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事前対策

1,500円（税抜）

ベルトが揺れを吸収します。
取付有効長さ：10～90cm

タンスガードⅡ（2本組）
入数：80
商品サイズ：72×32×200mm
外箱サイズ：317×300×360mm

A51

一般的な突っ張り棒では防ぎ切れない揺れに
対して、油圧ダンパがしなやかに追従すること
で地震による家具の揺れを吸収し、家具の転倒
や移動を防止。家具や天井等に穴を開けること
なく簡単に設置でき、何度でも付け直し可能。

オフィス家具転倒防止ダンパユニット つっぱんだ
入数：20
●商品サイズ
S：204×542×74mm
M：204×647×74mm
L：204×792×74mm
●使用範囲
S：430～500ｍｍ
M：500～600mm
L：600～740mm
●セット内容：ダンパー×2、角度調整治具×2、滑り止めシート×2、
両面テープ×4
●設置不可の場所：傾いてる天井（水平ではない天井）、木や竹の
あらわし仕上げの天井、羽目板天井、和室の天井、指で押して上に
持ち上がる天井（ビス止めされていない天井）、強度が弱い天井

A69

A70

A71

6,500円（税抜）

6,000円（税抜）

5,500円（税抜）

最高耐圧 3ｔ

家具の突っ張り棒 12～18cm A62

 18～28cm A63

28～38cm

商品サイズ：A62 106x140x106mm/
A63 106x200x106mm/A64 106x300x106mm
内容：本体×2本、固定ネジ2本
商品材質：本体 スチール/上下部分 アクリル加工品

振動を吸収している様子は
こちらの動画で。

A64

6,500円（税抜）
6,000円（税抜）
5,500円（税抜）

面で支える家具転倒防止具｡材料に段ボール･紙を利用し､接地面に
特殊なゴムを使用することで､滑り止め､固着力を高めた商品｡

e-SUPPORT
入数：4 商品サイズ：S：256×593×300～450mm/
M：256×593×400～650mm/L：256×593×550～800mm
外箱サイズ：600×510×320mm

S

M

L

20,000円（税抜）
20,000円（税抜）
20,000円（税抜）S

M

L

A3

A4

A5

400円（税抜）

テレビ・タンスといった地震の時に倒れやすいものの下に敷
くだけで転倒防止を補助｡使いやすい2種類のサイズにカッ
トされていますので､開封後すぐにご使用いただけます｡

たおれ防止補助プレート4枚入
入数：100 
商品サイズ：90×100mm×2枚･90×50mm×2枚 
外箱サイズ：520×315×240mm

A7

2,500円（税抜）

キャスターの下に置くだけで､コピー機や
テレビ台等のズレを簡単に防止が出来ます｡
エコストッパー2P
入数：24 商品サイズ：95×90×23mm
外箱サイズ：200×315×210mm
使用キャスターは50mm径以下にして下さい。

A2

3,980円（税抜）

ＯＡ機器等の走り出しを防ぎます。カンタン、挟むだけ！持ち上げる必要なし！

エコストッパーゼロ 2P
入数：24　 商品サイズ：108×123×23mm
使用キャスターは50mm径以下にして下さい。

A25

3,300円（税抜）

貼るだけの簡単取り付け、家具や壁紙も傷つ
けない。

Ｔ型固定式不動王(2ケ組)
入数：24 耐荷重150kg
商品サイズ：114×112×170mm
外箱サイズ：546×361×257mm

3,500円（税抜）

工具不要、穴を開けずに棚などの転倒防止が
出来ます。

ティープレートベルトタイプ
入数：24
2個入り 壁との間にすき間最大150mmまで
対象物荷重：360㎏（2個/1セット使用時、最大値） 
商品サイズ：126×49×102mm
外箱サイズ：315×270×230mm

A33

A72

14,000円（税抜）

高強度ロープと衝撃吸収ベルトが、転倒・暴走を防ぐ。衝撃吸収ベルトとプレートを床
面に張り付けるだけ。アンカー工事不要。フローリング、Pタイル、クッションフロア、
ビニルフロア対応。キャスター付機、複写機、医療機器、ピアノ等向き。震度7対応。

不動王キャスターストッパー(2ケ組)
入数：24 耐荷重200㎏
※プレートサイズ：160（奥行）×155（幅）×15.5㎜（高） 
商品サイズ：165×40×210mm  外箱サイズ：550×356×180mm

A34

1,340円（税抜）

強粘着耐震シートが衝撃を吸収・緩和。湿気に強い素材
を使用し、水で洗って繰り返し使用可。ベタつきも残り
ません。電子レンジ、音響機器等の固定に。震度7対応。
不動王インテリア家電用強粘着耐震シート
入数：100 耐荷重70kg
内容：40×40×5㎜ 4枚
商品サイズ：197×123×6mm
外箱サイズ：352×272×212mm

A31

転倒防止など事前対策をすることで
被害を押さえることができます。
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8,000円（税抜）

7,500円（税抜）

7,000円（税抜）

最高耐圧 3ｔ

家具の突っ張り棒  38～48cm A65

48～58cm A66

58～68cm

商品サイズ：A65 108x110x415mm/
A66 108x110x490mm/A67 108x110x585mm
内容：本体×2本、固定ネジ2本
商品材質：本体 スチール/上下部分 アクリル加工品

A67

1,450円（税抜）

ＬアングルやＣチャンのラック支柱に巻き付ける・支柱の穴に通
す２通りの設置方法が可能です。幅2100ｍｍ対応。
【工具を使わず取付簡単。ベルト幅２５㎜】

落下防止ベルト『イーガード ラック用』
入数：24 
商品サイズ：75×40×170mm
外箱サイズ：310×255×180mm
※サイズは900㎜・1200㎜・1500㎜・1800㎜のサイズもございます。

2,480円（税抜）

地震による書類・書籍の落下防止に。

書類落下防止ベルト イーガード（内付）
入数：24
付属品：受け金具１個、粘着パッド２枚、ドリルビス８本、
アルコールパッド２枚
商品サイズ：25×900mm

A26

1,780円（税抜）

貼るだけで震度7対応！湿気に強くベタつきが残
らない強粘着シート。

不動王パソコン用強粘着耐震シート
入数：100 耐荷重100kg
内容：50×50×5 （4枚）
商品サイズ：197×123×6（厚）mm 
外箱サイズ：352×272×212mm

A50

耐用年数5年

A52

1,200円（税抜）

超粘着振動吸収特殊エラストマーで地震などの振動
から衝撃を吸収し､転倒･ズレ･落下を防止します｡

耐震GELクッションM
入数：60 内容：40×40×5mm（4枚入）
個装サイズ：125×180×7mm
外箱サイズ：310×190×140mm

1,300円（税抜）

耐震GELクッションＬ
入数：60 内容：50×50×5mm（4枚入）
個装サイズ：125×180×7mm
外箱サイズ：310×190×140mm

A9

A10

　幅2100mm用

※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。
※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。

4,800円（税抜）

貼るだけの簡単取り付け、家具や壁紙も傷つ
けない。キャビネット、ロッカー、食器棚、冷蔵
庫など大型家具におすすめ。震度7対応。
不動王ホールド(2ケ組)
入数：10 耐荷重115kg 
商品サイズ：282×141×129mm 外箱サイズ：744×299×293mm

A29

耐用年数8年

2,200円（税抜）

強力な粘着力でオフィス家具類の上下左右の
連結に。ガラス繊維素材を使用しているので、
目立たずきれない。震度7対応。
不動王連結シート(4枚組)
入数：100 耐荷重200kg
商品サイズ：176×115×2.2mm
外箱サイズ：272×197×139mm

A30

耐用年数8年 耐用年数5年

耐用年数8年 耐用年数8年
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事前対策 水害対策 水害被害軽減の為の事前対策アイテムや
水害後の対処アイテムです。

転倒防止など事前対策をすることで
被害を押さえることができます。

29,800円（税抜）

水害時に土のう袋の代用として、簡易浸水防止にお使い頂けます。
袋は、破れにくい高強度極厚素材で、繰り返しの使用も可能。

水のう袋「水のう君」1.8mセット
・水のう袋(10L)30枚・封袋スライダー2個・防水シート１枚
・止水クッション１枚・防水テープ1巻・保護用土のう袋（20L）30枚
商品サイズ：350×500mm×150ミクロン（水のう袋）
外箱サイズ：750×405×420mm

A39

110,000円（税抜）

大きな地震が起こるとほとんどのドアは開閉不能にな
ります。　「アケルくん」は開閉不能な状態を未然に防ぐ
特殊プレートです。

耐震ドアシステム「アケルくん」
●大きな地震が起こり、扉が開かない、逃げられないを未然に防ぎます。
●日常生活上は取付していることも忘れてしまう。そんな特殊プレートです。
（ドアの歪みが17mmの状態でドアを開けるのに必要な力はなんと200kgですが、
「アケルくん」を装着すれば6.12kgで開けることができます）

A57

120,000円（税抜）

エレベーター用防災キャビ（コーナータイプ）
商品サイズ：282×192×706mm
セット内容：センサーライト（扉に装着）１個
保存用飲料水500ｍｌ×５本・カンパン２缶/簡易トイレ１個
ラジオ×１台/ホイッスル×１個/防暑防寒シート１枚/ケミカル
ライト×１個/ポケットティッシュ×２個/予備乾電池 単三（４本）
/単四（２本）

A21

150,000円（税抜）

エレベーター用防災キャビ（薄型タイプ）
背面アジャスター（マグネット付）、蓄光サイン、錠前付
商品サイズ：550×97×600mm
セット内容：センサーライト（扉に装着）１個
保存用飲料水500ml×５本/カンパン×２缶/
簡易トイレ×１個/ラジオ×１台/ホイッスル１個/
防暑防寒シート×１枚/ケミカルライト１個/
ポケットティッシュ２個/予備乾電池 単三（４本）単四（２本）

A42

100円（税抜）

徒歩帰宅の安全をサポートする地図。いざとい
う時の備え、危機管理対策のプランニングに。

防災ガイド(ストーンペーパー製)
入数：1000
商品サイズ：93×65×3ｍｍ

800円（税抜）

帰宅支援マップ 首都圏版
入数：114
商品サイズ：210×99×7mm
外箱サイズ：437×312×142mm

A60

A36

いざと言う時の為に防災対策・応急手当てをマニュアルにしました。
コンパクトに折りたためるのでサイフや手帳に入れて携帯出来ます。

水を含むと膨らむ、土砂が不要の吸水簡易土のうです。
5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。

4,480円（税抜）

緊急簡易土のう6枚ロング
入数：12 商品サイズ：270x850mm
外箱サイズ：700x370x260mm
商品重量：167g（使用前）
              約18㎏（使用時）

A59

4,480円（税抜）

緊急簡易土のう10枚スタンダード
入数：10 商品サイズ：470x570mm
外箱サイズ：700x370x260mm
商品重量：100g（使用前）
　　　　  約16kg（使用時）

A58

A58 A59

商品サイズ：505x374x500mm
セット内容：センサーライト（扉に装着）１個
保存用飲料水500ml×５本/紙コップ×10枚/
カンパン×２缶/簡易トイレ×１個/手回し式充電ポケラジオ×１台
ポンチョ×1個/トイレットペーパー×2ロール/
防暑・防寒シート×１枚/予備乾電池 単三（４本）　

146,000円（税抜）

蓄光サイン・・・暗闇では扉を開けるための説明が光ります。
センサーライト・・・扉を開けると人感センサーが反応してライトが点灯。

防災キャビ（座れるタイプ） A61

ライフジャケットとリュックが一体化した救命道具です。固定式ダウンベスト風ライフジャケットは、膨らむタイ
プではなく、身体を水に浮かせるための浮力体に発泡素材の固型物を使用しているライフジャケットです。何度
水に浸かってもそのまま着用するだけで水に浮くことができます。

耐荷重は200kgで、48時間後も92％の浮力を維持します。また自動的に気道を確保できるように、あえてリュックが沈む設計にしています。
【製品仕様】・リュック容量：25リットル・適応年齢：12歳以上・胴囲：110cmまで・浮力：約20kg・耐荷重：200kg
※着用者の体重と荷物を合わせた荷重量。※ガスボンベ・スプールは、3年ごとを目安に交換。 30,000円（税抜）

TSUNA GUARD（ツナガード）自動膨張式ライフジャケット＆リュック C42

フード部分にも浮力体が中に入っているので着水時に頭部を浮かせ衝撃を低減し、大切な命を守ります。また自動的に気道を確保できるように、あえてリュックが沈む設計にしています。
【セット内容】・防水ケース1点（B5サイズ）・リュック取替用ショルダー 【製品仕様】・リュック容量：20リットル・適応身長：150～180ｃｍ・胴囲：
125cmまで・浮力：約9.5kg・耐荷重：95kg ※着用者の体重と荷物を合わせた荷重量。 24,000円（税抜）

TSUNA GUARD（ツナガード）ダウンベスト風ライフジャケット＆リュック C43

200,000円（税抜）

DPAS緊急地震速報受信端末機
商品サイズ：W220×D220×H69mm（突起部除く）
外箱サイズ：W320×D270H120mm

A38

A36

『揺れる前に知る』安心をお届け、液晶パネルの
文字と音声で「揺れの到着時間と震度予測」を
お知らせ。(高度利用者向け緊急地震速報)

A60

蓄光サイン・・・暗闇では扉を開けるための説明が光ります。
センサーライト・・・扉を開けると人感センサーが反応してライトが点灯。

蓄光サイン・・・暗闇では扉を開けるための説明が光ります。
センサーライト・・・扉を開けると人感センサーが反応してライトが点灯。

ライフジャケットとリュックが一体化した救命道具です。津波や水害時に水を感知すると自動的にライフジャ
ケットが出てくるという避難用リュックの進化版。ショルダー部分が自動的に膨張、10秒で完全に膨らみます。

2,700円（税抜）

感震ブレーカーと感震ライトのセット商品。真
夜中に地震が発生しても感震ライトで避難経路
の確保が可能です。

地震火災の見張り番@home
入数：80
商品サイズ：85×134×30mm
外箱サイズ：440×250×470mm
●震度5強相当以上の揺れを感知すると自動でブレーカーを
下げ、電力復帰後の通電火災を未然に防ぎます。
●震度3相当以上の揺れを感知すると自動点灯する
感震ライト同梱（単4電池×3本、別売り）
●設置に特別な工事は必要ございません。

A53

30,000円（税抜）

「高度利用者向け緊急地震速報」をご家庭や
オフィスで、リーズナブルな価格で受信できま
す。

地震の見張り番@home
入数：24
商品サイズ：272×75×157mm
●フルカラー液晶画面と音声で緊急地震速報を素早くお伝えいたします。
●FMラジオ、LEDライト、USBポート付き（こちらの3つの機能は単三電池×4本
（電池別売り）でのご使用も可能です）●2つのシミュレーション機能で防災訓練などに
お役立ていただけます●本体、電源ケーブル、LANケーブル（1m）、
FMラジオ用アンテナケーブル同梱※ご使用にはインターネット回線が必要です。
※情報配信は登録後5年間で終了となります。（ラジオ・ライト・USBポートは
引き続きご使用頂けます。）

A54

※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。
※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。
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C42 C43

398,000円（税抜）

子供からお年寄りまで気軽に扱える!ボストンバッグ
のような形に二つ折りでき収納庫としても使えます。

ツーウェイ9
商品サイズ：全長2m80cm/全幅1m20cm/深さ40cm（39kg）
付属品/パドル2本・着脱式腰掛け・係留ロープ10ｍ　　

C31

耐用年数25年

1,250円（税抜）

水や油の回収用水切ゴム。軽くて作業がラク。
柄の角度が自由に変わり小回りがきく。

フリーラバー30
入数：30　370g
商品サイズ：清掃幅320mm 全長1290mm
外箱サイズ：260×1400×220mm

M71

1,800円（税抜）

浸水や漏れた油の回収に
片手ちりとりしずか
ごみ取り以外に汚水や油の回収に便利なちりとり
入数：20　480g
商品サイズ：260×270×190mm
外箱サイズ：780×310×600mm

E97

E97

1,550円（税抜）

雪や汚泥の掃き出し作業に
プラホーキF
コシが強く瓦礫や汚泥や雪の掃き出し作業に最適なほうき
入数：20　910g
商品サイズ：掃巾約320mm 全長1400mm
外箱サイズ：1530×350×250mm

E96

E96

6,120円（税抜）

浸水後の復旧作業の必需品
U字型水切りモップ
900mm巾のU字型で広いスペースを一機に排水
入数：4　2kg
商品サイズ：幅900mm 全長1400mm
外箱サイズ：1390×270×220mm

E99

E99

550円（税抜）

水回収用のスポンジ
水取りスポンジ
雑巾サイズの大判スポンジ。
吸水性がよく絞りやすいので床の水取り作業に便利
入数：64　55g
商品サイズ：280×210×41mm
外箱サイズ：885×330×585mm

E98

E98
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15,000円（税抜）
13,000円（税抜）
9,800円（税抜）

軽くて丈夫､高いリサイクル性を持つアルミ製
容器と環境に優しい消化器です。

消火器 PAN4A/PAN6A/PAN10A
入数：1
商品サイズ：【4A】85×85×403【6A】102×102×446【10A】123×123×465mm
外箱サイズ：【4A】106×178×419【6A】116×178×462【10A】135×194×497mm

PAN4A

PAN10A

B4

B5

B6

PAN6A

事
前
対
策

水
害
対
策

火
災・避
難
対
策
対
策
本
部
用
品

避
難
生
活

食
品

感
染
症
対
策

防
犯

熱
中
症
対
策

そ
の
他9,900円（税抜）

滑り止め・蓄光・反射 3機能テープ
高い摩擦により、すべりを防止します。

セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプLR 10枚
商品サイズ：30×600mm（10枚）　

A22

反射
機能

蓄光
機能

階段非常口

装着簡単！スタートダッシュが違う！
火災避難用保護具　自給式呼吸保護具

25,000円（税抜）

もしもの時の避難用縄ばしご

アルミ縄ばしご5m（2階用）
商品サイズ：フック内寸60mm､ロープ間隔317mm
外箱サイズ：450×350×280mm

40,000円（税抜）

アルミ縄ばしご8m（3階用）
商品サイズ：フック内寸60mm､ロープ間隔317mm
外箱サイズ：450×350×470mm

C1

C2
約1.4kg
外箱サイズ：W114×D114×H124mm
使用時間約10分

54,800円（税抜）

ダッシュ10Ⅱ（EBA-10）C44

入数：8
約255ｇ
商品サイズ110×120×135mm
外箱サイズ：440×240×135mm
使用時間約5分 6,510円（税抜）

煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護。
火災避難用保護具

ケムラージュニア C49

約176g
外箱サイズ：W114×D114mm×H124
使用時間約15分

7,500円（税抜）

装着簡単！　視界すっきりコンパクト！　軽量
避難用ろ過式呼吸用保護具　火山ガス用

ろ過式呼吸用保護具 火山ガス用 EM-VG15 C46

初期消火・避難時のアイテムです。

875円（税抜）

消火用ポリバケツ
入数：40 商品サイズ：255φ×240mm
外箱サイズ：570×570×600mm
容量 8L

1,300円（税抜）

新防火用バケツ（鉄）
入数：20　商品サイズ：265φ×230mm
外箱サイズ：290×290×590mm
容量 8.4L

B1

B1 B2

B2

6,000円（税抜）

住宅用火災警報器（けむタンちゃん）
煙が一定濃度以上になると、音と光でお知らせします。
入数：1 約130g（電池含む） 商品サイズ：φ100x43.5mm
外箱サイズ：152ｘ221ｘ47.5mm
保存期間：10年

6,000円（税抜）

住宅用火災警報器（ねつタンちゃん）
温度65℃以上になると、音と光でお知らせします。
入数：1 約120g（電池含む） 商品サイズ：φ100x43.5mm
外箱サイズ：152ｘ221ｘ47.5mm
保存期間：10年

B18

B18

B19

B19

入数：24
商品サイズ：66×66×222mm
外箱サイズ：295×430×250mm

3,400円（税抜）

ご家庭の初期消火に素早く対応。
ワンタッチスプレー式。

スーパールームガードⅣ B3

ボール型なので、子供や高齢者も慌てず簡単
に消火できます。

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。

5,000円（税抜）

「投てき消火剤」消える魔球 2個入
460g(2個)
商品サイズ：183×100×100mm

B17

14,000円（税抜）

国内で唯一、公称時間が最長20分の防毒・防煙マスク。火災
時の一酸化炭素、様々な有毒ガスを除毒・除去できる高性能
マスクです。使用時間20分　使用回数1回　排気弁付　

スモークブロック マウス＆ノーズ
入数：50 360g 商品サイズ：小箱 115×63×117mm　
外箱サイズ：420×610×310mm

20,000円（税抜）

スモークブロック フルフェイス
入数：20 540g 商品サイズ：小箱120×80×225mm
外箱サイズ：420×610×310mm

C3

C4

保存期間5年

※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。
※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。

保存期間5年 保存期間5年保存期間5年

50,000円（税抜）

レスキュー11
【内容品】キャスター付のケース/バール小/バール大/ハンマー/のこぎり/軍手/活性炭マスク/
2トンパンタグラフジャッキ/防災バンド/ロープ/スリングベルト/懐中電灯/電池
商品サイズ：1000×285×155mm
外箱サイズ：1010×300×165mm

96,000円（税抜）

災害救助工具セットC
【内容品】テコバール：900mm/横型バール：900mm/両口ハンマー：900mm 3.5kg/
両つるはし：900mm/角型スコップ：970mm/のこぎり刃渡り300m/ボルトクリッパー：600mm
/手斧/防塵マスク×2/革手袋×2/レスキューホイッスル×2/ゴーグル×2/カート付キャリーバック
商品サイズ：500×450×990ｍｍ

D10 D11

23,000円（税抜）

ショベル・バール・ツルハシ 3つの機能を1台
に集約！！地震災害等、倒壊家屋からの救助
で大活躍！！安心の日本製。

マルチショベル 特救Ⅱ
商品サイズ：970×202×115mm（3.6kg）

3,180円（税抜）

消防色の軽くて強いパイプ柄ショベルです。刃先はショベル鋼板Ｓ50
Ｃを使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理済。日本製
赤トンボパイプ柄丸
刃先幅：232mm 刃先長：292mm
全長：970mm（1.8kg）

E32

E32 E42

5,500円（税抜）

頭部は炭素鋼Ｓ45Ｃを使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理済。柄は厳選さ
れた樫材を使用しています。日本製
両口ハンマー3.5K
頭部：164×57mm
柄の長さ：約900mm(4kg) 

E42

4,370円（税抜）

バール全体に熱処理を施すことで、ムラなく全体が曲がりにくくなって
います。日本製
平バール900mm
商品サイズ：900×123×35mm
（2.3kg）

E43

20,000円（税抜）

レスキュージャッキ 特救
商品サイズ：500×110×132mm（3.6kg）
●セット内容：本体、バール兼用ハンドル、壁取り付け用ウォールステイ
●最大荷重1.5t

E69 E70

地震災害等、倒壊家屋からの救助で大活躍！！
安心の日本製。

E43

670円（税抜）
標識ロープ 9×20m
（600g）

E59

スタンダードなトラロープ。誘導、簡易のバリケードに

770円（税抜）
ビニロンロープ 8φ×5m
（195g）

E53

1,540円（税抜）
ビニロンロープ 8φ×10m
（395g）

E54

3,600円（税抜）
標識ロープ12×100m
（3.8kg）

E47

柔軟性が有り、扱い易い。防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。

2,200円（税抜）

事故車からの脱出・救出専用ツール。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬
合金ハンマーを利用すれば少しの力でサイドウィンドウを割ることができます。

緊急ツール
入数：50
商品サイズ：205×43×19mm
外箱サイズ：555×280×300mm

C15

ハンマー

シートベルト
カッター
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安全 強力 驚異の繊維アラミド
耐切創性に優れ綿の数倍の強さがあり、
かつ柔軟性、耐久性に優れています。

1,１９0円（税抜）

スーパーアラミド手袋
入数：100
商品サイズ：300x130x10mm
外箱サイズ：450×270×400mm

C61

事
前
対
策

水
害
対
策

火
災・避
難
対
策
対
策
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部
用
品

避
難
生
活

食
品

感
染
症
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策
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犯

熱
中
症
対
策

そ
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他

650円（税抜）

避難所までなど比較的軽めの荷物での移動に最適な持ち出し袋｡
良質かつ安価の為、備蓄用の持ち出し袋としてもお勧めです｡
非常持出袋 ナップ
入数：100 商品サイズ：約370×450mm
外箱サイズ：400×450×300mm

C11

C11 C12 C13

3,800円（税抜）

リュック型なので両手を自由にできます｡また､どのような状況になるか
分からない災害時において本商品のように丈夫な袋は必須といえます｡

非常持出袋 リュック
入数：50 防炎協会認定品
商品サイズ：400×405×70mm
外箱サイズ：260×590×480mm

C12

6,000円（税抜）
非常持出袋 ビッグリュック
入数：20 防炎協会認定品
商品サイズ：450×345×200ｍｍ
外箱サイズ：490×390×360ｍｍ

C13

初期消火・避難時のアイテムです。

2,400円（税抜）

ABS樹脂製｡国家検定品｡シンプルな形状で
扱いやすいタイプです｡

ヘルメット148-E
入数：40
商品サイズ：263×226×153mm
梱包：590×480×770mm

C5

6,500円（税抜）

（公財）日本防炎協会認定の防災ずきん頭部に「厚さ4mmの特殊貫通衝撃防
止素材」を入れ、最高レベルの耐貫通防止性能を持った「最強」の防災ずきん

ズキメット®

入数：20 商品サイズ：460×270mm
外箱サイズ：570×465×520mm

C21

2,800円（税抜）

（公財）日本防炎協会認定品 安心の6年間無償修理保証
幼児用防災ずきん
入数：30 レッド・ブルー・イエロー   
商品サイズ：320×260mm 外箱サイズ：570×465×520mm

C25

690円（税抜）
防災ズキン用カバー
入数：30 ピンク・サックス
商品サイズ：350×270mm

C26

C21 C25 C26

10年修理保証 6年修理保証

4,600円（税抜）

ＩＺＡＮＯＭＥＴ
入数：10 厚生労働省　国家検定合格品（飛来・落下物＆墜落兼用型）
商品サイズ：225×338×87mm
外箱サイズ：465×345×340mm

C22

ハーフサイズに折り畳める携帯性に優れたヘルメット

4,600円（税抜）

収納時はＡ４サイズのコンパクトさで、子供から大人まで幅広い頭周囲
（47～62cm）に対応。ワンタッチでヘルメット上部が回転し、Ａ４サイ
ズのコンパクト設計で、汚れた場合は内装交換が可能。
回転式ヘルメット Crubo ST#130
入数：20 厚生労働省　国家検定合格品（飛来・落下物＆墜落兼用型）
商品サイズ：Ｗ208×Ｄ278×H140mm（収納時：Ｗ208×Ｄ278×H80mm）
収納袋付

C36

8,200円（税抜）

ヘルメットスタンド（5個収納可)ビニールカ
バー付で埃を防ぎます。

ヘルメットスタンド
商品サイズ：270×300×540mm

C55

1,400円（税抜）

驚異の耐切創能力糸「サイグス」を使用した軍
手。切創事故から手をガードします。

耐切創軍手 サイグスグローブ ライトタイプ
アラミド系、高分子ポリエチレン系と比べ、2～2.5倍の能力がある耐切創糸
CYGUS（サイグス）を使用した軍手。軽量性や着用感を重視しながらも高い
耐切創能力を実現し、切創事故から手をガードします。日本製。
入数：100 重量：37.5g
商品サイズ：130×270×5mm 外箱サイズ：420×310×260mm

C73

C10 C54

5,400円（税抜）

安全シューズ短靴タイプ
入数：12
商品サイズ：22.5～28cm 29,30cm
外箱サイズ：560×480m×320mm
●アッパー部分/つま先部分：牛革（表面ＰＵ加工）
　その他：人工皮革　　
●底部/ポリウレタン（二層）
●先芯/鋼鉄製　　
●内装生地/ポリエステル100％
●中敷/PVA　

C56

2,100円（税抜）

ガラスの破片を踏んでも足の裏を怪我しないように。

柔らかいパット使用で膝をついても痛くなりにくい。

防災用スリッパ
商品サイズ：約290×110×厚さ10mm（片方）

1,300円（税抜）

ヒザガード(片ひざ用)
商品サイズ：約235×150×厚さ10mm（片方）

C51

C50

3,160円（税抜）

炎や衝撃から頭をしっかりガード

子供用防災ずきん
難燃素材使用 入数：36
商品サイズ：約260×440mm
外箱サイズ：550×460×280mm

3,410円（税抜）

大人用防災ずきん
難燃素材使用 入数：36
商品サイズ：270×500mm
外箱サイズ：580×510×300mm

C76

C76

C75

C75

1,500円（税抜）

防塵防滴耐久ヘッドライト

コンパクトＬＥＤヘッドライト
防塵、防滴（IP54準拠）、1M落下耐久、使用電池：単三アルカリ電池×1本
（テスト用電池付属） エネループ使用可能 50ルーメン
点灯時間：Hi8時間/Eco16時間 ワイドビーム 照射距離36m
入数：40 80g 商品サイズ：約65×45×33mm
外箱サイズ：402×561×258mm

1,480円（税抜）

強力ヘッドライト
生活防水（IPX3防雨型）で雨天でも使用できます。
ライトは『強』・『弱』・『点滅』の３パターン。 単4電池×3本使用（別売）
入数：48 86g
ライト部分：約35×40×23mm、電池ボックス：約80×48×20mm
外箱サイズ：約475×270×235mm

C74

C59

55,400円（税抜）

帯電防止・軽量・耐久性・発色性に優れJIS適合商品

高視認性安全防水防寒コート イエロー/オレンジ
透湿防水エントラント、中綿シンサレート、
生地もストレッチ素材を使用。
反射テープにドイツ製 ORAFOL採用。 
入数：1 商品サイズ：M/L/LL/3L/4L

C63 C65

C63 C64

C64 C66

C65 C66

40,700円（税抜）

高視認性安全防水防寒パンツ イエロー/オレンジ
透湿防水エントラント、中綿シンサレート、
生地もストレッチ素材を使用。
反射テープにドイツ製 ORAFOL採用。 
入数：1 商品サイズ：M/L/LL/3L/4L

8,400円（税抜）

ストレッチ性、汚れが落ちやすい防汚加工、静電気防止

エコ5バリューブルゾン
①ストレッチ性②汚れが落ちやすい防汚加工③静電気防止
④脇下のツッパリ感を解消したウィングアーム機能
⑤エコ素材（エコマーク認定商品・グリーン購入法判断基準対応）
入数：1 商品サイズ：S/M/L/LL/3L/4L/5L
●ポリエステル/綿

5,700円（税抜）

エコ5バリューツータックパンツ
入数：1 股下/78cm 75cm 90cmハーフ
ウエスト/70～120cm（3-5cm刻み）
●ポリエステル/綿

C68

C68

C67

C67

8,500円（税抜）

ムレ防止機能の軽量レインウェア

レインウェア（上下組）
耐水厚10,000mm 透湿度2,000g/㎡/24h
入数：1 商品サイズ：M/L/LL/3L
●ポリエステル　

C69

C59 C50 C51

柔軟性が高く、かつ軽量なので、足に馴染み
やすく、疲れにくい。

1,460円（税抜）

タフネス踏み抜きインソールⅡ
入数：100
商品サイズ：340x110x10mm
※交換目安2～3年後

C57

400円（税抜）

ソーラーホイッスル
入数：200
商品サイズ：73×35×14mm
外箱サイズ：76×45×21mm

C54

吹く力が弱くても大きな音で緊急を知らせます。

400円（税抜）

ホイッスルE－Call
入数：500
商品サイズ：34×52×10ｍｍ
外箱サイズ：420×285×380ｍｍ

C10

ソーラー充電式のライトにホイッスルをプラス。

スタンダードな短靴タイプの安全シューズです。

C74

180円（税抜）
商品サイズ：47×20×8mm

防災防犯ホイッスル サイコール P33

人間の耳に一番届きやすい3,150Hzの音が出ます。
バッグやキーホルダー、ネームストラップにも通しやすいので、
いつでも安心を持ち運べます。名入れ印刷可能（別途料金）

※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。
※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。
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火災・避難対策 救出・救助活動、応急処置をすることで
被害を少なくします。

40,000円（税抜）

レスキューボードベンチ
ベンチ時:約1780×D460×H380mm  22.5kg
(担架時:約1780×D430×H81mm) 7.5kg
外箱サイズ：約1820×D450×H160mm

78,500円（税抜）

「ベンチ＋担架」脚部折りたたみ式
ベンチ、ベルト、バックル、組立説明書、工具付

レスキューベンチ
ベンチ時:約1805×D465×H400mm 17kg
(担架時:約2090×D465×H190mm)
外箱サイズ：約1840×D470×H120mm

18,800円（税抜）

緊急時に使うため身近に置けるよう長さを
3つ折にしてコンパクトに保管できます｡握り位置、
使用方法を本体に記載してあります。

レスキューボード
担架時：1800×730mm
折りたたみ時：600×730mm
外箱サイズ：750×200×650mm
本体：3.5kg 耐荷重500kg

26,400円（税抜）

二つ折担架
アルミ製 把手伸縮式 肩ひも付 
商品サイズ：540×2270mm 6.4kg

29,700円（税抜）

四つ折担架
アルミ製 把手伸縮式 肩ひも付 
商品サイズ：580×2270mm 7.5kg

D1 D2

D7

38,000円（税抜）

ワンタッチ式ベルト担架 緊急時に一人でけが
人・病人を運べるよう設計された担架です。

救護担架「ベルカ」　
耐荷重:150kg 重量:2.4kg
商品サイズ：L1900×H530mm

D6

6,000円（税抜）

チェアタイプの担架 狭い場所でも活躍します。
耐荷重 約159kg

トランスポートチェアー
入数：30
商品サイズ：230ｘ330×20mm

D21

D8

D9

座位保持できない方搬送用

48,000円（税抜）

ベッド本体とマットレスの間に敷き、避難の際
はストラップを取り出し被救護者を乗せたまま
寝具ごと巻き付け一体化させた上で使用する。

レスキュー Ｅバックシート 
入数：1 
商品サイズ：900×2000mm

D30

「ベンチ＋担架」座面取り外し式
ベンチ、ベルト、バックル、組立説明書、工具付

48,000円（税抜）
担架格納箱　二つ折担架用
商品サイズ：2,300×280×200mm

D22

D23

46,000円（税抜）
担架格納箱　四つ折担架用
商品サイズ：1,200×340×200mm

D23

D22

65,000円（税抜）

四つ折りストレッチャー
7kg　（耐荷重 159kg）
商品サイズ：2140×550×120mm
収納全長580×210×150mm
外箱サイズ：630×250×150mm

D24

折り畳み式の担架では、収納サイズクラス最
小。視認性の高いケースに入っており、ケース
入りなので持ち運びが容易です。

対策本部を設置し、情報収集、被害状況の把握
物資の集約指示を出します。対策本部用品

折りたたみ時

84,000円（非課税品）

アルミ製のスタンダードタイプ。折り畳み式。
ノーパンクタイヤ。

車イス
商品サイズ：1015×670×900mm
折畳寸法：350×1015×675mm

M17

普段は介助用車イスとして使用でき、階段避
難もできる緊急対応車イス。

商品サイズ：495×1,295×1020mm（12.6kg）
耐荷重：160kg 対応階段角度：30～40度
本体・ダストカバー・専用ポーチ・取扱説明書（保証書）・専用スタンド

246,000円（税抜）

階段対応車イスBest-Chair フルセット C52

30,000円（税抜）

緊急災害時に３人の子供を素早く避難させられる避難用3人抱きキャ
リー。両サイドと背中にそれぞれ子供を抱っこする事ができ、誰でも簡
単に装着できるベストタイプなので３人分の重さを分散します。

避難くん 避難用3人抱きキャリー
約860g 商品サイズ：着丈600x身幅500mm
1人あたり：首がすわって～約10kgまで
※装着には介添えが必要です。

C62

17,500円（税抜）

緊急時に2人の子供と一緒に避難できる抱っこひも。

避難くん 避難用2人抱きキャリー
おんぶと抱っこが同時にできます。
約620g おんぶ710ｘ440mm 抱っこ760×440mm
1人あたり：首がすわって～約10kgまで

C71

9,800円（税抜）

緊急時に抱っこした子どもと一緒に頭から被ること
ができるカバー。

避難用フード付きポンチョ C72

9,700円（税抜）

昔ながらのひも式タイプなので装着が簡単な
おんぶ専用の1人抱き抱っこひも。

避難用1人抱きひも式キャリー C70

緊急時に素早くホールドでき、保育士の両手が空くので安全
に避難できます。微調整が自在でぴったりフィットするので安
心感が違います。本体や子供の頭をすっぽり覆えるフードに
は防炎性能試験適合生地を使用し、暗闇でも光に反射するリ
フレクター付き。保護用ホイッスルも付属しています。
約440g 商品サイズ：400×290mm
おんぶ：首がすわって～約36ヶ月（約15kgまで）
ひもの長さ：～135cm

防炎性能試験適合生地を使用しているので、火の粉が燃え移るのを抑制します。
大人側の肩についているクリップで子ども側のフードをはさむことが出来るので、
フードが頭からずれ落ちたりするのを防ぎます。子ども側には暗闇でも光に反射す
るリフレクター付き。
約370g
商品サイズ：着丈（大人）660x首回り1130mm 着丈（子供）385x首回り1130mm

耐用年数3年 耐用年数3年 耐用年数3年

耐用年数3年

看板が車イスに!看板が担架に!
「サポートサイン」は普段商業施設・教育機関・公共施設等で情報発信を
目的とした「看板」として使用でき、災害や事故などの緊急時には車いす
やストレッチャーといった介助用品として使用できる新発想の救急介
助用具です。「サポートサイン」があれば、災害や事故などが発生したと
き、簡単かつ安全に怪我人や急病人を運搬することが可能です。

サポートサイン 非常搬送用"車いす"タイプ
総重量：約１８kg  耐荷重：100kg ポスターサイズ：A1
商品サイズ：1590×630×580mm 

M56

M56

148,000円（税抜）

138,000円（税抜）

サポートサイン 非常搬送用"担架"タイプ
総重量：約１9kg  耐荷重：100kg ポスターサイズ：A1 A4カタログケース付属
商品サイズ：1770×630×760mm

M57

M57
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※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。
※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。
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積載重量：100kg ポリプロピレン製バケット 
空気の抜けない一輪車

ノ-パンクタイヤ仕様 アルミ 一輪車
商品サイズ：640×530×1390mm
積載重量：100㎏ 本体重量：7.7㎏
容量：約41リットル
荷台サイズ：600×800×670mm

E58

対策本部を設置し、情報収集、被害状況の把握
物資の集約指示を出します。

12,000円（税抜）

木箱型救急セット
【内容品】消毒液×1本、清浄綿5袋、サージカルテープ×1個、
救急絆創膏30枚入×1箱、伸縮包帯M×2個、滅菌ガーゼ×5枚、脱脂綿50g×1個
綿棒1本個装×10本、簡易マスク×3枚、体温計×1本、ピンセット×1本、
ハサミ×1本、救急手当法×1冊
商品サイズ：230×165×135mm

37,400円（税抜）

災害多人数用救急箱 20人用
【内容品】消毒液×2本/止血帯×1個/清浄綿20袋/防水伸縮絆創膏 大×10枚、小10枚/
サージカルテープ×1個/救急絆創膏30枚入×1箱/三角巾×8枚/伸縮包帯M×10個/滅菌ガーゼ×10枚/
脱脂綿50g×1個、副木(大・中・小)/綿棒1本個装×100本/簡易マスク×30枚/簡易手袋10枚入×1個/
体温計×1本/ピンセット×1本/ハサミ×1本/スペースブランケット×2個/救急手当法×1冊
商品サイズ：440×235×220mm

74,000円（税抜）

災害多人数用救急箱 50人用
【内容品】消毒液×3本、止血帯×2個、清浄綿25袋、防水伸縮絆創膏 大20枚・小20枚/
サージカルテープ×3個/救急絆創膏30枚入×3箱/三角巾×20枚/伸縮包帯M×10個/滅菌ガーゼ×20枚/
脱脂綿50g×1個/副木(大・中・小×各2本)/綿棒1本個装×100本/簡易マスク×60枚/
簡易手袋10枚入×1個/体温計×1本/ピンセット×3本/ハサミ×3本/スペースブランケット×3個/
救急手当法×1冊/メモ帳×2冊/ボールペン×3本　
商品サイズ：500×275×305mm

300円（税抜）

三角巾
入数：300
商品サイズ：105×105×150ｃｍ
個装サイズ：175×115×10mm
外箱サイズ：645×385×365mm

600円（税抜）

傷口などの洗浄・消毒に。

キズニコ
75ml　入数：72
商品サイズ：60×33×120mm
外箱サイズ：345×273×292mm

14,500円（税抜）

救急セット5～10人用
【内容品】消毒液×1本/清浄綿5袋/防水伸縮絆創膏 大10枚、小10枚/サージカルテープ×1個/
救急絆創膏30枚入×1箱/三角巾×3枚/伸縮包帯M×3個/滅菌ガーゼ×5枚/脱脂綿50g×1個/
綿棒1本個装×30本/簡易マスク×10枚/簡易手袋10枚入×1個/体温計×1本/ピンセット×1本
ハサミ×1本/スペースブランケット×1個/救急手当法×1冊、メモ帳×2冊、ボールペン×2本
商品サイズ：260×170×180mm

28,000円（税抜）

トリアージタッグ 50枚×2箱
商品サイズ：260×140×80mm（50枚入）

13,500円（税抜）

簡単マニュアル付きだからわかりやすい。収納に便利なA4
箱型タイプ。応急措置の基本となる傷・骨折・やけど3種類の
手当に合わせた商品がそれぞれポーチに入っています。

救急戦隊
商品サイズ：240×125×310mm 
外箱サイズ：340×440×260mm

D16

D13

D17

D28 D20

D12

D29

2,200円（税抜）

シーリング付パウチパックに入った衛生的な
救急セット｡

高強度アルミ合金を使用。ノーパンクタイヤ、工具
を使わずにワンタッチで折り畳み・組立可能。

きゅあー
入数：50 【内容品】三角巾/ガーゼ/綿棒/バンドエイド/包帯/
ウェットティッシュ/ピンセット/はさみ/とげぬき/耳掻き
商品サイズ：200×180×70mm
外箱サイズ：650ｘ500ｘ300mm

D14

D15

災害や事故の現場で傷病者の症状等を書き込
み、緊急度を色で識別するためのタッグです

心地良い弾力性・快適な寝心地を確保。

15,000円（税抜）

エクスギア アルミGIキャンピングベット
入数：4　重量：約5.6kg
組立サイズ：約720×1920×420mm
収納サイズ：約180×120×980mm

J9

保存期間3年

338,000円（税抜）

防災テント（多目的）8～10人用
商品サイズ：2間×3間×2m（H）

210,000円（税抜）

防災テント（多目的） 4～5人用
商品サイズ：1.5間×2間×2m

E1

E2

120,700円（税抜）

ハンディキャンパー 大
使用時：L2110×W1090×H700mm 折り畳み時：L1340×W370×H770mm
荷台サイズ：800×1200×400mm 外箱サイズ：L1360×W390×H790mm
●アルミ合金 ●自転車での牽引は不可

66,200円（税抜）

ハンディキャンパー 小
入数：1 重量：21kg
商品サイズ：L1860×W870×H630mm 折り畳み時：L1020×W370×H750mm
荷台サイズ：600×900×310mm 外箱サイズ：L1040×W380×H770mm
●アルミ合金 ●自転車での牽引は不可

E31

E105

96,800円（税抜）

ミスタークイックテント 1.8ｘ2.7ｍ 
フレーム、天幕、フレーム収納袋、天幕収納袋、杭４、ロープ４

E24

軽量で簡単設営及び四方幕付でプライベート空間確保
アルミフレーム製と防カビ加工天幕で長期保管でも安心

145,000円（税抜）

ミスタークイックテント 2.4ｘ4.8ｍ 
フレーム、天幕、フレーム収納袋、天幕収納袋、杭６、ロープ４

E25

大人二人で数分で設営収納可能なワンタッチテント

183,000円（税抜）

ミスタークイックテント 3.0×6.0ｍ
フレーム、天幕、フレーム収納袋、天幕収納袋、杭6、ロープ４

E26

２人で簡単設営

ダイヤルロック機能付き緊急用
スペアキー保管ボックス

305,000円（税抜）

防災ＢＯＸ３ ステンレスボックス
縦揺れ横揺れ感知
商品サイズ：300×420×120mm
無電源方式地震揺れ感知装置内蔵自動解錠ボックス

M55

緊急用スペアキー保管ボックス

普段はしっかり施錠。震度5クラスの揺れで自動解錠。
いざという時、鍵を探す心配がありません。

215,000円（税抜）

防災ＢＯＸ スティールボックス
縦揺れ横揺れ感知
商品サイズ：300×420×120mm
無電源方式地震揺れ感知装置内蔵自動解錠ボックス

M54

190,000円（税抜）

防災機材の収納にピッタリ 棚落下防止ガード・吊り下げ
フック、ヘルメットハンガーが付いています。

防災機材倉庫
商品サイズ：2200×1590×2110mm

M20

85,000円（税抜）

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

小規模事業所ＢＯXセット
商品サイズ：440×740×360mm（8kg）
外箱サイズ：450×750×370mm
セット内容：簡易毛布×5、エアマット×5、軍手×5双、マスク40枚、
トイレ100回分、カセットコンロ、カセットガス×6、ランタン、
ヘッドライト、携帯充電ラジオライト、ブルーシート、ボディタオル×2、
吸水バッグ5L×2　をクリアケースにセット。

M21

※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。
※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。
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148,700円（税抜）

まさかの時にカセットボンベを使用する
コンパクト発電機

コンパクト、大容量。AC100Vコンセントに
差し込むだけの簡単使用。液晶タッチパネル
で操作方法も簡単。

ポータブル発電機
商品サイズ：400×330×390mm（21kg）
定格出力 交流-100V-850VA（50/60Hz）/直流-12V-8.3A
インバーター方式 空冷4サイクル0HVガスエンジン
使用燃料 ブタン（カセットボンベ） 使用温度範囲 10℃～40℃
定格連続運転時間 約1時間（ボンベ2本）
騒音値 60db（A）定格運転時/7m

1,280,000円（税抜）

産業・住宅用リチウムイオン蓄電システム 
蓄電容量5kWh スタンドアロンタイプ
商品サイズ：250×626×649mm（約67㎏）
外箱サイズ：355×728×775mm
蓄電容量：5kWh 定格出力電力：1,500VA
入出力電圧：AC100V 充電時間：最大約8時間

周囲を明るく優しい光で照らすバルーンライト。
高輝度のＬＥＤライトを使用。長期間交換無しで使用可能。

200,000円（税抜）

LEDバルーン投光機
商品サイズ：三脚高さ：約120cm～200cm / バルーン直径：130cm × 高さ：約62.5cm
約15kg（本体：約10kg・三脚：約5kg）
セット内容：専用三脚１本、ライト部１台・電源：100 - 240V  / 60 - 50Hz
消費電力：240W （40W × 6）
光色温度： 6000 - 6700K ・防水： IP 44 ・明るさ：24000lm
照射角度：100°～120° 使用環境（温度）：-25℃～120℃

出力：交流100Ｖ 9Ａ 直流12Ｖ 5Ａ 連続可能運転時間：3～8時間
騒音値86ｄＢ（ISO3744 に準ずる試験環境）
商品サイズ：456×240×380ｍｍ 重量：14kg ●国土交通省騒音基準値 超低騒音型

E56

平素はUPS機能・おしゃれなランタン型軽量バッテリーと
軽量高出力のポータブルソーラーパネルセット

109,600円（税抜）

ポータブル 蓄電池 ソーラーパネルセット ST-223

E107

UPS機能もついたオシャレな薄型蓄電池と持ち運びに便
利なポータブルソーラーパネルセット

217,800円（税抜）

ポータブル 蓄電池 ソーラーパネルセット ST-462

E108

小型 軽量 低騒音のインバータ発電機

120,000円（税抜）

発電機　ガソリンタイプ E106

110,000円（税抜）

夜間工事・イベント・緊急災害時の照明に。照射
方向思いのまま。ＬＥＤ投光器にも

ディスクボール
商品サイズ：252×252×462mm（3.8kg）
外箱サイズ：280×280×485mm
オプションで三脚も有り

蓄電方法：AC100V（4時間） ソーラーパネル（12時間） 
出力：AC100V DC12V USB5V 蓄電容量：223Wh
UPS機能付き 重量：1.8kg
商品サイズ：蓄電池：98×98×286mm

蓄電方法：AC100V（6時間） ソーラーパネル（12時間） 
出力：AC100V DC12V USB5V 蓄電容量：462Wh
UPS機能付き 重量：4.2kg
商品サイズ：蓄電池：340×185×60mm

E67

7,800円（税抜）

6,800円（税抜）
ガソリン携行缶２０Ｌ
入数：4 商品サイズ：約431×268×307ｍｍ

E72

危険物の運搬・短期保管に！消防法適合品。
ポリ容器でのガソリンの持運び・保管は非常
に危険であり消防法で禁止されてます。

ガソリン携行缶１０Ｌ
入数：6 商品サイズ：約402×195×251ｍｍ

E71

E55
E12

※ボンベは付属しません。

対策本部を設置し、情報収集、被害状況の把握
物資の集約指示を出します。

50,000円（税抜）

座面部分を取り外し、ベンチ奥の溝に差し込むこと
で災害時の炊き出しとして使用することができます。

かまどベンチ
商品サイズ：1400ｘ420ｘ420mm
重量：212kg

26,000円（税抜）

KAMADO煙突ストーブ
商品サイズ：450×550×950mm（6.3㎏）
セット内容：本体、ツバ、扉、アミ、目皿、ハンドル、組蓋、煙突

E48M18

煮炊きができ、暖を取れる。薪ストーブ／焚き
火／バーベキュー／ダッチオーブン／釡戸など
5つの用途に使えます。

370,000円（税抜）

移動かまどEG800
商品サイズ：直径820×高さ550mm　41kg
満水容量：80L 炊飯約10升（ごはん約135杯分）

384,000円（税抜）

移動かまどEG800A（アルミふた）
商品サイズ：直径820×高さ550mm　41kg
満水容量：80L 炊飯約10升（ごはん約135杯分）

J12

J13

保存期間10年

6,940円（税抜）

3,670円（税抜）
灯油缶詰セット（１Ｌｘ８缶）
商品サイズ：約100mｍΦｘ160mm
外箱サイズ：約215ｘ215ｘ320mm

E74

地震等の備蓄燃料に。防災備蓄の安心カン。

レギュラーガソリン缶詰セット（１Ｌｘ４缶）
商品サイズ：約100mmΦ×180mm
外箱サイズ：約220×220×180mm

E73

保存期間3年

カセットボンベ・ガソリン2WAY式インバー
ター発電機
ガソリンとカセットボンベ、どちらでも定格1KVAの出力が
得られます。ガソリン（3.0L)で定格運転3.5時間、カセット
ボンベ2本で定格1.0時間、1本で30分動作可能です。

148,000円（税抜）

インバーター発電機　ジーキュービック
商品サイズ：約448×318×392（h）mm(約15kg)

E92

E13

E13

E14

E14

11,500円（税抜）

コードリール　屋内用
30m 125V 5A コンセント口 4口
商品サイズ：290×250×360mm

34,500円（税抜）

コードリール　屋外用（防雨）
30m 125V 5A コンセント口 3口
商品サイズ：320×270×420mm

1,600円（税抜）
ブルーシート
入数：10　約860g
商品サイズ：3.6×5.4m

E10

3,000円（税抜）
ブルーシート＃3000中
入数：4　2910g
商品サイズ：3.6×5.4m

E44

3,500円（税抜）
ブルーシート＃3000大
入数：4　3640g
商品サイズ：4.5×5.4m

E45

5,000円（税抜）
ブルーシート＃3000特大
入数：2　5820g
商品サイズ：5.4×7.2m

E46

ハトメがアルミ製なのでサビに強くなっています

オイルライター WFM-100 レッド E81

E81

オイルライター WFM-100 グレー E80

E80

3,500円（税抜）

オイルライター WFM-100 ブラック

入数:8
商品サイズ：83(H)×20Φ㎜ 外箱サイズ:30(H)×82×103㎜

E79

E79

長期保存でも揮発しないオイルライター
2層式のタンクを搭載する事により、オイルを貯蓄する事が可能。
着火部のオイルが無くなっても底ネジを緩める事で着火部にすぐ
に充填可能です。（事前にオイル注入が必要です。）

110,500円（税抜）

前面パネルが大きく開くので中のゴミが取り
出しやすい75mmキャスター付き

ダストタンク400X（POP400NX）
商品サイズ：850×590×1183mm （約28kg）

M46

1,210円（税抜）

ダストカー用のポリ袋

ダストカー用ポリ袋 １50Ｌ 10枚入
入数：10冊（100枚）  1470ｇ
商品サイズ：290×400×20mm 外箱サイズ：330×540×130mm（10冊）
0.05×1300×1200㎜　透明　耐冷温度/-30度

M47

15,000円（税抜）

カセットボンベ使用により電気コード、ガス管不要。カ
セットボンベ（250ｇ）1本で約3時間30分の使用時間

野外專用カセットガスヒーター
入数：8  約1.6kg
商品サイズ：約230×195×240ｍｍ
外箱サイズ：540×470×540ｍｍ

I13

※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。
※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。
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対策本部用品

15,800円（税抜）

免許不要！クラス最薄、大音量・クリアな音質で
省電力設計

特定小電力トランシーバー
商品サイズ：57(W)×16.5（D)×88（H)mm（突起物を除く）
厳しい環境にも対応する優れた防水・防塵性能。
大型ディスプレイ＆LEDインジケータを搭載。
快適な通話をサポートする多彩な機能も充実

E89

14,800円（税抜）

効率よく指示を出す為に｡
約250m先まで声が届きます｡ 

ハンドメガフォン
単三電池 6本使用（別売）
仕様：6W 防滴 約10時間（音声時）
商品サイズ：266×154×250mm
外箱サイズ：190×280×290mm

260,000円（税抜）

災害放送、避難誘導、外国人向け多言語放送。
緊急時いざというときの発信をこれ1台で。
多言語メガホン AE-T4M
電源：単2電池 6本（別売）
商品サイズ：293×320×210mm 外箱サイズ：350×220×300mm
多言語メガホン AE-T4M（484メッセージ既収録 4ヵ国語放送対応）
付属品：ショルダーベルト、単3乾電池用スペーサー（3個）

E65

E65

410,000円（税抜）

多言語メガホン AE-T4M
商品サイズ：303×355×210mm 外箱サイズ：350x220x300mm
606メッセージ（4ヵ国語計2424アナウンス）を既録音済みメガホン。
液晶タッチパネルの操作によりメッセージの呼び出し、再生、繰り返し
放送が可能。屋外200メートルまで可聴。 単2または単3乾電池6本（別売）

E93

E93

460円（税抜）

中の紙を差替えるだけなので、幅広い用途に
使用可能。

差込腕章
入数：240 重量：50g 商品サイズ：410×100mm 
外箱サイズ：420×370×190mm 中紙（黄・白各1色付き）
●PVC

E104

E6

29,800円（税抜）

非常用 ポリタンク型浄水器「コッくん飲めるゾウミニ」
商品サイズ：260×200×430mm
●使用フィルター：不織紙２枚、カーボンフィルター4枚、
ＭＦ中空糸膜フィルター１本
●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）、
貯水槽の水、プールの水、放置した水道水など
●浄水能力：300Ｌ以上／時

【注意事項】
河川などの水を浄水し生活水としても使用できますが、汚れ
のひどい水はフィルター寿命を大幅に低下させます。上水を
使用するかタオルなどで汚れを除去してご使用ください。
また入浴後の風呂水を飲料水として使用する場合も同様です。

E90

200,000円（税抜）

非常用 蓄圧式浄水器「コッくん飲めるゾウ」
商品サイズ：360x260x600mm
●使用フィルター：プレフィルター1本、カーボンフィルター1本、
ＭＦ中空糸膜フィルター2本、ＲＯ逆浸透膜フィルター1本
●浄水可能な水：河川、池、井戸、プール、雨水、風呂水
※海水は浄水不可
●浄水能力：ＲＯ逆浸透膜 15Ｌ／時 ＭＦ中空糸膜150Ｌ／時

【注意事項】
フィルターの寿命は、水道水レベルのきれいな水では長期間
使用できますが、汚れの程度により寿命は大幅に変わります。
特に藻類や濁水の場合は、タオル等で汚れを取った原水をお
使いください。

E91
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E100
E101

E102

9,800円（税抜）

雨水も河川の水も飲み水に変える超強力ハンディ浄水器。大腸菌、
その他菌、ウイルス類、放射線セシウム、残留塩素、トリハロメタン
などの有害物質を99.9%除去。軽量&コンパクトだから楽々持ち
運べます。500mLペットボトル4,000本分浄水可能。

「ポータブル浄水器」ウォーターピュア
商品サイズ：100×60×170mm（500g）

295,000円（税抜）

手動型緊急時用高性能浄水機
きゃりーぴゅあぴゅあ2
キャリーケースに収納された、逆浸透膜をメインフィルター
とした緊急災害時用浄水装置。
農薬や化学物質も高率除去し、安全な飲料水を確保します。
面倒な接続や調整も不要でケースを開けて3分で使用開始。
重量：16.2kg 商品サイズ：310×460×660mm
外箱サイズ：352×478×715mm 
●ポリカーボネイト、ABS樹脂

120,000円（税抜）

手動小型軽量緊急用浄水機
きゃりーぴゅあぴゅあJr.
小型キャリーケースに収納。中空糸膜フィルターを採用。
小型なのに1分間4リットルの浄水を人力で製造します。
多くの衛生水、生活水を必要とする場合に最適。
重量：7kg 商品サイズ：230×370×550mm
外箱サイズ：267×384×597mm
●ポリカーボネイト、ABS樹脂、合成ゴム

340,000円（税抜）

常時、緊急時も対応可能ウォーターサーバー
ハイドロピュアVT-2　ローテーション
通常は工事不要のタンク式ウォーターサーバーとして使用。
緊急時にはタンクに水道水ではなく、お風呂、プール、池、
防火水槽、河川などの水を浄水として使用可能。
※別途電源が必要です。
重量：25kg 商品サイズ：250×418×1,250mm
外箱サイズ：272×474×1,285mm
●ABS樹脂、鋼板、ステンレス

※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。
※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。

4,000円（税抜）

1,500円（税抜）

商品サイズ：99×11Φ㎜（リング直径20mm)

28,000円（税抜）

避難所設営シールセット
入数:5セット/1箱
商品サイズ：290×285×55mm
外箱サイズ:305×310×285mm
セット内容:貼ってはがせるスタッフシール
掲示板シール・立ち入り禁止シール
案内シール・ゴミ分別シール

E94

フィッシャー バックパッカーボールペン ブラック E87

フィッシャー バックパッカーボールペン ブルー E86

フィッシャー バックパッカーボールペン レッド E85

フィッシャー バックパッカーボールペン オレンジ E84

フィッシャー バックパッカーボールペン シルバー E83

フィッシャー スペースペン スタンダードボールペン E82

書く場所を選ばずドライアップしないボールペン

E82

E83～E87

備品や各施設を案内するシール、テープなどが一つに
まとめられています。簡単・きれいに貼ってはがせる
わかりやすいデザインのシールで避難所設営を
スムースにします。

22,000円（税抜）

RESCUE REQUEST 縫合タイプ
重量：0.75kg 商品サイズ：280mm×400mm×約30mm（厚み）
セット内容：不織布：2450mm×900mm×2枚、1230mm×900mm×2枚（数字記入用 予備）、黒マーカー1本

E103

備避難状況をヘリなど第三者へ知らせるシート。難燃加工を施した不織布に、避難者数と緊急を要する人数を
付属のマーカーで記入し、上空に向けて広げて使用する。付属のマーカーは油性なので水に濡れても使用できます。

商品サイズ：135×9Φ㎜

E19 E20E23

E21 E22

5,000円/枚（税抜）

差し込み式なので表示文字の変更可能。

差し込み式ベスト
カラー：E19青/E20蛍光オレンジ/E21若草/E22黄/E23紺
ベスト：胸囲 108～128cm 着丈 約55cm
透明ポケット部：約150×350mm
（両面表示可能）

対策本部を設置し、情報収集、被害状況の把握
物資の集約指示を出します。

85,000円（税抜）

ノーパンクタイヤ仕様 三輪自転車
フロント20インチタイヤ、リヤ16インチタイヤ　
積載可能重量：約80㎏　ライト付
商品サイズ：1560×590×980mm

60,000円（税抜）

パンクしない２６インチ軽快車

ノーパンクタイヤ仕様 26インチ自転車
ハイテンスティ－ル・ダイナモライト・前かご・荷台付き
商品サイズ：1780×1000×555mm

E57 E5

20インチ ６段ギヤ・前カゴ・ダイナモライト・カギ付
商品サイズ：1,520×550×910mm　22kg 

57,000円（税抜）

ノーパンクタイヤ仕様 20インチ折り畳み自転車 E36
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避難生活

G38

600円（税抜）

簡易トイレを使用したい時に、人目から身体
を隠し簡単に使用できるポンチョです。

ベンリーポンチョ
入数：40
商品サイズ：1,650×1,600ｍｍ、着丈約1,300mm
外箱サイズ：345×355×250mm
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G13

G51

G49

G50
G12 G54

3,000円（税抜）

災害・断水時に。便座式の簡易トイレ。段ボー
ル製の組立式簡易トイレ。最大垂直荷重
200kgまで大丈夫です。

プルマルⅢ 
入数:5
商品サイズ：340×90×400mm
組立時サイズ：325×380×370mm
外箱サイズ：355×475×430mm

6,200円（税抜）

水を使わない非常用トイレ凝固材です。洋式トイレ、ポータブルトイレなどに汚物袋を
セットし排泄後に凝固・脱臭剤を袋のまま入れるだけ。袋が自然に溶けて水分を吸収、固
化します。脱臭性に優れたヤシ殻活性炭入りだから、素早く固め悪臭の発生を抑えます。

非常用トイレセルレット50回分セット
入数：10
商品サイズ：350×240×100mm 外箱サイズ：380×500×520mm
セット内容：凝固材×50個　汚物袋×50枚

3,800円（税抜）

セルレット（凝固剤）50回分
入数：20
商品サイズ：250×210×80mm
外箱サイズ：440×520×455mm

サニタクリーン携帯トイレシリーズのスペア
袋。必要最低限の備蓄として最適。

3,000円（税抜）

サニタクリーン便袋 20枚
入数：10
商品サイズ：320×280×85mm
外箱サイズ：565×360×465mm

15,000円（税抜）

トイレ100回分をコンパクトに収納。凝固剤は長期保存できる
ようアルミ蒸着フィルムの袋に1回分ずつ袋分けされています。

コンパクトイレ100回分
コンパクトイレ（便袋） 100枚・処理袋 10枚・
抗菌消臭凝固剤 100個 内容量 （10ｇ）（生産国 日本）
商品サイズ：約300×230×100mm
外箱サイズ：約300×230×100mm

2,600円（税抜）

ロール状になって箱に収納｡ひも付きの袋で簡単に処分
可能｡吸収パッド付｡一枚で約500mlの排泄物を吸収｡

ケアバッグ
入数：18
商品サイズ：650×380mm/袋､200×115×115mm/小箱
外箱サイズ：410×360×365mm

600円（税抜）

災害・断水時に。水が流れない際、トイレが使用出来る処理セットです。便・
尿を素早くゼリー状に固めます。災害、断水時にご家庭、職場のトイレが使
用出来ます。

ベンリー袋R ３枚入
入数：60
商品サイズ：165×15×225mm　1枚サイズ：680×540mm
外箱サイズ：320×420×235mm

G48

940円（税抜）

ベンリー袋R ５枚入
入数：40
商品サイズ：180×25×255mm　1枚サイズ：680×540mm
外箱サイズ：350×480×205mm

G47

ライフライン（水・電気・ガス）が
止まってしまった時の対策用品 ※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。

※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。

4,980円（税抜）

パッと広がりサッと使えるワンタッチテント！
軽量でコンパクトなので、持ち運びもラクラ
ク。非常時、災害時やトイレの無い野外で別
売の簡易便座をテント内にセットすれば、非
常用トイレとしてお使い頂けます。

セルレット ワンタッチテント
入数：8　1.7kg
個装サイズ：600×600×70mm
商品サイズ：1,100×1,100×1,920mm
外箱サイズ：630×630×200mm

4,000円（税抜）

かさばる・保管場所が限られている・保管期
限が短いので備蓄計画が立て難い等のお悩
みを解消する製品です。長尺200ｍトイレッ
トロール12本を4ロールごとに真空パック包
装。メーカー品質保証10年付き

10年保証備蓄用トイレットペーパー
商品サイズ：245×360×250mm（5ｋｇ）

G53

4,500円（税抜）

ニュー簡易便座（手提げ袋付き）
入数：5
商品サイズ：610×350×80mm（2.5kg）
外箱サイズ：620×360×410mm

G52

折畳み式簡易便座。コンパクトに折畳めるの
で、持ち運びや移動、収納に手軽で最適です。ポ
リ袋を取り付ければ、ご使用頂けます。

G6

G7

241,000円（税抜）

健常者用マンホールトイレ。組立が簡単で、二人なら約5分で組立てが
可能なマンホールトイレ。

車椅子対応型マンホールトイレ。段差のないバリアフリー設計で、高齢者や
車椅子の方にも安心してお使いいただける車椅子対応型マンホールトイレ。

サニタハウス コンパクトタイプ
約26kg（ハウス）/約11.5kg（台座）
商品サイズ：990×1370×1910mm（ハウス）/745×520×550mm（台座）
外箱サイズ：1960×1060×185mm（ハウス）/770×750×260mm（台座）

299,800円（税抜）サニタハウス ワイドタイプ
約32kg（ハウス）/約11.5kg（台座）
商品サイズ：1330×1970×1910mm（ハウス）/745×520×550mm（台座）
外箱サイズ：2050×1400×185mm（ハウス）/770×750×260mm（台座）

災害時用マンホール対応トイレ
外箱サイズ：トイレ・テント一式：530×300×800mm/プレート：920×510×80mm
【セット内容】ユニトイレ(便座)、ユニテントDX、マンホール調整プレート、マンホールガイド

46,500円（税抜）

保存期間10年保存期間10年保存期間10年

保存期間10年

G1

3,200円（税抜）

水が流せない洋式便器や簡易トイレなどを衛生的
に使用するため「携帯トイレサニタクリーン」に便
袋の落下防止用受ネットが付いたセット

サニタクリーン洋式便器用セット
入数：10 サニタクリーン 便袋10枚･受ネット1枚 
商品サイズ：430×318×55mm
外箱サイズ：475×330×365mm

7,000円（税抜）

一家に一箱！備蓄用トイレットペーパー。梱包
段ボールが簡易トイレになります。

Clean's family
商品サイズ：500×278×375mm
セット内容：簡易トイレ1個 真空パックトイレットペーパー6R×2
凝固剤30回分 ポリ袋30枚 汚物保管袋1枚

G35

12,000円（税抜）

すぐに使えるトイレ処理セット100回分セット。

クリーンズファミリートイレセットCFS-200
トイレ処理セット100回分に必要な長尺トイレットペーパーを同梱することで、
省スペース・買い揃える必要がない・非常時にすぐに使用できる製品です。
商品サイズ：240×265×255mm 外箱サイズ：D240×W265×H255mm
消臭・抗菌凝固剤100個 真空パックトイレットペーパー200m×2個
汚物処理袋100枚 汚物保管袋10枚

G64

31,000円（税抜）

マイバイオトイレ Ｌ型
商品サイズ：417x653x476mm
マイバイオトイレ本体、おがくず、予備用ビニール袋3枚、
攪拌スコップ、蓋つき便座部概ね200回分使用可能

G61

災害時備蓄用簡易トイレ、嫌な臭いが全くしな
い、自然な木の香りメンテナンスが容易

20,000円（税抜）

トイレノミカタ
バイオ製剤に加え便袋には消臭機能がついて、嫌なにおいを
軽減させます。
入数：4 重量：約4kg 商品サイズ：360×250×115mm
セット内容：・消臭機能付 便袋 100枚、凝固剤 100個、
大便処理剤 バイオバクテリア 1本、大袋 10枚、取説

G65

小便だけでなくバイオの力で大便のことも考え
たトイレです。



19 20

避難生活

G14

540円（税抜）

未開封で製造より5年保管が可能なノンアルコール
ウェットタオル。身の回りの除菌・払拭に最適です。

防災ウェットタオル
入数：50  ウェットタオル(300×200mm)20枚入
商品サイズ：230×130×20mm
外箱サイズ：780×445×170mm

保存期間5年
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G42
G32

G33

G57

汚水はテント外のポリタンクへ貯水されます。覗き窓から水位確認も可能です。
オプションの排水ダクトを使用頂ければ、下水へ直接流す事も可能です。

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

多くの人が同時に使用する事が出来る、仮設公衆トイレです。
男女別に設営可能ですので、プライバシーも守れます。
また、水や電気などのインフラが無い状況で使用可能です。

小便器

個室

600円（税抜）

背負える飲料水袋6ℓ。底部の紐を引き出すと
リュック型になります。

飲料水袋（ED袋）6リットル背負い式
入数：100
商品サイズ：約380×460×0.2mm
外箱サイズ：約420×315×225mm

650円（税抜）

ペットボトルで使えるお尻洗浄器。

携帯トイレシャワー
入数:200
個装サイズ：長さ105mm

　500円（税抜）

髪と頭皮のベタつき汚れ・ニオイ・ムレをすっきり
落とす、ふきとり化粧水をしみこませたシートで
す。目の粗いブラシ等につけて使うこともできま
す。心やすらぐラベンダーの香りです。

フレッシュケア ドライ シャンプーシート10枚入
入数：72
商品サイズ：173×88mm
外箱サイズ：162×360×280mm

5,000円（税抜）

簡易トイレで使用した汚物袋を圧縮し、保管場所の省スペース化が可能です

ベンリー汚物圧縮保管袋セット（空気抜き付）
入数：6  圧縮袋：5枚、空気抜き：1個、取扱説明書：1枚
商品サイズ：220×280×160mm　1枚サイズ：500×700mm
外箱サイズ：300×465×H510mm

1,000円（税抜）

コックをひねるだけで簡単に水が出せます。

ウォータータンク10Ｌ
入数：30 商品サイズ：225×225×270ｍｍ
外箱サイズ：720×420×220mm

G20

ライフライン（水・電気・ガス）が
止まってしまった時の対策用品 ※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。

※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。

5,600円（税抜）

ベンリー圧縮保管袋 10枚入
入数：6  圧縮袋：10枚、取扱説明書：1枚
商品サイズ：220×280×160mm　1枚サイズ：500×700mm
外箱サイズ：300×465×H510mm

G34

G15男性用多人数トイレ7人用

760,000円（税抜）小便器４・個室3
テントサイズ：3.3m×4m×H1.8m

【7人用】
セット内容： 

G17女性用多人数トイレ7人用

825,000円（税抜）個室7
テントサイズ：3.3m×4m×H1.8m

多人数トイレ
多くの人が同時に使用できます。

テント本体(フレーム1式/天幕1枚/横幕2枚/内幕1枚)・貯水タンク4個・クイ&ロープ6本・除菌消臭スプレー3本
・吸水トイレ袋100枚・トイレットペーパー6巻・トイレ収容袋20枚

【7人用】
セット内容： テント本体(フレーム1式/天幕1枚/横幕2枚/内幕2枚)・クイ&ロープ6本・除菌消臭スプレー7本

・吸水トイレ袋100枚・トイレットペーパー14巻・トイレ収容袋20枚

男性用

女性用

※便座はセットに含まれませんので、ご注意ください。

300円（税抜）

水なしでOK!断水時でも口腔内を清潔に!拭くだけでお
口を清潔にします。うがいの必要はありません。

ペーパー歯みがき 5包入
入数：144 商品サイズ：約130×80×15mm
外箱サイズ：167×83×135ｍｍ

620,000円（税抜）

ライフラインが無いけどお湯が欲しい、シャワーが浴びたい
ときに。充電式ユニットで電源が不要で、どこでも設置が可能
な簡易温水シャワー。専用のクイックハウスは組立が簡単で、
工具が不要。アルミ材の使用で長期間の備蓄でも反りません。

簡易温水シャワー「パパッとシャワー24」
お湯が沸くまで約13分、ボンベ一本でシャワー約3回分
重量：シャワーセット：15.7kg クイックハウス：45kg
商品サイズ：湯沸しユニット：500×440×382mm、コントロールBOX：295×135×201mm、
クイックハウス：1200×1800×1920mm 外箱サイズ：シャワー：695×400×455mm、
クイックハウス：1260×150×1960mm シャワーセット内容：湯沸しユニット、コントロールBOX、
ポンプホース、ポンプ、節水シャワーホース、充電用ACアダプタ、安全看板、シャワーフック、
カセットコンロ、ポリタンク　　　

G37

保存期間5年

G37

保存期間8年保存期間5年

G27

680円（税抜）

未開封で製造より5年間保管が可能なノンア
ルコールタイプの大判ウェットタオル。災害時
のからだふきに最適です。

からだふきボディータオル １２枚入り
入数：36　ウェットタオル(300X600mm)
個装サイズ：245×175×30mm
外箱サイズ：470×225×335mm

保存期間5年

G27

680円（税抜）

からだふきボディータオル １２枚入り

保存期間5年

E109

E110

2,000円（税抜）

現場での資材や廃材の回収、落葉・抜
草などの回収に。特設のゴミ箱とし
て。保管時は折りたたんでコンパクト
に収納可能。ワンタッチで開き、置く
だけで自立します。底部とコーナー
は二重構造で補強してあり丈夫。底
部には反転用のベルト付きなので中
を取り出しやすいです。

自立式グリーンバッグ140
入数：20 容量：140L 重量：1.1kg
商品サイズ：570×530×550mm
商品材質：PP

2,200円（税抜）

自立式グリーンバッグ190
入数：20 容量：190L 重量：1.2kg
商品サイズ：620×580×600mm
商品材質：PP

E111

2,600円（税抜）

自立式グリーンバッグ310
入数：20 容量：310L 重量：1.5kg
商品サイズ：720×680×700mm
商品材質：PP

G67

G67

G68

G66

G68

700円（税抜）

介護、災害、病気やケガなどで入
浴できない時、汗をかいたスポー
ツの後など、どこでも水なしで簡
単に、拭き取るだけ。肌にやさし
い天然ヤシ油由来のアミノ酸系
洗浄成分配合。ノンアルコールタ
イプで敏感肌の方のご使用と長
期保存も可能です。一本で約
1000回プッシュできます。

水のいらないシャンプー 200ml
入数：60 
商品サイズ：47×47×190mm 外箱サイズ：300×500×270mm
商品材質：天然ヤシ油アミノ酸系洗浄成分、海藻エキス、緑茶エキス 

入数：60 
商品サイズ：47×47×190mm 外箱サイズ：300×500×270mm
商品材質：天然ヤシ油アミノ酸系洗浄成分、海藻エキス、緑茶エキス 

700円（税抜）

水のいらないボディーソープ 200ml

保存期間3年

O28

960円（税抜）

アクア からだ拭き12枚入
入数：12
商品サイズ：120×225×40mm 
外箱サイズ：220×270×215mm

手袋型の清拭布。ポリエステルが内処理されている
ので感染予防に。
断水時やキャンプなどで入浴ができないときでも
体を清潔に保つことができる。

保存期間3年
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H5

H3

H16

H18

H18

H17

H17

H22

5,000円（税抜）

チップタイプ暖色LED3灯使用のランタン、
エネループ乾電池の使用可能です。

エクスプローラー プロフェッショナル LEDランタン
付属品：吊り下げ用ハンガーフック、明るさ:360ルーメン
連続点灯時間：（Highモード時）約27時間 (Loモード時)約78時間
IP64(防塵・防滴仕様) 落下耐久2m 使用電池：単一電池×3本(別売)
入数：10 商品サイズ：直径84mm×高さ185mm
外箱サイズ：325×530×250mm

1,000円（税抜）

1台3役のLEDフラッシュライト。懐中電灯、
ランタン、非常警告灯の3機能です。

3WＡＹフラッシュライト
単3×3本（別売）
入数：80　商品サイズ：170×53×53mm
外箱サイズ：400×315×505mm

1,500円（税抜）

電線工事ができない場所に設置可能な電池
式リモコン付きランプ。

どこでもランプ
本体を両面テープで設置できます。本体の中央ボタンかリモコン操作
でON/OFF可能。入数：96 重量：108g
商品サイズ：225×115×65mm 外箱サイズ：460×357×645mm
商品材質：ABS,PS

NEWフローティングLEDランタン ホワイト

4,000円（税抜）

ジャバラ式、高さ調節可能、ウォータープルーフ

NEWフローティングLEDランタン イエロー

入数：15 重量：220g 商品サイズ：90x170mm（ハンドル含まず）
収納サイズ：100×90×70mm外箱サイズ：510×320×230mm

188,000円（税抜）

照射距離1000mの携帯型HIDサーチライト。多用
途の携帯型投光器として、災害現場で活躍します。

携帯型HIDサーチライトSL3050[VR.5]
出力：50W/30W、最大光束：50w/5200lm・30w/2700lm、
照射距離：50W/1000m・30w/600m、ランプ色温度：4200K、
入力電圧：DC12V、定格電流：50W/5A 30W/3A、本体点灯時間
50W/2時間30分 30W/4時間
重量：2.6kg 商品サイズ：W140×H154×D296mm
外箱サイズ：W440×H320×D245mm

9,000円（税抜）

充電池にスーパーキャパシタ採用で長期保存に適しています。
FM補完局(FM108Mｈｚ)対応。

備蓄ラジオ
付属品：USB充電用接続ｺｰﾄ×１､携帯電話接続プラグ×1、ストラップ×１
入数：20
商品サイズ：104×46×66mm
外箱サイズ：273X315X293ｍｍ
●電源：手回し充電、単4電池2本（別売）

H8

5,000円（税抜）

電源には従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電
池を使わず、パソコン等のバックアップ電源として実績のある
スーパーキャパシタ（電気二重層コンデンサ）を採用することで
「業界初」の長期間保管できる手まわし充電ラジオを防災備蓄
セット用に特化致しました。主要機能である、FM/AMラジオ、
ライト、スマートフォンへの充電も可能となり、一段と便利にな
りました。

備蓄ラジオ ECO-5
付属品：スマートフォン接続コード×1､携帯電話接続プラグ×１、
ストラップ×１ 入数：20 重量：165g 商品サイズ：105×37×60mm
外箱サイズ： 95×125×45mm 商品材質：ABS樹脂
●電源：手回し充電 ●保証期間：1年

H23

7,000円（税抜）

乾電池がなくてもラジオ・ライトが使える手回し充電対応。
USB端子搭載。AMラジオ番組がFM放送で聴けるワイドFM。

手回し充電ラジオ
付属品：充電ケーブル用ポーチ、ハンドストラップ付属
入数：5 重量：288g（乾電池を含む）/254g（乾電池を含まず）
商品サイズ：約140×54×52mm
外箱サイズ：150×375×178mm
●電源：手回し充電、単4電池3本（別売）

H25

ライフライン（水・電気・ガス）が
止まってしまった時の対策用品 ※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。

※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。

優れた性能を誇る電池。液漏れ防止製法採用。製造より使用推奨期限１０年の長期保存

569円（税抜）

乾電池エボルタ 単１ ２本組
入数：50 137ｇ/１本
商品サイズ：約35ｘ35ｘ62ｍｍ/１本 
10パック×5 352×203×138mm

M62

410円（税抜）

乾電池エボルタ 単2 ２本組
入数：100 66ｇ/１本
商品サイズ：約27ｘ27ｘ50ｍｍ/１本 
10パック×10 312×276×114mm

M63

381円（税抜）

乾電池エボルタ 単3 ２本組
入数：200 24ｇ/１本
商品サイズ：約15ｘ15ｘ51ｍｍ/１本 
20パック×10 271×168×132mm

M64

381円（税抜）

乾電池エボルタ 単4 ２本組
入数：200 11ｇ/１本
商品サイズ：約11ｘ11ｘ45ｍｍ/１本 
20パック×10 239×123×100mm

M65

保存期間10年

E52

3,800円（税抜）

コンパクトで軽量な防水ランタン。わずか75g
と大変軽量でコンパクトに畳め、水にも強い仕
様です。ソーラー充電で電池不要、万一の電池
切れの心配もなくお使いいただけます。

折りたたみ式ソーラーランタン キャリー・ザ・サン
入数：100 
商品サイズ：210×110×12mm(収納時) 110×110×110mm(使用時)
外箱サイズ：W250×D180×H140mm
LED:10灯（明るさモードは弱・強・点滅モードの3段階） 明るさ： 強/90ルーメン、弱/60ルーメン
連続点灯時間: (弱)12時間・(強)6時間
使用電池: リチウムポリマー電池

950円（税抜）

電池交換式携帯電話充電器。電池交換式な
ので、災害時にもお使いいただけます。

ヘラクレス スマートフォン
入数：120
商品サイズ：70×140×44mm（150g）
外箱サイズ：520×380×610mm（テスト電池付属）
●単三アルカリ乾電池×4本でパワフルに携帯電話を充電します。
●USB-microUSBケーブル同梱●お手持ちのUSBケーブルで
microUSB以外のポート搭載端末（iPhone、フィーチャーフォン等）への充電も可能です。

E68

5,000円（税抜）

リチウムポリマー充電池（容量5000mAh）

ライト付ソーラーチャージャー 
災害時、アウトドアでスマホなどのモバイル機器の外部充電器として役立つ
ソーラー充電器。USB給電でも蓄電できます。本体バッテリー残量表示機能付き。
2台同時充電も可能。太陽光（約30～35時間）、USB（約4～5時間）
入数：36 重量：182g 商品サイズ：約77×138×20mm
外箱サイズ：235×435×420ｍｍ

H27

H14

65,000円（税抜）

スマホ・携帯電話６５台充電可。パッケージ開封
後空気で発電。大出力の電気が使える災害・非
常用電池（推奨保管目安５年）

非常用空気亜鉛電池
2.5㎏ 商品サイズ：180×170×75ｍｍ
定格電圧：14.4Ｖ 容量：40Ah(1.2A連続放電時)／540Ｗｈ
最大電流：5Ａ（製品を並列接続時、増加）

H19

H20

7,980円（税抜）

非常時に最適！バッテリー式ランタン
3色（昼光食/昼白色/電球色）切替可能で場所にあった光を選ぶことがで
き、主に屋外での非常灯（ランタン）として最適です。バッテリー式、USBケー
ブルからスマホ等の充電（出力）も可能なので非常時にはとても重宝します。

CLAYMOR3Pro Sサイズ
入数：1 重量：500g 商品サイズ：154×124×70mm 外箱サイズ：264×169×165mm
●本体・マイクロUSBケーブル・ランタンハンガー（S字フック）2個・専用ハードケース付き

9,980円（税抜）

CLAYMOR3Pro Mサイズ
入数：1 重量：690g 商品サイズ：190×124×70mm 外箱サイズ：264×197×165mm
●本体・マイクロUSBケーブル・ランタンハンガー（S字フック）2個・専用ハードケース付き

H21

11,980円（税抜）

CLAYMOR3Pro Lサイズ
入数：1 重量：830g 商品サイズ：228×128×70mm 外箱サイズ：270×240×165mm
●本体・マイクロUSBケーブル・ランタンハンガー（S字フック）2個・専用ハードケース付き

H28

H28

H29

H29

暗闇は恐怖を倍増します。非常時は小さな灯
でも味方になります。

サーブライト2 白

800円（税抜）

入数：160 重量：47g 商品サイズ：約145×26×31mm
外箱サイズ：約147×45×32mm 商品材質：AS,PS,ABS,
ステンレス,真鍮 ●非常灯、テスト用単三電池×2本、ネジ、
両面テープ ●LED電球

サーブライト2 黒

H11

H11

H26

H26

1,480円（税抜）

スリムで高感度、わかり易い大きな文字を使った選曲表示。防
災時のみならず、通勤、通学、出張、旅行時にも大切な情報源
をどこでもキャッチ。（FM補完中継局 FM108Mhz 対応）

 通常のラジオ放送に加え、ワンセグTV音声も快適に楽しめます。

ポケットラジオ
入数：40 重量：72g 商品サイズ：96×58×19ｍｍ
外箱サイズ：340×320×210mm 商品材質：ABS樹脂
●単4電池2本（別売）

13,000円（税抜）

重量：約1,200g（乾電池含む） 商品サイズ：91×251×138mm
●「快聴音」機能対応で、聴きやすい音を実現。放送内容に合わせて、「標準/
音楽/ニュース/クリア/ソフト」の5モードからお好みの音質が選べます。
●高出力＆大口径10cmスピーカー搭載、Φ3.5mmステレオミニジャック
搭載、電源コード付属 ●電源：AC100V 単2乾電池×4本（別売）

ワンセグTV音声-FM-AM 3バンドレシーバー

H1

H1

500円（税抜）

すぐに使える乾電池付きの懐中ライトです。単２形乾電池使用だからスリムで持ちやすい。
懐中電灯

入数：25 重量：80g 商品サイズ：約62×62×165mm 外箱サイズ：194×348×344mm 商品材質：AS
●電源：単2電池×2本（付属） クリプトン球

H4

H30

H4

2,500円（税抜）

φ7.5mmスタンダードLED4個搭載でより明るくワイドに照射｡
LED強力ライト

入数：10 重量：約870g（パナソニックアルカリ乾電池含） 商品サイズ：約105×210×115mm
外箱サイズ：645×280×310mm 商品材質：ABS他
●単1電池4本（別売） ●約60時間（パナソニックエボルタ）

H30

1,300円（税抜）

球切れの心配なし!電池寿命約60時間。豆球ライトより、約8倍長もち！明るい200lxで、広い範囲を明るく照らします！
LED懐中電灯

入数：30 重量：約150g（電池含） 商品サイズ：約φ55×140mm 外箱サイズ：420×355×175mm ●単3電池3本（別売）
●照度：約200lx/光束：約18lm/防滴構造 ●連続約70時間（乾電池エボルタ使用）
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3,000円（税抜）

地面からの冷気や凹凸を和らげます
キャンピングマット
入数：12 商品サイズ：100×200×8mm
外箱サイズ：695×360×1030mm

J8

30,000円（税抜）

断熱性、保温性、クッション性に優れた、水分の浸透がない
マットです。冷気をシャットアウトする厚手のタイプです。
アルミロールマット
約10.2kg サイズ：幅1200mm×長さ35m×厚み8mm
収納サイズ：約 高さ1200mm×直径660mm

J21

ライフライン（水・電気・ガス）が
止まってしまった時の対策用品

抜群の保温力を持つ薄くて軽いブランケット｡広げると150×220cmの特大サイズなので体全体をすっぽり覆います｡折りたたみサイズ
210×300×20mmとコンパクトなので､備蓄スペースは通常の圧縮されたブランケットよりも小スペース(約10分の1) 又､通常の圧縮毛布が
1.3kgに対して約170gと非常に軽い構造になっています｡軽い毛布ですが､保温力は抜群でマイナスの世界にもなる山での急な天候不順などの対
策に登山家達の間でも重宝されています｡従来のアルミシートの内側に不織布を施し、ソフトな風合いのDX簡易毛布。

ストローで空気を吹き込むだけで使用可能な、簡易式のエアーマットです。女性の方でも、5～10分で膨らませることが可能です。エアーマットは空気層が接地面の熱を
遮断し、体温の熱をマット内に保つので床が冷たいときでも暖かさを保ち、寝心地も柔らかな為、快適です。緊急時には、体力の温存のため快適な睡眠は欠かせません。

3,000円（税抜）

スペースブランケットDX 
入数：50
商品サイズ：1500×2200mm
個装：210×300×20mm
外箱サイズ：460×320×230mm

2,000円（税抜）

スペースエアマット
入数：50
商品サイズ：2000×600×50mm
個装：160×125×25mm
外箱サイズ：530×320×250mm

6,800円（税抜）

二つあれば連結可能。使用温度目安 約10℃

ブラッカ 封筒型シュラフ1000
入数：8
商品サイズ：850×1900×50mm
収納サイズ:220×220×410mm
外箱サイズ：920×450×480mm

800円（税抜）

スペースブランケット
入数：300
商品サイズ：1300×2200mm
個装：120×70×20mm
外箱サイズ：400×590×240mm

5,500円（税抜）

一般的な毛布の1/3まで圧縮した毛布｡アルミで真空
パックされているので衛生的に備蓄することができます｡

圧縮毛布1.3kg
入数：10
商品サイズ：1400×2000mm
外箱サイズ：750×550×300mm

J3

J5

J4

3,300円（税抜）

コンパクトなふわふわ毛布

フリース毛布
毛布サイズ：1200×2000mm 入数：10 重量：630g
商品サイズ：210×260×35ｍｍ
外箱サイズ：300×435×225mm
●ポリエステル

J34

580円（税抜）

旅行時の安眠サポート、疲労低減に役立つグッズです。

トラベル4点セット　
付属品：首枕、耳栓、アイマスク、スリッパ 入数：180
重量：105g 商品サイズ：198×130×50mm
外箱サイズ：605×620×430ｍｍ
●首枕：PVC、アイマスク：ポリエステル、
耳栓：弾性ポリウレタン、スリッパ：EVA・ポリエステル

J33

5,500円（税抜）

災害時、体育館などの避難所の木質床やコンクリート床
からの底冷えを抑えます。

災害用備蓄マット（真空パック入）
災害用備蓄マット（三つ折り）×1 入数：10 重量：850g
商品サイズ：700×2000×20mm
外箱サイズ：740×545×455ｍｍ
●ポリエステル、PP ●ハードタイプで適度な弾力性があり、
身体の体圧を分散してくれるので、長時間座ったり、寝ていて
も疲れにくく、中材は空気を含んで保温性に富み、床の冷たさも
身体に直接伝わらないので安心です。

J32

J1

J2

33cm 220cm
184cm 375cm

120cm

ブランケットDX（20箱） 災害用パック毛布（100箱）

150cm

128cm

320cm

106cm

324cm

75cm 315cm

1000人分の備蓄に必要なスペースの比較

エアーマット（20箱） アルミロールマット（50箱）
1000人分の備蓄に必要なスペースの比較

※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。
※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。

50,000円（税抜）

避難所の女性・お母さんの声に応えます。避難所生活を余儀なくされて
いる方々の「心が少しでもほっとできる空間」となるようなダンボールと
特殊紙で構成された簡単に組み立てできる更衣室＆授乳室です。

災害時 避難所用 更衣室＆授乳室
20kg
商品サイズ：1,100×1,100×2,150mm
収納サイズ：1,400×700×260mm

J17

4,500円（税抜）

大きなシュラフを真空加工で、小さくパッケージ。
デスク周りや車の中など緊急時に場所を取らず便
利です。商品の劣化を防止する２重真空！

真空圧縮加工シュラフ コンパクト
入数：12
商品サイズ：約750×1,850mm
外箱サイズ：約465×365×415mm

入数：20  商品サイズ：組立時：600×1800×20mm
収納時：120ｘ120ｘ600mm
外箱サイズ：520×480×630mm
収納バッグ付　※赤　青　アソート

3,000円（税抜）

簡単自動膨張。バルブを開くと空気を吸い込み厚
さ約2.5cmまで膨らみます。頭部はエアーを吹
き込むことでエアークッションを作れます。
マクラ付自動膨張マット J26

J25

入数：3　商品サイズ：2,100×1500×2,100mm（4.3kg）
収納サイズ：260×780×770mm
セット内容：パーテーション本体1・屋根1・収納袋1・表札1・
伝言板1・マジックペン1・ボード消し1・砂袋4・アルミマット1

24,000円（税抜）

災害での避難時、プライバシーの確保に役立つワンタッチパー
テーション。少人数・短時間で設営が可能。4.4㎡のワイドなス
ペース。繰り返し利用可能。

ベンリー間仕切り J22

有効期限5年のカイロ。最高温度65℃。平均
温度51℃。持続時間20時間

50円（税抜）

常備用カイロ(オンパックス)貼らないタイプ
入数：240 55g
商品サイズ：約170×125×6mm 外箱サイズ：約514×356×210mm

M82

熱中症対策として、炎天下の作業やレジャーに 袋を叩いて、中の水袋を破るだけで、中の薬剤と水が
反応して瞬間的に冷たくなるのが特徴です。急な発熱、頭痛、打撲、捻挫などにもお使い頂けます。

120円（税抜）

瞬間冷却パック ひえっぺ
入数：120 120g
商品サイズ：175×20×110mm 外箱サイズ：620×480×180mm

M6

保存期間3年 保存期間5年
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1,050円（税抜）

マイボンベL 3本パック
入数：16　250g
商品サイズ：Ф68XH98mm(1本) 
外箱サイズ： 420×295×420mm

3,000円（税抜）

一度使用しても､フタを閉めれば再使用でき
ますので､災害備蓄用として最適です｡

湯沸しセット
入数：16 セット内容：デュアルヒート極小缶2個/ステンレスカップ/
マッチ/五徳/消火用ふた/軍手/巾着袋
商品サイズ：120×80×200mm
外箱サイズ：340×490×170mm

6,000円（税抜）

デュアルヒートを並べることで､大きなお鍋な
どを温めることが可能です｡

調理用セット
入数：8 セット内容：デュアルヒート小缶8個/五徳4個/消火用ふた4個
商品サイズ：165×235×70mm
外箱サイズ：340×490×170mm

I4

13,000円（税抜）

災害対策用大型ケトル
入数：12　8.7L 材質:アルミ
商品サイズ：350×310×220mm
外箱サイズ：690×630×720mm

I10

480円（税抜）

「非危険物」固形燃料。非アルコール固形燃料 安全
かつ長期保存に耐え､災害用燃料として最適です｡ 

デュアルヒート極小缶
入数：80 商品サイズ：60×60×45mm
外箱サイズ： 330×270×200mm 燃焼時間：約1時間

600円（税抜）

デュアルヒート小缶
入数：60 商品サイズ：60×60×60mm
外箱サイズ：330×270×200mm 燃焼時間：約2時間

I1

I2

5,500円（税抜）

軽くて使いやすい

しゅう酸アルマイト 実用鍋 26cm
入数：1 重量：600g 商品サイズ：288×124×0.7mm厚み
●アルマイト

970円（税抜）

アルマイト お玉
入数：1 重量：66g 商品サイズ：φ105×235mm
●アルマイト

I15

I15

I16

I16

1,650円（税抜）

段ボール素材なので軽くて、コンパクトに折りたた
めるので収納、持ち運びが容易です。

段ボールゴミ箱 45 2枚組
容量45.5ℓ 2枚入り 入数：5 重量：420g/1枚 商品サイズ：270×320×585mm 
外箱サイズ：765×170×610mm 約6㎏/ctn

M94

M94

2,750円（税抜）
段ボールゴミ箱 70 2枚組
容量73ℓ 2枚入り 入数：5 重量：680g/1枚 商品サイズ：316×396×638mm 
外箱サイズ：840×170×740mm 約9㎏/ctn

M95

M95

3,300円（税抜）
段ボールゴミ箱 90 2枚組
容量94ℓ 2枚入り 入数：5 重量：800g/1枚 商品サイズ：346×436×678mm
外箱サイズ：910×170×810mm 約11㎏/ctn

M96

M96

5,000円（税抜）

マイコンロ・ブレイズ
入数：8
商品サイズ：約335×275×104mm
外箱サイズ：約幅342×奥行282×高さ208mm
3,000kcal/hとハイカロリー　

I14

I8

I3

ライフライン（水・電気・ガス）が
止まってしまった時の対策用品 ※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。

※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。

880円（税抜）

加熱セットM（袋１・加熱剤M3）
入数：50 M袋サイズ：230×280×65ｍｍ
外箱サイズ：475×370×285mm

1,100円（税抜）

加熱セットL（袋1・加熱剤L3）
入数：50 L袋サイズ：270×295×80ｍｍ
外箱サイズ：475×420×319mm

I5

非常食3食分を3回温められるセット 電源レス時に、水を注ぐだ
けで高温の蒸気で、約20分間で食品を温められる発熱セット。

I6

保存期間6年

【セット内容】・どんぶり小（210ml）×100・プレート（直径21cm）×100・
どんぶり角（750ml）×100・フォーク ×100・スプーン×100・割り箸 ×100
外箱サイズ：370×310×340㎜

18,000円（税抜）

土に還る素材なので焼却、廃棄も安心。環境
を考えた自然にやさしい食器セットです。
使い捨てタイプ。約100人用です

エコロジー食器セット(箸付き) J20

200円（税抜）

食器にまいて使うことで食後の食器洗いを省
き水の節約につながります｡

ラップ22㎝×30m
入数：60
商品サイズ：236×41×41mm
外箱サイズ：434×263×257ｍｍ

G59

衛生用品を中心に、女性視点で作られた避難
生活セット

3,600円（税抜）

M14レディースセット
入数：20 
商品サイズ：約200×260×90mm（350g）
内容品：除菌ウェットシート10枚入、歯磨きセット、コンタクトワンナイトケアハード・
ソフト対応、一泊お泊りセット(クレンジングオイル1包、化粧水2包、朝用乳液
(SPA15、PA+)1包、洗顔料2包、夜用乳液1包、角栓黒パック1包)、使い捨てショーツ
3枚、生理用ナプキン8個入、ドライシャンプーシート10枚入、ゴミ袋 黒 3,000円（税抜）

女性用非常持出セット
入数：8
商品サイズ：85×240×310ｍｍ
外箱サイズ：360×320×500ｍｍ
非常持出袋：ポリエステル・ＩＤホイッスル＆カラビナリング・
防災用ウェットティッシュ（２０枚入り）・生理用ナプキン・
携帯用トイレ１Ｐ・ヘアブラシ・綿棒＆絆創膏・カイロ・軍手・
マスク・防災の心得×各１　

M58

8,800円（税抜）

ザ・セカンド エイド
入数：5　商品サイズ：315×222×107mm（2.3kg）
外箱サイズ：551×331×236ｍｍ
セット内容:災害があったらすぐに読む本、さつま芋の甘煮3袋、
飲料水200ml×3袋、先割れスプーン3本、ストロー3本、
トイレキット（トイレ袋3枚、凝固剤3個）濡れタオル、おしり拭き（25枚入）
着用型携帯ブランケット、防災用缶詰マッチ（ローソク2本、マッチ2箱）
クリップ付えんぴつ1本、マスク1枚、交換目安シール

M83

「いざというときにそばにある」ことをコンセプトとし、「コンパクト」か
つ「スタイリッシュ」に、さらに仙台での「震災経験」からマニュアルや
無菌濡れタオルなどを取り入れている防災セットです。持ち出し型で
はなく、自宅避難や会社での一時避難用として使用できます。

5,000円（税抜）

運転席周りや後部座席などへ置いておけるような
「コンパクト」かつ「スタイリッシュ」な見せる車内防
災セット。持ち出し型ではない為、災害の他、事故な
ど、車に関わるトラブル発生時にも使用できます。

入数：10　商品サイズ：190×270×40mm（約1kg）
外箱サイズ：406×291×209mm
セット内容:車用非常時マニュアルブック,携帯トイレ,ティッシュ,
ウォータータオル,瞬間冷却パック,アルミブランケット,使い捨てカイロ,
クリップ付きえんぴつ

車載防災セット CAR EMERGENCY BOX

保存期間5年 保存期間5年

M84

5,000円（税抜）

災害時の徒歩帰宅支援セット｡机の引き出しや
書棚に収まるサイズにまとめました。

緊急避難BOX A
入数：8 商品サイズ：265×80×217ｍｍ
外箱サイズ：340×280×450ｍｍ
内容品●非常持出袋 ●非常用飲料水 500ml ●パンの缶詰 ●懐中電灯(単2電池 2本付)
 ●圧縮軍手&タオル ●スペースブランケット ●ポケットレインコート ●ホイッスルE-CALL 
●サージカルマスク ●モイスチャーポケットティッシュ ●ばんそうこう20枚 ●三角巾   
☆内容品は仕様変更する場合がございます｡

C8

保存期間5年

●段ボールの切れ込みでポリ袋のズレ防止 ●脚付きなので凸凹の場所でも安定
●白地の書き込みスペースで明確に表示できます ●日本語/英語 両面表記

280円（税抜）

ソフィボディフィット 羽なし30個入
入数：36
商品サイズ：166×177×91mm
外箱サイズ：500×540×380mm

M4

保存期間3年保存期間3年

120円（税抜）

ディスポパンツ 男性用
入数：100

M3

110円（税抜）

ディスポショーツ 女性用
入数：100

M2

はき心地の良い不織布製です。

1,300円（税抜）

Tシャツ、タオル、軍手を一つに圧縮しました。
手でほくしてすぐに使用できます。コンパクト
だから非常用に保管、持ち運びにも便利です。

非常用圧縮3点セット
入数：75
商品サイズ：圧縮サイズ：約100×140×22mm
外箱サイズ：350×480×260mm

外箱サイズ：400×440×70mm

外箱サイズ：400×440×70mm

M31
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缶入りカンパン
入数：24 内容：110g (ｶﾝﾊﾟﾝ95g･氷砂糖15g) 452kcal
商品サイズ： 74×74×113mm
外箱サイズ： 469×315×125mm

300円（税抜）

備食カンパン
入数：24 内容：110g 430kcal
商品サイズ： 75×75×110mm
外箱サイズ： 470×320×120mm

20,800円（税抜）

大型カンパン 128食
入数：1　 1食分5枚（474kcal）1缶64食×2缶ｾｯﾄ(合計128食)
商品サイズ：490×260×370mm
外箱サイズ：500×260×375mm

L10L9L8

保存期間5年 保存期間5年 保存期間5年

入数：24

入数：6 300円（税抜）
180円（税抜）

不純物を極限までとりのぞいた純水

非常用飲料水
外箱サイズ：500ml 240×370×215mm/
2L 326×181×320mm

500ml

2L

L4

L5

保存期間5年

入数：24

入数：6

500ml

2L 400円（税抜）
240円（税抜）

7年経っても成分・おいしさはそのままに「安心・安全・高品質」の保存水。

純天然アルカリ保存水
外箱サイズ：500ml 380×270×210mm/
2L 323×185×315mm

L6

L7

保存期間7年

3,800円（税抜）Space-saving Emergency Box「災初の一歩」
入数：8 商品サイズ：250x70x215mm
外箱サイズ：500×270×250mm

L192

保存期間5年

380円（税抜）
330円（税抜）
180円（税抜）

秩父山系から採取し、ろ過・殺菌・浄化されたミネラル豊富な天然湧水。

秩父湧水
外箱サイズ：500ml 380×270×235mm/
1.5L 332×202×324mm/2L 327×190×325mm

入数：24

入数：8

入数：6

500ml

1.5L

2L

L1

L2

L3

保存期間5年

全体の大きさも小さく、さらに薄いので場所をとらない省スペースセット。３日間の食糧・防寒・衛生と基本最少品を揃えることができる。
防災備蓄はまずこのセットから「災初の一歩」
セット内容：食品レーションバー　９本（１本400kcal)合計3600kcal/非常用飲料水500ｍｌ ２本/スペースブランケット １枚/ウェットティッシュ １０枚/軍手１双/マスク１枚/チャック袋１個　
セット用箱は広島に送られた折鶴を配合した紙で作られており、売上の一部は日本ユネスコ協会連盟に寄付されます。 

超コンパクト ３日間防災セット

550円（税抜）

通常のラスクと異なり、ひとくちで柔らかく口ど
けするソフトラスク仕様。災害時にホッと息つけ
る甘み補給食。お子様からお年寄りまで食べや
すく、やわらかさと適度な甘さが特長です。

ひとくちやわらかラスク（ホワイトチョコ）

入数：32  内容量：70ｇ
商品サイズ：70×140×150mm
外箱サイズ：310×540×155mm／3.7kg　
袋カロリー：ホワイトチョコ376Ｋcal、メープル373Ｋcal、メロン370Ｋcal

L134

ひとくちやわらかラスク（メープル） L135

ひとくちやわらかラスク（メロン） L136

※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。
※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。

長期保存できる
バラエティ豊かな食品。

24,000円（税抜）

家庭用サイズの保存缶入りソフトビスケット。
薄型のソフトタイプで食べやすく、お子様か
らお年寄りまで幅広い方々から支持されてい
る人気商品です。減圧して袋に脱酸素剤を封
入し、作り立てのおいしさを保っています。お
やつにも備蓄にもオススメです。

災害対策用ビスケット 160食
入数：1 
1食分6枚（300kcal）1缶80食×2缶セット（合計160食）
外箱サイズ：500×260×375ｍｍ

L144

保存期間5年 保存期間5年

250円（税抜）

缶入りミニクラッカー

250円（税抜）

缶入りミルクビスケット

入数：24 1缶：75g 369kcal 
商品サイズ：80×80×115mm 外箱サイズ：480×324×125mm

入数：24 1缶：75g 361kcal｡  
商品サイズ：80×80×115mm 外箱サイズ：480×324×125mm

L46

L47

保存期間5年

440円（税抜）

ビスコ保存缶 
入数：10個 1缶 123ｇ 594kcal（1包装：99kcal）
1缶で約2食分　5枚×6袋入り
外箱サイズ：219×531×147mm

L44

保存期間5年

400円（税抜）

保存用ミレービスケット100g
入数：12  430kcal 　
商品サイズ：75×75×115mm
外箱サイズ：320×245×120mm

L137

小さなお子様も安心のノンフライ、卵・牛乳・バター不使用

550円（税抜）

保存用ミレービスケット200g
入数：12  860kcal
商品サイズ：102x102x122mm
外箱サイズ：420x325x130mm

L69

保存期間5年

240円（税抜）

美味しい一口サイズのクリームサンドビスケット

保存用ビスコ コンパクトタイプ 補強箱入り
入数：50  1袋(15枚）　294kcal　
外箱サイズ：470×330×162ｍｍ

L182

L182 L183

12,000円（税抜）

保存用ビスコ コンパクトタイプ 60食
入数：1  1袋(15枚）×60　　
外箱サイズ：433ｘ298ｘ180ｍｍ

L183

保存期間5年

7年保存可能なビスケット。保管が省スペース、ごみの量が少なくて済
む！ビスケット焼成後15時間フリーズドライ（真空凍結乾燥）加工しア
ルミパウチ（2重構造）とチッ素充填加工技術により7年間保存可能。

300円（税抜）

フリーズドライビスケットプレーン

入数：24 　50g（4本入）/個　商品サイズ：約110×60×40mm
外箱サイズ：約265×234×H125mm（24個　中箱）
 約480×280×H270mm（96個　外箱）
プレーン：258kcal　チョコチップ：268.5kcal　オレンジ：263.5kcal

L70

フリーズドライビスケットチョコチップ L138

フリーズドライビスケットオレンジ L139

保存期間7年

加圧加熱殺菌による長期７年保存クッキー。
耐温度域は-20～80℃

320円（税抜）

7年保存クッキー（チーズ）

入数：50　70g（3本入）
商品サイズ：130×160×15mm 外箱サイズ：343×250×170mm
チーズ：328kcal　パンプキン：332kcal　チョコココナッツ：335kcal

L145

7年保存クッキー（パンプキン） L146

7年保存クッキー（チョコココナッツ） L147

保存期間7年

新潟県産米粉を使用。
特定原材料等(アレルギー物質）27品目不使用。

220円（税抜）

ライスクッキー ココナッツ味
入数：48 内容量：1箱48g（6g×8枚入)
商品サイズ：約66×140×35mm 外箱サイズ：W450×D360×H194mm
ココナッツ風味のサクサク食感！

L187

240円（税抜）

ライスクッキー いちご味
入数：48 内容量：1箱48g（6g×8枚入)
商品サイズ：約66×140×35mm 外箱サイズ：W450×D360×H194mm
ナッツ類不使用。

L188

保存期間5年
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食　品

500円（税抜）

缶詰ではなく袋入りでゴミにならず安全性が高
く、また汚れた手でも食べられるように紙コッ
プ入りで、味もお子様からお年寄りまで食べや
すく、やわらかさと適度な甘さが特長です。

紙コップパン（バター）

入数：30 約100g
商品サイズ：縦75×横140×高さ200mm
外箱サイズ：409×493×高さ195mm
バター365kcal、チョコレート346kcal、ストロベリー336kcal

L131

紙コップパン（チョコレート） L132

紙コップパン（ストロベリー） L133

保存期間5年 ふっくらマフィンタイプのパンの缶詰。缶から取り出す際、
直接パンに触らず衛生的に取り出せます。

生命のパン 黒豆　

500円（税抜）

生命のパン ココア　

入数：24 内容：100g   
商品サイズ：80×80×115mm 外箱サイズ：480×327×127mm
オレンジ351kcal、プチヴェール356kcal、黒豆349kcal
ココア378kcal、ホワイトチョコ＆ストロベリー383kcal

生命のパン オレンジ

生命のパン プチヴェール

L11

L12

L13

L14

生命のパン ホワイトチョコ＆ストロベリー L15

保存期間5年 事
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特定原材料7品目不使用、ごはん入りで常温で
もそのまま食べられるレトルトカレー

そのまんまＯＫカレー（甘口）L203

そのまんまＯＫカレー（中辛）
入数：30 
外箱サイズ：524×274×130mm
甘口  303Kcal、中辛 290Kcal/300g

L204

180円（税抜）

LLヒートレスカレー 温めずにおいしい野菜カレー
入数：30　1袋 200g 173kcal
商品サイズ：120×165×10ｍｍ
外箱サイズ：277×507×80mm

L59

L59

保存期間5年 保存期間5年

長期保存できる
バラエティ豊かな食品。 ※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。

※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。

500円（税抜）

入数：24  100g
商品サイズ：80×80×115ｍｍ
外箱サイズ：480×327×127ｍｍ 371kcal 

入数：24  100g
商品サイズ：80×80×115ｍｍ
外箱サイズ：480×327×127ｍｍ 367kcal 

ハスカップ L148

シーベリー L149

保存期間5年 保存期間5年

430円（税抜）

まろやかなショコラの風味漂うチョコレート味

濃厚ミルクが口いっぱいに広がるミルク味

レトルト殺菌により7年保存が可能 甘酸っぱい
香り豊かなブルーベリー味

入数：50 
外箱サイズ：525×465×215mm
ブルーベリー375kcal ミルクブレッド372kcal
チョコレート371kcal/100g

7年保存レトルトパン ブルーベリー L196

7年保存レトルトパン ミルクブレッド L197

7年保存レトルトパン チョコレート L198

保存期間7年

39,800円（税抜）

安心の10年（25年）の超長期保存食シチューとクラッカーのセット。さ
さみ肉と野菜がたっぷりと入った、コクのあるまろやかなシチューと食
べ応えのある厚焼きクラッカーのセットです。
アルパインエア チキンシチュー・セイフティセット
1食あたり：389kcal　1セット：約60食
商品サイズ：159×179mm 外箱サイズ：470×330×190mm（約7.7kg）
※10年保存条件：直射日光が当たらない、5℃～35℃の室内で保管
※25年保存条件：直射日光が当たらない、24℃以下の室内で保管

L163

36,800円（税抜）

安心の10年（25年）の超長期保存食シチューとクラッカーのセット。野
菜との相性が良い、チーズとオニオンの香りとコクのあるクリーミーな
シチューと食べ応えのある厚焼きクラッカーのセットです。
アルパインエア　野菜シチュー・セイフティセット
1食あたり：332kcal　1セット：約60食
商品サイズ：159×179mm 外箱サイズ：470×330×190mm（約7kg）
※10年保存条件：直射日光が当たらない、5℃～35℃の室内で保管
※25年保存条件：直射日光が当たらない、24℃以下の室内で保管

L164

保存期間
10or25※年

37,100円（税抜）

アルパインエアロティーニパスタ・セイフティセット
商品サイズ：159(直径)×179(高さ)(mm)
外箱サイズ：470×330×190㎜
セット内容:クラッカー3缶/野菜ロティーニパスタ3缶
1食当たり：316kcal 1セット：約60食
※10年保存条件：直射日光が当たらない、5℃～35℃の室内で保管
※25年保存条件：直射日光が当たらない、24℃以下の室内で保管

L185

保存期間
10or25※年

180円（税抜）

LLヒートレスシチュー　温めずにおいしい野菜シチュー　
入数：30 　200g　178kcal 
商品サイズ：120×165×10ｍｍ
外箱サイズ：277×507×80mm

L162

L162

280円（税抜）

美味しく手軽にエネルギーチャージ！

スーパーバランス
入数：20　約101g 1本あたり50kcal×8本/袋
商品サイズ：約 W140×D20×H170 mm　
外箱サイズ：約 W303×D245×H125mm

L121

L121

保存期間6年

6,500円（税抜）

吸収が早く、速攻のエネルギー補給が可能です。

ぶどう糖タブレット 5粒 100個
入数：8　5粒×100袋 1800kcal
商品サイズ：250×190×50mm
外箱サイズ：550×370×130mm

L66

保存期間5年

240円（税抜）

ふどう糖・クエン酸補給に。6年保存可能

6年保存パワーフルーツキャンディ
6年間保存できる防災備蓄用の「パワーフルーツキャンディ」です。
入数：20
商品サイズ：約140×180×20 mm　
外箱サイズ：326×181×159mm

L122

L122

災害時に不足するビタミン・ミネラルを
１日１包の摂取で補給可能

非常時・災害時 栄養補給食品
商品サイズ：H190×Ｗ138mm
外箱サイズ：H205×Ｗ190×D290mm

商品サイズ：H160×W100mm
外箱サイズ：H180×W305×D225mm

14g（2g×7）

6g（2g×3）490円（税抜）

980円（税抜）50袋

100袋

L125

L126

（7包)

（3包)

保存期間5年

トマト味がベースとなったコクのある野菜入りのパスタと
食べ応えのある厚焼きクラッカーのセットです。

卵不使用

450円（税抜）

しっとり口どけの良いスティックタイプのバウムクーヘン

美味しい非常食 スティックバウムクーヘン
入数：50 内容量：80g 316kcal 商品サイズ：230×140×60mm
外箱サイズ：485×360×230mm

L212

保存期間7年

4,440円（税抜）

7年保存アレルギー対応3日分保存食セット

Completed Ver.2
アレルギー対応。ハラール認証。レトルト加工された米粉クッキーとレト
ルト食品、そして硬度0の保存水の組み合わせによる7年保存アレルギー
対応3日分保存食セットです。入数：4
商品サイズ：233×205×170mm 外箱サイズ：490×435×195mm
●セット内容：7年保存米粉クッキー×3個、7年保存レトルト食品×6個、
7年保存水500ml×3本 アレルギー特定原材料等27品目＆貝類不使用

L209

保存期間5年

500円（税抜）

食物アレルギー特定原材料等27品目不使用

美味しい防災食 ホワイトシチュー
入数：36 内容量：250g 185kcal 商品サイズ：160×160×60mm
外箱サイズ：430×330×180mm ●アルミスタンドパウチ

L213

8,000円（税抜）

飽きがこないようにバラエティに富んだ食品
をセットしました。
5年保存3日間食品セット
入数：3　約5kg
商品サイズ：320×210×220mm 外箱サイズ：330×640×230mm　
セット内容：パンの缶詰3缶、カルボナーラ、ペペロンチーノ、梅じゃこ、
ドライカレー、わかめご飯、五目ご飯 各1袋（スプーン付き）非常用飲料水500ml 6本
加熱セット 6個

L127

3,000円（税抜）

アレルゲンフリーの食品セット。加熱セット
入りで温かな梅じゃこご飯も食せます。
アレルゲンフリー1DAYセット
入数：10　約1,250ｇ  
商品サイズ：180×110×240mm　外箱サイズ：400×550×250mm
セット内容：保存水500ml 3本、ライスクッキー、梅じゃこご飯
わかめご飯、ブランケット、加熱セット 2個

L140

保存期間5年 保存期間5年
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安心米 シリーズ

マジックライス シリーズ

炊き出し用

480円（税抜）

炊きたてご飯のような“つぶ感・つや感・もっちり
感”が特徴です。非常食としてはもちろん、普段の
ご飯としても活躍します！PH調整剤不使用

ストックライス 炊き込みご飯

入数：24  200ｇ
商品サイズ：179×118×28ｍｍ 外箱サイズ：360×233×191ｍｍ
炊き込みご飯 302kcal とり飯 342kcal カレーピラフ 309kcal

L155

ストックライス　とり飯 L156

ストックライス　カレーピラフ L157

保存期間5年

280円（税抜）

お湯で15分（水で60分）待つだけ。

マジックライス 雑炊 醤油だし風味 L158

マジックライス 雑炊 チゲ風味 L159

マジックライス 雑炊 シーフード風味
入数：20/50 20食入：1.9kg　個食：70g　50入りもあり
商品サイズ：個装：145×160×90mm　外箱サイズ：20食入：214×360×175mm
70g スプーン付 必要水量210ml
醤油だし 265kcal、チゲ風味 262kcal、シーフード風味 258kcal

L160

保存期間5年

永谷園 フリーズドライご飯 チャーハン味 L199

480円（税抜）

水で5分・お湯で3分で出来上がり。
フリーズドライのためサクサクとそのままでも
食べられます。スプーン付き必要水量175ml

永谷園 フリーズドライご飯 ピラフ味 L200

永谷園 フリーズドライご飯 カレー味 L201

永谷園 フリーズドライご飯 炊き込み五目
入数：50 
内容量：85g 外箱サイズ：535×365×215mm
チャーハン 340kcal、ピラフ 340kcal、カレー 339kcal
炊き込み五目 337kcal

L202

保存期間5年

480円（税抜）

水もお湯も必要ない7年保存レトルト食品（ス
プーン付き）

7年保存 カレーピラフ L193

7年保存 五目ごはん L194

7年保存 コーンピラフ

入数：50 
内容量：230g 外箱サイズ：490×275×220mm
カレーピラフ 327kcal、五目ごはん 306kcal
コーンピラフ 320kcal、わかめご飯 116kcal
トマトリゾット 320kcal ●食物アレルギー特定原材料等
27品目と貝類不使用。ハラール認証。

L195

7年保存 わかめご飯 L207

7年保存 トマトリゾット L208

保存期間7年

360円（税抜）

お湯を注いで3分で手軽に美味しい本格派の
ショートパスタ

マジックパスタ カルボナーラ
入数：20 必要水量:150ml 247kcal
外箱サイズ：270×360×160mm

360円（税抜）
マジックパスタ ペペロンチーノ
入数：20 必要水量:150ml 209kcal
外箱サイズ：270×360×160mm

L61

L62

360円（税抜）
マジックパスタ きのこパスタ
入数：20 必要水量:150ml 222kcal
外箱サイズ：270x360x160mm

L119

保存期間5年

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｡お湯や水を適量加えるだけで､炊きたての状態に戻ります｡

特定原材料等（アレルギー物質）27品目不使用商品

長期保存できる
バラエティ豊かな食品。

入数：15/50

入数：20/50

入数：1

※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。
※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。

L16

!

372kcal 必要水量140ml

369kcal 必要水量150ml

374kcal 必要水量160ml

388kcal  必要水量160ml

380kcal  必要水量160ml

376kcal  必要水量140ml

378kcal  必要水量140ml

378kcal  必要水量160ml

374kcal 必要水量160ml

必要水量8L

必要水量8L

必要水量8L

必要水量8L

必要水量8L

必要水量8L

必要水量10.5L

マジックライス 白飯 100g
マジックライス 五目ご飯 100g
マジックライス ドライカレー 100g
マジックライス えびピラフ 100g
マジックライス わかめご飯 100g
マジックライス 青菜ご飯 100g
マジックライス 梅じゃこご飯 100g
マジックライス 根菜ご飯 100g
マジックライス パエリア風ご飯 100g
マジックライス炊き出し用 白飯 5kg
マジックライス炊き出し用 五目ご飯 5kg
マジックライス炊き出し用 ドライカレー 5kg
マジックライス炊き出し用 わかめご飯 5kg
マジックライス炊き出し用 青菜ご飯 5kg
マジックライス炊き出し用 梅じゃこご飯 5kg

マジックライス炊き出し用 白がゆ 2.15kg

280円（税抜）

340円（税抜）

340円（税抜）

350円（税抜）

320円（税抜）

320円（税抜）

320円（税抜）

320円（税抜）

340円（税抜）

11,000円（税抜）

14,000円（税抜）

14,000円（税抜）

14,000円（税抜）

14,000円（税抜）

14,000円（税抜）

12,000円（税抜）

L29

L32

L33

L34

L35

L109

L110

L205

L206

L111

L112

L113

L114

L116

L117

L118

!

!

!

!
!

!

必要水量8.5L

必要水量8.5L

必要水量6.5L

必要水量8.5L

必要水量8.5L

必要水量8.5L

368kcal 必要水量170ml

361kcal 必要水量170ml

364kcal 必要水量130ml

364kcal 必要水量170ml

361kcal 必要水量170ml

366kcal 必要水量170ml

362kcal 必要水量170ml

362kcal 必要水量170ml

154kcal 必要水量210ml

147kcal 必要水量230ml

安心米 白飯 100g

安心米 五目 100g
安心米 山菜 100g

安心米 わかめ 100g
安心米 ひじき 100g
安心米 きのこ 100g
安心米 ドライカレー 100g

安心米 野菜ピラフ 100g

安心米 梅がゆ 42g

安心米 白がゆ 41g
安心米 白飯 炊き出しタイプ 5.5kg　
安心米 五目 炊き出しタイプ 5kg
安心米 山菜 炊き出しタイプ 5kg
安心米 わかめ 炊き出しタイプ 5kg
安心米 ひじき 炊き出しタイプ 5kg
安心米 きのこ 炊き出しタイプ 5kg

280円（税抜）

340円（税抜）

350円（税抜）

320円（税抜）

350円（税抜）

350円（税抜）

350円（税抜）

350円（税抜）

280円（税抜）

280円（税抜）

11,000円（税抜）

14,000円（税抜）

14,000円（税抜）

13,500円（税抜）

14,100円（税抜）

14,100円（税抜）

L16

L18

L19

L20

L22

L23

L25

L217

L27

L28

L36

L38

L39

L41

L42

L43

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!

!
!
!

!

!

!
!

個装：160×150mm
外箱サイズ： 420×305×180mm（50入）
 310×190×155mm（15入）
※梅がゆ、白がゆは50のみとなります。

個装：160×155×90mm
外箱サイズ： 320×440×215mm（50入）
 214×360×175mm（20入）

■安心米
外箱サイズ：335×325×190mm

■マジックライス
外箱サイズ：330×340×215mm

安心米 シリーズ

マジックライス シリーズ

卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、 
牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、 豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、
ゼラチン、 カシューナッツ、ごま を使用しておりません。 200円（税抜）

お湯・水を入れるだけ。にぎらずにできる！携帯お
にぎり。お湯で15分、お水で60分で出来上りま
す。100%国産米を使用

携帯おにぎり 鮭

入数：50  出来上がり量：109g
商品サイズ：160×120mm 外箱サイズ：382×317×113mm

L189

携帯おにぎり わかめ L190

携帯おにぎり 五目おこわ L191 入数：50
[あんこ餅]餅10個 粉末あん付 119g 424kcal 
[あべ川餅]餅10個粉末きなこ付 109g 377kcal
[いそべ餅]餅10個 粉末たれ 焼海苔10枚 87g 294kcal
商品サイズ：160×180×25mm 外箱サイズ：465×240×345mm

L48

L49

L50

440円（税抜）

30秒水に浸すだけで食べられます。

水もどり餅 あんこ餅・あべ川餅・いそべ餅

保存期間5年

保存期間5年

保存期間5年

380円（税抜）

ファーメストガーデンパスタ/パウチタイプ
入数：50  
商品サイズ：160×140mm 外箱サイズ：480×330×210mm
内容量85g 必要水量：約150ml 338kcal

L186

360円（税抜）

パスタと厚焼きクラッカー入りの持ち運びに便利な、
パウチタイプ。お湯を注いで6分でOK。（水で20分）

ファーメスト ガーデンパスタ/パウチタイプ
入数：50  
商品サイズ：160×140mm 外箱サイズ：480×330×210mm
内容量85g 必要水量：約150ml 320kcal

L161

保存期間5年

(トマト味)

(野菜クリーム)

１本で手軽にご飯一杯分のカロリーを補給で
きます。災害時はもちろん、スポーツやアウトド
アなどで手軽にカロリー補給ができます。

500円（税抜）

えいようかん
入数：20 60ｇ×5   171kcal/本
商品サイズ：約86×82×37ｍｍ 外箱サイズ：約365×200×103ｍｍ

600円（税抜）

チョコえいようかん
入数：20 55ｇｘ5 200kcal/本   
商品サイズ：約86ｘ82ｘ37ｍｍ 外箱サイズ：約365ｘ200ｘ103ｍｍ

L153

L154

保存期間5年 保存期間3年
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ひじきふっくら煮（内容総量70ｇ固形量45ｇ）×2たけのこや
わらか煮（内容総量70ｇ固形量50ｇ）×2 たっぷり五目野菜
豆（内容総量70ｇ固形量55ｇ）×2 切干大根うま煮（内容総量
70ｇ固形量55ｇ）×2 牛すきやき風（内容総量70ｇ固形量50
ｇ）×2 きんぴらごぼう（内容総量50ｇ　固形量40ｇ）×2

牛肉の赤みを選んで食べやす
い大きさにし味付けしました。

脂の乗ったさんまを甘めに
炊きあげました。

角切りにしたまぐろを生姜風味の
醤油であっさりと炊き上げました。

鶏手羽先をコチュジャンでピリ
辛味に煮こみました。

牛肉とごぼうを甘口の味噌で
炊きました。

豚バラ肉とねぎを甘辛い味噌
で味付けしました。

長期保存できる
バラエティ豊かな食品。

L76

L79 L80 L81

L77 L78

430円（税抜）

ＬＬ牛角煮
入数：45 100g 229kcal
商品サイズ：195×150×10mm
外箱サイズ：300ｘ195ｘ120ｍｍ×3合

430円（税抜）

ＬＬさんま甘露煮
入数：45 150g 349kcal
商品サイズ：190×145×20mm
外箱サイズ：300ｘ195ｘ120ｍｍ×3合

430円（税抜）

ＬＬまぐろの浅炊き
入数：45 120g 247kcal
商品サイズ：190×145×20mm
外箱サイズ：300ｘ195ｘ120ｍｍ×3合

L63 L64 L65

480円（税抜）

LLおでん
入数：30　400g 176kcal
個装：185×140×30mm
外箱サイズ：300×195×120mm×3合

430円（税抜）

LL肉じゃが
入数：45　200g 148kcal
個装：200×150×20mm
外箱サイズ：300×195×120mm×3合

430円（税抜）

ＬＬぶり大根
入数：45　200g 296kcal
個装：195×150×25mm
外箱サイズ：300×195×120mm×3合

430円（税抜）

ＬＬ手羽先ピリ辛煮
入数：45 150g 232kcal
商品サイズ：195×150×10mm
外箱サイズ：300ｘ195ｘ120ｍｍ×3合

430円（税抜）

ＬＬ牛バラごぼう
入数：45 120g 259kcal
商品サイズ：195×150×10mm
外箱サイズ：300ｘ195ｘ120ｍｍ×3合

430円（税抜）

ＬＬ豚バラ味噌煮
入数：45 100g 217kcal
商品サイズ：195×150×20mm
外箱サイズ：300ｘ195ｘ120ｍｍ×3合

※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。
※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。

440円（税抜）

コンビーフ
入数：48　1缶 100ｇ 205kcal
外箱サイズ：323x287x98ｍｍ

L54

3,000円（税抜）

おかず缶セット
入数：6　1缶 80g セット内容：6種類×2缶
外箱サイズ：240×328×180mm

L84

200円（税抜）

うまい！鯖味噌煮
入数：24　1缶 150g 113～338kcal（100gあたり）
外箱サイズ：320×245×110mm

L128

200円（税抜）

うまい！鯖醤油煮
入数：24　1缶 150g 98～326kcal（100gあたり）
外箱サイズ：320×245×110mm

L129

200円（税抜）

うまい！秋刀魚味噌煮
入数：24　1缶 150g 180～302kcal（100gあたり）
外箱サイズ：320×245×110mm

L130

417円（税抜）

黒潮オイルのマグロとキノコ
入数：48　1缶 125g 294kcal
外箱サイズ：129×237×315mm

L166

380円（税抜）

トマトで煮込んだカツオとキノコ
入数：48　1缶 117g 63kcal
外箱サイズ：129×237×315mm

L167

410円（税抜）

カツオの和だし生姜煮こごり風
入数：48　1缶 121g 102kcal
外箱サイズ：129×237×315mm

L168

180円（税抜）

うまい！鮪生姜入り醤油し仕立て
入数：24　1缶 70g 85kcal（100gあたり）
外箱サイズ：315×235×65mm

L210

140円（税抜）

マルハニチロ やきとり タレ
入数：24　1缶 60g 116kcal
外箱サイズ：237×314×124mm

L83

417円（税抜）

柚子香るブリトロ大根
入数：48　1缶 121g 186kcal
外箱サイズ：129×237×315mm

L171

手軽で、しかもそのまま美味しく食べられる5年保存の防災食

L87

495円（税抜）

手軽で美味しい防災食 肉じゃが
入数：50  130g、141kcal
外箱サイズ：420×320×H200mm

L88

480円（税抜）

手軽で美味しい防災食 ハンバーグ煮込み
入数：50  100g、300kcal
外箱サイズ：420×320×H200mm

L89

410円（税抜）

手軽で美味しい防災食 鮭がゆ
入数：50  230g、104kcal
外箱サイズ：420×320×H200mm

L90

380円（税抜）

手軽で美味しい防災食 梅がゆ
入数：50  230g、96kcal
外箱サイズ：420×320×H200mm

L91

480円（税抜）

手軽で美味しい防災食 豚汁
入数：50  180g、1袋あたり：112kcal
外箱サイズ：420×320×H200mm

L92

480円（税抜）

手軽に美味しい防災食 筑前煮
入数：50  90g、91kcal
外箱サイズ：420×320×H200mm

L93

430円（税抜）

手軽に美味しい防災食 ぜんざい
入数：50  150g、133kcal
外箱サイズ：420×320×H200mm

L94

360円（税抜）

手軽で美味しい防災食 白がゆ
入数：50  230g、84kcal
外箱サイズ：420×320×H200mm

L95

430円（税抜）

手軽で美味しい防災食 やわらかご飯
入数：50  200g、148kcal
外箱サイズ：420×320×H200mm

L96

450円（税抜）

そのまま美食ご飯シリーズ やわらか五目ご飯
入数：50  280g、300kcal
外箱サイズ：326×306×H119mm

L97

450円（税抜）

そのまま美食ご飯シリーズ やわらかわかめご飯
入数：50  280g、277kcal
外箱サイズ：326×306×H119mm

L98

450円（税抜）

そのまま美食ご飯シリーズ やわらかきのこご飯
入数：50  280g、300kcal
外箱サイズ：326×306×H119mm

L99

450円（税抜）

そのまま美食ご飯シリーズ やわらかひじきご飯
入数：50  280g、301kcal
外箱サイズ：326×306×H119mm

開けてすぐに食べられるご飯シリーズ登場！アレルゲンフリー・食器不要・スプーン付。水・お湯不要！

L98

保存期間3年

保存期間3年

保存期間3年

保存期間5年

150円（税抜）

フリーズドライ製法で、味噌本来のうま味が楽
しめます。

フリーズドライ製法で、ふんわり卵と彩豊かな
具だくさんスープです。

フリーズドライ製法で、じっくり炒めた玉ねぎ
の甘みと、うま味がいきています。

入数：200 商品サイズ：80×115×25mm 外箱サイズ：355×305×370mm
オニオンスープ19kcal/6g 卵スープ25kcal/7g みそ汁34kcal/10g

即席オニオンスープ L214

L214

即席卵スープ L215

L215

即席みそ汁 L216

L216

保存期間5年
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防犯 セキュリティー・防犯対策用品など

8,000円（税抜）

S・Cone　透明コーン
入数：4
商品サイズ：450×450×792mm
外箱サイズ：550x430x1295(H)mm

P32

練習訓練でより確実に。緊急時にあわてない為
にも、研修や防犯訓練などで導入ください。

3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力
に拡散発光します。

安価で一番普及しているタイプです。洗い流しても蛍光反応
で証拠が残るので、犯人逮捕に繋がります。チーズ腐敗臭の
水溶性塗料。対人1億円・対物500万円の保険付きです。

2,600円（税抜）

蛍光クラックボール
入数：2個　140g(1個)　商品サイズ：直径65mm
【カラー】 蛍光オレンジ 【素材】 塩ビ　内容物/水溶性塗料（無害）

P19

360度の視認性 暗闇でもしっかり反射

1,500円（税抜）

リフレクトバンドベスト
入数：50 商品サイズ：胴囲75～125cm 着丈45cm
反射帯幅15mm 外箱サイズ：400×400×220mm
●ポリエステル

P45

交通事故から身を守ろう！

360円（税抜）

反射タスキ
入数：480 重量：40g 商品サイズ：幅40mm、全周1240mm
外箱サイズ：500×360×400mm ●ポリエステル

P43

P43

ウエスト部分のマジックテープで着脱らくらく

1,620円（税抜）

反射服（見守り隊）印刷無
入数：100 重量：176g 商品サイズ：600×588mm
外箱サイズ：570×460×220mm ●ポリエステル、PVC
※蛍光色の為、実際の色と印象が異なる場合があります。

P44

P44

2,200円（税抜）

練習用クラックボール
入数：2個　140g(1個)　商品サイズ：直径65mm
【カラー】 無色透明 【素材】 塩ビ　内容物/水　

P18

15,000円（税抜）

車載型ハイパワーLED回転灯
商品サイズ：140×145×200mm

P22

踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と
大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができ
ます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度
に敷き詰めて使用します。1㎡あたり約40L
を目安にご使用下さい。

2,580円（税抜）
防犯防草ジャリ60L
商品サイズ：740×490×200mm 

P8

2,380円（税抜）
防犯防草ジャリ40L
商品サイズ：650×450×140mm 

P27

1,280円（税抜）
防犯防草ジャリ20L
商品サイズ：600×400×90mm 

P26

ライトグリーン P41

1,430円（税抜）

ブルー
ボタン電池(LR44)3個付、携帯にも付けられるストラップパーツ付き
入数：100 重量：40g 商品サイズ：43×30×28mm
外箱サイズ：380×330×160mm

P42

ピンク P40

小型防犯ブザー（ミュウ）
P39

15,890円（税抜）

最小限の力で暴漢を押さえ込むことができる、
古来より使われてきたものです！

さすまた P8

入数：10　1500g
商品サイズ：外幅450×全長1820mm
立て掛け金具100×120mm

12,000円（税抜）

人が近づくと反応し、メッセージを伝えます。目的に合わ
せたメッセージを自由に録音・再生。新たに録音すれば前
の内容を自動的に消去。単独使用の他に、オプションで
専用表示板を組み合わせて使用できます。
トークナビ2
商品サイズ：100×340×45mm
電源：単3アルカリ電池×4本（別売）又はAC100V専用アダプタ（別売）
最大録音時間約10秒 最大音量約80デシベル

32,408円（税抜）

右利きでも左利きでも扱えるマルチグリップ
を採用。広範囲を防御するロングシールド。

暴徒鎮圧用シールド マルチグリップ
商品サイズ：1,210×530mm（5.2kg）

P24 P25

唐辛子の天然成分で出来た催涙スプレー！

2,000円（税抜）

催涙ガススプレー
噴霧距離：約2m　内容量 25cc
商品サイズ：直径25×高さ80mm

P20

暗所での動きをセンサーが感知したらライトが自動点灯。手動で点
灯/消灯の切り替えができるので非常時、緊急時のライトとしても
使えます。設置が簡単なスタンド式。

1,800円（税抜）

スタンディングセンサーライト
入数：80 135g
商品サイズ：170x85x45mm 外箱サイズ：385x385x505mm
単３電池×4個（別売）

M61

1,500円（税抜）

センサーライト＆常備灯
入数：60 170ｇ
商品サイズ：50×35×260ｍｍ 外箱サイズ：270×55×37ｍｍ
単4電池3本使用（別売）

M60

M60 M61

30,000円（税抜）

おはなしカメラキット P23

専用アプリ｢ホームネットワーク｣をインストールしたス
マートフォンを、無線LANに接続したホームユニットに登
録するだけでかんたんに設定できます。

接続はかんたん

960円（税抜）

単4電池で使えるコンパクトな防犯ブザー！
防犯ブザー レモンタイプ
入数：100 単4電池2個付
商品サイズ：45×70×31mm
外箱サイズ：360×320×195mm

P4

防災用・防犯用に！ 夜間・暗所で安心ライト付蓄光防犯ブ
ザー！（公財）全国防犯協会連合会推奨品（新落下試験対応）

1,200円（税抜）

ライト付防犯ブザー（防水くん）
入数：10 70g
商品サイズ：80×40×60mm アラーム音量：約９５ｄB、電池：単４アルカリ電池2本付、
電池寿命：（連続使用時）/ライト：約72時間/アラーム：約120分、ライト光源：LED、付属品：ネックストラップ

P13

C58

2,600円（税抜）

パトロールや火の用心の見回りに！

拍子木（ひも付）
商品サイズ：51×32×275（片方）、ひも:1350mm

P10

1,300円（税抜）

再帰反射テープ採用のリーズナブルタイプの安全ベストです。

安全ベスト5cm幅
入数：50
商品サイズ：360×230×30mm
外箱サイズ：450×450×320mm 

C58

P10

再生ペットボトルを使ったトラッシュボックス
(循環型リサイクル商品)。　　　　　　　　
軽量で丈夫。エコロジー＆エコノミー。中身が
見えて安心。

9,100円（税抜）

Pet Trash 透明 トラッシュボックス70L
入数:6
商品サイズ：438×344×762mm　外箱サイズ：475×325×1280mm
※他サイズとして、14Lと90Lもあります。 

P30

ワンプッシュでかんたん通話

スマートフォンからの発信に加え、カメラのワンタッチボタ
ンを押すだけで登録したスマートフォンをかんたんに呼び
出し、会話することができます（3件まで登録可能）。

カメラからワンタッチで呼出・通話できる

屋内カメラに内蔵の動作検知、温度センサー、音センサー
が反応するとスマートフォンに通知され、カメラに映った
映像を見ることができます。

センサーが検知するとスマートフォンにお知らせ

再生ペットボトルを使ったコーン
(循環型リサイクル商品)。

ホームユニット（KX-HJB1000）＋おはなしカメラ（KX-HC500）のセットです。
留守番中のお子さまから、仕事中のご両親へかんたん通話。
人感センサーをはじめ、各種センサーを見守り用途で設定できます。【みまもり通知】
商品サイズ：ホームユニット：42×130×130mm おはなしカメラ：111×95×86mm
ホームユニット：約220g おはなしカメラ：約220g 外箱サイズ：514×215×159mm
●グローバルIPアドレスが付与されるインターネット接続環境と、UPnPに対応し「2.4GHz」の周波数帯域
を使用する無線ルーターをご用意ください。モバイルルーター経由での接続は、宅外から接続できないこと
があるため、推奨しておりません。

スタイリッシュなデザインの小型・軽量防犯ブザー

※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。
※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。

パールホワイト

耐用年数3年
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37 38

感染症対策 インフルエンザ、ノロウィルスなどの
予防・二次感染対策用品

1,800円（税抜）

消臭から除菌までこれ一本あれば安心安全で
す。あらゆる生活臭から各種ウイルス菌まで退
治します。インフルエンザ菌・ノロウイルス・大腸
菌など食中毒や感染症から家族を守ります。
災害用バイオイオナース500トリガー M72

保存期間5年

入数：15
商品サイズ：95×75×22mm
外箱サイズ：255×390×245mm

2,500円（税抜）

高品質二酸化塩素分子のチカラで消臭・除菌、ウイルス除去。
嘔吐物・汚物をスピード処理

嘔吐物・汚物処理剤・オブツポイポイ
入数：12　250ｇ
商品サイズ：70×70×180mm
外箱サイズ：275×220×220mm

20,000円（税抜）

500円（税抜）

嘔吐物処理セット。

汚物処理セット（10回分）
入数：2
ゴーグル １個 使い捨て5点セット（マスク・手袋・エプロン・靴カバー・ボウシ）１０セット・
45Ｌゴミ袋 ２０枚・使い捨てチリトリ 20個・バケツ・嘔吐物・汚物処理剤約 １０回分・
ウイルス増殖環境消滅
商品サイズ：340×390×490ｍｍ　外箱サイズ：390×690×490ｍｍO17

400円（税抜）

携帯用 消毒用アルコールジェル

ハンドクイックジェル（分包タイプ）
入数：100
1.5ml×15包 重量：35g  
商品サイズ：65×20×103mm
外箱サイズ：250×510×179mm

O29

6,500円（税抜）

ゴージョーＴＦＸオート消毒スタンド用1200ml カートリッジ
1200ml 有効成分 エタノール（76.9～81.4vol%）に皮膚を保護する成分、プロピレング
リコール（保湿剤）ミリスチレン酸イソプロピル（エモリエント剤）を配合したジェル状の手
指消毒剤です。（1プッシュ約1.2mg用・・・1000回分） ●医薬部外品

O44

O44

32,000円（税抜）

ゴージョーＴＦＸオート消毒スタンド
速乾性手指消毒剤。手にやさしく広範囲な細菌に消毒効果を発揮します。
商品サイズ：269×152×102mm セット内容：オートディスペンサー
カートリッジ（約1000回）1個 スタンド シールド
（卓上タイプもございます→お問い合わせください）
●電源：単２電池 ３本（付属）

O43

O43

3,630円（税抜）

オフィスの洗面台にぴったりの大容量

うがい薬（医薬部外品）
後味さわやかなマイルドミトン味で毎日の感染予防、口臭予防に。
入数：6
重量：1130g 商品サイズ：98×94×224mm
外箱サイズ：312×202×239mm ●医薬部外品

O38

1,600円（税抜）

非常時も身づくろい出来る衛生用品16種をセット

非常用衛生セット
入数：20　250ｇ
16種類を防水ジッパー袋にコンパクト収納
商品サイズ：240×170mm 外箱サイズ：470×330×210mm
セット内容：除菌タオル・流せるティシュ・歯ブラシセット・乳液・
ヘアーピン×３・パンティライナー×２・不織布ハンカチ・石鹸・
アイマスク・マスク×2・圧縮タオル・カミソリ・折りたたみブラシ・
手鏡・ヘアーゴム×２・サニタリー袋

O31

O18

使い捨て装備品セット
入数：50　マスク、手袋2双、エプロン、シューズカバー、ボウシ

O20

5,000円（税抜）

感染リスクの疑いのある嘔吐・排泄物を処理する
際に必要なツールをまとめたセット。

汚物の処理ツールBOX
入数：3 調整ボトル3L×1/次亜塩素酸ナトリウム液5～6％ 250ml×1・
カップ＆ノズル×1・調整ボトル用シール×1・汚物の処理キット×1・
カタズケ隊25g×2・紙製ヘラ×2・紙製チリトリ×1
商品サイズ：235×140×295mm 外箱サイズ：440×245×310mm

O1

1,800円（税抜）

ウイルス増殖環境消滅 300ml
入数：12　
商品サイズ：75×52ｘ210ｍｍ
外箱サイズ：346×234ｘ290ｍｍ

O4

O-157やインフルエンザ、ノロウイルスなど幅広い
菌やウイルスに対応。しかも効果が持続します。

2,500円（税抜）

手指消毒剤 キビキビ 1L
入数：10
商品サイズ：92×78×207mm 
外箱サイズ：400×250×225mm 

1,400円（税抜）

サージマスクＴＣホワイト５０枚
入数：40　
商品サイズ：180×100×100mm
外箱サイズ：520×400×450mm

O13

ソフトな不織布を使用と、ゴム紐に丸ゴム使
用により装着感抜群です。高性能フィルター
によりBFE95％以上

1個包装で衛生的。名刺サイズに折り畳まれ備蓄、
携帯に便利。

密閉式の為感染症対策、アスベスト対策、化学物質等に。

O25

O26

1,700円（税抜）

DS2規格マスク 名刺サイズ 10個
入数：10 
商品サイズ：約130×130×72mmgtwrg/10個入り
外箱サイズ：約275×380×145mm

1,200円（税抜）

飛沫感染予防 ゴーグル
入数：10　 商品サイズ：約70×150×80mm
密閉式スコープゴーグル
防爆型、ﾏｽｸ併用可能、アイピース交換可能、メガネ併用可能
レンズ：ＰＣ球面1.5mm厚、両面防曇

二酸化塩素の除菌・消臭剤。室内に置くだけで室内に浮遊する
菌やニオイを除菌､消臭します｡無臭タイプの除菌･消臭剤｡

O7

O8

1,480円（税抜）

室内菌無 120g
入数：10 商品サイズ：65×65×67mm
外箱サイズ：336×138×78mm

3,500円（税抜）

室内菌無 500g
入数：6　商品サイズ：100×100×117mm
外箱サイズ：220×320×150mm

O25 O26

O19

120,000円（税抜）

衛生的な空気で業務をサポート。高さ調節機能
を搭載し快適性をアップ。

床置き型プラズマクラスターイオン発生機
高濃度プラズマクラスター適用床面積（目安）：約25㎡（約15畳）
商品サイズ：300×660×527（足伸長時797）mm

180,000円（税抜）

床置き型プラズマクラスターイオン発生機
高濃度プラズマクラスター適用床面積（目安）：約50㎡（約30畳）
商品サイズ：300×1006×527（足伸長時797）mm

O48

O48

O49

O49

16,500円（税抜）

除菌消臭効果の高い二酸化塩素ガスで、お部屋を除菌消臭します。安定した一定濃度
のガスを発生し、人体に安全な低濃度で除菌消臭し、お部屋を快適空間に保ちます。
空気除菌消臭機 ファインミニ
セット内容：空気除菌消臭機 ファインミニ1個、ファインミニ用補充液300ml
3本 適応床面積：約12畳（条件により異なる）
商品サイズ：機器：約h175×w180×d190mm

15,000円（税抜）

室内のウイルスやニオイ対策に！空気除菌消臭機 ファインミニ専用液。
ファインミニ補充液300ml 6本
商品サイズ：56×56×186mm

O30

O42

1,000円（税抜）

米軍服にも使われる虫よけ加工を施したバンダ
ナです。保存食の虫よけ対策にも。

虫よけバンダナ ライトブルーペイズリー

巻くだけで周りに虫が寄りにくいバンダナです。首回りや顔周りの虫よけ
対策はもちろん、食品の周りに敷くことで虫よけ対策になります。洗っても
虫よけ効果が続くので、いつでも清潔に保てます。 入数：5 重量：32g 
商品サイズ：550×550mｍ 外箱サイズ：230×120×10ｍｍ 
綿50%、ポリエステル50％

O32

O32

虫よけバンダナ モスグリーンペイズリー O33

O33

虫よけバンダナ レッドペイズリー O34

O34

4,500円（税抜）

米軍服にも使われる虫よけをブランケットで体感。かける
だけでイヤな虫が寄り付きにくい。キャンプにもおすすめ。

プロテクションブランケット グリーン

車中泊では一晩中エアコンはつけられないが、窓を開けると虫が入ってきて
眠れないこともあります。そんな時はこのブランケットで体を覆うことが快
眠への第一歩。大きく広げて使用するほうがより虫よけ効果が期待できます。 
入数：5 重量：465g  商品サイズ：1400×1700mm
外箱サイズ：340×150×100ｍｍ ●ポリエステル100％

O35

O35

プロテクションブランケット ダークブルー O36

O36

プロテクションブランケット レッド O37

O37

8,000円（税抜）

米軍服にも使われる虫よけを蚊帳で体感。かけ
るだけでイヤな虫が寄り付きにくい。

虫よけ蚊帳（シングル）
入数：1 重量：250g 商品サイズ：奥行200×幅90×高さ140cm
外箱サイズ：W250×D290×H40mm ●ポリエステル100％

O50

13,000円（税抜）

虫よけ蚊帳（ダブル）
入数：1 重量：380g 商品サイズ：奥行200×幅150×高さ165cm
外箱サイズ：W250×D290×H75mm ●ポリエステル100％

O51

保存期間3年

保存期間3年 保存期間3年保存期間3年

保存期間1年保存期間5年

保存期間3年 保存期間3年

虫よけ成分「ペルメトリン」を繊維に固着させているため、吊るす
だけで虫よけができる防虫蚊帳です。無色無臭の虫よけなので周
りに迷惑をかけず、非常時の不快害虫対策に最適です。

●自然界と同じイオンで空気を浄化・脱臭・除電。広いスペース
に効率的に高濃度プラズマクラスターを放出します。
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熱中症対策 その他 訓練用品・オイル流出事故・豪雪・ＡＥＤなど猛暑の現場を快適サポートするアイテムです。

190円（税抜）

電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口
補水液です。軽度から中等度の脱水状態の
水・電解質を補給・維持するのに適した病者
用食品で、感染症腸炎、感冒による下痢・嘔
吐・発熱を伴う脱水状態、適度の発汗による
脱水状態に適しています。

経口補水液 OS-1 500ml R3

300円（税抜）

３２度で色が変わりお知らせします。ヘルメッ
トに貼ることで外気温が３２度を超えた時に
熱中症注意の文字が浮かび上がります。
各々の視界に注意喚起します。

熱中対策シール
入数：100
商品サイズ：40ｘ70ｍｍ

R1

1,400円（税抜）

食塩、クエン酸、ビタミンC配合の、すっきり
感のあるグレープフルーツ味です。

グレープフルーツ塩飴 1kg
約230粒 入数：10 重量1000g 商品サイズ360×260×40mm
外箱サイズ：450×320×260mm

R11

R11

1,550円（税抜）

和歌山県産の酸っぱい梅果肉を、塩のきいた
梅飴で包みました。

激しょっぱ生梅塩飴 1kg
約198粒 入数：10 重量1000g 商品サイズ360×260×40mm
外箱サイズ：450×320×260mm

R4

R4

1,000円（税抜）

夏場の暑い時期、首筋に心地よい冷感を与え
ます。ジェルタイプで首筋フィット、冷凍庫で
冷やす事で繰り返し使用できます。

ネックールＷⅡ ブルー
ウレタン付きカバー・凍結ジェル・非凍結ジェル×各１
入数：48 重量：325g 商品サイズ：25×700×75ｍｍ
外箱サイズ：345×310×515mm

R2

8,800円（税抜）

ミストシャワーで暑い日も涼しく快適に！！
ミストシャワーで暑い日も涼しく快適に！！ミストdeクールシャワー 15m

水を霧状に噴霧する事ででその周辺をクールダウン！！
水が蒸発する時、周りの温度を奪うので、涼空間を作り出します。
電気などを使わず、水道の水圧を利用するエコな方式なので、
公共の場所などでも利用されているミストシャワーを自宅の
ベランダやお庭など暑い夏の外作業される場所へ設置できます。
入数：10 重量：1300g 商品サイズ：275×280×60ｍｍ
●チューブを切って最大10個の噴射口を場所に合わせて設置
出来ます。

R5

9,800円（税抜）

ミストdeクールシャワースタンドビッグ
ミストシャワーで暑い日も涼しく快適に！！細かな水のミストで
暑い日も涼しくお庭などの作業が楽しめます。7つの噴射口から
細かなミストを放出。自立するスタンドタイプなので、移動も楽々。
本体重量はわずか2.1ｋｇなので市販の設置型と違い作業する
場所に簡単に動かして好みの場所にすぐ設置できます。
入数：4 重量：2500g 商品サイズ：1010×105×110ｍｍ

R6

25,000円（税抜）

高所作業中の転落と熱中症を予防するフル
ハーネス対応のファン付き長袖ジャンパー

空調服 ハーネス対応長袖ブルゾン
腕が突っ張らないリラックスカット、肩への負担を和らげる
肩パット付き　シルバー、ブルー、ネイビーの3色展開。
商品サイズ：SS/S/M/LL/3L/4L/5L/7L
商品材質：綿100%

R9

1,500円（税抜）

暑い作業場での熱中症対策に。

ノアクールシート バケツ
入数：2 重量：200g 外箱サイズ：260×260×210mm

R7

2,000円（税抜）

さっぱり爽快、超クールな冷却感が長時間持
続。しっかり拭き取るメッシュタイプ。たっぷ
り使える250枚。

ノアクールシート 詰替用
防護服、つなぎ、カッパ等の作業着を脱いだ後の体拭き。
工場作業、夏場の屋外作業での熱中症対策。 入数：6 
重量：1607g 外箱サイズ：600×320×170mm

R8

1,500円（税抜）

暑さ対策に効果的！炎天下で受ける頭部の熱
を抑え、暑さを緩和させます。

頭ひんやりパット
水を含ませて軽く絞り、凍らせて帽子に入れるだけ！
自転車用ヘルメットや工事用ヘルメットに！ 入数：60
重量：25g 商品サイズ：210×210ｍｍ
外箱サイズ：240×395×230mm

R10

保存期間約１０年

3,360円（税抜）

放水の精度アップの一助に。訓練用消火具を使用する際に
一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができ
ます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。
組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。

おてがる訓練まと
商品サイズ：630×250×260mm（約350g）
外箱サイズ：266×456×59mm

M70

16,000円（税抜）

日頃の消火訓練が、イザ！というとき役に立ち
ます。落着いて火災に対応するためにも、消火
器の操作に慣れておくことが大切です。水と空
気を入れるだけで、簡単に繰り返し使えます。

消火訓練用器具 ケスンダ―Ⅱ
約2.8kg
商品サイズ：240×240×510mm
外箱サイズ：270×270×550mm

M53

※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。
※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。

入数：24　
商品サイズ：60×60×205mm
外箱サイズ：211×372×247mm

保存年数9ヶ月保存年数1年

保存年数1年

保存年数1年

52,000円（税抜）

緊急漏洩対策吸収材。薬品・酸・アルカリ・油・溶
剤・水、吸収する液体を問いません。薬品対応吸
着材は希です。吸収後の保持性がとてもいい。

ピグ®スピルリスポンスバッグキット
約5.4kg／個
外箱サイズ：495×165×533mm
吸収量：約３４．９リットル　
ハズマットピグソックス４本 ハズマットピグマット28枚
ディスポーザルバッグ ５枚 マット：28枚
ソックス：4本 ディスポーザブルバッグ：5枚

M26

4,000円（税抜）

融雪剤　塩化カルシウム
25kg
CaCl2濃度74％以上

M37

保存年数2年

保存年数3年

降り積もった雪を幅広スコップで一気にかきのけます。

ポリカ大判スコップ
入数：16 商品サイズ：全長/1225mm スコップサイズ/420×380mm
耐熱温度/120℃  耐冷温度/－30℃

M39

M39

2,500円（税抜）

雪かき用スコップ

ポリカ雪おしくん
入数：16
商品サイズ：全長/1190mm スコップサイズ/500×280mm
耐熱温度/20℃ 耐冷温度/－30℃

M40

M40

2,500円（税抜）

トラック用チェーン（205/75R16）

金属製（小型・中型トラック用）チェーン
雪道にトラック用必需品
入数：1 別のタイヤサイズの取扱いあります。ご相談・お問い合わせ
下さい。 ●タイヤチェーン及びバンド付き

M97

30,000円（税抜）

乗用車用チェーン（205/60-15）

バイアスロンクイックチェーン（乗用車用）
ジャッキアップ不要・アイスバーンを確実にグリップ・簡単装着
入数：1 別のタイヤサイズの取扱いあります。ご相談・お問い合わせ
下さい。 ●持ち運べるケース付き

M98

M98

20,000円（税抜）

希釈して使用・油膜、ギラツキ、粘性等を無くし維持します。
流出油対策・床洗浄に。

アースクリーン 5L
二次汚染防止洗浄剤
入数：4 重量：5kg 商品サイズ：120×210×270mm
外箱サイズ：270×430×300mm 

M92

M92

35,000円（税抜）

アースクリーン 20L
二次汚染防止洗浄剤
入数：1 重量：20kg 商品サイズ：270×270×400mm
外箱サイズ：270×270×400mm

M93

M93

12,000円（税抜）

53,900円（税抜）

ホース及び取付具付きですのでコンセントに差し込めば即使用可能。プロ
仕様で耐久性も良く、ゲリラ豪雨・大雨・洪水対策に。自動運転方式のため、
無駄のない環境にやさしい運転が可能 （水位が2本の電極とも水につかる
と始動、水位が低下し電極から離れると1分後に停止）

水中ハイスピンポンプ
商品サイズ：187×233×286mm（10.4kg）
吐出し量：120L/min 
キャブタイヤケーブル（ポッキンプラグ付）1本、
ホースカップリング１個、ホースバンド1個

E61

60,000円（税抜）

隔て板蹴破り防災訓練用スタンド。ベランダ
の隔て板を蹴破る訓練用に。

蹴破り訓練用ボード　交換用

サイズ：750×650×1200mm

M48

2,500円（税抜）

隔て板
商品サイズ：600×840×5mm（2.3kg）

M49

避難訓練用 蹴破りスタンド

事
前
対
策

水
害
対
策

火
災・避
難
対
策
対
策
本
部
用
品

避
難
生
活

食
品

感
染
症
対
策

防
犯

熱
中
症
対
策

そ
の
他

M97



41 42

その他 訓練用品・オイル流出事故・豪雪・ＡＥＤなど

①リンケージシステム（AED監視システム）で本体や消耗品の状態をリモート監視します。
②耐用年数が8年に延長（従来の機器AED-2100は7年）
③待機条件が-5℃から
④パッドの導通チェック（セルフチェック）追加

操作方法をイラストで表示

自動体外式除細動器 AED-3100 カルジオライフ
商品サイズ：206×97×252mm
セット内容：本体、キャリングバッグ、バッテリ、使い捨てパッド2セット、ＣＰＲレスキューキット 

M73

M73 M74

自動体外式除細動器 ＡＥＤ-2150 カルジオライフ
商品サイズ：265×100×320mm
セット内容：本体、キャリングバッグ、バッテリ、使い捨てパッド2セット、ＣＰＲレスキューキット 

M74

実用性と経済性を兼ね備えたAED収納ボックス
日本国内で使用されているほぼ全ての機種のAEDが収納できます。

AED収納ボックス壁掛けタイプ
商品サイズ：400×400×180mm

M75

AED収納ボックススタンド付き
商品サイズ：1,400×470×400mm

M76

ＡＥＤ使用時のとき傷病者のプライバシーを守るテントです。　ワンタッチで直ぐに設置可能です。  
側面の「ＡＥＤ」と「救命中」のロゴで遠くからでも救命中であることが分かります。担架に固定するた
めのマジックテープが付いています。保管時は専用バッグに入れてコンパクトに保管できます。

本物のＡＥＤと類似した疑似ＡＥＤでトレーニング。疑似心臓部をバッグの胸
部に置いてトレーニング。専用クラッチバッグで自由に手軽に持ち運びＯＫ！

AED救命テント
商品サイズ：幅1,970×高さ1,500×奥行1,185mm

M80

AED+ＣＰＲトレーニングキット
疑似ＡＥＤ・疑似心臓・クラッチバッグ（人体イラスト付き）　

M81

200円（税抜）

人口呼吸時の感染を防ぐ一方弁マスク。
一方弁が嘔吐物などの侵入を防ぎ、
感染を予防します。

タブレットマスク
商品サイズ：マスク：200×200mm

M77

420円（税抜）

タブレットマスク ケース付
商品サイズ：マスク：200×200mm
ケース：60×60mm

M78

4,000円（税抜）

タブレットマスク ケース付10個入
商品サイズ：マスク：200×200mm
ケース：60×60mm

M79

M80

M75 M76

M81

※メーカーの都合により、予告なしに商品の内容が変更になる場合がございます。
※入数表示が赤色の商品は入数単位（ばら不可）になります。

461,250円（税抜）

517,550円（税抜）

29,800円（税抜）

85,000円（税抜）

25,000円（税抜）

6,980円（税抜）

保証期間5年/耐久年数8年

保証期間5年/耐久年数8年

ユーザーの声から改良を重ね、圧倒的な使いやすさ
無駄を省き、他社よりも安く設定
コスト削減の為、乗り換え会社増加中

■
■
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