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●カタログに記載の内容は平成 28 年 7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込金額（税抜額）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。

■ 優先して継続・復旧すべき中核事業の特定

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。

■ 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。
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避難生活

テント付簡易トイレ

救助工具・発電機・
照明器具

情報収集・伝達

水害対策

救助工具・救助セット

43

多機能防災ラジオライト

救助工具・バール

44

トランシーバー・メガホン・自転車 52

45

非常持出用品

飲料水・給水

飲料水・給水

保存食料

保存食料

I N D E X

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。

アンシンクのあんしん水・

5年保存パン

6

あんしんセット

19

マンホール対応トイレ・

アルファ米（安心米）

7

保存飲料水

20

要介護者用トイレ

32

救助工具・ヘッドライト

アルファ米炊き出し用（安心米）

8

給水袋・ウォータータンク

21

携帯トイレ

33

コードリール・ガソリン携行缶・

アルファ米（マジックライス）

9

飲料用くみたてそう・

パスタ・アルファ化米・

給水架台セット

レトルトご飯

10

レトルトおかず・缶詰

11

31

ウェットティッシュ・
22

ガス発電機

46

トイレットペーパー

34

投光器・ハロゲンライト

47

災害救助用毛布・災害用タオル

35

発電機

48

パーテーション・簡易ベット

36

テント

37

シュラフ・マット・緊急寝具セット

38

非常用圧縮セット・マスク

39

ランタン・ソーラー充電器

40

カセットコンロ・ボンベ

41

炊き出し用釜・リヤカー

42

51

ライフジャケット

59

長靴・レインスーツ

60

土のう

61

ブルーシート・救命ボート

62

救助工具・発電機
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避難生活

生命のパンあんしん

25 年保存シチュー・

スープ・ラーメン

13

カレー・野菜ジュース・菓子類

14

カンパン・ビスケット・菓子類

15

乳児用ミルク・哺乳瓶

16

ベビーフード

17

備蓄用介護食

18

地震対策

介護・救護・救急・
搬送

消火器

救災害多人数用救急箱

53

消火器

63

災害小人数用救急箱・三角巾

54

消火器 BOX

64

救急セット・除菌散布剤

55

管槍・消防用ホース・

救護・搬送・介護

23

家具転倒防止用品

49

レジャー防災用セット

24

耐震マット・

リュック型防災セット

25

ガラス飛散防止フィルム

帰宅困難者・車載防災セット

26

衛生処理キット・救急バックセット 56

女性の為の防災セット

27

担架・担架格納箱

57

防災頭巾・ヘルメット

28

腰部サポートウェア・車椅子

58

緊急用アルミシート・簡易寝袋

29

ホイッスル・ライト・車載セット

30

50

消火栓ハンドル

65

消火器具

非常持出セット

水害対策

3

非常持出用品

情報収集・伝達

12

地震対策

クラッカー・雑炊
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保
料
保存
存食
食料

生命のパン
あんしん

194.15kcal/55g

黒

豆

195.8kcal/55g

備蓄用パン アルミパック 3食アソート

オレンジピールの香りが食欲をそそ
り、オレンジの酸味がスッキリとして、
あっさりと食べられます。
ほんのり甘く懐かしい味わいで、誰
にでも好まれます。黒いツブツブが
黒豆のチップです。

バラの様な形の「非結球性芽キャベ
ツ」。野菜の女王様とも言われ、栄
養価のバランスに優れている。自然
196.35kcal/55g
な甘みが、かむほどに味わえます。
プチヴェール

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

卵
アレルギー
対応

避難生活

新食缶ベーカリー egg free プレーン 新食缶ベーカリー コーヒー

新食缶ベーカリー 黒糖

新食缶ベーカリー オレンジ

標準価格 ¥500（税別）/1缶
●内容量：100g ●カロリー：337kcal
●納入単位：24缶 / 箱
卵アレルギー対応

標準価格 ¥500（税別）/1缶
●内容量：100g ●カロリー：361kcal
●納入単位：24缶 / 箱

標準価格 ¥500（税別）/1缶
●内容量：100g ●カロリー：348kcal
●納入単位：24缶 / 箱

標準価格 ¥500（税別）/1缶
●内容量：100g ●カロリー：351kcal
●納入単位：24缶 / 箱

地震対策

●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。
●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

卵

卵

アレルギー
対応

アレルギー
対応

情報収集・伝達

●災害時の非常食として高カロリーな商品です。
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。

ココア

黒まめ

オレンジ

プチヴェール

383kcal/100g

378kcal/100g

349kcal/100g

351kcal/100g

356kcal/100g

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。

パン便り ハスカップ

パン便り シーベリー

ロングキープブレッド

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

標準価格 ¥500（税別）/1缶
●内容量：100g ●カロリー：371kcal
●納入単位：24缶 / 箱
卵アレルギー対応

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

お子様大好きチョコチップ味。たっぷりチョコ
チップが入っていて満足感があります。

栄養たっぷりのレーズン味。ほのかなレーズン
の風味がとてもおいしいです。

グルメにはコーヒーナッツ味。中には小さなナッ
ツが入っていてとてもおいしいです。

ふっくらパン チョコチップ

ふっくらパン レーズン

ふっくらパン コーヒーナッツ

標準価格 ¥380（税別）/1缶
●内容量：100g ●カロリー：380kcal
●納入単位：24缶 / 箱

標準価格 ¥380（税別）/1缶
●内容量：100g ●カロリー：335kcal
●納入単位：24缶 / 箱

標準価格 ¥380（税別）/1缶
●内容量：100g ●カロリー：367kcal
●納入単位：24缶 / 箱

ご注意／開缶時やや大きな「音」がします。
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。

消火器具
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卵不使用の災害備蓄用パン、シーベリーは酸味
と甘みが豊かで、ビタミンＡＣＥ全てを含みます。

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。

卵不使用の災害備蓄用パン、ハスカップはビタミ
ンＣを豊富に含んだ果実です。

救護・搬送・介護

ホワイトチョコ
＆
ストロベリー

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。

救助工具・発電機

原材料として『卵』
を一切使用せず、パン コーヒーのコクを染み込ませた香り豊かな 黒糖独特の風味を楽しめる深い味わい。 爽やかなオレンジ風味とピールの楽しい
本来のほのかな甘みで食べやすい味に。 味わい。温めるとさらにおいしくなります。 温めるとさらにおいしくなります。
食感！ 温めるとさらにおいしくなります。

生命のパン あんしん
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

非常持出用品

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。

オレンジ

飲料水・給水

生命のパン あんしん・３食アソート・パン便り・ロングキープブレット・ふっくらパン・新食缶ベーカリー

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

■やわらかなまま５年間の長期保存が可能であり、

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！
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特定原材料等（アレルギー物質）27品目不使用

保
料
保存
存食
食料

災害救助用アルファ化米

災害救助用アルファ化米

「安心米」

「炊き出しタイプ」

？

■お湯はもちろん水でも出来る簡単調理。
熱湯で約20分、水（約 20℃）で約 60分で出来上がり。

どうして
災害備蓄食糧に
アルファ化米なの？

■短時間で大量に出来ます。
素早く50人分、25人分の炊き出しが出来ます。

■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、割り箸をコンパクトにセット。

多彩な味
選べる12種類
五目ご飯

山菜おこわ

海鮮おこわ

企業や大人数のための
非常食です。

避難生活

安心米・災害用炊き出しタイプ

白飯

非常持出用品

■特定原材料等（アレルギー物質）
27品目不使用タイプもラインナップ。

お好みに合わせて

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
化米だけです。室内保存にて5年間の品質
が保証されているのも備蓄食として注目さ
れている理由です。

飲料水・給水

保存食料

お湯はもちろん水でもできる簡単調理、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。

エビピラフ

ドライカレー

鶏そぼろ

救助工具・発電機

災害用アルファ化米 S-50

白がゆ

梅がゆ
標準価格（税別）/1袋

内容量（g）

ひじきご飯

カロリー（kcal/1食あたり） 特定原材料27品目不使用

納入単位

商品名

標準価格（税別）/1箱

内容量（kg）

災害用

白飯

¥11,000

5kg

15・50食 / 箱

災害用

五目ご飯

¥14,000

15・50食 / 箱

災害用 わかめご飯

白飯

¥280

100g

366kcal

15・50食 / 箱

安心米

五目ご飯

¥350

100g

370kcal

15・50食 / 箱

安心米 エビピラフ

¥350

100g

352kcal

安心米 ドライカレー

¥350

100g

360kcal

鶏そぼろ

安心米 山菜おこわ

特定原材料

カロリー

（kcal/100g あたり） 27品目不使用

災害用 S-50

災害用 S-50WH 災害用 S-50W
（25食分×2）

362kcal

●

●

1箱

5kg

375kcal

●

●

1箱

¥14,000

5kg

359kcal

●

●

●

1箱

¥14,100

5kg

362kcal

●

●

●

●

¥350

100g

365kcal

15・50食 / 箱

災害用 きのこご飯

¥350

100g

363kcal

15・50食 / 箱

災害用

ひじきご飯

¥14,100

5kg

359kcal

¥14,000

5kg

363kcal

●

●

●

●

（50食分）

納入単位

（50食分）

1箱
1箱

安心米 海鮮おこわ

¥350

100g

360kcal

15・50食 / 箱

災害用 山菜おこわ

安心米

¥280

041g

153kcal

30・50食 / 箱

災害用 海鮮おこわ

¥14,600

5kg

360kcal

30・50食 / 箱

災害用

白がゆ

¥11,000

2kg

373kcal

●

1箱

災害用

梅がゆ

¥11,000

2.125kg

372kcal

●

1箱

白がゆ

042g

155kcal

安心米 わかめご飯

¥330

100g

359kcal

●

15・50食 / 箱

安心米 きのこご飯

¥350

100g

362kcal

●

15・50食 / 箱

安心米

¥350

100g

359kcal

●

15・50食 / 箱

梅がゆ

ひじきご飯

1箱
1箱

救護・搬送・介護

¥280

安心米

情報収集・伝達

安心米

安心米

企業様や大人数の為の非常食です。特定原材料27品目不使用タイプもラインナップ。
50食を2回に分けて食べられるワイド半量タイプもございます。
地震対策

商品名

きのこご飯

わかめご飯

炊 出 し の 作 り 方
ご家庭、

注水線
ビニール紐

水害対策

オフィスの
備蓄に
おすすめ
脱酸素剤

非常食 安心セット
16食入り

1 段ボールの中から
各材料を取り出す

標準価格 ¥3,240（税別）/1箱
●内容量：900g
●納入単位：9食 / 箱×4
●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

標準価格 ¥5,140（税別）/1箱
●内容量：1.368kg kcal
●納入単位：16食 / 箱×2
●白飯 /４食・五目ご飯 /４食・
山菜おこわ /４食・梅がゆ /４食

アルファ化米・具材・衛生手袋・弁 炊飯用内袋を段ボールへ広げ入れ、 熱湯または水（約20℃）を注水線ま
当容器・炊飯用内袋・しゃもじ・割り その中に米と具を入れる。
で入れ、よくかき混ぜる。
箸・ビニール紐・輪ゴムを取り出す。

2 脱酸素剤を取り除き、
3 熱湯または
米と具を入れる
水を注ぐ

密封し、
4 しばらく待つ

5 盛り付け、
配食する

炊飯用内袋の上部をビニール紐で
固く結び、熱湯で約20分（水の場
合は約60分）待つ。

出来上がったら弁当容器に盛り付
け、割り箸を添え輪ゴムで止める。

消火器具

7

非常食 安心セット
9食入り

8

特定原材料等（アレルギー物質）27品目不使用

特定原材料等（アレルギー物質）7品目不使用

お湯入れ3分！どこでも手軽に美味しいパスタ。

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。
調理する時の注水量を変えることによって、ご飯と雑炊、２通り
の食べ方を選べます。雑炊なら、高齢者やお子様にも安心して
お召し上がりいただけます。

飲料水・給水

お湯を入れてわずか3分でアルデ クリーミーなソースにベーコンと胡椒が 唐辛子の辛さとガーリックの風味がき
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
軽量でコンパクトになっており、ス マジックパスタ
ペペロンチーノ
プーンも付いているのでどこでも カルボナーラ
標準価格 ¥360（税別）/1食
手軽に本格派の美味しいパスタが 標準価格 ¥360（税別）/1食
●内容量：63.8ｇ ●カロリー：246kcal
●内容量：56.3ｇ ●カロリー：207kcal
味わえます。

食べ方2通り

マジックライス・マジックパスタ・レスキューライス・非常食セット

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。

白飯

わかめご飯

青菜ご飯

●納入単位：20食 / 箱

梅じゃこご飯

●納入単位：20食 / 箱

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

きのこのパスタ
標準価格 ¥360（税別）/1食
●内容量：59.9ｇ ●カロリー：221kcal
●納入単位：20食 / 箱

商品名

ドライカレー

えびピラフ

牛飯

レスキューライスはオリジナル
製法にて７年保存可能なアルファ
米です。もち米入りで、食感が良く、
少量で効率の良いエネルギー補給
食品です。

炒飯

標準価格（税別）/1袋

内容量（g）

マジックライス 白飯

¥280

100g

カロリー（kcal/1食あたり） 特定原材料27品目不使用

387kcal

●

20・50食 / 箱

納入単位

マジックライス わかめご飯

¥320

100g

377kcal

●

20・50食 / 箱

マジックライス 青菜ご飯

¥320

100g

373kcal

●

20・50食 / 箱

マジックライス 梅じゃこご飯

¥320

100g

373kcal

●

20・50食 / 箱

¥340

100g

384kcal

20・50食 / 箱

¥340

100g

376kcal

20・50食 / 箱

マジックライス えびピラフ

¥350

100g

376kcal

20・50食 / 箱

マジックライス 牛飯

¥350

100g

389kcal

20・50食 / 箱

商品名

マジックライス 炒飯

¥350

100g

379kcal

20・50食 / 箱

一度に50人分。お湯を注いで15分待つだけ！
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。

ドライカレー味

わかめご飯

おかゆ

梅がゆ

標準価格（税別）/1袋

内容量（g）

カロリー（kcal/1袋あたり） 特定原材料27品目不使用

レスキューライス 白米

¥300

100g

387kcal

レスキューライス ピラフ味

¥360

100g

384kcal

100袋 / 箱

レスキューライス ドライカレー味

¥360

100g

384kcal

100袋 / 箱

レスキューライス 五目ご飯

¥360

100g

379kcal

100袋 / 箱

レスキューライス わかめご飯

¥320

100g

377kcal

●

100袋 / 箱

レスキューライス おかゆ

¥280

040g

155kcal

●

100袋 / 箱

レスキューライス 梅がゆ

¥300

040g

152kcal

●

100袋 / 箱

●

納入単位

100袋 / 箱

情報収集・伝達

マジックライス 炊き出し用

五目ご飯

ピラフ味

地震対策

マジックライス 五目ご飯
マジックライス ドライカレー

白米

救助工具・発電機

五目ご飯

避難生活

レスキューライス

救護・搬送・介護

※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

内容量（kg）

¥11,000

5.125kg

カロリー（kcal/1食あたり） 特定原材料27品目不使用

392kcal

●

1箱

マジックライス 炊き出し わかめ

¥14,000

5kg

380kcal

●

1箱

マジックライス 炊き出し 青菜

¥14,000

5kg

373kcal

●

1箱

マジックライス 炊き出し 梅じゃこ

¥14,000

5kg

373kcal

●

1箱

マジックライス 炊き出し 五目

¥14,000

5kg

395kcal

1箱

マジックライス 炊き出し ドライカレー

¥14,000

5kg

377kcal

マジックライス 炊き出し 炒飯

¥14,800

5kg

383kcal

マジックライス 炊き出し 白がゆ

¥12,000

2.15kg

163kcal

●

納入単位

玄米がゆ、玄米小豆がゆ、甘辛豚肉、きのこ
の佃煮をセットにしました。

玄米がゆ、玄米梅がゆ、四目野菜のネギ油ピ
リ辛煮、ごぼうと鶏肉のしょうが煮をセットに。

玄米がゆ、玄米梅がゆ、鶏肉とごぼうの旨煮、
大豆と野菜のひじき煮をセットにしました。

1箱

石井食品非常食セット A セット

石井食品非常食セット B セット

石井食品非常食セット C セット

1箱

標準価格 ¥1,219（税別）/1セット
●内容量：775ｇ ●カロリー：624kcal
●納入単位：10セット/ 箱 ●特定原材料7品目

標準価格 ¥1,219（税別）/1セット
●内容量：760ｇ ●カロリー：610kcal
●納入単位：10セット/ 箱 ●特定原材料7品目

標準価格 ¥1,219（税別）/1セット
●内容量：760ｇ ●カロリー：555kcal
●納入単位：10セット/ 箱 ●特定原材料7品目

1箱

10

消火器具
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標準価格（税別）/1箱

水害対策

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

マジックライス 炊き出し 白飯

非常持出用品

保存食料

マジック
ライスとは？

保
料
保存
存食
食料

マジックパスタ

マジックライス

サバイバルフーズ
ファミリーセット

非常時でもご家庭の「味」や「食感」が「そのまま」に。

保
料
保存
存食
食料

手軽でおいしい防災食

サバイバルフーズは、世界最大規模の冷凍乾燥食品メーカーオレゴンフリーズ
ドライ社の40年にわたる経験と特殊な技術により作られた、25年間の超長期
保存が可能なフリーズドライ加工食品とクラッカーの備蓄食です。

飲料水・給水

梅がゆ

鮭がゆ

豚汁

筑前煮

肉じゃが

ハンバーグ煮込み

ぜんざい

避難生活

標準価格（税別）/1袋

内容量（g）

カロリー（kcal/1袋あたり）

納入単位

手軽でおいしい防災食 やわらかご飯

商品名

¥430

200g

148kcal

50食 / 箱

¥360

230g

084kcal

50食 / 箱

¥380

230g

096kcal

50食 / 箱

手軽でおいしい防災食

鮭がゆ

¥410

230g

104kcal

50食 / 箱

手軽でおいしい防災食

豚汁

¥480

180g

112kcal

50食 / 箱

手軽でおいしい防災食

筑前煮

¥480

090g

091kcal

50食 / 箱

手軽でおいしい防災食

肉じゃが

¥495

130g

141kcal

50食 / 箱

手軽でおいしい防災食

ハンバーグ煮込み

¥480

100g

300kcal

50食 / 箱

手軽でおいしい防災食

ぜんざい

¥430

150g

133kcal

50食 / 箱

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。

大缶（1号缶）
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

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）

−−

¥37,200

シチュー 538g
クラッカー 867g

シチュー 472kcal
クラッカー 407kcal

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）

−−

¥34,800

シチュー 440g
クラッカー 867g

シチュー 445kcal
クラッカー 407kcal

1箱60食分

1箱

クラッカー 1号缶

¥4,000

¥24,000

867g

407kcal

1缶10食分

1缶

チキンシチュー 1号缶

¥8,400

¥50,400

538g

472kcal

1缶10食分

1缶

野菜シチュー 1号缶

¥7,600

¥45,600

440g

445kcal

1缶10食分

1缶

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

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）

−−

¥12,000

シチュー 134g
クラッカー 224g

シチュー 472kcal
クラッカー 407kcal

1箱15食分

1箱

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）

−−

¥12,600

シチュー 140g
クラッカー 224g

シチュー 445kcal
クラッカー 407kcal

1箱15食分

1箱

クラッカー 2＆ハーフ

¥1,600

¥09,600

224g

407kcal

1缶2.5食分

1缶

チキンシチュー 2＆ハーフ

¥2,400

¥14,400

134g

472kcal

1缶2.5食分

1缶

野菜シチュー 2＆ハーフ

¥2,600

¥15,600

140g

445kcal

1缶2.5食分

1缶

救護・搬送・介護

標準価格（税別）/1缶

商品名

情報収集・伝達

白がゆ
梅がゆ

地震対策

手軽でおいしい防災食
手軽でおいしい防災食

救助工具・発電機

手軽でおいしい防災食・ロングライフ缶詰・サバイバルフーズ

白がゆ

非常持出用品

保存食料

やわらかご飯

小缶（2＆ハーフ）
商品名

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。

主に東北地方で水揚げされた、
新鮮なイカを醤油ベースの甘
辛いたれで煮込んだ食品です。

香ばしく焼いた国産鶏を醤油・ スパイスのきいた厚切りベーコ
みりん・砂糖・一味唐辛子等を
ンをハーブ系香辛料・ペッパー
調合したタレで味付けした絶品。 などで味付けしたオイル漬け。

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

災害備蓄用 5年保存缶詰

災害備蓄用 5年保存缶詰

商品名

標準価格（税別）/1缶

内容量（g）

納入単位

牛肉大和煮

いか味付

国産鶏の炙り焼き

スパイシーベーコン

カロリー
（kcal/100g あたり）

設定食数

さんま味噌煮

標準価格（税別）
6缶 /1箱

標準価格 ¥480（税別）/1缶
●内容量：160g
●カロリー：402kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2

標準価格 ¥500（税別）/1缶
●内容量：80g
●カロリー：138kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2

標準価格 ¥460（税別）/1缶
●内容量：90g
●カロリー：83kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2

標準価格 ¥460（税別）/1缶
●内容量：80g
●カロリー：127kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2

標準価格 ¥480（税別）/1缶
●内容量：85g
●カロリー：378kcal
●納入単位：24缶 / 箱×2

洋風とり雑炊

¥7,700

¥46,200

380g

382kcal

1缶10食分

1缶

洋風えび雑炊

¥7,700

¥46,200

430g

471kcal

1缶10食分

1缶

洋風雑炊 小缶（スペースセーバーコンプレス）
消火器具
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水害対策

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。

12

保
料
保存
存食
食料

いつでもどこでも美味しい非常食

飲料水・給水

スープで食べる畑の恵み

ふわふわたまごの中華風スープ

元気もりもり森の卵ときのこの雑炊

ＨＯＴ
（ほっと）優しい味噌の味

美味しい非常食

美味しい非常食

美味しい非常食

中華風たまごスープ

卵ときのこの雑炊

豚汁雑炊

標準価格 オープン価格
●内容量：11g ●カロリー：40kcal
●納入単位：50袋 / 箱

標準価格 オープン価格
●内容量：8g ●カロリー：33kcal
●納入単位：50袋 / 箱

標準価格 オープン価格
●内容量：19.5g ●カロリー：75kcal
●納入単位：50袋 / 箱

標準価格 オープン価格
●内容量：23g ●カロリー：94kcal
●納入単位：50袋 / 箱

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。

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

水もどり餅 あんこ

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

●内容量：113g

標準価格 ¥440（税別）/1個
●カロリー：377kcal ●納入単位：50個 / 箱

●内容量：109g

標準価格 ¥440（税別）/1個
●カロリー：424kcal ●納入単位：50個 / 箱

水もどり餅 いそべ
●内容量：81g

標準価格 ¥440（税別）/1個
●カロリー：294kcal ●納入単位：50個 / 箱

救助工具・発電機

美味しい非常食

ミネストローネスープ

水もどり餅 あべ川

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。

避難生活

「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。

地震対策

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。

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。

カレーは、子供から大人まで食べやす
いようにマイルドな味付けです。

フリーズドライ みそ汁

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

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 ぜんざい

安心米おこげ 野菜カレー

標準価格 ¥150（税別）/1個
●内容量：10g ●カロリー：36kcal
●納入単位：200個 / 箱

標準価格 ¥150（税別）/1個
●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
●内容量：6g ●カロリー：18kcal
●納入単位：200個 / 箱

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：247kcal
●納入単位：30食 / 箱

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

標準価格 ¥380（税別）/1食
●内容量：145g ●カロリー：206kcal
●納入単位：30食 / 箱

救護・搬送・介護

災害時にも温かいスープ、
美味しいラーメンを召し上がっていただけます。

情報収集・伝達

野菜をフリーズドライすることにより、
避難生活で不足しがちな野菜を簡単に補給できます。

水害対策

美味しい非常食・フリーズドライ・ラーメン・野菜ミックス・水もどり餅・安心米おこげ・フリーズドライビスケット

非常持出用品

保存食料
水に3分間浸すだけで
食べられるお餅です。
お好みで選べる 3種類の味。

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。

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。

味噌ラーメン2食入り

野菜ミックス

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 ¥1,200（税別）/1袋（2食分）
●内容量：69.2ｇ ●カロリー：243kcal
●納入単位：2食×12袋 / 箱

標準価格 ¥1,000（税別）/1袋
●内容量：50ｇ ●カロリー：167kcal
●納入単位：30袋 / 箱 1箱

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

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。

保
料
保存
存食
食料

5年
保存

特殊ミルク

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。

長年の実績のある
ミルクアレルギー疾患用ミルク。

はぐくみ 小缶

はぐくみ 大缶

はぐくみ スティックタイプ

ニュー MA-1 大缶

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

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

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

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

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。

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。

缶入プチバゲット

ハーベスト保存缶

110g 備食カンパン

標準価格 ¥300（税別）/1缶
●内容量：85g ●カロリー：351kcal
●納入単位：24缶 / 箱

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

標準価格 ¥300（税別）/1缶
●内容量：110g ●カロリー：430kcal
●納入単位：24缶 / 箱

避難生活

チュチュベビー乳首・哺乳びん

救助工具・発電機

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。

地震対策

離乳期まで
1サイズで OK！

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。

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。

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。

ビスコ保存缶

えいようかん

氷砂糖

標準価格 ¥420（税別）/1缶
●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：40缶 / 箱×4

標準価格 ¥500（税別）/1個
●内容量：60ｇ×5本 ●カロリー：1本171kcal
●納入単位：20個 / 箱

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

空気弁の
調整が不要
たおしても
こぼれない！

チュチュベビーの乳首は
スーパークロスカット乳孔

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。

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

哺乳瓶や乳首の保管や移動・消毒にとっても便利。小
物入れや、水切りなどの工夫もあります。

救護・搬送・介護

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。

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。

水害対策

▶
くわえただけだと、乳孔
は閉じています。

吸う動作に入ると、力に
応じて乳孔が開きます。

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。

哺乳瓶や乳首などが、つけるだけで簡単除菌。食品
添加物だから安心して徹底除菌できます。

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

チュチュベビー

チュチュベビー

標準価格 ¥250（税別）/1缶
●内容量：75g ●カロリー：369kcal
●納入単位：24缶 / 箱

標準価格 ¥250（税別）/1缶
●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
●内容量：90g×70食（35食×2缶）
●カロリー：1袋454kcal ●納入単位：1箱

つけるだけタブレット24錠

ミルボックスミニ

標準価格 ¥780（税別）/1個
●納入単位：10個 / 箱

標準価格 ¥1,500（税別）/1個
●納入単位：10個 / 箱
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消火器具

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。
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情報収集・伝達

リッツ・乾パン・ビスケット・クラッカー・栄養食品・乳児用ミルク・チュチュベビー

美味しい焼きたてのバゲットをイメージしたサクッ
と軽いフランスパン風スナック。氷砂糖入り

非常持出用品

保存食料

飲料水・給水

乳児用ミルク

特定原材料等（アレルギー物質）7品目不使用

備蓄用 介護食

アレルギー特定原材料7品目不使用

スープ類やおかゆ、アルファ米を活かした白粥など、用途に合わせてご使用いただけます。

おいしいなめらか白粥

鶏レバーと野菜のおかゆ

鶏ささみと根菜のおじや

野菜入りチキンライス

炒めた玉ねぎでまろやかに仕上げた、鶏
レバー入りのおかゆです。

やわらかく仕上げた鶏ささみと根菜を煮込
んだ、優しい味わいのおじやです。

やわらかく仕上げた鶏肉、野菜と一緒に炊
き上げたチキンライスです。

かぼちゃとさつまいものシチュー

かれいと根菜の和風ごはん

野菜の炊き込みごはん

野菜をコーンベースでクリーミィーに仕上
げたドリアです。

かぼちゃとさつまいもが入ったほんのり甘
めのシチューです。

かれいと根菜を使用し、素材の風味を引
き立てた和風のごはんです。

野菜をかつおだしで炊き込んだやさしい
味のごはんです。

商品名

標準価格（税別）/1個

内容量（g）

カロリー（kcal/1食あたり） 特定原材料7品目不使用

1

2

3

4

器にいれて

お湯を注ぎ

かき混ぜれば

できあがり

『おいしいなめらか白粥』使用用途例

避難生活

離乳食・介護食

なめらかコーンドリア

従来のアルファ化米のようにお湯をかけてから戻す時間が必要ありません。
非常持出用品

保存食料

こしひかりを新アルファ化でフレーク状に加工し鮮度を保てるようアルミパックしました。
お湯を注ぐだけで、生米からつくったような、お米本来のつや、甘み、旨みを楽しめる
介護に適して
お粥ができあがります。スープを入れれば栄養価が高くとろみのある美味しいスープ粥に。
います
注いでいただくお湯の量の調整で、重湯から十分粥まで、お好みのお粥が簡単につくれます。

飲料水・給水

今までのアルファ化米のお粥のような、米粒はありません。
嚥下障害の方や咀嚼が困難になった高齢者の方に、新アルファ米のお粥は最適です。

新アルファ米
ベビーフード
（7ヵ月頃から）

保
料
保存
存食
食料

離乳食

納入単位

¥130

70g

39kcal

●

12個 / 箱×2

¥130

70g

32kcal

●

12個 / 箱×2

新アルファ米

野菜入りチキンライス

¥130

70g

39kcal

●

12個 / 箱×2

おいしいなめらか白粥

なめらかコーンドリア

¥130

70g

47kcal

●

12個 / 箱×2

かぼちゃとさつまいものシチュー

¥130

70g

32kcal

●

12個 / 箱×2

かれいと根菜の和風ごはん

¥130

70g

34kcal

●

12個 / 箱×2

野菜の炊き込みごはん

¥130

70g

31kcal

●

12個 / 箱×2

標準価格 ¥1,200（税別）/1個
●内容量：300g
●カロリー：76.2kcal（20g あたり）
●納入単位：12個 / 箱
※食器等は付属されていません。

茶粥

スープ粥

みたらし団子風

クッキー

卵焼き

八宝菜

サーモンフライ

牛乳餅

救助工具・発電機

鶏レバーと野菜のおかゆ
鶏ささみと根菜のおじや

地震対策

さけ野菜雑炊

大豆とひじきのごはん

鶏とひじきの炊き込みごはん

鮭・じゃがいも・しいたけなど、５種の食材
を加え、具だくさんに仕立てました。

大豆、ひじき、根菜、しいたけなど、６種の
具材を加え、具だくさんに仕立てました。

柔らかく仕上げた鶏肉、ひじき、野菜を加
え、かつおと昆布の風味豊かに炊きあげま
した。

レバー入り野菜のトマト煮込み

肉じゃが

甘みのあるかぼちゃをベースに、ツナ、に
んじん、炒めた玉ねぎを加えまろやかに仕
立てました。

家庭で調理しにくい鶏レバーを野菜と一
緒にじっくり煮込み、トマトの風味豊かに
仕上げました。

牛そぼろと野菜をじっくり煮込み、かつお
と昆布の風味豊かに仕上げました。

商品名

内容量（g）

¥130

100g

50kcal

●

12個 / 箱×2

大豆とひじきのごはん

¥130

100g

54kcal

●

12個 / 箱×2

鶏とひじきの炊き込みごはん

¥130

100g

50kcal

●

12個 / 箱×2

かれいと野菜のわかめごはん

¥130

100g

46kcal

●

12個 / 箱×2

ツナとかぼちゃのリゾット

¥130

100g

50kcal

●

レバー入り野菜のトマト煮込み

¥130

100g

43kcal

肉じゃが

¥130

100g

38kcal
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カロリー（kcal/1食あたり） 特定原材料7品目不使用

国産野菜にこだわり安心と一緒にお
届 け い たします。

ライスミルク×酵素

保存缶 玄米スープ +

保存缶 しじみスープ +

保存缶 野菜スープ +

標準価格 オープン価格
●内容量：150g
●カロリー：28kcal/7.5g
●納入単位：30袋 / 箱

標準価格 オープン価格
●内容量：240g
●カロリー：45.9kcal/12g
●納入単位：12缶 / 箱

標準価格 オープン価格
●内容量：240g
●カロリー：40.9kcal/12g
●納入単位：12缶 / 箱

標準価格 オープン価格
●内容量：240g
●カロリー：39.3kcal/12g
●納入単位：12缶 / 箱

納入単位

おかゆ本来のとろみを生かし、舌でつぶせる柔らか
さです。

ほんのりとした玉子の甘みが、一口ごとに広がり
ます。

鶏肉のうまみたっぷりのスープで煮込んだ中華風
がゆです。

12個 / 箱×2

おいしくミキサー 白がゆ

おいしくミキサー 玉子がゆ

おいしくミキサー 鶏だしがゆ

●

12個 / 箱×2

●

12個 / 箱×2

標準価格 ¥145（税別）/1袋
●内容量：100g ●カロリー：38kcal
●納入単位：12袋 / 箱

標準価格 ¥145（税別）/1袋
●内容量：100g ●カロリー：41kcal
●納入単位：12袋 / 箱

標準価格 ¥145（税別）/1袋
●内容量：100g ●カロリー：37kcal
●納入単位：12袋 / 箱
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消火器具

標準価格（税別）/1個

さけ野菜雑炊

栄養たっぷりの宍道湖産のしじみを自
信を持ってチョイスしました。

水害対策

ツナとかぼちゃのリゾット

創業以来の誰にでも優しいお味は時
代に合ったリニューアルを重ねてきた
証です。

救護・搬送・介護

かれいと野菜のわかめごはん
かれい、野菜、わかめを加え、昆布の風味
で磯の香り豊かに炊きあげました。

乳・そばなどのアレルギー特定原材料
７品目やグルテンを使わず、コレステ
ロールを含まない機能性飲料です。

情報収集・伝達

ベビーフード
（9ヵ月頃から）

保存食料

アンシンクの
あんしん水

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。

®

飲
水
飲料
料水
水・
・給
給水
避難生活

500ml

■硬度が4㎎ /ℓで、pH8.9の口当たりま
ろやかな軟水の弱アルカリ性天然水です。
■はっ水加工された特殊なダンボールを使
用しています。
地下1000ｍから湧き出た3万年前の水 天然アルカ
リ温泉水。高い安全性と保存性を実現しました。

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。

災害非常用5年間備蓄水 財宝

高賀の森水

500ml

500ml

標準価格 ¥160（税別）/1本
●納入単位：24本 / 箱 ※送料別途
●封筒型紙コップ×5個 同梱

2.0L 標準価格 ¥315（税別）/1本
●納入単位：6本 / 箱 ※送料別途

地震対策

2.0L 標準価格 ¥267（税別）/1本
●納入単位：6本 / 箱 ※送料別途
●簡易コップ（90ml）
×5個 同梱

救助工具・発電機

アンシンクのあんしん水・保存飲料水

2L

標準価格 ¥118（税別）/1本
●納入単位：24本 / 箱 ※送料別途

標準価格 ¥480（税別）/1本
●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

非常持出用品

災害時に一番必要なもの⁝
それは飲料水です︒

飲料水・給水
アンシンクの
あんしん水 ® 2.0L

■ 品 質 保 持 と 衛 生 面 に 配 慮し て、2L・
500ml 共にキャップシュリンク（カバー）
を施してあります。

■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。
（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。）

■ 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。

情報収集・伝達

（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。

救護・搬送・介護

｢生命のパン｣と「あんしん水」が
セットになった｢あんしんセット｣
もございます。

アンシンクのあんしん水 ® 1.5L
標準価格 ¥400（税別）/1本
●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

記念品や贈り物にもお使いいただけます。
標準価格 ¥2,500（税別）/1セット
●セット内容
｢生命のパン｣3缶＋｢あんしん水｣1.5リットル1本
●専用手提げ式化粧箱入り ●納入単位：1箱
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生命のパン

＋
あんしん水

アンシンクのあんしん水 ® 500ml
標準価格 ¥250（税別）/1本
●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

山梨県東部の大菩薩峰を水源として深成岩に浸透し
た純粋な天然水です。

山梨県東部の大菩薩峰を水源として深成岩に浸透し
た純粋な天然水です。

どっこん水

プリザベーションウォーター 5年

プリザベーションウォーター 7年

500ml

標準価格 ¥160（税別）/1本
●納入単位：24本 / 箱 ※送料別途

500ml

標準価格 ¥180（税別）/1本
●納入単位：24本 / 箱 ※送料別途

500ml

1.5L 標準価格 ¥300（税別）/1本
●納入単位：8本 / 箱 ※送料別途

2.0L 標準価格 ¥350（税別）/1本
●納入単位：6本 / 箱 ※送料別途

2.0L 標準価格 ¥420（税別）/1本
●納入単位：6本 / 箱 送料別途

標準価格 ¥250（税別）/1本
●納入単位：24本 / 箱 ※送料別途

消火器具

アンシンク あんしんセット

北越後・飯豊連峰を源とし、地下にもぐって大地のミ
ネラルをたっぷり含んで再び湧き出したお水です。

2.0L 標準価格 ¥350（税別）/1本
●納入単位：6本 / 箱 ※送料別途
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保存食料

飲
水
飲料
料水
水・
・給
給水

ウォータータンク

●サイズ：幅32×高さ37.5cm（キャップ含む）
満タン時 / 幅31×奥行19.5×高さ33cm（キャップ含む）
●内容量：6L ●納入単位：50枚 / 箱

●内容量：5L

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

非常用広口給水袋
（個包装有）標準価格 オープン価格

（個包装有）標準価格 ¥800（税別）
●サイズ：260×350×90mm
●納入単位：50個 / 箱

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。

（個包装無）標準価格 オープン価格

●内容量：5L

●内容量：6L

●納入単位：100枚 / 箱

くみたてそう

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

■組み立て分解が簡単。

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

■軽量で運搬が安易。

災害時の
飲料水確保に
大活躍

■折りたたみ式のため収納がコンパクト。

避難生活

■補強布入り塩ビシート使用による優れた耐久性。
■高周波溶着加工による気密構造。補修が簡単。
■水道法水質基準に合格（飲料用）。

抗菌伸縮ウォータージャグ

●オプション：キャップ、付属品格納袋、総合格納袋、修理セット

商品名

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10L

抗菌伸縮ウォータージャグ15L

標準価格（税別）

直径（mm）

高さ
（mm）

内容量（L）

質量（kg）

納入単位

丸型組立槽

飲料用

形式Ａ

¥075,000

1000mm

700mm

00500L

10kg

1台

丸型組立槽

飲料用

形式 B

¥088,000

1350mm

700mm

01000L

12kg

1台

丸型組立槽

飲料用

形式 C

¥113,000

1650mm

700mm

01500L

15kg

1台

飲料用

形式 D

¥138,000

2000mm

700mm

02200L

19kg

1台

飲料用

形式 E

¥198,000

2000mm

940mm

03000L

28kg

1台

丸型組立槽

飲料用

形式 F

¥263,000

2600mm

940mm

05000L

36kg

1台

丸型組立槽

飲料用

形式 G

¥548,000

3700mm

940mm

10000L

58kg

1台

マリンテナー 給水架台セット MT-1

商品名

抗菌伸縮ウォータージャグ3L

抗菌ライドウォータージャグ16L

抗菌レガート伸縮ウォータージャグ13L

■マリンテナーを使用した緊急仮設給水設備です。

標準価格（税別）

内容量（L）

納入単位

サイズ（mm）

¥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

■6 ヶ所の蛇口からスムーズに給水できます。
■蛇口付給水器との接続はカムロックです。

05L

1個

抗菌伸縮ウォータージャグ10L

¥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

抗菌伸縮ウォータージャグ15L

¥2,200

15L

1個

使用サイズ約 幅310×奥行320×高さ320mm（15L 時）
収納サイズ約 幅320×奥行330×高さ100mm

抗菌ライドウォータージャグ10 L

¥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16 L

¥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

抗菌レガート伸縮ウォータージャグ13L

¥2,100

13L

1個

使用サイズ 約70 〜 260×250×高さ400mm

■総重量約74kgと軽く、運搬が容易です。
■総合格納袋に一式を収納し、コンパクトにすることができます。

マリンテナー 給水架台セット MT-1
標準価格 ¥464,000（税別）
●内容量：500L
●納入単位：1台
●収納時サイズ：125×136×35cm
●セット総重量：約74kg

消火器具

¥1,250

■架台の組立は軽量で簡単ですので、2人で組立が可能です。

水害対策

抗菌伸縮ウォータージャグ5L

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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マリンテナー MT-1型に専用架台と蛇口付き給水器、保護シート、
総合格納袋をセットしました。架台は差込組立式なので、工具は一切使いません。
小型軽量のため設置場所確保が安易です。

救護・搬送・介護

抗菌ライドウォータージャグ10 L

情報収集・伝達

丸型組立槽
丸型組立槽

地震対策

抗菌伸縮ウォータージャグ3 L

救助工具・発電機

給水袋・ウォータータンク・ウォータージャグ・くみたてそう・給水架台セット

非常用給水袋（スパウト・スライダー付）

注出入口はねじキャップ式なので確実に止水できま
す。水を入れた状態で自立します。

非常持出用品

飲料水・給水
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。
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保存食料

避難時にすぐに役立つ非常持出セットを揃えました。
帰宅困難者用の職場での備え、家庭での備えに最適です。

飲料水・給水

非
品
非常
常持
持出
出用
用品

非常持出用品

10年保存可能な飲料水、5年保存可能な保存食、救急
用品、出血や固定等の用途で活躍する三角巾、多目的に
活躍する懐中電灯等を揃えた多くの家庭に備えられてい
る基本的なセットです。

レジャー・防災用10点セット

避難生活

非常持出セット

非常持出セットA

標準価格 ¥1,500（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容：1. 両リュック・非常持出袋 2.レスキューシート 3. 軍手 4. ロープ 5. 笛
6. 防災用ウェットティッシュ 7. 防災のしおり 8. ハンディ LED ライト 9.10. エイドバンセット
（絆創膏5枚・綿棒10P）

標準価格 ¥5,000（税別）
●納入単位：1セット
●セット内容
1. 非常持出袋 2.10年保存水500ml×２ 3. パンの缶詰 4. アルファ米
5. ばんそうこう 6. ハサミ 7. ガーゼ 8.ピンセット 9. 脱脂綿
10.とげ抜き 11. 三角巾 12. ポケットテッシュ 13. 懐中電灯（電池付）
14. 圧縮タオル 15. 滑り止め軍手

レジャー・防災用18点セット
標準価格 ¥5,000（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容
1. 両リュック・非常持出袋 2.レスキューシート 3. 軍手 4. ロープ 5. 笛 6. 防災用ウェット
ティッシュ 7.ダイナモ充電器ＦＭラジオＬＥＤライト 8. 携帯用ミニトイレ 9.ｅｃｏ便利バッグ
10. 非常用給水バッグ3Ｌ 11. 冷熱遮断アルミシート 12.13. エイドバンセット
（絆創膏5枚・綿
棒10P） 14.レスキュー簡易寝袋 15. アルミポンチョ 16. 反射安全タスキ 17. 抗菌非常用
トイレ凝固剤タイプ 18. ティーライトキャンドル10P

救助工具・発電機

防災協会認定のリュックに食品、水、給水袋等に加え防塵
マスクやサバイバルで重宝するロープ、避難生活での
暴風・防寒対策や日よけ・雨避け・目張りなど多数の用途
に使えるレジャーシートなどを揃えたセットです。

地震対策

レジャー・防災用13点セット

救護・搬送・介護

標準価格 ¥8,500（税別）
●納入単位：1セット
●セット内容
1. 非常持出袋（防災協会認定 ) 2. 包帯（2本） 3. 防塵マスク
4. パンの缶詰×2 5. ばんそうこう 6. ロープ 7.10年保存水1500ml
8. ハサミ 9. 滑り止め軍手 10. 非常用給水袋5L 11.とげ抜き
12.ビニール袋 13. ガーゼ 14.ピンセット 15.レジャーシート
16. 脱 脂 綿 17. 懐 中 電 灯 18. ラップ 19. 三 角 巾 20. 圧 縮タオル
21. ポケットティッシュ

情報収集・伝達

非常持出セットB

標準価格 ¥2,000（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容
1. 両リュック・非常持出袋 2.レスキューシート 3. 軍手 4. ロープ 5. 笛 6. 防災用ウェット
ティッシュ 7. 防災のしおり 8. ハンディLED ライト 9. 携帯用ミニトイレ 10.eco 便利バッグ
11. 非常用給水バッグ3Ｌ 12.13. エイドバンセット
（絆創膏5枚・綿棒10P）

小さなお子様からお年寄りまで、ご家族で利用できる食品
をセットにしました。10年保存可能な飲料水、5年保存
可能な保存食なので、備蓄品として最適です。贈答用に
もどうぞ。

水害対策

非常保存食ファミリーセット
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標準価格 ¥3,000（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容
1. 両リュック・非常持出袋 2.レスキューシート 3. 軍手 4. ロープ 5. 笛 6. 防災用ウェット
ティッシュ 7. 防災のしおり 8.ソーラー＆ダイナモ LED ライト 9. 携帯用ミニトイレ
10. 冷熱遮断アルミシート 11. 非常用給水バッグ3Ｌ 12. 除菌ジェル 13.14. エイドバンセット
（絆創膏5枚・綿棒10P） 15.レスキュー簡易寝袋

レジャー・防災用20点セット
標準価格 ¥8,000（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容
1. 両リュック・非常持出袋 2.レスキューシート 3. 軍手 4. ロープ 5. 笛
6.7. 防災用ウェットティッシュ×2 8. 多機能防災ラジオライト 9.10. 携帯用ミニトイレ×2
11.ｅｃｏ便利バッグ 12. 非常用給水バッグ3Ｌ 13.14. 除菌ジェル×2
15.16. エイドバンセット
（絆創膏5枚・綿棒10P） 17. ポケットティッシュ
18. ティーライトキャンドル10P 19. 防災のしおり 20. 冷熱遮断アルミシート
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消火器具

標準価格 ¥4,000（税別）
●納入単位：1セット
●セット内容
1. 10年保存水1500ml 2.10年保存水500ml×2
3. 5年保存パンの缶詰3種 4.5年保存アルファ米3種
5. 5年保存リッツ保存缶 S 缶

レジャー・防災用15点セット

保存食料
飲料水・給水

標準価格 ¥8,000（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容：1.リュック型ピラミッドバッグ 2.レスキューシート 3. 防災用ウェットティッシュ
4.ダイナモ充電器 FM ラジオ LED ライト 5. 携帯用ミニトイレ 6. 軍手 7. ロープ 8. 笛
9. 反射安全タスキ 10. ティーライトキャンドル10P 11. 冷熱遮断アルミシート 12. 非常用給
水バッグ3L 13. 抗菌非常用トイレ凝固剤タイプ 14.レスキュー簡易寝袋 15ｅｃｏ便利バッグ

標準価格 ¥5,000（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容
1.リュック型ピラミッドバック 2.レスキューシート 3. アルミポンチョ 4. ハンディLEDライト
5. 反射安全ベスト 6. 携帯用ミニトイレ 7. 軍手 8. ロープ 9. 笛
10. 防災用ウエットティッシュ

帰宅困難者防災15点セット

車載・防災18点セット

標準価格 ¥2,500（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容
1.A4ファイルケース 2. 反射安全タスキ 3.レスキューシート 4. 携帯用ミニトイレ
5. ティーライトキャンドル10P 6. 除菌ジェル 7. ハンディLEDライト 8. 非常用給水バック3L
9. エアー枕 10.eco 便利バッグ 11. 防災用ウエットティッシュ 12. アイマスク
13. マスクケース（マスク2枚付 ) 14.15. エイドバンセット
（絆創膏5枚・綿棒10P）

標準価格 ¥8,000（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容
1.リュック型ピラミッドバック 2.レスキューシート 3. アルミポンチョ
4.ソーラー＆ダイナモ LED ライト 5.レスキュー簡易寝袋 6. 反射安全ベスト
7. 携帯用ミニトイレ 8. 軍手 9. ロープ 10. 笛 11. 防災用ウエットティッシュ 12. 折りたた
みウォーターバッグ 13. 抗菌性携帯トイレ 14. エアー枕 15. 冷熱遮断アルミシート
16.ｅｃｏ便利バッグ 17.18. エイドバンセット
（絆創膏5枚・綿棒10P）

帰宅困難者防災20点セット

車載・防災20点セット

標準価格 ¥3,500（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容
1.A4ファイルケース 2. 反射安全タスキ 3.レスキューシート 4. 携帯用ミニトイレ
5. ティーライトキャンドル10P 6. 除菌ジェル 7. ハンディLEDライト 8. 非常用給水バック3L
9. エアー枕 10.eco 便利バッグ 11. 防災用ウエットティッシュ 12. アイマスク
13. マスクケース（マスク2枚付） 14.15. エイドバンセット
（絆創膏5枚・綿棒10P）
16. 軍手17. ロープ 18. 笛 19. スモークシャットアウト 20. 抗菌非常用トイレ凝固剤タイプ

標準価格 ¥10,000（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容
1.リュック型ピラミッドバック 2.レスキューシート 3. アルミポンチョ 4. ソーラー＆ダイナモ
LED ライト
5. 反射安全ベスト 6. 携帯用ミニトイレ 7. 軍手 8. ロープ 9. 笛
10. 防災用ウエットティッシュ 20枚入り 11. 非常用給水バッグ3L 12. 抗菌性携帯トイレ
13. エアー枕 14. 冷熱遮断アルミシート 15.ｅｃｏ便利バッグ 16.17. エイドバンセット
（絆創
膏5枚・綿棒10P） 18.コンパクトあったかフリース 19. 防災のしおり 20. アイマスク

避難生活

非常持出セ ッ ト

リュック型ピラミッドバッグ防災15点セット

標準価格 ¥5,000（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容：1.リュック型ピラミッドバッグ 2.レスキューシート 3. 防災用ウェットティッシュ
4.ソーラー＆ダイナモ LED ライト 5. 携帯用ミニトイレ 6. 軍手 7. ロープ 8. 笛 9. ティーラ
イトキャンドル10P 10. 冷熱遮断アルミシート 11. 防災のしおり 12. 非常用給水バッグ3L

車載・防災10点セット

標準価格 ¥1,500（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容
1.A4ファイルケース 2. 反射安全タスキ 3.レスキューシート 4. 携帯用ミニトイレ
5. ティーライトキャンドル10P 6. 除菌ジェル 7. ハンディLED ライト

非
品
非常
常持
持出
出用
用品

非常持出用品
リュック型ピラミッドバッグ防災12点セット

帰宅困難者防災7点セット

救助工具・発電機

標準価格 ¥12,000（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容：1.リュック型ピラミッドバッグ 2.レスキューシート 3. 防災用ウェットティッシュ
4.ダイナモ充電器 FM ラジオ LED ライト 5. 携帯用ミニトイレ 6. 軍手 7. ロープ 8. 笛
9. 反射安全タスキ 10. ティーライトキャンドル10P 11.コンパクトあったかフリース
12. 非常用給水バッグ3L 13. 抗菌非常用トイレ凝固剤タイプ 14.レスキュー簡易寝袋
15ｅｃｏ便利バッグ 16. アルミポンチョ 17. エアー枕 18. アイマスク 19. 防災のしおり
20. マスクケース（マスク2枚付）

情報収集・伝達

リュック型ピラミッドバッグ・フリース防災20点セット

標準価格 ¥10,000（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容：1.リュック型ピラミッドバッグ 2.レスキューシート 3. 防災用ウェットティッシュ
4.ダイナモ充電器 FM ラジオ LED ライト 5. 携帯用ミニトイレ 6. 軍手 7. ロープ 8. 笛
9. 反射安全タスキ 10. ティーライトキャンドル10P 11. 冷熱遮断アルミシート
12. 非常用給水バッグ3L 13. 抗菌非常用トイレ凝固剤タイプ 14.レスキュー簡易寝袋
15ｅｃｏ便利バッグ 16. アルミポンチョ 17. エアー枕 18. アイマスク
19. 携帯用ケース付耳栓 20. マスクケース（マスク2枚付）

地震対策

リュック型ピラミッドバッグ防災20点セット

救護・搬送・介護
水害対策

リュック型ピラミッドバッグ・フリース防災40点セット
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消火器具

標準価格 ¥20,000（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容
1.リュック型ピラミッドバッグ 2.レスキューシート 3. 防災用ウェットティッシュ
4. 多機能防災ラジオ・ライト 5.6.7. 携帯用ミニトイレ×3 8. 軍手 9. ロープ 10. 笛
11. 反射安全タスキ 12. ティーライトキャンドル10P 13.コンパクトあったかフリース
14. 非常用給水バッグ3L 15. 抗菌非常用トイレ凝固剤タイプ 16.レスキュー簡易寝袋
17.ｅｃｏ便利バッグ 18. アルミポンチョ 19. エアー枕 20. アイマスク
21. 携帯用ケース付耳栓 22. マスクケース（マスク2枚付） 23.24.25除菌ジェル×3
26.タオル 27.28.29ポケットティッシュ×3 30. 防災のしおり 31. ガーゼ包帯
32. 生理用10枚入り 33. スモークシャットアウト 34. 絆創膏5枚 35. 綿棒10P
36.コットンパフ3枚 37. ワンタッチ包帯 38. 爪切り 39. 毛抜き 40. ハサミ

保存食料

リュックなのに折りたためて便利！
！
反射テープ付で夜間でも安全に役立ちます。

飲料水・給水

標準価格 ¥1,200（税別）
●カラー：ブラック、オレンジ（色指定可）
●サイズ：約240×420×110mm
●材質：ポリエステル、反射板、PP（吊具）
●納入単位：1個

女性の為の防災10点セット

標準価格 ¥3,000（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容
1. 蛍光リュックバック 2. 女性用レスキューシート 3. パステルカラー軍手
4. 防災用ウェットティッシュ 5. ハンディLED ライト 6. 生理用品10枚入り
7. 女性用携帯用ミニトイレ

標準価格 ¥5,000（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容
1. 蛍光リュックバック 2. 女性用レスキューシート 3. パステルカラー軍手 4. 防災用ウェット
ティッシュ 5. ハンディLED ライト 6. 生理用品10枚入り 7. 女性用携帯用ミニトイレ
8. 防災のしおり 9. 非常用給水バック3L 10. 女性用あんしんトイレポンチョ

アルミずきん
標準価格 ¥3,150（税別）
●サイズ：280×490mm
●納入単位：1個

（財）
防炎協会認定品

「イザ」という時のための折り畳み式
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」
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。

▶

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。

避難生活
救助工具・発電機

カラーバリエーション

防災ヘルメット IZANO
標準価格 ¥4,600（税別）
●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

地震対策

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。

女性の為の防災25点セット

標準価格 ¥8,000（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容
1. 蛍光リュックバック 2. 女性用レスキューシート 3. パステルカラー軍手
4. 防災用ウェットティッシュ 5.ソーラー＆ダイナモＬＥＤライト 6. 生理用品10枚入り
7. 女性用携帯用ミニトイレ 8. 抗菌非常用トイレ凝固剤タイプ 9. 非常用給水バック3L
10. 除菌ジェル 11. 女性用あんしんトイレポンチョ 12. 絆創膏5枚 13. 綿棒10Ｐ
14.コットンパフ10Ｐ 15. ワンタッチ包帯 16. 爪切り 17. 毛抜き 18. ハサミ
19. マイクロファイバーフェイスタル 20. 女性用レスキュー簡易寝袋

標準価格 ¥10,000（税別） ●納入単位：1セット
●セット内容
1. 蛍光リュックバック 2. 女性用レスキューシート 3. パステルカラー軍手
4. 防災用ウェットティッシュ 5.ダイナモ充電器ＦＭラジオＬＥＤライト
6. 生理用品10枚入り 7. 女性用携帯用ミニトイレ 8. 抗菌非常用トイレ凝固剤タイプ
9. 非常用給水バック3L 10. 除菌ジェル 11. 女性用あんしんトイレポンチョ
12. 絆 創 膏5枚 13. 綿 棒10Ｐ 14. コットン パフ3枚 15. ワンタッチ 包 帯 16. 爪 切り
17. 毛抜き 18. ハサミ 19. マイクロファイバーフェイスタル 20. ティーライトキャンドル10P
21. 女性用レスキュー簡易寝袋 22. 女性用金銀レスキューシート
23. マスクケース（マスク2枚付 ) 24.eco 便利バッグ 25. 防災のしおり

防災用キャップ

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）
●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）
●（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

アメリカンキャップスタイルの新定番

救護・搬送・介護

女性の為の防災20点セット

情報収集・伝達

非常持出セット・非常持出袋・リュック・ずきん・キャップ・ヘルメット

女性の為の防災7点セット

特殊耐熱耐火アルミ加工・反射テープ付。耳穴付で
声がはっきり聞こえます。

非
品
非常
常持
持出
出用
用品

非常持出用品

携帯用リュック

定番 MP スタイルの ABS バージョン

水害対策

両手が使えるナップザックの綿帆布製非常袋です。
イザという時のために。

たっぷり入る大きめサイズ。防炎加工（難燃性）、
前面にポケット付。肩ベルトの調整できます。

非常持出袋 A/リュック式

非常持出袋 B/ ナップザック式

非常持出袋 / 大型リュック Bタイプ

標準価格 ¥3,800（税別）
●サイズ：400×405×70mm
●納入単位：1個

標準価格 ¥1,800（税別）
●綿帆布製 ●サイズ：470×350mm
●納入単位：1個

標準価格 ¥6,000（税別）
●サイズ：450×355×200mm
●納入単位：1個
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（財）
防炎協会認定品

（財）
防炎協会認定品

ヘルメット A-01型 HAIE 式 A

ヘルメット MPA 型 PME 式 A

標準価格 ¥3,100（税別）
●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

標準価格 ¥2,900（税別）
●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

児童用防災ヘルメット
MM 型 PA-P 式 A
標準価格 ¥3,300（税別）
●飛来落下物用のみ ●カラー：白 /クリーム / 黄
●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
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消火器具

袋にまちが付いているので、色々なものを入れること
ができます。難燃性繊維を使用。

標準価格 ¥350（税別）
●カラー：シルバー
●サイズ：約2130×1370mm/1枚あたり
● PP 袋サイズ：約110×123×23mm
●包装形態：PP 袋入（重量：約100g）
●材質：アルミ蒸着ポリエステル
●納入単位：1個

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。

緊急用ホイッスル

標準価格 ¥150（税別）
●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）
●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

避難生活

レスキューシート 2枚セット

標準価格 ¥180（税別）
●カラー：シルバー
●サイズ：約2130×1370mm
● PP 袋サイズ：約95×115×12mm
●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個

ホイッスル付 LED ライトキーホルダー

非
品
非常
常持
持出
出用
用品

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。

救助工具・発電機

合図灯に警笛を内蔵、大音量警告音。
高輝度９ＬＥＤ採用。コンパクトで使い易く、また景品などにも最適です。

発光させながらの使用も可能です。ベルト留め付き。

GP ライト 9LED

警笛付き高輝度合図灯 MB1100R

標準価格 オープン価格
●テスト用 単4乾電池 3本付
●カラー：ブルー / パープル /レッド/グリーン
●納入単位：1個

標準価格 オープン価格
●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

2本

緊急用車載セット
金・銀レスキューシート
（リバーシブルタイプ）
（ホルマリン・X 線・保温率検査書あり）

畳めば
ポケットにも入る

標準価格 ¥30,000（税別）
●サイズ：330×240×210mm
●カラー：オレンジ
●納入単位：1個
●セット内容：
1. プラダンケース
2. キンキュートイレ（５回〜８回用）
3.ダイナモ充電器 FM ラジオ LED ライト
4. 給水袋ハンディー・ロンテナー
5. 緊急脱出用ハンマー DASH2
6.コンパクトエアーベット
7. お助けセット
8. 救急セットミニ
9. 非常用ビスケット＆保存水

救護・搬送・介護

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。

緊急用車載セット

情報収集・伝達

標準価格 ¥200（税別）
●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100×120×18mm
●包装形態：PP 袋入（重量 / 約53g）
●納入単位：1個

車の運転中に災害に遭った時に最低限必要なア
イテムをセット。非常時や渋滞などでも、暫くは
車中で滞在できるように保存食、トイレ、ラジオ、
仮眠用エアマットが入っています。
風水害による社内浸水が起きた場合の緊急脱出
ハンマーもセット。

地震対策

レスキューシート・簡易寝袋・ホイッスル・ライト・合図灯・緊急用車載セット

レスキューシート

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

飲料水・給水

非常持出用品

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。

保存食料

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！

水害対策

コンパクトサイズ

レスキュー簡易寝袋
（ホルマリン・X 線検査書あり）
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消火器具

標準価格 ¥480（税別）
●カラー：シルバー
●使用時サイズ：1000×2000mm
● PP 袋サイズ：約90×135×30mm
●包装形態：PP 袋入（重量 / 約80g）
●納入単位：1個

30

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。

マンホールに設置すれば排泄物処理の
手間がなくなります。工具なしで簡単に設置できます。

トイレ手すり付

飲料水・給水

【テント】折り畳み式／広げて40秒。しまって60秒。

1

2

非常持出用品

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。

マンホールガイド

簡易トイレ

マンホールカバー

収納バックからテントのセットを取り出
します。

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。

マンホール対応テントトイレ NEW LEC Ⅳ

4

避
避難
難生
生活
活

標準価格 ¥62,800（税別）

3

テント・トイレ（脚・便座）
●収納時：
（ダンボール収納）幅720×高720×奥行220mm ※段ボール１箱に収まります
●設置時：幅1,250×高1,800×奥行1,250mm
マンホールカバー 縱660×横660mm マンホールガイド 直径180mm（最大250mm）
●納入単位：1セット

テント付簡易トイレ LEC Ⅳ 背もたれ君総合セット

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。

テントは雨にも強く、逆光でも透けな
いので安心です。

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。

トイレ消耗品 LECクリーン（大小便兼用）

地震対策

トイレのご利用時には、
消耗品（便袋）が必要です。

避難所にはお年寄りや体の不自由な方もいらっしゃいます。
防災用トイレの20％程度は要介護者用トイレを備蓄してください。

救助工具・発電機

標準価格 ¥41,750（税別）
●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

車椅子で入れます。
トイレは手すり付です。

標準価格 ¥12,500（税別）
●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

標準価格

情報収集・伝達

要介護者用トイレ 絆
¥46,300（税別）

テント・トイレ（脚・便座）

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。

●収納時：
（ダンボール収納）幅720×高700×奥行220mm
●設置時：幅1,800×高1,800×奥行1,800mm
●納入単位：1セット

救護・搬送・介護

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 ¥42,000（税別）
●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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テント付簡易トイレ LEC Ⅳ（手すり付タイプゆったり君）

標準価格 ¥275,000（税別）
●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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保存食料

抗菌剤入り、簡易トイレセット。5回分 10年間保存可能。

抗菌剤入り、簡易トイレセット。100回分 10年間保存可能。

飲料水・給水

トイレ急便 100回用
標準価格 ¥15,000（税別）
●セット内容：
凝固剤 / アルミ蒸着フィルム個装×100包・
排便処理袋 /PE（黒）W650×500mm 厚み0.025mm×100枚・
収納袋 /PE（半透明）W650×850mm 厚み0.03mm×10枚・
取扱い説明書1枚 ●納入単位：1箱

ハンディタイプなので携帯に便利です。

しっかり除菌アルコール配合。ふんわりやわらか仕上。

しっかり除菌アルコール配合。ふんわりやわらか仕上。

除菌ハンディウェット
10枚入×3 WTY-JH310

ウェットティッシュ除菌ボトル
WTY-JB100（100枚入）

ウェットティッシュ詰め替え用
WTY-JT100（100枚入）

標準価格 ¥180（税別）
●サイズ：幅6.8×奥行1.3×高さ14cm
●納入単位：1個

標準価格 ¥380（税別）
●サイズ：幅10.2×奥行10.2×高さ17.5cm
●納入単位：1個

標準価格 ¥280（税別）
●サイズ：幅9.5×奥行7×高さ21cm
●納入単位：1個

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。

2.5

標準価格 ¥1,800（税別）
●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）
●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
●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）
●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

ふんわりやわらか仕上げです。敏感肌に優しいタイプ。

ふんわりやわらか仕上げです。敏感肌に優しいタイプ。

災害備蓄用トイレットペーパー

除菌ウェットティッシュ ノンアルコール
ボトル WTY-NB100（100枚入）

除菌ウェットティッシュ ノンアルコール
詰替え用 WTY-NT100（100枚入）

標準価格 ¥170（税別）
●サイズ：幅43×奥行33.5×高さ20cm
●納入単位：1個

標準価格 ¥130（税別）
●サイズ：幅35.5×奥行23×高さ19.5cm
●納入単位：1個

標準価格 オープン価格
●ロール仕様：芯なし 幅114mm×長さ150m
●パックサイズ：113mm×226mm×342mm
●納入単位：6ロール / パック 8パック/ 箱×5箱

地震対策

機能的で使い易い！
排泄物をゼリーに包んでそのまま流せる！

防災用トイレの処理剤 7回分
TPS-7B

防災用トイレの処理剤 30回分
TPS-30B

防災用トイレの処理剤トイレセット
TPS-420B

標準価格 ¥1,500（税別）
●納入単位：1袋

標準価格 ¥6,000（税別）
●納入単位：1箱

標準価格 ¥14,000（税別）
●納入単位：1個

防災用ウェットティッシュ大判20枚入

5年保証 超・防災用ウェットティッシュ 20枚入（国産品）

標準価格 ¥250（税別）
●商品サイズ：
約200×300mm/PP 袋サイズ 約127×200×25mm
●包装形態：ピロー包装（重量 約150g）
●材質：不織布
●納入単位：108個 / 箱 1箱

標準価格 ¥200（税別）
●商品サイズ：
約150×200(/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：1個

救護・搬送・介護

排泄時・処理時の飛び散り・
跳ね返りを軽減します！

情報収集・伝達

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。

排泄時・処理時の飛び散り・
跳ね返りを軽減します！

救助工具・発電機

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）

避
避難
難生
生活
活

通常のトイレットペーパーに比べ
長 巻︵ 倍︶の為︑収 納スペース
も 半 分！ 芯 が ないので ゴミ も
発生しません︒

携帯トイレ・ウェットティッシュ・トイレットペーパー・プレシャスブランカ

標準価格 ¥750（税別）
●セット内容：
凝固剤 / アルミ蒸着フィルム個装×5包・
排便処理袋（PE 製黒）W650×500mm 厚み0.025mm×5枚・
収納袋（PE 製半透明）W400×650mm 厚み0.03mm×1枚
●納入単位：1袋

非常持出用品

避難生活

トイレ急便 5回用

フランス製非常時のトイレです。
ロール状に収納された排尿（便）袋の中に吸収凝固パッドが入っており簡単に処理ができます。
介護用品として、非常時や、ドライブ、アウトドアなどで簡単便利に使えます。

水害対策

1箱に20回分のトイレがロール状に入っています。

水は、使いません。泡は、たちません。それでも！汚れを落とします。

標準価格 ¥2,980（税別）
●商品サイズ：約650×380mm（1回分）/ 箱入サイズ：約115×200×115mm
●梱包携帯：箱入り
（重量 約770g）
●材質：ポリエチレン、高吸収性ポリマー
●納入単位：18個 / 箱 1箱

プレシャスブランカ ボトル（300回分）

プレシャスブランカ 詰替え（1000回分） プレシャスブランカ 携帯用（90回分）

標準価格 ¥2,200（税別）
●容量：300ml
●納入単位：10本 / 箱 1箱

標準価格 ¥3,800（税別）
●容量：1000ml
●納入単位：4袋 / 箱 1箱

標準価格 ¥1,300（税別）
●重量：90g
●納入単位：20本 / 箱 1箱

使用後は、紐を縛って簡単に処理できます。
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ケアバック 非常時トイレ（20回分）

保存食料

真空パック毛布

ダンボールパーテーションＤ3
被災者の避難所生活の「質」を守るために！
精神的、肉体的な我慢を強いられる避難所生活。被災者の負担を少しでも軽減するため、
生活空間を確保できるパーテーションの準備を始めませんか。

1. 保湿性が高い！

避難生活

避難所用
ダンボール
パーテーション
の魅力！

2. 工具不要、簡単組立て！
！
3. すべてダンボールだから
環境にやさしい！
！

飲料水・給水

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。

4. 簡単撤去
1セットでここまでできる

素材

日本製

防炎

難燃制菌エコ・織毛布（特定用途）

¥7,800

1.3kg

素材難燃ポリエステル50％以下
再生素材制菌ポリエステル50％以上

●

●

●

●

難燃制菌エコ・織毛布 ( 一般用途）

¥7,500

1.3kg

素材難燃ポリエステル50％以下
再生素材制菌ポリエステル50％以上

●

●

●

●

難燃エコ・織毛布
スーパーエクスターⅡ

¥5,900

1.3kg

●

●

●

●

¥6,300

1.6kg

難燃アクリル系・織毛布
ノンバー

¥5,800

1.3kg

¥6,400

1.6kg

¥6,100

1.3kg

¥6,400

1.6kg

¥5,600

1.3kg

¥5,900

1.6kg

¥5,900

1.3kg

¥6,100

1.6kg

難燃フリース毛布

¥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

¥4,000

860g

ポリエステルフィラメント糸100％

難燃アクリルエコ・織毛布

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

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％

アクリル100％

（公財）日本環境協会 エコマーク認定品

SEK マーク制菌加工繊維製品認証品（特定用途）
医療機関・介護施設及び行政機関が必要と認めて指定する業務用
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
（特定用途・赤）付毛布

グリーン

●

SEK

●

世帯ごとにダンボール製のパーテーションで場所を仕切り、最低
限のプライバシーを守りながら過ごす。今やなくてはならない
パーテーションですが、災害発生直後は行政職員をはじめとした
被災者自らの手で組み立てをしなくてはならない事が多いようで
す。道具や人手が限られた環境で確実に組み立てられることも重
要な性能です。

納入単位

10枚 / 箱

●

10枚 / 箱

ダンボールパーテーションＤ3

10枚 / 箱

●

●

●

10枚 / 箱

●

●

10枚 / 箱

●

●

10枚 / 箱

●

●

●

●

10枚 / 箱

●

●

●

●

10枚 / 箱

●

●

●

10枚 / 箱

●

●

●

10枚 / 箱

●

10枚 / 箱

●

10枚 / 箱
●

最適な厚みで強度を確保
【壁】厚さ3mm のダンボールを2枚張り合わせた独自の材料構成です。
ダンボール特有のゆがみを抑えつつ、壁としての強度も保持しています。
【床】厚さ3mm と5mm のダンボールを張り合わせた8mm のダンボールを
使用することで床の冷たさを遮断します。
【柱・ジョイント】5mm のダンボールで過剰な厚みは抑え、扱いやすく、折り
曲げやすくしました。

標準価格 ¥97,000（税別）
壁×52枚 床×48枚 柱×46本 ジョイント×92個
●部品サイズ：壁×52枚 幅883×高さ900×厚さ6mm
床×48枚 幅900×奥行900×厚さ8mm
柱×46本 幅80×奥行80×高さ900mm
ジョイント×92個 幅71×奥行71×高さ88mm
●保管スペース 1セット：幅1077×奥行925×高さ932mm
●総重量：93.3kg
●納入単位：1セット

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。

10枚 / 箱
10枚 / 箱
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に改良！ 脚の補強板厚みを増し、
地面が凹凸なところでも脚が変形しないよう補強プレート
を加工しました。また身長のある方でもご利用いただけ
るよう、サイズを2種類ご用意しました。

グリーン購入法適合品

SEK マーク制菌加工繊維製品認証品（一般用途）
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

折り畳み式アルミ簡易ベット

標準価格 ¥15,000（税別）
●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

KB-1900 標準価格 オープン価格

母子の添い寝にも十分。授乳も着替えもできます。マットもあり
冬でも暖かくすごせます。空気孔もあり結露を防げます。

●サイズ：幅630×長さ1900×高さ460mm ●収納サイズ：幅260×長さ180×高さ950mm
●重量：12.2kg ●耐荷重：200kg ●生地：ポリエステル600D（防水、防炎加工）
●納入単位：1台

KB-2000 標準価格 オープン価格
●サイズ：幅700×長さ2000×高さ460mm ●収納サイズ：幅260×長さ180×高さ1000mm
●重量：12.8kg ●耐荷重：200kg ●生地：ポリエステル600D（防水、防炎加工）
●納入単位：1台

水害対策

避難所や
職場の
帰宅困難者に！

救護・搬送・介護

エクスギア アルミGI キャンピングベッド

情報収集・伝達

防炎

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％

エコ グリーン SEK

地震対策

重量

救助工具・発電機

標準価格（税別）/1枚

6 畳なら
4 部屋

避
避難
難生
生活
活

商品名

4.5畳なら
5 部屋

非常持出用品

毛布・タオル・ダンボールパーテーション・ベット・睡眠シェルター

3 畳なら
6 部屋

10パックを１ケースに梱包して
お届けいたします。
1.3kg 圧縮毛布の1/3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。

アルミ蒸着フィルムにタオルを入れ、真空パック加工
したものです。

不織布毛布

アルミ転写毛布

災害用タオル

標準価格 ¥2,800（税別）
●重量：470g ●使用時サイズ：1400×2000mm
●圧縮サイズ：横19.5×奥行270×高さ3.5mm
●納入単位：10枚 / 箱 1箱

標準価格 オープン価格
●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

20枚パック 標準価格 ¥38,000（税別）
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●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）
●納入単位：50枚パック×10

1箱

睡眠シェルター やすらぎ
標準価格 ¥15,500（税別）
●使用時サイズ：長さ200×奥行73×高さ73cm
●収納時サイズ：
（ダンボール収納）長さ57×奥行22×高さ67cm
●セット内容：テント・エアマット・ピロー（枕）
●納入単位：1台
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真空脱気パックで圧倒的なコンパクト化に圧縮。備
蓄スペースをすくなくすることに成功しました。

保存食料

■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。

サイズ・カラーも色々選べます。

2

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。

4

標準価格 ¥100000 〜（税別）

ブレーリー封筒型シュラフ600

標準価格 ¥4,800（税別）
●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

標準価格 ¥3,800（税別）
●サイズ：幅75×長さ185cm
●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

標準価格 ¥3,800（税別）
●サイズ：幅75×長さ185cm
●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：10枚 / 箱

スーパーコンパクトシュラフ200

フリースクッションシュラフ

シートde ポンチョ 2wayタイプ

標準価格 ¥7,500（税別）
●サイズ / 幅80×長さ190cm
●重量：約780g
●材質：表地ポリエステル100％ 裏地 / ポリエステル100％
中綿 / ポリエステル100％（マイクロファイバー）
●納入単位：1個

標準価格 ¥4,500（税別）
●サイズ：幅75×長さ190cm
●収納サイズ：約40×30×10cm
●材質：ポリエステル100％
●納入単位：1個

標準価格 ¥1,200（税別）
●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

シルバーキャンピングジャバラマットL

シルバーキャンピングジャバラマットM

コンパクトあったかフリース

標準価格 ¥2,800（税別）
●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 ¥2,400（税別）
●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 ¥2,300（税別）
●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

グリーン

ブレーリー封筒型シュラフ600

ネイビー

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

フレームを支柱のロックがかかるまで
広げていきます。

避
避難
難生
生活
活

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。

■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。

サイズ・カラーも色々選べます。

1

2

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。

3

ワンタッチ ひろびろ空間キングテント

地震対策

フレームと天幕を準備します。

75×190cm

救助工具・発電機

テント・シュラフ・ジャバラマット・エアーベッド・他
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ワンタッチ オールアルミ60秒テント

フェルノ封筒型シュラフ800 ダークネイビー

非常持出用品

避難生活

フレームと天幕を準備します。

飲料水・給水

1

4

標準価格 ￥88000 〜（税別）

情報収集・伝達

1間×1.5間〜 3間×5間迄各種
●カラー：
●生産国：
●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・TSクリップで固定
●納入単位：1張

天幕を固定して、完成です。

組立が簡単なワンタッチフレームを採用。
後面にメッシュ窓を装備。災害時のトイレに。

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。

コンパクトエアーベッド

標準価格 ¥22,000（税別）
●サイズ：約120×120×183cm ●収納サイズ：約78×13×13cm ●重量：約2.9kg
●材質：本体ウォール ポリエステル70D（シルバーコーティング・防水）
・
メッシュ部分 ポリエステルノーシームメッシュ・ポール φ7.9グラスファイバー
●納入単位：1個

標準価格 ¥1,700（税別）
●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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●重量：1.1kg

空気入れ付

緊急寝具セット

消火器具

シャイニーリゾートクイックルーム UV

標準価格 ¥12,000（税別）
●サイズ：約120×120×190cm ●収納サイズ：約外径56×厚さ6cm
●材質：幕体ポリエステル70D（シルバーコーティング・防水）
・
フレーム /グラスファイバーφ3.5mm
●キャリーバック付 ●納入単位：1個

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。

水害対策

シャイニーリゾートポップアップ着替えテント UV

救護・搬送・介護

パッと素早く形になる、設営・収納がラクラク！
着替えやシャワールームに最適！

天幕を被せます。
片側ずつ支柱を起こしていきます。

標準価格 ¥11,000（税別）
●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
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保存食料

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。

ライト取り外し例

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

リムーブＬＥＤランタンＤＸミニ

標準価格 ¥3,200（税別）
●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

標準価格 ¥8,000（税別）
●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乾電池3個使用（別売）
×2 ●納入単位：1個

標準価格 ¥6,800（税別）
●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型乾電池3個使用（別売）
×2 ●納入単位：1個

レギュラー LED ランタン

避
避難
難生
生活
活

5通りの使い方が可能。ライトは取り外しできます。

非常用圧縮7点セット

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。

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。

非常用圧縮 軍手とタオル

コンパクト圧縮タオル

非常用圧縮 肌着

標準価格 ¥480（税別）
●セット内容：軍手・タオル ●圧縮サイズ：95×65×25mm
●納入単位：1個

標準価格 ¥300（税別）
●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 ¥1,700（税別）
●セット内容：Tシャツ・ブリーフ
●圧縮サイズ：110×70×26mm

男性用

●納入単位：1個

レッド

標準価格 ¥2,000（税別）
●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

レギュラー LED ランタン
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PM2 5マスク

N95マスク ANK-3

●サイズ：幅13.5×高さ8cm

女性用

標準価格 ¥1,700（税別）
●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

ふつうサイズ

標準価格 ¥700（税別）
●サイズ：幅19.5×高さ9.5cm
●納入単位：1個

●納入単位：1個

ふつう NPK-5PM 標準価格 ¥580（税別）
●サイズ：幅16.5×高さ9cm

●納入単位：1個

標準価格 ¥6,000（税別）
●サイズ：約外径95×高さ225mm（持ち手含まず）
●重量：約380g（乾電池含まず） ●電源：単4形乾電池3個
使用（別売） ●納入単位：20個 / 箱 1個

14LED マルチパワーランタン（電池付）

台風・地震・アウトドアに！万一の災害に備えて安心。

標準価格 ¥1,500（税別）
●カラー：ブラック ●サイズ：約φ63×122mm
●サイズ：約70×70×140mm
●包装形態：化粧箱入（重量：約250g）
●材質：ABS 樹脂（ポリウレタン塗装）
●納入単位：1個

非常用ローソクセット（マッチ付）

携帯に便利なカラビナ付ソーラー充電器！
裏面には、電池残量チェッカーが
付いています。

細かなサイズ展開で、一人一人に合ったサイズをお選びいただけます。

標準価格 ¥380（税別）
●サイズ：約φ35×33mm/1個
●燃焼時間：約8時間
●納入単位：1個

救護・搬送・介護

非常用圧縮 肌着

ユースフル ダイナモ＆乾電池式
LED ランタン

スマートフォン及び
一般携帯電話への充電時間
（フル充電時）約2時間。
ソーラー充電 /
約10 〜 12時間。

水害対策

歩きながら
ソーラー充電

プリーツ型マスク

プリーツ型マスク

NRN-60PS 小さめサイズ

NRN-60PM ふつうサイズ

NRN-60PL 大きめサイズ

標準価格 ¥840（税別）
●サイズ：幅14.5×高さ9cm
●納入単位：60枚 / 箱 1箱

標準価格 ¥840（税別）
●サイズ：幅16.5×高さ9cm
●納入単位：60枚 / 箱 1箱

標準価格 ¥840（税別）
●サイズ：幅17.5×高さ9cm
●納入単位：60枚 / 箱 1箱
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水道水または清潔な水があれば、どこでも洗浄・すす
ぎ・脱水ができます。コンパクト収納袋にも使用可能。

携帯洗濯袋 せんたくん
標準価格 ¥720（税別）
●セット内容：本体1枚・液体石鹸2個
●サイズ：280×480mm ●重量：63g

カラビナ付ソーラー充電器
①

●納入単位：1個

②

③

④

① USB 充電ケーブル ② 携帯電話用充電ケーブル
③・④ 携帯電話充電用（FOMA、au、softBank）

標準価格 ¥5,000（税別）
●サイズ：約130×71×17mm
● USB 充電：約5 〜 6時間。
●容量（内蔵電池容量）2500mah
●納入単位：1個

40

消火器具

プリーツ型マスク

情報収集・伝達

45

地震対策

5

こども NPK-5PC 標準価格 ¥580（税別）

標準価格 ¥4,500（税別）
●サイズ：約外径150×高さ250mm（持ち手含まず）
●重量：約670g（乾電池含まず）
●電源：単1形乾電池4個（別売）
●電池寿命：連続約60時間
●納入単位：1個

３通りの使い方ができるコンパク
トな多機能ライト︒

4

折りたたみ式 N95マスク米国 NIOSH 認定

ロフティ LED ランタン

グリーン

標準価格 ¥2,000（税別）
●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
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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。

救助工具・発電機

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。

充 電 の目 安 約
/ 分 間レバー を
回 す こ とで︑ 球 = 分・ 球
= 分間使用可能です︒

非常用圧縮セット・マスク・携帯洗濯袋・ランタン・ローソク・ソーラー充電器

手でほぐして使用する圧縮タイプ。

非常持出用品

非常用10点セット

標準価格 ¥4,000（税別）
●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

飲料水・給水

避難生活

ライト取り外し例

保存食料
飲料水・給水

マイボンベ L

標準価格 オープン価格
●サイズ：幅33.5×奥行27.5×高さ10.6cm
●重量：1.8kg
●最大発熱量：3.2kW（2700kcal/h）
●ガス消費量：225g/h
●容器着脱方式：ノンレバー方式
●納入単位：8台 / 箱 1箱

標準価格 オープン価格
●用途：カセットコンロ・ヒータ専用ボンベ
●容量：250g
●セット：250g×3本セット
●内容：LPG（液化ブタンガス）
●納入単位：16パック/ 箱 1箱

米5 〜 6升（約100 〜 120膳）の炊飯、又は汁物
（1人200CCとして約140人分）の調理が可能です。

自主防エコノミー U 型

自主防炊き出し D 型

ステンレス製

米7 〜 7.5升（約140 〜 150膳）の炊飯、又は汁物
（1人200CCとして約130人分）の調理が可能です。

自主防コンパクトC 型

ステンレス製

標準価格 ¥220,500（税別）
●外寸法：φ675×H635mm
●重量：30kg
●セット内容：
1. ステンレス製カマド
（キャスター付）
（ロストル兼用ステンレ
ス製底材・把手2個・バーナー口ぶた・ガスバーナーストッパー
付） 2. アルミ製平釜 3. ステンレス製丸ぶた（平釜引掛用
金具付） 4. 強力ロングガスバーナー（安定板・パイロット付）
5. ステンレス網性網杓子 6. チャッカマン 7.ゴムホース付
圧力調整器（ホースバンド付） 8. ステンレス製炭バサミ
●納入単位：1個

ステンレス製

標準価格 ¥244,650（税別）
●外寸法：φ494×H560mm
●重量：40kg
●セット内容：
1. ステンレス製カマド
（ロストル兼用ステンレス製底材・把手2
個） 2. アルミ製かん付羽釜 3. 羽釜用木ぶた 4. アルミ手
付打出鍋 5. 鍋用木ぶた 6. バーベキュー極厚鉄板 7.2重
焼網 8. ステンレス製ざる 9. 羽釜用釜受台 10.まな板
11. 殺菌包丁 12. ステンレス製起金 13. ステンレス製お
玉 14. ステンレス製万能トング 15. ステンレス製炭バサミ
16. 木製大しゃもじ 17. 軍手 18. チャッカマン 19.LPG
ガスバーナー（パイロット・熱遮断版付） 20.ゴムホース付
圧力調整器（ホースバンド付）
●納入単位：1個

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。

救助工具・発電機

標準価格 ¥199,500（税別）
●外寸法：φ610×H565mm
●重量：29kg
●セット内容：
1. ステンレス製カマド
（キャスター付）
（ロストル兼用ステンレ
ス製底材・把手2個・バーナー口ぶた・ガスバーナーストッパー
付） 2. アルミ製平釜 3. ステンレス製丸ぶた（平釜引掛用
金具付） 4. 強力ガスバーナー（安定板・パイロット付） 5. ス
テンレス網性網杓子 6. チャッカマン 7.ゴムホース付圧力
調整器（ホースバンド付） 8. ステンレス製炭バサミ
●納入単位：1個

折りたたみ式リヤカー

米 8 〜 9 升（約 160 〜 180 膳）の炊飯、又は汁物
（1 人200CCとして約210人分）の調理が可能です。

避
避難
難生
生活
活

コンロ・ボンベ・自主坊・リヤカー

マイコンロルナ

標準価格 オープン価格
●サイズ：幅33.7×奥行28×高さ9.9cm
●重量：1.8kg
●最大発熱量：3.2kW（2700kcal/h）
●ガス消費量：225g/h ●連続燃焼時間：約66分
●容器着脱方式：レバー方式
●納入単位：8台 / 箱 1箱

非常持出用品

避難生活
マイコンロユニヴァース

地震対策

風月 卓上カセットコンロ

風月 卓上カセットコンロ ジュニア

標準価格 ¥8,500（税別）
●サイズ：約幅332×奥行275×高さ104mm
●重量：約1.6kg
●出力：約3.5kw
●点火方式：圧電点火方式
●安全装置：圧電感知安全装置（ガス通路遮断型）
●納入単位：8台 / 箱 1箱

標準価格 ¥8,000（税別）
●サイズ：約幅340×奥行280×高さ90mm
●重量：約1.5kg
●出力：約3.5kw
●点火方式：圧電点火方式
●安全装置：圧力感知安全装置（ガス通路遮断型）
●納入単位：8台 / 箱 1箱

標準価格 ¥8,000（税別）
●サイズ：約幅225×奥行190×高さ105mm
●重量：約1.0kg
●出力：約2.1kw
●点火方式：圧電点火方式
●安全措置：圧力感知安全装置（ガス通路遮断型）
●納入単位：12台 / 箱 1箱

情報収集・伝達

美食亭卓上カセットコンロ

救護・搬送・介護

NSB-A1
NSB-A3P
NSB-A1P

標準価格 ¥1,350（税別）
●サイズ：約径68×高さ198mm
●内容量：約1本250g×3本入
●納入単位：16個 / 箱 1箱
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水を入れるだけで温められる発熱材です。

ミセスヒート

加熱セットＬ KNS-L
モウリアンヒートパック

標準価格 オープン価格
●火力：0.9kW（800kcal/h）
●ガス消費量：約70g/h ●連続燃焼時間：約220分
●点火方式：圧電点火方式 ●使用場所：屋内限定
●安全装置：不完全燃焼防止装置、転倒時消火装置、
立ち消え安全装置、圧力感知安全装置
●納入単位：4台 / 箱 1箱

標準価格 ¥1,900（税別）
●サイズ：幅20×奥行2.5×高さ31.5cm
●納入単位：1個

荷台幅×長さ×深さ（mm）

タイヤタイプ

側板

600×900×310

20インチ・ノーパンクタイヤ

平板

NS8-A1

¥086,000

NS8-A1S

¥099,000

NS8-A1P

¥118,000

パンチングメタル

NSB-A2

¥102,000

なし

NSB-A2S

¥121,000

NSB-A2P

¥127,000

NSB-A3P

¥221,000

全高 ハンドル長さ 全長

全幅

最大
自量
積載重量
全高 （kg） （kg）

715

310

620

使用時の寸法（mm）
全長

全幅

折畳時の寸法（mm）

なし

800×1200×400

20インチ・ノーパンクタイヤ

平板

15
1700 870

750

970

17
180

2110 1080 730

750 1290 310

730

720×1130×550

26インチ・ノーパンクタイヤ パンチングメタル 2080 1170 900

23
26

パンチングメタル

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

17

26
850 1260 500

940

350

40

※寸法は突起部を含みません。
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消火器具

キャプテンスタッグ
カセットボンベ3本セット

標準価格（税別）

水害対策

品名

保存食料

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！

災害時などの緊急時に使用する救助用具一式が
専用の収納ボックスにセットになったレスキューキット。

1.ドライバーカッター

2. 平バール（900mm）

正面

裏面
3. 両口ハンマー（900mm）

救助工具格納箱 レスキューミニ
8. ウェットマーカー
6. アイマスク×５

7. エステルロープ（9mm×20m）

4. 両ツルハシ（柄900mm）

避難生活

標準価格 ¥76,000（税別）
●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

非常持出用品

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。

5. ボルトクリッパー

救助工具格納箱・救急工具セット・緊急救助工具・バール

救救助
電機
機
助工
工具
具・
・発
発電

救助工具・発電機・照明器具

標準価格 ¥298,000（税別）
●サイズ：約1065×400×312mm
●重量：約35kg
●納入単位：1箱

飲料水・給水

緊急・救助工具 L 22点セット

10. セフティグラブ×2双

9. 折り畳みストレッチャー

11.レスキューシート×2

12. パワーショベル（970mm）
15. 防災用ヘルメット
（国産品）
×2
13. 油圧ジャッキ（2t）

14. 簡易防塵マスク×6

16. 軍手（滑り止め付 )×5双

地震対策

正面

裏面

救助工具格納箱 レスキュー 12

18. 冷熱遮断アルミシート

19. かませ木

20.レザーソー折込250

21. 防塵ゴーグル×2

自転車のフレームなどに使用される
「高張力鋼管」を使用。女性や子供
でも「楽に」使える「軽さ」を実現し
ました。

救護・搬送・介護

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簡単。
車載用としても搭載可（非常時の移動対策車として）。

17.LED ヘッドライト×2

情報収集・伝達

標準価格 ¥150,000（税別）
●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

22. 養生テープ
（さくら色）
※画像掲載外

水害対策

救助工具セット
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ラクラク39バール 4色

ラクラク39バール シルバー

ラクラク39バール ショート

標準価格 ¥6,600（税別）
●カラー：ピンク/ ブルー /グリーン /ゴールド
●サイズ：1180×φ31mm
●材質：高張力鋼管、亜鉛メッキ ●納入単位：1個

標準価格 ¥5,700（税別）
●サイズ：1180×φ31mm
●材質：高張力鋼管、亜鉛メッキ
●納入単位：1個

標準価格 ¥3,800（税別）
●サイズ：830×φ31mm
●材質：高張力鋼管、亜鉛メッキ
●納入単位：1個

消火器具

標準価格 ¥32,000（税別）
●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
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緊急・救助工具 M 14点セット

標準価格 ¥58,000（税別）
●サイズ：約720×175×170mm
●納入単位：1箱

標準価格 ¥98,000（税別）
●サイズ：約710×250×195mm
●納入単位：1箱

●重量：約7kg

野外用

飲料水・給水

●重量：約11kg

2. オールラウンドマルチツール
1. 平バール（600mm）

3.ドライバーカッター

1. 平バール（600mm）

4. 差し替えドライバー
（プラスでもマイナスどちらでも可）

3.ドライバーカッター

2. 両口ハンマー（440mm）

4. 差し替えドライバー
（プラスでもマイナスどちらでも可）
5. 防塵ゴーグル×2

6. 簡易防塵マスク×6

6.LED ヘッドライト

7. パンタジャッキ

9. ペンチ

標準価格 ¥29,400（税別）
●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

10.LED ヘッドライト×2

救救助
電機
機
助工
工具
具・
・発
発電

9. 軍手（滑り止め付 )×5双

ハタヤコードリール SBE-30KC

標準価格 ¥18,400（税別）
●電線仕様：VCT2.0×2
●製品定格：125V・5A
●コンセント定格：2P・15A・125V
●サイズ：高さ355×幅275×奥行219mm
●質量：5.9kg ●コンセント3 ヶ付
●納入単位：1台

11.ショベル（670mm）
※画像掲載外
12.レザーソー
※画像掲載外
13. セフティグラブ×2双
※画像掲載外
14. ウェットマーカー
※画像掲載外

地震対策

強烈な明るさで周囲を照らす！
ジオライン・ハニカム・モザイク
3種のデザインをご用意しました。

灯油缶詰

ガソリン携行缶

標準価格 ¥3,670（税別）
●：1L×4缶
●納入単位：4缶 / 箱 1箱

標準価格 ¥6,940（税別）
●：1L×8缶
●納入単位：8缶 / 箱 1箱

TS-50 標準価格 ¥3,900（税別）
●収容量：4.5Ｌ ●サイズ：270×180×115mm
TS-10 標準価格 ¥5,200（税別）
●収容量：10Ｌ ●サイズ：360×240×135mm

ギガフラッシュ
LED ヘッドライト ハニカム

標準価格 ¥3,000（税別）
●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 ¥3,000（税別）
●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

●収容量：18Ｌ ●サイズ：455×255×190mm

LED を使用する事で、最長40時間の使用が可能です。

標準価格 ¥3,000（税別）
●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）
●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
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7＋5LED2WAY スーパーライト
標準価格 ¥1,000（税別）
●色 柄：ブルー
●商品サイズ：約φ63×123mm
●個装サイズ：約65×65×125mm
●納入単位：1個

ガス発電機
EU9iGB エネポ

消火器具

NEWビビッド
LED ヘッドライト

●納入単位：1個

水害対策

ギガフラッシュ
ＬＥＤヘッドライト モザイク

●納入単位：1個

TS-20 標準価格 ¥6,800（税別）

救護・搬送・介護

ギガフラッシュ
LED ヘッドライト ジオライン

●納入単位：1個

情報収集・伝達

ガソリン缶詰

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︒

緊急救助工具・ヘッドライト・コードリール・ライト・ガス発電機・他

8. ペンチ

ハタヤコードリール GE-30

標準価格 ¥10,000（税別）
●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

8. エステルロープ（9mm×20m）

7. パンタジャッキ

10.レザーソー
※画像掲載外
11. ウエットマーカー
※画像掲載外

ハタヤコードリール SS-30

避難生活

5. エステルロープ（9mm×20m）

非常持出用品

救助工具・発電機・照明器具

緊急・救助工具 S 11点セット

野外用

保存食料

野外用

標準価格 ¥110,000（税別）
●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
●機体質量：19.5kg ●納入単位：1台
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保存食料

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
飲料水・給水

※ Honda 正弦波インバーター
搭載発電機

EU9i entry

EU9i

Honda 発電機最長
の発電時間。

幅広い電気機器が使えて
軽量・小型で使いやすい。

標準価格 ¥17,000（税別）
●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

●電線仕様：5mVCT 延長ケーブル付
●照明装置：120V・300W 耐震型
ハロゲン灯×2灯（PJ-300W 型）
●納入単位：1台

PHCX-305SＮ 標準価格 ¥60,000（税別）

PHCX-305KSＮ 標準価格 ¥62,400（税別）
●電線仕様：5mVCT 延長ケーブル付（接地付）
●照明装置：120V・300W 耐震型
ハロゲン灯×2灯（PJ-300W 型）
●納入単位：1台

バルーン照明機三脚式袋付 LED300W
WL301SLBAS-A
標準価格 ¥620,000（税別）
●周波数：50/60Hz 共用
●電圧：AC100˜240V（要プラグ交換）
●ランプ：LED300W×1灯
●全光束：38000ルーメン
●バルーン直径：850mm
●最大高：3,000mm
●質量：21.6kg
●納入単位：1台

EU16i

EU24i

EU9i entry

EU9i

EU16i

EU24i（車輪なし）

EU24i（車輪あり）

標準価格（税別）

¥123,000

¥128,000

¥198,000

¥255,000

¥265,000

定格出力

900VA

900VA

1.6kVA

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8.1 〜約3.4H

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

機体質量

13.0kg

13.0kg

20.7kg

53.7kg

55.9kg

●

●

●

●

●

●

●

●

●

防音

●

●

●

●

●

納入単位

1台

1台

1台

1台

1台

情報収集・伝達

エコスロットル

地震対策

品名

並列運転機能

救救助
電機
機
助工
工具
具・
・発
発電

ハロゲンライトセット

※エコスロットル作動時
夜間作業にも対応。

避難生活

投光器・ハロゲンライト・発電機

HS500L
一灯式軽量三脚仕様

非常持出用品

救助工具・発電機・照明器具

2台つなげて出力2倍に。
使い勝手に優れた人気モデル！

正弦波インバーター搭載
発電機で最軽量！

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！
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PHＢX-305Ｎ 標準価格 ¥63,600（税別）
●電線仕様：5mVCT 延長ケーブル付
●照明装置：120V・300W 耐震型
ハロゲン灯×3灯（PJ-300W 型）
●納入単位：1台

PHＢX-305KＮ 標準価格 ¥67,200（税別）
●電線仕様：5mVCT 延長ケーブル付 ( 接地付）
●照明装置：120V・300W 耐震型
ハロゲン灯×3灯（PJ-300W 型）
●納入単位：1台

バルーン照明機三脚式袋付 LED300W
WL301SLBAKS-2
標準価格 ¥820,000（税別）
●周波数：50/60Hz 共用
●電圧：AC100˜240V（要プラグ交換）
●ランプ：LED300W×1灯
●全光束：38,000ルーメン
●バルーン直径：850mm
●最大高：3,000mm
●質量：24.6kg
●納入単位：1台

EF900 i SGB

EF900 i S

EF1600i S

EF2000i S

EF2800iSE

標準価格（税別）

¥130,000

¥128,000

¥198,000

¥248,000

¥348,000

定格出力

0.85kVA

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

機体質量

22.0kg

12.7kg

20.0kg

32.0kg

68.0kg（バッテリー含む）

●

●

●

●

●

並列運転機能
エコスロットル

●

4サイクル OHV エンジン

●

●

●

●

●

納入単位

1台

1台

1台

1台

1台

消火器具

標準価格 ¥21,000（税別）
●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

ハロゲンライトセット

品名

水害対策

HS500LW
二灯式軽量三脚仕様

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。

救護・搬送・介護

ヤマハ発電機
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保存食料

家具などの底面に貼って転倒を防止します。

家具転倒防止伸縮棒

飲料水・給水

阪神淡路大震災で神戸市内に限定してみると、
震災から14分以内で亡くなった方が死者全体の
92％を占めました。つまり亡くなった方のほとん
どが即死で、その死因の多くは、寝ている時に突
然、家具等が覆いかぶさってきて胸などを圧迫し、
呼吸が出来なくなり窒息死や、圧死です。
家具・家電製品の倒壊を未然に防ぐために事前に
対策をしておきましょう。

標準価格（税別）

サイズ（幅×奥行×高さcm）

納入単位

KTB-12（2本1セット）

¥1,880

19.2×7.3×12.9 〜 23

1個

KTB-23（2本1セット）

¥1,880

21.5×7.8×23 〜 30

1個

KTB-30（2本1セット）

¥1,880

21.5×7.8×30 〜 40

1個

KTB-40（2本1セット）

¥2,000

21.5×7.8×40 〜 60

1個

KTB-50（2本1セット）

¥2,100

21.5×7.8×50 〜 80

1個

KTB-60（2本1セット）

¥2,300

21.5×7.8×60 〜 100

1個

転倒防止粘着マット
ECT-2554（4枚入）

転倒防止粘着マット
ECT-4054（4枚入）

転倒防止粘着マット
ECT-5054（4枚入）

転倒防止粘着マット
ECT-10051（1枚入）

標準価格 ¥780（税別）
●サイズ：幅2.5×奥行2.5×厚さ0.5cm
●納入単位：1個

標準価格 ¥1,080（税別）
●サイズ：幅4×奥行4×厚さ0.5cm
●納入単位：1個

標準価格 ¥1,500（税別）
●サイズ：幅5×奥行5×厚さ0.5cm
●納入単位：1個

標準価格 ¥1,500（税別）
●サイズ：幅10×奥行10×厚さ0.5cm
●納入単位：1個

避難生活
救助工具・発電機

家具転倒防止用品・ガラス飛散防止用品

商品名

非常持出用品

地震対策
天井につっぱって家具の転倒を防止します

家具類の下に轢くだけで倒れにくくなります。

家具転倒防止プレート
JTP-90

家具転倒防止プレート
JTP-120

標準価格 ¥700（税別）
●サイズ：幅45×奥行4.5×高さ1cm
●納入単位：1個

標準価格 ¥760（税別）
●サイズ：幅60×奥行4.5×高さ1cm
●納入単位：1個

標準価格 ¥1,050（税別）
●サイズ：幅90×奥行4.5×高さ1cm
●納入単位：1個

標準価格 ¥1,400（税別）
●サイズ：幅120×奥行4.5×高さ1cm
●納入単位：1個

ドア・食器棚のガラス面にお貼りください。シートは
はさみで自由にカットできます。

耐震マット（丸型8枚入）

耐震マット（角型4枚入）

ガラス飛散防止シート

標準価格 ¥280（税別）
●サイズ：φ約20×4mm
●納入単位：1個

標準価格 ¥280（税別）
●サイズ：約40×40×4mm
●納入単位：1個

標準価格 ¥240（税別）
●サイズ：1000×320×0.05mm
●納入単位：1個

情報収集・伝達

家具転倒防止プレート
JTP-60

超粘着振動吸収素材使用！ 置物等の転倒、落下に
よる破損防止用としてお使いください。

地
地震
震対
対策
策

家具転倒防止プレート
JTP-45

超粘着振動吸収素材使用！ 置物等の転倒、落下に
よる破損防止用としてお使いください。

救護・搬送・介護
水害対策

割れたガラスの飛散を防ぐフィルムです。

割れたガラスの飛散を防ぐフィルムです。

扉ひらき防止ストッパー JTS-12（2個入）

ガラス飛散防止フィルム
HBF-4818N

ガラス飛散防止フィルム
HBF-9618N

標準価格 ¥1,500（税別）
●サイズ：幅4.8×奥行4.7×厚さ3.2cm
●納入単位：1個

標準価格 ¥940（税別）
●サイズ / 幅32×奥行180cm
●納入単位：1個

標準価格 ¥1,280（税別）
●サイズ：幅48×奥行180cm
●納入単位：1個

標準価格 ¥2,200（税別）
●サイズ：幅96×奥行180cm
●納入単位：1個

地震の揺れを感知して扉をロックします。

地震の揺れを感知して扉をロックします。

家具転倒防止 L 字金具 JTK-L2（2個入）

扉ひらき防止ストッパー JTS-11（1個入）

標準価格 ¥940（税別）
●サイズ：幅2×奥行7×厚さ8cm
●納入単位：1個

標準価格 ¥900（税別）
●サイズ：幅4.8×奥行4.7×厚さ3.2cm
●納入単位：1個
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消火器具

割れたガラスの飛散を防ぐフィルムです。

ガラス飛散防止フィルム
HBF-3218N

家具類の固定に便利な金具です。
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それが、二次災害を防ぐことにもつ
ながります。状況を把握し、落ち着い
て行動しましょう。

震度
震源地
規模
津波の可能性

被害情報

交通情報

余震の見通し

医療情報

生活情報

生活再建情報

ライフラインの
復旧状況

テレビ、ラジオなどを通じて情報が広報されます。
家庭や職場では情報収集に努め、不要な外出を控え、避難に備えましょう。

トランシーバー FTH ｰ 307

トランシーバー FTH-308

標準価格 ¥15,800（税別）
●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

標準価格 ¥19,800（税別）
●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：「IP67」
●納入単位：1台

軽量・防水・防塵で、耐衝撃性の高いメガホンです。

軽量・防水・防塵で、耐衝撃性の高いメガホンです。

軽量・防水・防塵で、耐衝撃性の高いメガホンです。

防滴メガホン ER-1106S

レイニーメガホンタフ TS-623R

防滴メガホン ER-1115S

標準価格 ¥14,800（税別）
●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）
●定格出力：6W ●質量：630g ●単3×6個（電池別売）
●防水型 ●サイレン機能 ●暗闇反射シール付
●納入単位：1台

標準価格 ¥23,600（税別）
●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

パンクしない！空気入れ不要！
工事現場や防災用にも便利なノーパンク自転車！
オートライト付きノーパンク軽快車！

パンクしない！空気入れ不要！
工事現場や防災用にも便利なノーパンク自転車！
6段変速機能搭載！

ノーパンク自転車 26インチ FDB26 6S

ノーパンク自転車 20インチ FDB20 6S

標準価格 ¥50,000（税別）
●サイズ：約1820×570×980mm・折りたたみ時 / 約920×630×970mm
●材質：スチール ●納入単位：1台
●送料無料 ※北海道・沖縄・離島の場合は別途運賃かかります

標準価格 ¥30,000（税別）
●サイズ：約1470×560×1000mm・折りたたみ時 /830×400×580mm
●材質：スチール ●納入単位：1台
●送料無料 ※北海道・沖縄・離島の場合は別途運賃かかります

地震対策

※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。

情
伝達
達
情報
報収
収集
集・伝

標準価格 ¥5,800（税別）
●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
●納入単位：1個

15w
サイレン
音付

救助工具・発電機

多機能防災ラジオ・ライト

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

6w
サイレン
音付

避難生活

ラジオ・ライト・トランシーバー・メガホン・ノーパンク自転車

6w
サイレン
音付

非常持出用品

情報収集・伝達

り素早い対応が実施できます。また

地震情報

飲料水・給水

や被災情報など）を入手することによ

保存食料

発災後の情報は、時間の経過とともに変化します。
災害に関する正確な情報（気象情報

FTH-308/FTH-308L 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。

■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。

救護・搬送・介護
水害対策

3機能付！

標準価格 ¥1,980（税別）
●サイズ：約117×54×45mm ●重量：約175g
●包装形態：化粧箱入り ●材質：ABS 樹脂
●納入単位：1個
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※ FOMA/au/Softbank（一部未対応機種あり）スマートフォン・iPhone などは、対応不可。

消火器具

ダイナモ充電器 FM ラジオ LED ライト

① LED ライト
（3灯）
② FM ラジオ（チャンネル、オートスキャン）
③ダイナモ充電
充電時間目安：約1分間回転でライト⇨30分点灯、
ラジオ⇨5 〜 10分稼働、
一般携帯電話⇨10分〜 12分使用可能。
リチウムイオン電池（LIR2032/3.6V）内蔵済み。
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保存食料

人数に合わせて選べる救急セット。
応急処置に必要な救急用品をコンパクトにまとめました。

飲料水・給水
避難生活

標準価格 ¥17,800（税別）
●ナイロン製バックサイズ：290×150×135mm
●納入単位：1個
IC ボトル（1本）
・救急三角巾（3枚）
・伸縮包帯（3個）
・ガーゼ
（3枚）
・救急絆創膏（10 枚入2 箱）
・脱脂綿（5g 入3 袋）
・
紙絆創膏（1個）
・清浄綿（5枚）
・綿棒（10本入3袋）
・体温計
（1本）
・災害用ハサミ
（1本）
・とげ抜き兼用ピンセット
（1本）
・
救急お手当法（1冊）
・ナイロン製バック

非常持出用品

介護・救護・救急・搬送

災害少人数用救急箱 約5〜10人用

救助工具・発電機

標準価格 ¥75,400（税別）
●アルミ製大型ケース：425×305×175mm
●納入単位：1個
IC ボトル（1本）
・止血帯（2個）
・副木（大中小 各2本）
・体温計（1本）
・ガーゼ (10枚）
・医療用救急絆創膏（大5枚、小5枚）
・救急用絆創膏（24枚入
2箱）
・帯状絆創膏（1箱）
・清浄綿（20包入1箱）
・紙絆創膏（3個）
・救急包帯（6個）
・伸縮包帯（5個）
・救急三角巾（20枚）
・簡易マスク（7枚入）
・
簡易手袋（10 枚入1 袋）
・災害用ハサミ
（3本）・とげ抜き兼用ピンセット（3本）
・安全ピン（15 本入 2 袋）・メモ帳（2 冊）
・ボールペン（3 本）
・救急
お手当法（1冊）
・アルミ製大型ケース

地震対策

救急セット・ガーゼ包帯・三角巾

災害多人数用救急箱 約50人用

救急セットDr.K 巾着型

標準価格 ¥2,500（税別）
●ナイロン製ベルトポーチ：175×100×70mm ●納入単位：1個
コットンガーゼ（8枚入）
・救急絆創膏（10枚入）
・伸縮包帯・脱脂綿（5g 入）
・綿棒（10本入）
・
清浄綿（3枚）
・ハサミ・ピンセット・ナイロン製ベルトポーチ

標準価格 ¥1,800（税別）
●ナイロン製巾着袋：230×170mm ●納入単位：1個
コットンガーゼ（8枚入）
・救急絆創膏（10枚入）
・伸縮包帯・脱脂綿（5g 入）
・綿棒（10本入）
・
清浄綿（3枚）
・ハサミ・ピンセット・ナイロン製巾着袋

情報収集・伝達

救急セットDr.K ベルトポーチ型

救救護
・介
介護
護
護・
・搬
搬送
送・

腕の
つり方

❷両はじを背中で結ぶ。

❸頂点を腕を包みながら
背中へ回す。

❹頂点と
②の結び目を結ぶ。

水害対策

❶三角巾をあてる。

災害多人数用救急箱 約20人用
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ガーゼ包帯
標準価格 ¥200（税別）
●サイズ：約巾50×4500mm
●個装サイズ：約150×110×50mm
●納入単位：1個

三角巾
標準価格 ¥200（税別）
●サイズ：約880×620×620mm
●個装サイズ：約235×155×2mm
●納入単位：1個

消火器具

標準価格 ¥38,900（税別）
●アルミ製中型ケース：333×215×195mm
●納入単位：1個
IC ボトル（1本）
・止血帯（1個）
・清浄綿（20包入1箱）
・医療用救急絆創膏（大3枚、小3枚）
・紙絆創膏（1個）
・救急絆創膏（10枚入3箱）
・三角巾
（8枚）
・伸縮包帯（6個）
・ガーゼ（3枚）
・脱脂綿（5g 入3袋）
・副木（大中小 各1本）
・綿棒（10本入10袋）
・簡易マスク（7枚入）
・簡易手袋（10
枚入1袋）
・体温計（1本）
・災害用ハサミ
（1本）・とげ抜き兼用ピンセット（1本）
・救急お手当法（1冊）
・アルミ製中型ケース

肌にやさしく、伸縮自在でぴったりフィット！巻きやす
くて、ずれにくい。

傷口の保護・止血・副木の固定・腕をつる
時用などにご使用できます。
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保存食料
非常持出用品

キレイキット フルセット
標準価格 ¥4,800（税別）
●サイズ：約200×100×250mm
●重量：約395g
●納入単位：1個

避難生活

介護・救護・救急・搬送

標準価格 ¥110,000（税別）
●緊急バック：約495×330×220mm
●重量：約6900g
●納入単位：1個
緊急バック・伸縮ネット包帯2.3号（指用×1・
ひじ用×1）
×4・伸縮ネット包帯4号（手足用
×1）
×4・ソフト包帯75mm 巾×4・ソフト
包帯50mm 巾×4・サージカルテープ×4・
耳かき綿棒×2・アルコール綿1箱（60包
入）
×2・滅菌済ガーゼ1箱（8枚×3）
×2・
三角巾×6・ズレない！熱 冷却シート1箱
（2枚×6）
×2・貼れる眼帯（3枚入）
×2・カ
ワモトF80（カット綿5×6）×3・救急絆創
膏・3PLY マスク
（1箱）
・ピジョンからださ
わやか清拭タオル30枚入・ポケットティッ
シュ×4・ゴム手袋（1枚）
×24・CITIZEN
電子体温計・ステンレスはさみ×2・ピンセッ
ト
（先曲りタイプ）
×2・爪切り・カラー毛抜き
×2・レスキューシート×2・楽々カイロ（1枚）
×10・ポリ袋（小）透明×100・サムスプリ
ント×2・E.R.V・カプシー×2・エリス新
素肌感1パック・冷熱遮断アルミシート・
ダイナモ充電器 FM ラジオ LED ライト×2

飲料水・給水

ノロウィルス対応おう吐物・汚物など衛生処理キット
フルセットタイプ。
特許公開の新技術による二酸化塩素処理剤。
緊急時に簡易トイレとして利用可能。

緊急セット50

救助工具・発電機

緊急セット20

とは

広島大学大学院医歯薬保健学研究院二川教授が開発
した、対象物に固定化し長時間「防菌」
「防ウイルス作
用」が持続する特許成分です。
文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞（平成25年度）

特徴

救急バックセット 21点セット
標準価格 ¥5,000（税別）
●サイズ：約230×100×155mm ●重量：約686g
●納入単位：1個
救急バック・カット綿×3枚・カットガーゼ×3枚・包帯・救急絆創膏2サ
イズ×3枚・サージカルテープ・清浄綿2枚入×3包・ハサミ・ピンセット・
毛抜き・耳かき・冷却パック・電子体温計・ECO 便利パック・ウェット
ティッシュ（150×200）20枚入・爪切り・三角巾（62×62×88cm）
・
マスク（2枚 入）
・ 防 寒シ ート
（210×130cm）
・ゴム 手 袋2双 入（全 長
23cm）
・応急手当ポケットブック

■特許取得の固定化防菌成分配合
■対象物に固定化され、除菌効果が持続（防菌）
■低濃度で幅広い殺菌スペクトル ■歯科分野で用いられる成分由来
■乾燥後は無臭 ■漂白作用なし

救救護
・介
介護
護
護・
・搬
搬送
送・

Etak

地震対策

標準価格 ¥50,000（税別）
●緊急バック：約400×260×180mm
●重量：約3700g
●納入単位：1個
緊急バック・伸縮ネット包帯・2、3号（指用
×1・ひじ用×1）
×2・伸縮ネット包帯4号
（手足用×1）
×2・ソフト包帯75mm 巾×2・
ソフト包帯50mm 巾×2・サージカルテープ
×2・耳かき綿棒・アルコール綿1箱（60包
入）
・滅菌済みガーゼ1箱（8枚×3）
・三角巾
×2・ズレない！熱 冷却シート1箱（2枚×
6）
・貼れる眼帯（3枚入）
・カワモトF80（カッ
ト綿5×6）
×2・救急絆創膏・3PLY マスク
（1箱）
・防災用ウエットティッシュ・ポケット
ティッシュ・ゴム手袋（1枚）
×12・CITIZEN
電子体温計・ステンレスはさみ・ピンセット
（先曲りタイプ）
・爪切り・カラー毛抜き・
レスキューシート・楽々カイロ（1枚）
×10・
ポリ袋（小）透明×100・サムスプリント・
ダイナモ充電器 FM ラジオ LED ライト

情報収集・伝達

救急セット・Etak・衛生処理キット・救急バック

応急手当て
ポケットブックが
付いている！

小型バックで携帯できる本格的な救急20点セット。
応急手当てのポケットブック付き。

水害対策

Etak in フルプロテクション ZERO 業務用5L

Etak 業務用 250ml スプレー容器

標準価格 ¥7,600（税別）
●容量：2L ●サイズ：285×228×315mm
●重量：8780g
●納入単位：4本 / 箱

標準価格 ¥15,000（税別）
●容量：5L ●サイズ：197×197×197mm
●重量：8780g
●納入単位：1個 / 箱

標準価格オープン価格
●サイズ：325×385×175mm ●重量：1430g
●詰替え専用容器：噴霧用スプレータイプ250ml
●納入単位：12本 / 箱
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救急バックセット 13点セット

救急バックセット 19点セット

標準価格 ¥3,000（税別）
●サイズ：約230×100×155mm ●重量：約324g ●納入単位：1個
救急バック・カット綿×3枚・カットガーゼ×3枚・包帯・救急絆創膏2サイズ×3枚・サージカル
テープ・清浄綿2枚入×3包・ハサミ・ピンセット・毛抜き・耳かき・ゴム手袋2双入（全長23cm）
・
応急手当ポケットブック

標準価格 ¥4,000（税別）
●サイズ：約230×100×155mm ●重量：約580g ●納入単位：1個
救急バック・カット綿×3枚・カットガーゼ×3枚・包帯・救急絆創膏2サイズ×3枚・サージカ
ルテープ・清浄綿2枚入×3包・ハサミ・ピンセット・毛抜き・耳かき・冷却パック・ゴム手袋
2 双入（全長23cm）
・ECO 便利パック・ウェットティッシュ（150×200）20 枚入・爪切り・
三角巾（62×62×88cm）
・マスク（2枚入）
・応急手当ポケットブック
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Etak in フルプロテクション ZERO 業務用2L

保存食料

「rakunie ラクニエ」は、日常動作の邪魔をせず、
深く前屈したときだけ腰をサポートする、これまでにない画期的なウェアです。

飲料水・給水

※ラクニエ専用ポーチ付

2ツ折担架 把手固定式

2ツ折担架 把手伸縮式

スチール 標準価格 ¥13,750（税別） ●重量：7.0kg ●納入単位：1台

スチール 標準価格 ¥20,350（税別） ●重量：8.5kg ●納入単位：1台

●サイズ：全幅540×全長2040mm

●サイズ：全幅540×全長2270mm

標準価格 ¥24,200（税別） ●重量：5.4kg
●サイズ：全幅540×全長2040mm

アルミ

●納入単位：1台

非常持出用品

柄引込時 全長1790mm

標準価格 ¥26,400（税別） ●重量：6.4kg ●納入単位：1台
●サイズ：全幅540×全長2270mm 柄引込時 全長1790mm

アルミ

腰部サポートウェア rakunie ラクニエ
標準価格 ¥23,000（税別）
●カラーはすべてブラック
●男女兼用
● XS サイズ：身長148 〜 157cm/ 胸囲72 〜 101cm
● S サ イ ズ：身長157 〜 166cm/ 胸囲72 〜 101cm
● M サ イズ：身長166 〜 175cm/ 胸囲76 〜 106cm
● L サ イ ズ：身長175 〜 184cm/ 胸囲80 〜 111cm
●納入単位：1着

4ツ折担架 把手伸縮式
スチール 標準価格 ¥25,300（税別） ●重量：9.6kg ●納入単位：1台

●サイズ：全幅540×全長2040mm

●サイズ：全幅580×全長2270mm

4ツ折時 全長1060mm

標準価格 ¥27,500（税別） ●重量：6.5kg ●納入単位：1台
●サイズ：全幅540×全長2040mm 4ツ折時 全長1060mm

アルミ

柄引込時 全長1790mm

救助工具・発電機

4ツ折時 全長920mm

標準価格 ¥29,700（税別） ●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

着脱性の向上を図り、これまで以上の使いや
すさを実現しました。
さらに、男女兼用化を実現、サイズ範囲も拡大
させたことにより、幅広い体型・体格の方にご
使用いただけます。

地震対策

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。

アルミ製 スタンダード車いす

アウトドア用品などで使用されている耐久性の高いポ
リエステルコーデュラを使用した担架です。より過酷
な環境下での使用にも耐えうるプロ仕様です。

テントや帆などに使われる丈夫な帆布を使用した座
る姿勢で移動可能な布担架です。車椅子などへも
座ったままの姿勢で移動することができます。

●自走型

ショルダー付布担架

ショルダー布担架 PRO

おすわり担架

AR-111 標準価格 ¥60,000（税別）/AR-101の低床タイプ

標準価格 ¥10,000（税別）
●サイズ：幅 約72cm（タック展開92cm）
長さ140cm（タック展開160cm）
●耐荷重：100kgまで ●納入単位：5個

標準価格 ¥20,000（税別）
●サイズ：幅65cm 長さ170cm
●耐荷重：150kgまで ●納入単位：5個

標準価格 ¥10,000（税別）
●サイズ：幅 約72cm（タック展開 92cm）
長さ71cm（タック展開 108cm）
●耐荷重：100kgまで ●納入単位：5個

●納入単位：1台

360 〜

400

890

1015

645

AR-111

400/420

360

250

430

280 〜

380

855

0960

645

全 幅

全 高

430

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

単位 mm

250

後座高

介護施設・観光地・公共交通機関などに備蓄しておけば、車いす利用者を安全に介助できます。
装着はワンタッチ！公共施設・避難所などで、省ス
ペースでの備蓄が可能。緊急避難時はもちろん、
アウトドアへの外出時など、日常の一時的な用途に
も対応します。

標準価格 ¥41,000（税別）
●サイズ /2300×280×200mm
●質量：17kg
●納入単位：1個

水害対策

JINRIKI QUICK 車いす補助装置

② 四つ折り用 QBX-4

※車いすは別売です。

標準価格 オープン価格
●本体サイズ：
縮めた状態 /800mm・伸ばした状態 /1180mm
●重量：約3kg
●取り付け対応サイズ：
車椅子幅380 〜 525mm（パイプ外寸法）
●納入単位：1個

消火器具
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●折りたたみ時 幅：330mm

●納入単位：1台

400

① 二つ折り用 QBX-1

標準価格 ¥39,000（税別）
●納入単位：1個
●サイズ：1200×340×200mm
●質量：12kg

●重量：13.6kg

●折りたたみ時 幅：320mm

400/420

担架格納箱

標準価格 ¥30,000（税別）
●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

●重量：13.8kg

AR-101

スチール製の専用格納箱です。

簡易担架 救急帯 3枚パック

●耐荷重：100kg

シート幅

②

●自走型

●耐荷重：100kg

品 番

①

AR-101 標準価格 ¥60,000（税別）

救救護
・介
介護
護
護・
・搬
搬送
送・

丈夫な帆布を使用した布担架です。長さの調節可能
なショルダーテープで運搬者をサポートするため、腕
や腰への負担が少なくなります。

■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

情報収集・伝達

担架・ラクニエ・車いす・車いす補助装置

4ツ折担架 把手固定式
スチール 標準価格 ¥23,100（税別） ●重量：8.1kg ●納入単位：1台

避難生活

介護・救護・救急・搬送

着脱性が大幅向上し、さらなる軽量化、そして
男女兼用化を実現するなど、様々な業種に適応
範囲を広げた「rakunie ラクニエ」新モデル。
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非常持出用 水に浮くリュック
■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。

飲料水・給水

■明るくて目立つオレンジ色を使用。

ライフラフトリュック L 型

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 ¥4,300（税別）
●小型船舶用
●胸囲：120cm ●体重：90kgまで
●納入単位：1個

標準価格 ¥5,800（税別）
●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 ¥6,500（税別）
●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

長靴 リベロ
踏抜き防止板入りの耐油長靴。履き口がフード付なので、水や雪などの侵入を防ぎ
ます。工事作業現場、水場作業や雨天時など。ガソリンスタンドなど油の多い作業に。
品名

レッド/ ブルー / オレンジ /グリーンの4色。

標準価格（税別）

サイズ（cm）

カラー

納入単位

M

オープン価格

24.5 〜 25.0cm

イエロー

1個

L

オープン価格

25.5 〜 26.0cm

イエロー

1個

WB-808

LL

オープン価格

26.5 〜 27.0cm

イエロー

1個

WB-808

EL

オープン価格

27.5 〜 28.0cm

イエロー

1個

WB-808

M

オープン価格

24.5 〜 25.0cm

ネイビー

1個

WB-808

L

オープン価格

25.5 〜 26.0cm

ネイビー

1個

WB-808

LL

オープン価格

26.5 〜 27.0cm

ネイビー

1個

WB-808

EL

オープン価格

27.5 〜 28.0cm

ネイビー

1個

救助工具・発電機

WB-808
WB-808

オーシャン Jr-1S＆1M型TYPE A

オーシャン RE-5自動膨張式

標準価格 ¥6,800（税別）
●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）
●作業用救命衣 小型船舶用
●胸囲：140cm ●体重：100kgまで
●納入単位：1個

●納入単位：1個

サイズ

胸囲（cm）

腹囲（cm）

納入単位

160 〜 165cm

84 〜 92cm

72 〜 80cm

1着

L

オープン価格

165 〜 170cm

90 〜 98cm

78 〜 88cm

1着

LL

86 〜 96cm

1着

FCT-S 型

FCT-M 型

FCT-L 型

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

適応身長

90 〜 120cm

120 〜 150cm

150cm 〜

本体重量

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

別売
S 型 標準価格 ¥1,000（税別） ●納入単位：1個

170 〜 175cm 096 〜 104cm

オープン価格

175 〜 185cm 104 〜 112cm 096 〜 106cm

1着

BE（4L）

オープン価格

175 〜 185cm 108 〜 118cm 100 〜 110cm

1着

ドライエース
肌ざわりの良い上下総メッシュ、通気性の良い背抜き仕様の雨合羽。服内の湿気
を外へ放出する、ハイドロフィリック透湿素材を使用し、優れた防水、防風機能を
完備。安全性の高い反射テープ付。
標準価格（税別）

身長（cm）

胸囲（cm）

腹囲（cm）

納入単位

M

サイズ

オープン価格

160 〜 165cm

84 〜 92cm

72 〜 80cm

1着

L

オープン価格

165 〜 170cm

90 〜 98cm

LL

オープン価格

170 〜 175cm 096 〜 104cm

EL（3L）

オープン価格

175 〜 185cm 104 〜 112cm 096 〜 106cm

1着

BE（4L）

オープン価格

175 〜 185cm 108 〜 118cm 100 〜 110cm

1着

78 〜 88cm

1着

86 〜 96cm

1着

消火器具

オーシャン FCT 収納袋

オープン価格

EL（3L）

M 型 標準価格 ¥1,200（税別） ●納入単位：1個
L 型 標準価格 ¥1,400（税別） ●納入単位：1個
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水
策
水害
害対
対策

品名

収納袋

身長（cm）

オープン価格

救護・搬送・介護

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︒

ライフジャケット オーシャン FCT

ベルト固定付

標準価格（税別）

M

情報収集・伝達

レッド/ ブルー / オレンジ /グリーンの4色。水を検知
して自動膨張する補助機能付きタイプ。

肌ざわりの良い上下総メッシュ、通気性の良い背抜き仕様の雨合羽。優れた防水、
防風機能を完備。野外のお仕事、園芸・農作業、通勤・通学、レジャー・スポーツ
などに。

地震対策

ウイングレインスーツ
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。

避難生活

ライフジャケット・ライフラフトリュック・長靴・レインスーツ

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。

標準価格 ¥11,000（税別）
●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

水害対策

■反射材テープを装備。
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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

飲料水・給水

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）
●納入単位：10枚 / 袋 1袋

標準価格 ¥6,000（税別）
●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）

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

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）

7.2×9.0m

1枚

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

地震対策

オープン価格

BS-0909（K）

救助工具・発電機

オープン価格

BS-2727（K）

避難生活

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）

非常持出用品

水害対策

緊急簡易
土のう

中厚 Cシート #2200タイプ
品名

PE-104

PE-106

情報収集・伝達

BS-3654（C）

救護・搬送・介護

救命ボート

PE-109
PE-108

PE-110

水
策
水害
害対
対策

土のう袋
品名

サイズ（cm）

材質

納入単位

特徴

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

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

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

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

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

PE-303

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

PE-305

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
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※ 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）
●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）
●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）
●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

標準価格（税別）

PE-104
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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。

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。

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。

消火器 BOX 関連
盗難・いたずら防止・消火器の腐食防止に。

飲料水・給水

消火器

軽 さ

保存食料

アルミ製蓄圧式消火器 アルテシモ

非常持出用品
避難生活

消火器・消火器BOX
消火器 BOX 10型1本

消火器 BOX 10型2本

高さ
（mm）

幅（mm）

奥行（mm）

材質

¥05,300

600mm

235mm

170mm

スチール

1個

同上 アングル脚

¥04,500

230mm

235mm

170mm

スチール

1個

アルテシモ MEA10

アルテシモ MEA10D

アルテシモ MEA20

同上 アングル脚（コンクリーベース付）

¥06,300

250mm

300mm

230mm

スチール

1個

消火器 BOX

¥09,000

600mm

460mm

170mm

スチール

標準価格 ¥19,000（税別）
●形式番号：消第26 〜 26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4.1kg
●全高×全幅×胴径（約 /mm）
：460×210×127
●放射時間：約14秒
●放射距離：4 〜 6m
●納入単位：1本

標準価格 ¥19,500（税別）
●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）
●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

1個

同上 アングル脚

¥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）

¥08,400

250mm

590mm

250mm

スチール

1個

消火器 BOX

¥07,300

750mm

280mm

210mm

スチール

1個

同上 アングル脚

¥05,200

230mm

280mm

210mm

スチール

1個

同上 アングル脚（コンクリーベース付）

¥07,300

250mm

350mm

310mm

スチール

1個

消火器 BOX

10型1本

10型2本

20型1本

20型2本

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優れた消火器を発揮。

同上 アングル脚（コンクリーベース付）

¥12,300

750mm

550mm

210mm

スチール

1個

¥06,000

230mm

550mm

210mm

スチール

1個

¥08,400

250mm

590mm

250mm

スチール

1個

情報収集・伝達

キッチンアイ

同上 アングル脚

納入単位

地震対策

標準価格（税別）

消火器 BOX

救助工具・発電機

品名

消火器 BOX 20型2本

■「使用期限」を過ぎた消火器は速やかに更新してください。

「リサイクルシール」が目印。
廃棄時に費用がかかりません。

HVF1HS
プラチナシルバー
HVF1HX
シャンパンゴールド
HVF1HR
ルビーレッド

ハイパーミストL LF3

ハイパーミストL LF6

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）
●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 ¥24,000（税別）
●形式番号：消第27 〜 37号
●消火薬剤：強化液6.0L
●能力単位：A-2・B-1・C
●使用温度範囲：-20℃〜 +40℃
●総質量：約12.2kg
●全高×全幅×胴径（約 /mm）
：655×235×155
●放射時間：約58秒
●放射距離：6 〜 8m
●納入単位：1本
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■適応する火災を絵表示で確認！
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。
A 火災／普通火災用

B 火災／油火災用

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。

64

消
消火
火器
器具
具

キッチンアイ

※このラベルは表示の一例です。

水害対策

見本

HVF1HG
エメラルドグリーン

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。

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。

救護・搬送・介護

新製品用「リサイクルシール」が貼付されています。

家庭常備品チェックリスト

備えあれば憂いなし
非常食

□ 缶入パン（期限：

）

消火器

□ アルファ化米（期限：
□ 缶詰（期限：

）

）

□ アメ・お菓子（期限：
食器類

管槍・スタンドパイプ・消防用ホース・消火栓ハンドル・ホース格納BOX

飲料水

□ 毛布・寝袋

□ 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

□ 常備薬（期限：

）

□ 鍋・やかん

（期限：

標準価格 ¥32,000（税別）
●サイズ：65mm
●納入単位：1個

標準価格 ¥36,000（税別）
●サイズ：65mm×20m
●使用圧：0.9Mpa
●納入単位：1個

□ カセットボンベ

）

□ 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

通信器具

□ 体温計

）

HB 付 標準価格 ¥14,000（税別）

ラジオ

□ ヘルメット

□ 解熱剤（期限：

□ カセットコンロ

照明器具

□ 包帯・三角巾

□ 皿・コップ・割り箸・ラップ

消防用ホース

HB 付 標準価格 ¥17,500（税別）
●サイズ：65mm ●納入単位：1個

□ テント・テントマット

□ ビニール袋

引上げ式スタンドパイプ 65mm

●納入単位：1個

生活日用品

）

管槍 65mm 赤紐巻
●サイズ：65mm

）

□ 絆創膏・ガーゼ

□ 消毒液（期限：

□ 給水袋
燃料

救急・安全

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

地上式 消火栓ハンドル

地下式 消火栓ハンドル

地下式 消火栓ハンドル（マンホール対応）

標準価格 ¥5,300（税別）
●サイズ：
●納入単位：1個

標準価格 ¥5,000（税別）
●サイズ：810mm
●納入単位：1個

標準価格 ¥9,500（税別）
●サイズ：850mm
●納入単位：1個

ホース格納 BOX 関連
製品の材料であるアロイ鋼板は、自動車のボディにも使われ、
塗装性・耐食性に優れています。
品名

標準価格（税別） 高さ
（mm） 幅（mm） 奥行（mm）

材質

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

納入単位

ホース格納 BOX（スカート型）

¥23,000 900mm 600mm 270mm スチール

1個

ホース格納 BOX（底板ステンレス）

¥26,000 900mm 600mm 270mm スチール

1個

同上 アングル脚（共通）

¥05,500 300mm 590mm 270mm スチール

1個

同上 アングル脚（コンクリーベース付）

¥08,000 300mm 690mm 330mm スチール

1個

緊急時用個人情報
氏名

性別

男 ・ 女
住所

生年月日

勤務先
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電話番号

身長

体重

住所

携帯電話番号

疾病・アレルギーなど

電話番号
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