを揃えております。

土のう袋

非常持出用品

土のう・ブルーシート・救命ボート

緊急簡易土のう レギュラータイプ

標準価格（税別）

BS-3654（P）

飲料水・給水

水害対策

緊急簡易
土のう

品名

BS-3654（C）
PE-104

PE-106

救護・搬送・介護

中厚 Cシート #2200タイプ

地震対策

救命ボート

PE-109

水害対策

PE-108

PE-110

土のう袋
品名

標準価格（税別）

サイズ（cm）

材質

納入単位

特徴

7643

オープン価格

48×62cm

ポリエチレン他

50枚 / パック 400枚

ゴミ、ガラ専用の安価タイプ

PE-106

7644

オープン価格

48×62cm

ポリエチレン他

50枚 / パック 400枚

一般上グレードタイプ

PE-108

7645

オープン価格

48×62cm

ポリエチレン他

50枚 / パック 400枚

厚みのある上グレード品

PE-109

7646

オープン価格

48×62cm

ポリエチレン他

25枚 / パック 200枚

UV 剤の入った、厚手で中身の見えるタイプ

PE-110

7647

オープン価格

48×62cm

ポリエチレン他

50枚 / パック 400枚

中身の見える透明タイプ

オープン価格

48×62cm

ポリエチレン

50枚 / パック 400枚

L 字縫製の国産タイプ

オープン価格

25×90cm

ポリエチレン

50枚 / パック 300枚

細長い丸太型タイプ

PE-303
PE-305
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7649

※ FRB-104に2馬力エンジンを搭載した場合、
操縦に免許は不要です。

救命ボート アキレス FRB104

救命ボート アキレス FRB380

救命ボート アキレス NC330

標準価格 ¥407,000（税別） 7653
●4人乗り
●全長：315cm
●全幅：158cm
●総重量：58.0kg
●推奨出力：5.9kw（8馬力）
●納入単位：1台

標準価格 ¥753,500（税別） 7654
●6人乗り
●全長：380cm
●全幅：161cm
●総重量：78.0kg
●推奨出力：14.7kw（20馬力）
●納入単位：1台

標準価格 ¥753,500（税別） 7655
●4人乗り
●全長：329cm
●全幅：173cm
●総重量：73.5kg
●推奨出力：1.47kw（2馬力）
●納入単位：1台

消火器具

商品コード

PE-104
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タフネル 油吸着材

アルミ製蓄圧式消火器 アルテシモ

油流出事故時の油拡散防止に…。

幅広い火災に適応する業務用スタンダード。軽く、操作性の高いアルミ製。

アルテシモ（ALTESIMO）とはアルミニウムと音楽用語の
フォルテシモ (とても強く)を併せた造語で、
「安心・安全な
消火器の普及・拡大」への強い思いが込められています。

5つの基本的な特性

2

鉱物油、動植物油に対し
自重の10倍以上の吸着力がある

3

水中に沈まない

水分はほとんど吸わない

素材の比重が0.9のため水中に沈みません。

素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に
優れています。繊維間に水を含んでも
油を吸着すると水を追い出す
「水油置換能力」の特長があります。

例えば「AR-65」1箱（重量14kg）の吸着量を
140kgとして計算すると、
1箱でドラム缶1本分（200ℓ）の油を吸着します。

優しい

美しい

強 い

従来の消火器と比較（当社比）して、
約20％の軽量化を実現、
操作性もアップしました。

ラベルには、視認しやすい書体と
色使いに配慮した
ユニバーサルデザインを採用。

アルミの表面加工を活かすために、
キャンディーレッドクリア塗装を施した
美しいフォルムとカラーです。

サビにくく、耐食性、耐候性に
優れ、底部のマジックホールは
湿気を逃がします。

5

形質安定性に優れている

消火器

油吸着材

4

軽 さ

消火器

水害対策

1

タフネル自身は焼却時に
有毒ガスを出さない

連続長繊維からなるスパンボンド不職布であるため、
強度面に優れています。また接着剤を使用して
いませんので、作業時のベトつき感がありません。

燃焼温度は灯油、軽油並の約910℃です。
※油類の性状に応じてお取り扱いください。

万国旗状

マット状

使いやすい万能タイプ
現場の状況や作業性を考慮した
使いやすいサイズの基本型。
サイズが異なる2銘柄から選べます。

迅速な油回収作業に効果
河川での油の回収に

油水分離槽の
浮上油の回収に

作業中の漏油に

タンクローリーへの
給油時に

オイルを移すときの
油受けに

・「マット状」を連続的につなげた応用型です。
・海上の浮遊油の拡散を防止します。
・船から曳航しやすいロープが付いています。
・作業時や回収時に手間がかかりません。

AR-50 シートタイプ

AR-65 シートタイプ

BL-F 万国旗タイプ

標準価格 ¥23,400（税別） 3010
●シートタイプ
●縦：500mm ●油吸量：110L/ 箱
●横：500mm ●厚さ：4mm ●油吸収量：1.1L/ 枚
●色：ホワイト
●質量：8.0kg
●納入単位：100枚 1箱

標準価格 ¥33,700（税別） 2992
●シートタイプ
●縦：650mm ●油吸収量：200L/ 箱
●横：650mm ●厚さ：4mm ●油吸収量：2L/ 枚
●色：ホワイト
●質量：14.0kg
●納入単位：100枚 1箱

標準価格 ¥40,680（税別） 2995
●万国旗タイプ ●厚み：4mm
●内容：6.5m
（10枚つづり）
×4本・13m（20枚つづり）
×2本
●縦：650mm ●油吸収量：150L/ 箱
●横：650mm ●厚さ：4mm ●油吸収量：1.8L/ 枚
●質量：13.5kg ●納入単位：6本 箱

ロール状

フェンス状

アルテシモ MEA10B

アルテシモ MEA10D

アルテシモ MEA20A

標準価格 ¥19,000（税別） 0052
●形式番号：消第29 〜 7号
●消火薬剤：粉末（ABC）3.0kg
●能力単位：A-3･B-7･C
●使用温度範囲：−30℃〜 +40℃
●総質量：約3.9kg
●全高×全幅×胴径（約 /mm）
：440x200x127
●放射時間：約14秒
●放射距離：3 〜 6m
●納入単位：1本

標準価格 ¥19,500（税別） 7281
●形式番号：消第26 〜 31号
●消火薬剤：粉末（ABC）3.5kg
●能力単位：A-3・B-7・C
●使用温度範囲：−30℃〜 +40℃
●総質量：約4.6kg
●全高×全幅×胴径（約 /mm）
：510×210×127
●放射時間：約15秒
●放射距離：5 〜 8m
●納入単位：1本

標準価格 ¥26,000（税別） 7080
●形式番号：消第26 〜 32号
●消火薬剤：粉末（ABC）6.0kg
●能力単位：A-5・B-12・C
●使用範囲温度：−30℃〜 +40℃
●総質量：約8.1kg
●全高×全幅×胴径（約 /mm）
：570×240×160
●放射時間：約17秒
●放射距離：5 〜 8m
●納入単位：1本

キッチンアイ

ハイパーミストL

お酢と食品原料から生まれた住宅用消火器。

冷却効果と負触媒効果で優れた消火能力を発揮。

チューブ状

HVF1HR 0029
ルビーレッド

迅速な油回収作業に効果
・機械の下などの漏油箇所への敷設に使用します。
・必要な長さに切って使用できます。
・水上に流出した油の拡散を防止します。
・作業時や回収時に手間がかかりません。

浮遊油の広がりを防ぐ
・川、湖、沼、ダム、池などでの油の拡散防止と吸着
を兼ねたタイプ。
・両端末のファスナーと結束ロープで、フェンス同士
を連結して使用できます。

機械の漏油防止に

BL-6500 ロール状

TF-200 フェンス状

FX-10 チューブ状

標準価格 ¥35,850（税別） 2996
●ロールタイプ
●厚さ：4mm ●長尺タイプ ●油吸収量：190L/ 巻
●幅：650mm ●長さ：65m
●厚さ：4mm ●油吸収量：2.9L/m
●質量：17.0kg
●納入単位：1巻 1箱

標準価格 ¥47,640（税別） 3004
●フェンスタイプ
●直径20cm×長さ5m（2本入）
●ファスナー接続可能
●直径20cm×長さ5m
●質量：18.0kg
●納入単位：2本 1箱

標準価格 ¥15,800（税別） 2999
●チューブタイプ
●20本入り
●油吸収量：3L/ 本
●外径：65mm ●長さ：1m
●質量：6.0kg
●納入単位：20本 1箱
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HVF1HG 0028
エメラルドグリーン

・フランジ部の漏油箇所に。
・工作機械の油漏れに。
・オイルセパレーター内の浮上油に。

キッチンアイ

ハイパーミストL LF3

ハイパーミストN NF6

標準価格 オープン価格
●形式番号：消第27 〜 17号
●消火薬剤：強化液（中性）1.0L
●適応火災：普通・天ぷら油・ストーブ・電気
●使用温度範囲：−20℃〜 +40℃
●総質量：約2.2kg
●全高×全幅×胴径（約 /mm）
：376×146×85
●放射時間：約12秒
●放射距離：4 〜 6m
●納入単位：1本

標準価格 ¥18,500（税別） 0019
●形式番号：消第27 〜 35号
●消火薬剤：強化液3.0L
●能力単位：A-1・B-1・C
●使用温度範囲：−20℃〜 +40℃
●総質量：約6.7kg
●全高×全幅×胴径（約 /mm）
：530×200×127
●放射時間：約30秒
●放射距離：6 〜 8m
●納入単位：1本

標準価格 ¥24,700（税別） 0026
●形式番号：消第27〜 3号
●消火薬剤：強化液（中性）6.0L
●能力単位：A-3・B-5・C
●使用温度範囲：−20℃〜 +40℃
●総質量：約11.1kg
●全高×全幅×胴径（約 /mm）
：660x210x155
●放射時間：約67秒
●放射距離：6 〜 8m
●納入単位：1本
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消火器 BOX 関連
盗難・いたずら防止・消火器の腐食防止に。
非常食

□ 缶入パン（期限：

）

消火器

□ アルファ化米（期限：
□ 缶詰（期限：

食器類

消火器BOX

飲料水

）
）

消火器 BOX 10型1本入

消火器 BOX 10型2本入

消火器 BOX 20型2本入

品名

同上 アングル脚のみ

商品コード

標準価格（税別）

高さ
（mm）

幅（mm）

奥行（mm）

材質

納入単位

1242

¥05,300

600mm

235mm

170mm

スチール

1個

1243

¥04,500

230mm

235mm

170mm

スチール

1個

¥06,300

250mm

300mm

230mm

スチール

1個

1248

¥09,000

600mm

460mm

170mm

スチール

1個

1244

¥06,000

230mm

460mm

170mm

スチール

1個

同上 アングル脚（コンクリーベース付）
消火器 BOX

10型2本入

同上 アングル脚のみ

¥08,400

250mm

590mm

250mm

スチール

1個

1249

¥07,300

750mm

280mm

210mm

スチール

1個

1245

¥05,200

230mm

280mm

210mm

スチール

1個

¥07,300

250mm

350mm

310mm

スチール

1個

1251

¥12,300

750mm

550mm

210mm

スチール

1個

1246

¥06,000

230mm

550mm

210mm

スチール

1個

¥08,400

250mm

590mm

250mm

スチール

1個

同上 アングル脚（コンクリーベース付）
消火器 BOX

20型1本入

同上 アングル脚のみ
同上 アングル脚（コンクリーベース付）
消火器 BOX

20型2本入

同上 アングル脚のみ
同上 アングル脚（コンクリーベース付）

ラジオ

通信器具

□ テント・テントマット

□ 包帯・三角巾

□ ヘルメット

□ 体温計

□ 毛布・寝袋
□ ビニール袋

□ 皿・コップ・割り箸・ラップ

□ 解熱剤（期限：

）

□ ビニールシート

□ 万能ナイフ・缶切り・栓抜き

□ 胃腸薬（期限：

）

□ 石鹸・ドライシャンプー

□ １人１日あたり3ℓ以上

□ 風邪薬（期限：

）

□ 歯磨きセット

□ 鎮痛剤（期限：

）

□ タオル

□ 固形燃料

□ 目薬 （期限：

）

□ 生理用品 □ 紙おむつ

□ カセットコンロ

□ 常備薬（期限：

）

□ 鍋・やかん

（期限：

）

□ 下着類

□ 使い捨てカイロ

□ 懐中電灯・ランタン

□ 防寒具

□ 簡易トイレ・トイレットペーパー

□ ろうそく

□ 雨具

□ めがね・コンタクトレンズ

□ 現金・10円玉

□ バケツ・ポリタンク

□ 予備の電池

□ 預金通帳・カード類・印鑑

□ スコップ・バール

□ 携帯ラジオ

□ 健康保険書・証書類

□ 筆記用具

□ 予備の電池

□ 免許証・身分証明書

□ ロープ

□ 携帯電話

□ 車や家の鍵

□ ガムテープ

□ 消火器

□ 軍手・革手袋

衣類

□ マッチ・ライター

10型1本入

生活日用品

）

□ カセットボンベ
照明器具

□ 絆創膏・ガーゼ

□ 消毒液（期限：

□ 給水袋
燃料

救急・安全
）

□ アメ・お菓子（期限：

消火器 BOX

家庭常備品チェックリスト

備えあれば憂いなし

貴重品

□ 非常時用携帯電話充電器

消火器具

緊急時連絡先一覧
緊急連絡先名

住所

電話番号

緊急連絡先名

住所

電話番号

緊急連絡先名

住所

電話番号

緊急連絡先名

住所

電話番号

緊急連絡先名

住所

電話番号

緊急連絡先名

住所

電話番号

■「使用期限」を過ぎた消火器は速やかに更新してください。

新製品用「リサイクルシール」が貼付されています。

「リサイクルシール」が目印。
廃棄時に費用がかかりません。

見本

消火器の安全な回収とリサイクルのた
め、廃棄には消火器リサイクルシール
が必要です。
2011 年 1 月 1 日以降に製造された消
火器には消火器リサイクルシールが貼
られており、リサイクル費用※を前払い
しているため、将来廃棄する時には消
火器リサイクル費用※がかかりません。

このように表示
されています。

※このラベルは表示の一例です。

使用期限を過ぎた消火器は破裂による
人身事故の危険があります。放置せず
速やかに新しい消火器に取り替えてくだ
さい。特に、腐食、キズ、変形などがみ
られる消火器は、たとえ使用期限に達し
ていなくても直ちに交換してください。
また、高温、多湿、腐食性ガスや潮風の
当たるところでは、設計標準使用期限
内でも、操作に支障を生ずることがあり
ます。
消火器を格納箱に入れるなどの保護を
し、維持管理にご注意ください。

■適応する火災を絵表示で確認！

緊急時用個人情報
氏名

性別

男 ・ 女
住所

電話番号

携帯電話番号

業務用消火器に適応する火災の絵表示などが改正され、
2011 年 1 月 1 日から施行されました。
生年月日
A 火災／普通火災用

B 火災／油火災用

身長

体重

疾病・アレルギーなど

電気火災／電気火災用

※リサイクル費用とは、
消火器を解体・選別・リサイクルする費用です。
回収のための収集運搬・保管費用は含まれておりません。
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勤務先

住所

電話番号

66

