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【飲料水】

■一人1日3L以上の備蓄が望ましい

→500ml、2Lで分けて備蓄

【食料】

■3日間以上会社にとどまり作業する社員用

→バラエティに富んだセットが最適です。

■帰宅する社員用

→かさばらず、調理の不要な食料が最適です。

【寝具】

■通常の毛布はかさばります

→コンパクトに圧縮されたタイプが最適です。

※軽くて暖かいフリースタイプの毛布も検討しましよう。

※敷布団も準備しましょう。かさばらないエアマットが最適です。

【簡易トイレ】

■水が流れない事を前提に

→便袋タイプの物で、一人1日6～10回分を用意しましょう

まず第一に「自らの生命は自らが守る」という自己責任原則による自助の考え方、

第二に他人を助けることのできる住民の地域における助け合いによって

「自分たちの街は自分たちで守る」という共助の考え方、

この二つの考え方、この二つの理念に立つ都民と公助の役割を果たす行政とが

それぞれの責務と役割を明らかにした上で、連携を図っていくことが欠かせない。

防災備蓄を行うに際しての基本理念

東京都震災対策条例より抜粋

自助

公助

共助
・自らの生命は自らが守る ・自分たちの街は自分たちで守る

・応急復旧活動の迅速化

・地震に強いまちづくりの推進

何がどの程度
必要なのか？

企業の防災備蓄でまずは必要な備蓄品

P43へ

P19へ

P29へ

P24へ



帰宅支援セット

「帰るポーチ」
災害時、帰宅者は長距離・長時間を歩く事になります。

本セットはコンパクトで軽量にまとめてあります。

バッグは便利な３ＷＡＹ仕様（ウェスト・ショルダー・手提げ）。

・ポーチ

・防塵マスク

・圧縮軍手＆タオル

・非常用ブランケット

・非常用ラジオライト

・上記用単４電池（使用推奨期限：製造より５年）

・非常用飲料水（５００ｍｌ・製造より５年保存）

・缶入りソフトパン（チョコチップ味・製造より５年保存）

・簡易救急セット

（絆創膏・ワンタッチ包帯・綿棒・コットンパフ）

・生理用ナプキン（女性用のみ）

・超防災ウェットティッシュ（女性用のみ）

◆内容品◆

ショルダー

ウェスト

■ポーチ設置例■

非常にコンパクトなので社員の

椅子等に設置しても

邪魔になりません。

手提げ

※価格は全て税抜き表示となります

ＥＭＥＲＧＹセットシリーズ

-1-

在宅被災時の「出社支援グッズ」としても利用できます。

■商品サイズ：約W240×D100×H170mm ■商品重量：約1.3kg

■ケース入り数：10セット ■ケースサイズ：470×540×H250mm

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

【３WAY】

帰るポーチ
（男性用） 標準価格：6,800円

10

SY1401-1

SY1401-2

※セットの内容品は、廃番等やむを得ず急遽同等品に変更させて頂く場合がございます。

（女性用） 標準価格：7,000円

踏み抜き防止インソール

シモンインソール003

標準価格：1,500円
1

SY1401-3-S/M/L/LL

カスタマイズ可能

■かかとをしっかりサポートし足や身体のぐらつきを抑える、

かかと部のカップインソール

■かかと部に衝撃吸収パット付

■抗菌・防臭で靴の中さわやか

■ステンレス板(0.5mm厚)搭載 /耐踏抜き性能1，100N以上

■ガラスや鋭利なものが散乱する現場で活躍する、

踏抜き防止板入りインソール

【サイズ目安】

S(22.0～23.0cm）

M(23.5～24.5cm）

L(25.0～26.0cm）

LL(26.5～28.0cm）

帰るポーチに同梱可能

■商品サイズ： 31.5×24×H34.5mm■商品重量：約120ｇ

帰宅時の靴の中に入れるだけ



内容品を入れ替える

電池式ラジオライト（Ｐ47参照）

その他商品を追加する

例えば．．．

缶入りソフトパン（Ｐ34参照） 安価な缶入カンパン

（Ｐ36参照）

レインコート

帰宅時の防寒雨対策に

定価：200円

コンパクトイレクリーン1（1回分）

男女/大小兼用型・洋式用

定価：200円（Ｐ24参照）

帰るポーチ オプション

レスキューホイッスル

帰宅時に事故に合った際等、

救助を呼ぶ際に役立ちます。

定価：550円（Ｐ23参照）

ＥＭＥＲＧＹセットシリーズ

その他ご要望がございましたらお問合せ下さい。

首都直下地震が発生し、公共交通機関がマヒするなどして帰宅困難者が大量発生すると、最悪の場合東京２３区
すべてでトイレが不足するとの試算を国の中央防災会議の専門調査会が２００８年１０月２７日に公表しました。

帰宅時はトイレが不足する！？

（最悪の場合、発生２時間以内で約８１万７０００人がトイレを使えなくなると試算）

様々な仕様の変更も承れます（別途お見積）

※価格は全て税抜き表示となります-2-

携帯電話の充電機能が便利です。

電池も不用なので電池切れの心配はありません

別の食料に変更する事も可能です。

電池不要ラジオライト（Ｐ47参照）

（携帯充電もできます）

コンパクトなスマートクッキーを２個入れる

（Ｐ42参照）

等、様々なパターンに対応可能です。

例えば．．．

例えば．．．



1日目 2日目 3日目
朝食 小梅粥 わかめご飯 小梅粥
昼食 パンの缶詰 カンパン パンの缶詰
夕食 山菜おこわ 五目ご飯 ドライカレー
付属品
付属品
付属品 ウェットティッシュ（20枚入）

調理用水500ｍｌ　×　2本（６食分）
発熱剤　×　8回分（※実質6回分）

公的支援は早くとも発災３日目以降とされています。

３日分の食料は備蓄しておく事が望ましいでしょう。

◆内容品◆
ー参考献立形式ー

■商品サイズ：W230×D175×H220ｍｍ

■商品重量 ：約2.5kg

■ケース入数：6セット

■ケースサイズ：470×540×H250mm

一人１日３食×３日分をコンパクトにセットしました。
（パッケージには３日分の参考献立をデザインしてあります）

ＥＭＥＲＧＹセットシリーズ

※価格は全て税抜き表示となります-3-

「主食ほかほかセット」

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

製造より５年間保存

非常用主食ほかほかセット

標準価格：5,800円
SY1403-1

6

※ペットボトルが満水時には発熱剤は×2回分を使用して温めます。

※セットの内容品は、廃番等やむを得ず急遽同等品に変更させて頂く場合がございます。

火が無くても水を温められる

発熱剤セット付

発熱剤で温めた調理用水を

アルファ米やお粥に注ぐことで、

温かいご飯が食べられます。

※↑写真はパッケージ版「5回分ｾｯﾄ」です。

実際は8回分（実質6回分）が入っています。



災害発生後、役員を中心に会社の復旧作業を行わなくてはいけません。

（一般的には社員数の約１０％が会社に残ります）

その際、①電気②ガス③水道は全て止まっている事を前提として備蓄しましょう。

本セットは本部要員が生活する際の必須２６アイテムを５～１０人分セットにしました。

１：軍手

２：防塵マスク

３：簡易トイレ（便袋）

４：簡易トイレ用ネット

５：簡易寝袋

６：ロープ（５ｍ）

７：ロウソク＆マッチ

８：綿タオル

９：給水タンク（３Ｌ）

１０：ドライシャンプー

１１：ルミカライト

１２：トランプ

１３：マルチラジオライト

１４：救急１０点セット

１５：ホイッスル

１６：カセットコンロ

１７：カセットボンベ

１８：割り箸

１９：スプーン＆フォーク

２０：アルミ食器（３枚１組）

２１：ビニールポンチョ

２２：食品ラップ

２３：発熱剤（５回分）

２４：ロールゴミ袋（４５Ｌ×８枚）

２５：マルチツールナイフ

２６：レジャーシート

１２双

５枚

６枚

１枚

２個

１本

２個

５枚

１個

１本

５本

１個

１台

１セット

２個

１台

３本

１０膳

２個

３セット

２枚

１本

１セット

２本

１本

１枚

◆内容品◆

■商品サイズ：W500×D260×H560ｍｍ

■商品重量 ：約7.5kg

■ケース入数：1セット

ＥＭＥＲＧＹセットシリーズ

※価格は全て税抜き表示となります-4-

「生活用品セット」

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

生活用品セット

標準価格：42,000円

1

SY1404-1

※セットの内容品は、廃番等やむを得ず急遽同等品に変更させて頂く場合がございます。



箱には使用するシーンのイメージを

デザインしてあるので、

知識の無い人でも簡単に使い方が解ります。

。

バール１本で使い方色々

【内容品】

①平バール（900mm） ×1本

②軍手 ×2双

③防塵マスク ×2枚

④レスキューホイッスル ×1個

鮮やかな色でデザインされているのでインテリアを

壊さず置いておけます。

また、いざという時どこにあるのかすぐにわかります。

【内容品】

■平バール

■両口ハンマー

■両つるはし

■角型スコップ

■ナタのこ

■ボルトクリッパー

■手斧

■防塵マスク（2枚）

■革手袋（2双）

■ゴーグル（2個）

■レスキューホイッスル（2個）

■収納箱

■キャリーカート

※セットの内容の各単品はバラでも取り扱っています。

ＥＭＥＲＧＹセットシリーズ

■商品サイズ：W910×D53×H145ｍｍ

■商品重量 ：約2.6kg 

■ケース入数：5セット

■ケースサイズ：920×210×H300mm

■商品サイズ：W1200×D300×H200ｍｍ

■商品重量 ：約23.5kg

■ケース入数：1セット

■ケースサイズ：上記商品サイズと同様（+50mm位）

※価格は全て税抜き表示となります

【主な仕様】

900mm、2.4kg

900mm、3.6kg

900mm、3kg

970mm、1.8kg

460mm（刃渡り300mm）0.3kg

600mm、2.5kg

460mm（刃幅75mm）、1.2kg

Ｎ９５規格品

耐荷重：40kg

-5-

「バールセット」

「災害救助本部用工具セット」

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

緊急脱出・避難・救助セット

標準価格：6,300円

5
SY1405-1

災害救助本部用工具セット

標準価格：105,000円

1

SY1405-2

※セットの内容品は、廃番等やむを得ず急遽同等品に変更させて頂く場合がございます。



一人１日３食×３日分をA4ボックスファイルサイズにセットしました。

備蓄スペースの確保が難しい企業様にも最適です。

MY防災セット

※価格は全て税抜き表示となります-6-

「A4BOXファイル型防災セット」

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

製造より５年間保存

MY防災 A4BOX帰宅支援セット

（折り畳みヘルメット付）

標準価格：9,800円
SY1406-2

6

※セットの内容品は、廃番等やむを得ず急遽同等品に変更させて頂く場合がございます。

MY防災 A4BOX非常食3日分セット

標準価格：7,000円
SY1406-1

6

朝食 ライフブレッド 502kcal
昼食 五目ご飯 361kcal
夕食 わかめご飯 364kcal
軽食 スマートクッキー×２ 600kcal

1827kcal

朝食 ライフブレッド 502kcal
昼食 わかめご飯 364kcal
夕食 山菜おこわ 364kcal
軽食 スマートクッキー×２ 600kcal

1830kcal

朝食 ライフブレッド 502kcal
昼食 五目ご飯 361kcal
夕食 ドライカレー 362kcal
軽食 スマートクッキー×２ 600kcal

1825kcal

5482kcal

付属品

3日間合計カロリー
調理用水500ｍｌ×2本

２日目

３日目

２日目合計カロリー

３日目合計カロリー

１日目

1日目合計カロリー

1日あたり1800kcal以上確保した充実の内容。

■商品サイズ：306×125×H258mm

■商品重量 ：約2.7kg

■ケース入数：6セット

■ケースサイズ：775×330×H275mm

No. 商品 数量

1 反射材付き非常用持出袋 1枚

2 サージカルマスク 1枚

3 絆創膏 5枚

4 脱脂綿 3枚

5 ワンタッチ包帯 1枚

6 綿棒 10本

7 アルミブランケット 1枚

8 レインコート 1枚

9 コンパクトイレクリーン1 3個

10 軍手 1双

11 AM/FMラジオライト 1台

12 ラジオライト用単4乾電池 3本

13 超防災ウェットティッシュ 1袋

14 オサメット（白） 1個

帰宅する際の必要最低限の物をA4ボックスファイルサイズにセットしました。

備蓄スペースの確保が難しい企業様にも最適です。

製造より５年間保存

※セットの内容品は、廃番等やむを得ず急遽同等品に変更させて頂く場合がございます。

■商品サイズ：306×125×H258mm

■商品重量 ：約1.2kg

■ケース入数：6セット

■ケースサイズ：775×330×H275mm



一人１日1食をデスク保管できるコンパクトサイズにセットしました。

備蓄スペースの確保が難しい企業様にも最適です。

MY防災セット

※価格は全て税抜き表示となります-7-

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

製造より５年間保存

※セットの内容品は、廃番等やむを得ず急遽同等品に変更させて頂く場合がございます。

MY防災 非常食1日分セットS

標準価格：1,500円
SY1407-1

12
MY防災 非常食1日分セットV

標準価格：1,630円
SY1407-2

12

No. 商品 数量

1 富士山のおいしい水500ml 1

2 スマートクッキー プレーン 3

3 セット箱（特小） 1

【コスト重視の方向け】

シンプルな内容の非常食セットです
No. 商品 数量

1 富士山のおいしい水500ml 1

2 安心米 わかめご飯 1

3 ライフブレッド 1

4 スマートクッキー プレーン 1

5 セット箱（特小） 1

【バラエティ重視の方向け】

3食別々な内容の非常食セットです

■商品サイズ：157×80×H220mm■商品重量：約800g ■ケース入り数：12セット

■ケースサイズ：500×335×H245mm
■商品サイズ： 157×80×H220mm ■商品重量：約910g ■ケース入り数：12セット

■ケースサイズ：500×335×H245mm

MY防災 非常食3日分セットS

標準価格：3,900円
SY1407-3

8

■商品サイズ： 270×215×厚80mm ■商品重量：約1800g ■ケース入り数：8セット

■ケースサイズ：470×380×H310mm

No. 商品 数量

1 富士山のおいしい水500ml 2

2 スマートクッキー プレーン 9

3 セット箱（小） 1

【置き場所重視の方向け】

3日分揃えたいけれど置き場所が

限られている場合等に向いています。

MY防災 非常食3日分セットV

標準価格：3,600円
SY1407-4

6

■商品サイズ： 220×140×H215mm ■商品重量：約1350g ■ケース入り数：6セット

■ケースサイズ：455×460×H235mm

No. 商品 数量

1 ライフブレッド 1

2 パンですよ！チョコチップ 1

3 hokkaのカンパン 1

4 安心米 わかめご飯 2

5 安心米 五目ご飯 2

6 安心米 山菜おこわ 1

7 安心米 ドライカレー 1

8 セット箱（中） 1

【水は備蓄済みの方向け】

水無しの9食のセットです。

自由に選べる「MY防災セット」



感染症罹患する場合やアレルギーがある方等、

全員と同じ物では駄目な場合に備える必要があります。

ＥＭＥＲＧＹセットシリーズ

※価格は全て税抜き表示となります-8-

自由に選べる「MY防災セット」

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

製造より５年間保存

※セットの内容品は、廃番等やむを得ず急遽同等品に変更させて頂く場合がございます。

MY防災 傷病者向け防災セット

標準価格：5,300円
SY1408-1

6 MY防災 ｱﾚﾙｷﾞｰ対応非常食セット

標準価格：1,800円
SY1408-2

8

【感染症にかかってしまった人向け】

ゼリーのように食べやすい物を中心としたセットです。

隔離が必要な場合も想定し、その他雑貨品も入れました。

嚥下障害がある方にも◎

【アレルギーがある方向け】

特定28品目を不使用な非常食のみのセットです。

■商品サイズ： 220×140×H215mm ■商品重量：約1350g ■ケース入り数：6セット

■ケースサイズ：455×460×H235mm

『ＭＹ防災』とは？

使用する組織や人によって必要な備蓄内容が異なってきます。

そのニーズ合わせて自由に組み替える事が可能なのが「MY防災」です。

下記の汎用性の高い4タイプの箱に入る範囲で自由にお選び頂けます。

（勿論、箱に入れない形でのご提案も可能です。）

※6～8ページに掲載のセットは、特にご要望の多かった内容を反映した一例です。

■サイズ： 220×140×H215mm 

■ケース入り数：6セット

■ケースサイズ：455×460×H235mm

■サイズ：157×80×H220mm

■ケース入り数：12セット

■ケースサイズ：500×335×H245mm

■商品サイズ： 270×215×厚80mm 

■ケース入り数：8セット

■ケースサイズ：470×380×H310mm

■商品サイズ：306×125×H258mm

■ケース入数：6セット

■ケースサイズ：775×330×H275mm

※ワンポイント印刷有「非常用備蓄品」

No. 品名 数量

1 富士山のおいしい水500ml 3

2 ライフストック グレープ味 5

3 ライフストック ペア―味 4

4 ライフストック ウォーターブレイク 3

5 超防災ウェットティッシュ 1

6 巾着ゴミ袋（ゴミ処理用） 3

7 不織布マスク（3枚PP袋入） 1

8 セット箱（中） 1

No. 品名 数量

1 富士山のおいしい水500ml 2

2 安心米 わかめご飯 1

3 安心米 五目ご飯 1

4 安心米 山菜おこわ 1

5 セット箱（小） 1

■商品サイズ： 270×215×厚80mm ■商品重量：約1800g ■ケース入り数：8セット

■ケースサイズ：470×380×H310mm

大サイズ 中サイズ

小サイズ 特小サイズ

大サイズ

中サイズ

小サイズ

特小サイズ



ＥＭＥＲＧＹ単品シリーズ

※価格は全て税抜き表示となります-9-

４５L/８枚入り

コンパクトなロール型

ゴミ袋は、敷物や衣類の整理等、

あれば何かと役に立ちます

※ペットボトルは付属しません

火の無い所でお湯が沸く！ ・赤ちゃんのミルク作りや、缶飲料を温めるのに便利です。

・最大で約60℃まで温められます。

（発熱剤は最大97℃まで発熱します）

・高性能発熱剤を使用

（平成20年度第33回発明大賞功労賞受賞）

※外気温や容器、初期水温により加熱温度に違いが生じます。

※食品や飲料等は剥き出しでは温められません。

※ご利用前には取り扱い説明書をよく読んでからご使用下さい。

■内容品 ：発熱容器（1ヶ）、発熱剤10g（5ヶ）

添加水（5ヶ）、取り扱い説明書（1枚）

「簡単湯沸し器ＰＯＴ」
使用例

■商品サイズ：150×230×厚20ｍｍ ■商品重量：200g■ケース入数：無し■ケースサイズ：数量に応じて

■商品サイズ：70×190×厚30mm ■商品重量：125g

■ケース入数：50個 ■ケースサイズ：230×390×H210mm

■材質：軍手・・・ポリエステル、アクリル

タオル・・・綿（１００％）

■圧縮サイズ： 123×72×厚20mm

■展開サイズ：タオル・・・340×850mm 軍手・・・フリーサイズ

■商品重量：約100g ■ケース入り数：160個■ケースサイズ：300×400×H300mm

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

簡単湯沸かし器ＰＯＴ（５回セット）

標準価格：660円

－

SY1409-1

圧縮タオル＆軍手

標準価格：420円

160

SY1409-4
コンパクトゴミ袋

標準価格：180円

50

SY1409-5

標準価格：500円

スマートブランケット（静音） 480

SY1409-3

うるさかったシャカシャカ音を大幅カット

表裏

■広げた時のサイズ：約2130×1370mm

■収納時のサイズ：120×90×厚25mm■商品重量 ：約70g

■ケース入り数：480枚■ケースサイズ：530×270×H530㎜

表は太陽光を吸収しや
すいオレンジ色、

裏は太陽光を反射しや
すい銀色です。

■広げた時のサイズ：約2130×1370mm（厚さ0.012mm）

■折畳み時のサイズ：約115×80×15mm ■商品重量：約50g

■ケース入り数：480枚 ■ケースサイズ：485×290×H390mm

コンパクトなアルミ製ブランケット

アルミブランケット

標準価格：380円

480

SY1409-2



事 前 の 備 え

※価格は全て税抜き表示となります-10-

身の安全が第一！

OA機器（パソコン/プリンター等）の転倒防止 書庫/下駄箱/ロッカーの転倒防止

■商品サイズ：64×35×厚17mm（1個当たり）■商品重量：18g（1個当たり）

■ケース入数：24組 ■ケースサイズ：310×160×H250mm

■施工方法：設置面と機器にバックルを粘着固定。ベルトで調節し、止める

■セット内容：粘着シート付バックル×4、固定用ベルト×2、アルコールパッド

■耐荷重：約64kg（2本使用）

■耐用年数：約8年

■施工方法：設置面と機器にバックルを粘着固定。ベルトで調節し、止める

■セット内容：粘着ゲル付バックル×4、固定用ベルト×2、アルコールパッド

補助用シート×2（壁面を平にする為のシート）

■耐荷重：約160kg（2本使用）

■耐用年数：約8年

■商品サイズ：67×72×厚17mm（1個当たり）■商品重量：34g（1個当たり）

■ケース入数：24組 ■ケースサイズ： 310×160×H250mm

対応震度

６強

■商品サイズ： 110×128×厚23mm ■商品重量：約110g/個

■ケース入数：24組 ■ケースサイズ：315×200×H210mm

■商品サイズ：900×25×厚0.5mm ■商品重量：130g

■ケース入数：24個 ■ケースサイズ：310×160×H250mm

■施工方法：キャスターを挟み込んでピンで止める

■セット内容：本体×2

■施工方法：書庫の両脇に受けとベルト付の金具を粘着固定し、

ベルトを差し込む（ビス（別売）での固定も可能です）

■セット内容：本体×1

■対応書庫幅：900mm

※対応幅：1200mm（定価：2,580円）

1500mm（定価：2,680円）

1800mm（定価：2,780円） もございます

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

エコストッパーゼロ（2個組） ESZ-50

標準価格：3,980円

24

SY1410-1

イーガード EG90U

標準価格：2,480円

24

SY1410-2

イーフィックスM（2個組） EF-64V

標準価格：1,780円

24

SY1410-3

イーフィックスL（2個組） EF-80G

標準価格：4,800円

24

SY1410-4

東京で発生が予想されている直下型の地震は、平成15年7月に起きた「宮城県北部を震源とする地
震」と同じタイプであると予想されています。この地震の被害 を､東京都の被害推定 （負傷者：158,000
人「東京における直下地震の被害想定に関する調査」東京都防災会議） に当てはめて推計すると、都
内全域で65,000人が家具や落下物で負傷すると推計されます。

（東京消防庁防災部防災課の資料より引用）

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

家具や機器、床や壁を傷つけずに固定が可能

【お問い合わせください】下記意外にも、用途に合わせた商品が多数ございます。

コピー機、キャスター付きラック等の走り出し防止 書類/書籍の落下防止



緊急脱出／初期火災対策 ※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

業界最小クラスの優れた収納性

収縮式ヘルメット オサメット

標準価格：5,000円

20

SY1411-1W/O/B

ホワイト：Ｗ

■商品サイズ：297×215×48mm（化粧箱入） ■商品重量：約513g（箱込）

■ケース入数：20個 ■ケースサイズ：521×441×322mm

-11-

交換目安：納入より６年

※防災用として、使用せず常温常湿下で保管した場合

オレンジ：Ｏ ブルー：Ｂ

収縮式ヘルメット オサメットJr.

標準価格：5,000円

20

SY1411-2W/O/B

■商品サイズ：297×215×48mm（化粧箱入） ■商品重量：約513g（箱込）

■ケース入数：20個 ■ケースサイズ：521×441×322mm

※帽体材質：ABS樹脂

大人用
頭囲寸法
55～64ｃｍ

子供用
頭囲寸法
50～56ｃｍ

まずは命が最優先！（食料や生活用材は避難生活が始まってから使用します）



このイメージは、現在表示できません。

日本防炎協会認定品

緊急脱出／初期火災対策

※価格は全て税抜き表示となります

小学校低学年以下（約38×27cm）

-12-

小学校高学年以上（約49×28cm）

日本防炎協会認定品
避難する際、直接煙を吸うのを防ぎます。

・本体サイズ：約500×900mm

・材質：ナイロンラミネート

厚生労働省保護帽規格
「飛来・落下物用」国家検定合格品

飛来・落下物用

電気用（7000V以下）

■商品重量：334g ■ケース入数：20個 ■ケースサイズ：840×470×H285mm

■商品サイズ：490×280mm ■商品重量：約400g

■ケース入数：無し■ケースサイズ：数量に応じて

■パック入サイズ：105mm×180mm×厚10mm

■商品重量：約45g

■ケース入数：200個

■ケースサイズ：490×330×H235mm

■商品サイズ：380×270mm ■商品重量：約300g

■ケース入数：無し■ケースサイズ：数量に応じて

オレンジ（O） ブルー（B）

タタメットBCP

標準価格：4,300円

25

SY1412-3

標準価格：2,900円

20

SY1412-2

防災頭巾

標準価格：3,150円

－
SY1412-4

子供用防災頭巾

標準価格：2,750円

－
SY1412-5O/B

スモークシャットアウト

標準価格：200円

200

SY1412-6

ABSヘルメットMN-1

標準価格：2,500円

20

SY1412-1

圧倒的な省スペース

■商品サイズ（約）：【収納時】W332×D35×H221㎜【立体時】W235×292×H151㎜

■商品重量：約375g ■ケース入数：25個 ■ケースサイズ：約530×510×H360㎜

誰でも簡単に組み立て可

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

・ABS樹脂製

・厚生労働省検定合格品

ABSヘルメットMN-1L（ライナー付）

墜落時保護用

※墜落はMN-1Lのみ

交換目安：納入より６年

※防災用として、使用せず常温常湿下で保管した場合

FIRE FIGHTING STICKER（コンセント型）

標準価格：1050円

100

SY1412-7

【コンセントから出火⇒消火シートで素早く消火】
マイクロカプセルに内蔵された消火剤により、
コンセントトラッキング等の初期火災を消火出来ます。
内蔵されたカプセルは１００度の温度に反応し、
割れて中の消火剤が気化し酸素と反応する事により火災反応を
抑制し消火する事が出来る日本初の消火ソリューションです。

コンセント部分に設置するだけ、日本初の消火ソリューション

設置例

消火シート

■商品サイズ：40×40×35mm ■商品重量：約7g（袋入15ｇ）

■ケース入数：100個■ケースサイズ：420×420×H350mm



緊急脱出／救助・救命

※価格は全て税抜き表示となります-13-

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

■寸法：Ｗ540×Ｌ2100ｍｍ

■重量：7.3ｋｇ

■材質：スチール製 二つ折り担架FRT-103

標準価格：15,000円

1

SY1413-3

軽量、操作が簡単、標準的な担架です。

病院・学校など広く使用されています。

オプション品（別売）

【専用スタンド】

標準価格：19,000円

【専用カバー】

標準価格：9,000円

【専用キャビネット】

標準価格：54,000円

スキッド非常用階段避難車

標準価格：153,000円

1

SY1413-1

ベルト付ヘッドレスト

一瞬開閉で誰でも簡単操作

座位が低く

乗降が楽

ストッパー付きタイヤで停止時も安心

ロングベルトで階段

でも安定性抜群

■商品サイズ（約）：【展開時】90×52×154cm【収納時】17.5×52×110ｃｍ

■商品重量：約10ｋｇ■材質：アルミ（フレーム）/Spentex（耐火素材/シート） ■耐加重：150kg

階段用避難車

【安心・安全】

階段ではゴム付きのベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りる事ができ
ます。また、4輪タイヤが付いていますので平地も安心して進めます。腹部・頭部部分
をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。

車輪付き軽量折り畳み担架

標準価格：67,000円

1

SY1413-2

2年保証

5年保証

体固定ベルト3本付

車輪が2個付いてるので片側を浮かせば一人で
も楽に搬送可能（平地の場合）

車輪付きで軽々搬送。コンパクトに畳める担架 オプション品（別売）

【専用バッグ】

標準価格：7,000円

■商品サイズ（約）：【展開時】189×48×21cm【収納時】95×48×8cm ■商品重量：約7ｋｇ

使い捨て担架（5枚組）

標準価格：12,000円
1

SY1413-4

■材質：アルミ合金（フレーム）/塩化ビニール（シート） ■耐加重：120kg

■材質：ナイロン/塩化ビニール ■耐加重：100kg

■商品サイズ（約）：【展開時】120×60cm【収納時】30×32cm ■商品重量：約0.5ｋｇ



緊急脱出／救助・救命

※価格は全て税抜き表示となります-14-

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

【専用スタンド】

標準価格：41,000円

非常用階段避難車キャリダンCD-8

標準価格：230,000円

1

SY1414-1

国会議事堂でも備えられている階段用避難車

1名

130kg

49kg（バッテリーパック含む）

永久磁石式直流モーター1個

無励磁作動型電磁ブレーキ1個

小型制御弁式鉛蓄電池（PXL12180）または（PE12V17）

全⾧ 使用時：1346mm/折り畳み時：1100mm

全幅 使用時：421/折り畳み時：421mm

全高 使用時：890mm/折り畳み時：482mm

上昇 約22段（6.7ｍ）/分（搭乗者130kgとして）

下降 約33段（10.2ｍ）/分（搭乗者130kgとして）

38°

ブレーキ

寸法

最大階段確度

バッテリー

モーター

速度

定員

最大荷重

重量

1名

180kg

24kg

オイルダンパー式

デッドマン式手動ブレーキ

全⾧ 使用時：1303mm/折り畳み時：1106mm

全幅 使用時：425/折り畳み時：425mm

全高 使用時：820mm/折り畳み時：270mm

約0.6ｍ/sec（総重量90kg、階段確度35℃として）

40°最大階段確度

寸法

定員

最大荷重

重量

速度制御

ブレーキ（階段上）

下降速度

【製品特徴】

■特殊設計のゴムクローラ（走行ベルト）はどんな素材の階段にも対応

■専用キャビネット（別売）から取り出し、折りたたみ状態からワンタッチで搭乗可能

■製品10年保証（ゴム製品のクローラは2年保証）

■最大荷重１８０ｋｇ

【安全性】

■特殊設計のゴムクローラが階段の段鼻を確実にグリップ

■昇降スイッチから指を離せば電磁ブレーキの働きで階段上でも確実に停止

■胸部/腹部/脚部固定ベルトが搭乗者の転落を防ぎます

【操作性/管理】

■階段昇降はモーターにより大きな力は不要

■平地･坂・スロープでもクローラ走行が可能

■充電器は常時充電式により充電管理が不要

【収納】

■ワンタッチで折り畳みが可能

■収納時は折りたたみ可能

■ホコリ対策用に車体カバーを標準装備

※操作講習を受けていない方は操作できません。

可搬型階段昇降機ステアチェアSC-6

標準価格：730,000円

1

SY1414-2

階段を昇る事もできる避難車

【専用キャビネット】

標準価格：42,000円

オプション品（別売）



・三角巾

・脱脂綿（２０枚入）

・ガーゼ

・伸縮包帯

・清浄棉(１００包入）

・綿棒（２００本入）

・絆創膏

（Mサイズ１０枚、Sサイズ８枚）

・絆創膏

（Lサイズ：２０枚）

・消毒液

・体温計

・ハサミ

・刺抜き（大/小）

・ピンセット

・携帯用浄水器

・収納ケース

・三角巾

・脱脂綿（２０枚入）

・ガーゼ

・伸縮包帯

・清浄棉（６０包）

・綿棒（２００本入）

・絆創膏

（Mサイズ１０枚、Sサイズ８枚）

・絆創膏

（Lサイズ：２０枚）

・消毒液

・体温計

・ハサミ

・刺抜き（大/小）

・ピンセット

・携帯用浄水器

・収納ケース

・三角巾

・脱脂綿（２０枚入）

・ガーゼ

・伸縮包帯

・綿棒（５０本入）

・絆創膏

（Mサイズ１０枚、Sサイズ８枚）

・体温計

・ハサミ（大）

・油紙（２枚入）

・防災メモ帳

・レスキューホイッスル

・消毒スプレー

・ハサミ（小）（便利セット）

・爪切り （便利セット）

・爪やすり（便利セット）

・耳掻き（便利セット）

・ピンセット（便利セット）

・不織布マスク

・ウェットティッシュ

・首かけボールペン

・ブランケット（保温・担架兼用）

・感染対策人工呼吸補助具レサコ

・収納ケース

救 助 ・ 救 命

■商品サイズ：252×202×H198mm
■セット重量：約1.7ｋｇ
■ケース入数：1セット
■ケースサイズ：255×210×H214mm

※価格は全て税抜き表示となります-15-

・・・・・・・・・３枚

・・・・・１個

・・・・・・・・・２枚

・・・・・・・・・５巻

・・・・・・・１個

・・・・・・・・・３箱

・・・・・・・・・１本

・・・・・・・・・１本

・・・・・・・・１個

・・・・・・・・・１冊

・・１個

・・・・・・・１本

・・・・・・・・１個

・・・・・・・・・・１個

・・・・・・・・・・１本

・・・・・・・・・・１本

・・・・・・・・・１本

・・・・・・・・・・・・１０枚

・・・・・・・・・・・・２個

・・・・・・・・・・・１本

・・・２枚

・・１個

・・・・・・・・・・・・１箱

・・・・・・・・・・８枚

・・３個

・・・・・・・・・・６枚

・・・・・・・・６巻

・・１箱

・・１個

・・・・・・・・・・３箱

・・・・・・・・・・１箱

・・・・・・・・・１本

・・・・・・・・・１個

・・・・・・・・・１本

・・・１組

・・・・・・・・１本

・・・１個

・・・・・１箱

【内用品】

【内用品】

【内用品】

・・・・・・・・・・２０枚

・・・１０個

・・・・・・・・・・１０枚

・・・・・・・・・１５巻

・・・１箱

・・・２個

・・・・・・・・・・９箱

・・・・・・・・・・３箱

・・・・・・・２本

・・・・・・・３個

・・・・・・・３本

・・・・３組

・・・・・・・３本

・・・１個

・・・・・１箱

■商品サイズ：440×220×H210mm
■セット重量：約3.3ｋｇ
■ケース入数：1セット
■ケースサイズ：上記ケースサイズ+20mm程度

■商品サイズ：500×275×H305mm
■セット重量：約6ｋｇ
■ケース入数：1セット
■ケースサイズ：上記ケースサイズ+20mm程度

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

10人用救急セット

標準価格： 28,000円

1

SY1415-1

２０人用救急セット

標準価格： 42,000円

1

SY1415-2

５０人用救急セット

標準価格：82,000円

1

SY1415-3

※セットの内容品は、廃番等やむを得ず急遽同等品に変更させて頂く場合がございます。

※10人分の用品が入っている訳ではありません。

※20人分の用品が入っている訳ではありません。

※50人分の用品が入っている訳ではありません。



個人用救急セット

【内容品】

・コットンパフ

・絆創膏

・伸縮包帯

・ワンタッチ包帯

・ガーゼ

・三角巾

【内容品】

・脱脂綿

・絆創膏

・伸縮包帯

・ガーゼ

・油紙

【内容品】

・絆創膏

・伸縮包帯

・ガーゼ

救助・救命・衛生対策

※価格は全て税抜き表示となります-16-

・ピンセット

・爪きり

・爪ヤスリ

・ハサミ

・耳掻き

・綿棒

（１０本セット）

■商品サイズ：230×140×厚50mm

■商品重量：約130g ■ケース入数：無し

■ケースサイズ：数量に応じて

■商品サイズ： 230×140×厚100mm

■商品重量：約95g ■ケース入数：無し

■ケースサイズ：数量に応じて

■商品サイズ： 230×140×厚50mm

■商品重量：約80g ■ケース入数：無し

■ケースサイズ：数量に応じて

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

標準価格：1,600円

簡易救急１２点セット －

SY1416-2

簡易救急５点セット

標準価格：1,000円

－

SY1416-3 標準価格：800円

簡易救急３点セット －

SY1416-4

※セットの内容品は、廃番等やむを得ず急遽同等品に変更させて頂く場合がございます。

・防災メモ帳

・首かけボールペン

・レスキューホイッスル

・消毒スプレー

・棘抜き（大/小）

・不織布マスク

・ウェットティッシュ

・収納ケース

・・・・・・・・・３枚

・・・・１袋

・・・・・・・・・３巻

・・・・・・・１個

・・・・・・・・・２箱

・・・・・・・・・１本

・・・・・・・・・１本

・三角巾

・ガーゼ（２枚入）

・伸縮包帯

・綿棒（３０本入）

・絆創膏

（Mサイズ１０枚、Sサイズ８枚）

・体温計

・ハサミ（大）

・・・・・・・・・１冊

・・・・・・・・・１本

・・１個

・・・・・・・１本

・・・・・・・・１組

・・・・・・・・５枚

・・・・・・・・・１袋

・・・・・・・・・１箱

■商品サイズ：252×202×H198mm
■セット重量：1.2ｋｇ
■ケース入数：1セット
■ケースサイズ：255×210×H214mm

5人用救急セット

標準価格： 18,000円

1

SY1416-1

【内用品】

※5人分の用品が入っている訳ではありません。

※収納ポーチのチャック部分は黒/白アソートとなります。

長期保存の課題の一つに耳ひもの劣化が挙げられます。

独自の真空圧縮方法により、素材の劣化によるひも切れを抑制します。

■商品サイズ： 250xH135mm（7枚入圧縮サイズ）■商品重量：約41g

■ケース入数：100ﾊﾟｯｸ ■ケースサイズ：400x225xH225mm

標準価格：42,000円

長期備蓄用ピタッと圧縮マスク（7枚入） 100

SY1416-5

製造より５年間保証

・BFE：99％以上

・PFE：99％以上

1枚サイズ：175×95mm

標準価格：650円

チャーミスト その場で作る除菌ウェットタオル 100

SY1416-6

製造より５年間保証

■セット内容：

①チャーミスト パウチ25ml×2包

②大判圧縮タオル×2枚

③手さげビニール袋×1枚

12 or

【チャーミスト成分】
RO 純水、安定型次亜塩素酸ナトリウム

コイン型のタオルにパウチ入り除菌水を浸すだけ

■商品サイズ： 130×130×厚10mm■商品重量：約100g■ケース入数：12ｾｯﾄor100ｾｯﾄ

■ケースサイズ：170×140×H155mm（12入）/400×300×H340mm（100入）



本部設営・避難生活

※価格は全て税抜き表示となります-17-

水不要シャンプー

■内容量２００ｇ

■保湿成分（コラーゲン）配合

■使用目安：１本で約３０回分

（個人差があります）

■20枚入
■寸法：150×200mm(1枚)
■製造より5年保証

■商品サイズ：140×90×厚15mm

■商品重量：約60g ■ケース入り数：200袋

■ケースサイズ：550×290×H220mm

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

標準価格：850円

ドライシャンプー 24

SY1417-3

超防災ウェットティッシュ

標準価格：250円

200

SY1417-7

■商品サイズ：φ50×H200mm

■商品重量：200g ■ケース入数：24本

■ケースサイズ：310×224×H220mm

■商品サイズ：50×190mm（袋入）

■商品重量：約40g ■ケース入り数：100袋

■ケースサイズ：370×285×H180mm

長期保存おしぼり（ﾎﾞﾃﾞｨｹｱﾀｵﾙ） 100

SY1417-8

■1枚個包装
■製造より5年保証
■材質：スパンレース80g/m2
■成分：水、塩化ベンザルコニウム、ブチルカ
ルバミン酸ヨウ化プロピニル、プロピレングリ
コール
■展開サイズ：560×280mm

標準価格：500円

■商品サイズ：250×170×厚20mm（袋入）

■商品重量： ■ケース入数：100枚

■ケースサイズ：581×395×H136mm

非常用ウェットタオル

標準価格：220円SY1417-5

■使用後は洗濯しタオルやふきんとして使用可能
■綿100%で手触りが心地よく、
■清潔で強度にあふれる保存性に優れたウェットタオル
■抗ウイルス/抗菌効果のある水溶液を採用

おしぼり上のウイルスの活動を従来より99.9%以上抑制

タオルサイズ
84×35cm

タオルサイズ
26×26cm

■商品サイズ：190×110×厚10mm（袋入）

■商品重量： ■ケース入数：60枚

■ケースサイズ：518×356×H310mm

非常用ウェットタオルBIG

標準価格：660円

100

SY1417-6

ウイルスや菌を拭き取り除去できる即効性に優れた薬液（V-FREE）を配合、
アルコール系の薬剤を使用していないのでお肌にやさしく、赤ちゃんにもご利用いただけます。

60

■商品サイズ：130×100mm

■商品重量：約58g ■ケース入り数：24ﾊﾟｯｸ（240枚）

■ケースサイズ：495×215×H350mm

常備用オンパックス（10枚ﾊﾟｯｸ）24

SY1417-9

■10枚入
■製造より5年保証

標準価格：500円

■商品サイズ：φ105×H170mm

■商品重量：約390g ■ケース入り数：15個

■ケースサイズ：550×190×H330mm

水を使わない歯みがき

口内清潔ウェットシート100枚入

標準価格：800円

15

SY1417-1

■キシリトール配合で虫歯予防

■低刺激ですっきりさわやかに

仕上げます。

■3つの保湿成分

・ポロピレングリコール

・チャエキス

・紅茶エキス

配合

CWペーパー歯磨き（5包入）

標準価格：300円

144

SY1417-2

個包装タイプの水を使わない歯みがき

■商品サイズ：132×80×厚15mm

■商品重量：約15g ■ケース入り数：144ﾊﾟｯｸ

■ケースサイズ：352×380×H238mm

大判メッシュ生地を採用。

■ノンアルコールタイプ

■アロエエキス配合

■６０枚入り

■200mm×250mm 

■商品サイズ：270×130×厚35mm

■商品重量：400g ■ケース入数：12個

■ケースサイズ：450×260×H180mm

からだふきふきぬれタオル

標準価格：510円

12

SY1417-4

製造より５年間保存製造より５年間保存 製造より５年間保存

製造より6年間保存

製造より8年間保存



本部設営・避難生活

※価格は全て税抜き表示となります-18-

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

進化型/多機能ウェットティッシュ（敏感肌や赤ちゃんにも使えるノンアルコールタイプ）

インフルエンザウィルス

不活性化試験 大豆アレルゲン検査 消臭力試験 抗菌力試験 静電気抑制試験

安心してお使い頂くため、多くの試験/検査を行っています

品名
エピスタプロプル

やさしいウェットティッシュ
ピロータイプ（30枚）

エピスタプロプル
やさしいウェットティッシュ

ハンディタイプピンク（10枚）

エピスタプロプル
やさしいウェットティッシュ

ハンディタイプ白緑（10枚）

エピスタプロプル
やさしいウェットティッシュ

ピロータイプ　TypeC（25枚）

標準価格 647円 369円 359円 698円

カタログ品番 SY1418-1 SY1418-2 SY1418-3 SY1418-4

シートサイズ 200×300ｍｍ 200×200ｍm 200×200ｍm 200×300ｍｍ

パッケージサイズ 210×95×厚25mm 150×85×厚10mm 150×85×厚10mm 205×130×厚25mm

商品重量 248ｇ 97ｇ 51ｇ 186ｇ

ケースサイズ 550×385×H210mm 450×300×H205mm 435×315×H160mm 610×415×H175mm

50 100 100 60

無香料/大判 無香料石鹸の香り
車載用

（特許取得済）
無香料/大判

化粧品類
3年保存

（メーカー保証5年）

※ピロータイプ
TypeCは
化粧品類
3年保存

化粧品類

灼熱～極寒まで
車載可能な唯一の３年保存

ノンアルコールウェットティッシュ

乗り物の中でも車の置かれる環境は外気
の影響を受けやすく、灼熱から極寒の世
界に広がっています。

自動車業界ではその安全性への責任から
車に搭載する機器類には、一定の過酷条
件テストを実施する事が通例です。

『エピスタプロプル TypeC』は真夏の温度
域から真冬の温度域を想定した試験を通
して開発された製品です。

緊急災害時 簡単設置ベッド 1

SY1418-5 標準価格：12,000円

誰でも簡単、わずか30秒で組み立てられるダンボール製ベッド

出して広げるだけの簡単3ステップ

■出来上がりサイズ： 1900×800×H300 ■重量：約8.5ｋｇ

■ケース入り数：1式 ■ケースサイズ： 820×520×H240 mm

約80ｃｍ

約190ｃｍ

高さ：約30ｃｍ

耐荷重

約400kg



本
部

設
営

本部設営・避難生活

※価格は全て税抜き表示となります-19-

通勤（通学）先で宿泊する事になった時に

■毛布サイズ：2000×1400ｍｍ■圧縮サイズ：740×520×厚さ10mm

■商品重量：約1.3ｋｇ ■ケース入り数：10枚

■ケースサイズ：780×580×H195mm

■毛布サイズ：2000×1400ｍｍ■圧縮サイズ：330×280×厚さ50mm

■商品重量：約0.9ｋｇ ■ケース入り数：10枚

■ケースサイズ：380×340×H450mm

■サイズ：約720×1850mm（収納時：約φ200×360mm） ■重量：約900g

■ケース入り数：10枚 ■ケースサイズ：340×860×H370mm

■材質：側生地：ポリエステル、中綿：中空綿（ホローファイバー）

日本防炎協会認定の難燃素材の毛布 軽くて暖かいフリースの毛布

↑圧縮加工されている為、実際はクシャっとなっています。

■使用時サイズ：2160×610×厚50ｍｍ

■パッケージサイズ：185×165×厚35mm

■商品重量：約375ｇ

■付属品：空気入れ用ストロー（1枚毎）

エアポンプ5本（1ｹｰｽ（20枚）毎）

■ケースサイズ：385×285×H255mm

※ポンプが別途必要な場合はご相談ください

「東日本大震災」で得た教訓は、

硬い、冷たい床に寝なければならない状況でした。

本商品は硬さ（痛さ）と寒さを和らげる商品です。（東京都採用品）

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

各空気室は、独立しています。ピン
ホールがあいてもその空気室がし
ぼむだけで、他の空気室はしぼみ
ません。

破損

↓ ↓ ↓

【POINT】

エアマット断面図

空気室独立型

快適エアマットPlus

標準価格：1,800円

20

SY1419-1

標準価格：6,000円

10

SY1419-3

圧縮難燃毛布
パック入フリース毛布

標準価格：5,000円

10

SY1419-4

寝袋TNBKR900

標準価格：3,000円

10

SY1419-7

着る布団＆エアーマット 10

SY1419-2/2S 標準価格：4,500円

■商品サイズ：【通常サイズ】315×135×230mm/【Sサイズ】315×120×230mm

■商品重量：【通常サイズ】約1600ｇ/【Sサイズ】1160ｇ ■ケース入り数：10ｾｯﾄ

■ケースサイズ： 【通常サイズ】 335×700×H480mm /【Sサイズ】315×120×H230mm

※通常サイズとSサイズは同一価格です。

通常サイズ Ｓサイズ

就寝後に余震があってもすぐに避難できます。

コンパクトに備蓄

SY1419-2 SY1419-2S

・・・安価なアルミブランケットタイプはP9へ

難燃性不織布毛布（個装箱無）

標準価格：3,600円

10

SY1419-6

敷布団と掛け布団を兼用できる寝袋

■サイズ：約1400×2000（収納時：約185×250×厚62mm） ■重量：約560g

■ケース入り数：10枚 ■ケースサイズ：390×290×H310mm

肌ざわりが良く、難燃性の素材を使用しております

※日本防炎協会認定

難燃性不織布毛布（A4箱入） 10

SY1419-5 標準価格：4,200円

箱入り外観↑
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本部設営・避難生活

※価格は全て税抜き表示となります-20-

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

180cmの男性が寝転んでも余裕のあるスペースを確保できます

■サイズ：上記の通り ■商品重量：約3.5kg
■ケース入り数：6セット
■ケースサイズ：670×670×H250ｍｍ

標準価格：7,500円SY1420-3

カプセルテント 6

約65cm

215cm

保管に場所を取りません多目的に使える3WAY

①プライベートスペース

②仮設トイレ

③更衣室

■サイズ：本体：2150×900×900mm（内部空間：約2100×850×850mm）

収納時：(約)直径650×厚さ約35mm

■セット内容：本体(テント)、収納バッグ、ペグ、ロープ

マイルディシート

標準価格：27,000円

1

SY1420-1

■広げた時のサイズ：厚み8㎜ｘ巾910㎜ｘ長さ20ｍ

■折畳み時のサイズ：約φ470ｍｍｘ910ｍｍ ■商品重量：約4ｋｇ

■ケース入り数：1枚（PP袋入）

災害緊急避難所用マット

■材質：発泡ポリエチレン
（表面＝ＰＰ防虫・抗菌機能付不織布貼り）
（裏面＝ＰＰ汎用不織布貼り）

■商品重量：約1.3kg
■ケース入り数：14セット
■ケースサイズ：個装：95×650×95mm

標準価格：7,000円SY1420-5

カプセルテントＤＸ用屋根 14

■サイズ：上記の通り ■商品重量：約6.1kg
■ケース入り数：4セット
■ケースサイズ：340×830×830ｍｍ

標準価格：22,800円SY1420-4

カプセルテントＤＸ 4

避難時のパーソナルスペースの確保に

■サイズ：本体：2100×2100×H1500mm（+屋根で約2000ｍｍ）

収納時：(約) 直系800×厚さ75mm

■セット内容：本体（テント）、収納バッグ、ペグ×8本、ロープ×4本、

砂袋×4袋、間仕切り×1枚、シート

約80cm

保管に場所を取りません

避難用プラべートルームテントダブル

標準価格：16,900円

4

SY1420-2

■商品重量：約2.6ｋｇ■ケース入り数：4張

■ケースサイズ： 660×320×H275ｍｍ

■サイズ：本体：2100×2100×H1700mm

収納時：(約) 630×150×H160ｍｍ

■セット内容：ポール2本、幕体１枚、収納バッグ

窓の開閉も可能な組み立て式ルームテント

ポールは柔軟性のあるFRPを採用、本体表は防炎加工（3級）、

裏面は影が見えにくいようアルミコーティング素材（抗菌加工）を採用。



■重量
：25.74ｋｇ

■最大積載量
：150ｋｇ

■セット時
：1467×785×773ｍｍ

■折り畳み時
：840×280×640ｍｍ

■荷台サイズ
：700×539.6×325ｍｍ

■タイヤ
：ノーパンクタイヤ

■フレーム
：スチール

本部設営・避難生活

※価格は全て税抜き表示となります-21-

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

PC使用可

■定格出力：100V-900VA
■連続運転時間（ボンベ2本あたり）

：約1.1（エコスロットル）〜2.2時間（定格）
■燃料容量

：500g（カセットガス2本の容量）
■使用燃料

：LPG（液化ブタン/指定カセットボンベ）
■本体サイズ：365×262×H524mm
■本体重量：19.5kg
■梱包サイズ：360×460×H670mm 

雲台つきで安定したライトスタンド

・二段式ポールで高さ930mm 〜1640mmまで自由に調節できます。

・軽くて携帯・移動が楽にできます。（質量4.2kg）

■床面を傷つけないソフトなゴム足を採用

■ポールはエアークッション型で伸縮時に急激な落ちこみがなく安全

【取付用付属品】

六角ボルト×2本（M6×45mm） /ワッシャ×2枚（ネジサイズ：M6）

/照明固定用飾りボルト（ネジサイズ：M6）

■耐荷重：5kg 

■本体サイズ：約160×160×H950mm

■ケース入数：1台

■ケースサイズ：170×170×H1000mm

■本体重量：4.2kg

■投光器（300W）

■三脚

■コードリール（30m）の3点セット

■ハロゲンランプの寿命：約2000時間

■光度：約5000ルーメン

■外寸法：190×165×H1020～2070mm

H1640mm

H930mm

WT-1000

設置イメージ

※WT-1000装着時は、

T字バーは外して

設置します。

三脚設置でより安定して使用頂けます

W980mm

【便利な4通りの使い方】

ライトは90°可動する

ので、ワイドに照射し
たりスポット照射する
等、シーンにより使い
分ける事ができます。

省電力で明るく照らすLED投光機

・20Wの省エネ設計で経済的。（約40000時間の長寿命）
※表示はLED球の設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LED球の交換はできません。

・発熱が少なく、虫が寄りにくいのもLEDの特徴です。
・防水規格IP65準拠で雨やホコリに対して頑丈設計。

※水中・暴風雨での使用はできません （IP65は電気機械器具の保護等級について許可を受けた規格）

■本体サイズ：240×103×H235mm(スタンド収納時)
■化粧箱サイズ：260×120×H260mm
■ケース入数：6台
■ケースサイズ：540×390×H280mm
■本体重量:1.3kg
■原産国:日本
■電源:AC100V(50/60Hz)
■消費電力:20W
■付属品:取扱説明書、保証書（1年）

明るさ

1440ルーメン

消費電力

20W LED

3灯LED投光機 WT-1000（本体）

標準価格：23,000円SY1421-1

6 投光機用三脚

SY1421-2

1

標準価格：14,400円

ファミリアカー（折畳式）

標準価格：75,000円

1

SY1421-5

ホンダガス式発電機エネポEU9iGB 1

SY1421-4
標準価格：110,000円

ハロゲン投光機セット

標準価格：25,900円SY1421-3

1



本部設営・避難生活

※価格は全て税抜き表示となります-22-

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

カセットボンベ/ガソリン２WAYで使える発電機

携帯発電機G-cubic

標準価格：250,000円

1

SY1422-1

448mm×318mm×H392mm

15.0kg

50Hz／60Hz

1.0kVA

100V

10A

12V

4.0A

エンジン直結

20A×2個

12V×1個

空冷4ストローク単気筒OHV

58dB

使用燃料 液化ブタン

燃料タンク容量 CB缶×2個

定格連続運転時間 約1.0時間

使用燃料 無鉛ガソリン（自動車用レギュラーガソリン）

燃料タンク容量 3.0L

定格連続運転時間 約3.5時間

騒音レベル（7m）

カセットボンベ

ガソリン

定格電圧（交流）

定格電流（交流）

駆動方式

交流コンセント

直流コンセント（アクセサリーソケット）

エンジン種類

定格電流（交流）

本体サイズ

乾燥重量

定格周波数（交流）

定格電力（交流）

定格電圧（交流）

【7つの特徴】
① カセットボンベとガソリン、用途に合わせて便利に使える。
② カセットボンベは手軽で簡単に着脱可能、ガソリンは既存品と同じ補給方法で分かりやすい。
③ エンジンの始動はパネルにある数字がナビゲートするので、誰でも簡単に使える。
④ ガソリンとカセットボンベ、どちらも定格１KVAの出力が得られる。
⑤ ガスでも冬期に動作できるよう、キャブレターヒーターを搭載。
⑥ 乾燥重量は、男女問わず持ち運べる１５Kg。
⑦ カセットボンベとガソリン、つまみが両方開くと停止する安全設計。

※カセットボンベ２本で定格１時間、最長(¼負荷運転ｴｺﾓｰﾄ)２.０時間（1本で30分動作可能）
※ガソリン(３L)で定格運転３.５時間 最長( ¼負荷運転、ｴｺﾓｰﾄﾞ)７.５時間
※別途エンジンオイルが必要となります。（0.35L/4サイクル用API分類SJ級以上、SAE：10W-30）
※ボンベはニチネン製をご使用下さい。

■ケースサイズ：480×350×H425mm

マイボンベL（3本組）

標準価格：1,000円

16

SY1422-2

■商品サイズ：68φ×H198mm

■商品重量：約350g（液化ﾌﾞﾀﾝ250g）

■ケース入り数：16組（48本）

■ケースサイズ：420×295×H420mm

家電品電力目安



■ACR社（USA）製

■アメリカ沿岸警備隊承認品

本部設営・避難生活

※価格は全て税抜き表示となります-23-

鋭い特殊音で遠くまで音が飛びます

■最大出力：10W

■電源：単2×4本（別売）

■使用時間（目安）：約2.5時間（連続使用）

■緊急サイレン音量：100db

■商品サイズ：57×22×厚8mm（紐470mm）

■商品重量：約5g ■ケース入り数：無し

■ケースサイズ：数量に応じて

■商品サイズ：170×110×110mm

■商品重量：約370g ■ケース入り数：48個

■ケースサイズ：375×740×H520mm

■商品サイズ：φ35×150mm

■商品重量：約35ｇ ■ケース入り数：180個

■ケースサイズ：310×490×H200ｍｍ

■商品サイズ：φ158×250mm

■商品重量：約526g（電池含）■ケース入り数：10個

■ケースサイズ：715×300×H300mm

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

13LEDスーパーライト

標準価格：2,000円

10Wハンドメガホン

標準価格：6,000円

蓄光LEDライト

標準価格：320円

10

18048

SY1423-2

SY1423-6SY1423-5

標準価格：550円

レスキューホイッスル －

SY1423-7

300ルーメン LEDランタン

標準価格：3,500円

24

SY1423-3

■商品サイズ：95×30×20mm（紙箱入）

■商品重量：約100g ■ケース入り数：240個

■ケースサイズ：250×220×H300mm

【機能】

①ナイフ②のこぎり③はさみ④のこぎり⑤缶詰抜き

⑥栓抜き⑦ワインボトル抜き⑧ひも通し⑨爪やすり

⑩小ナイフ⑪+ドライバー⑫毛抜き⑬爪楊枝

１３徳万能ナイフ

標準価格：900円

240

SY1423-9

■商品サイズ： 86×86×184ｍｍ（箱入：97×97×190mm）

■本体重量：395ｇ （箱入：450ｇ）

■ケース入り数：24個

■ケースサイズ：415×293×H405ｍｍ

■電源：単1乾電池×3本（別売）

■HIGH/LOW/点滅切替機能付

本体のボディが蓄光となっております。

■電源：単3×2本（別売）

■材質：本体/アルミ、リング部分/鉄ニッケル
メッキリング、止め具/ABS樹脂、ひも/ナイロン

本体内に付属のIDカードを収納可能

■商品サイズ：φ8mm×100mm（紐470mm）
■ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×80×12mm 
■商品重量：約12g ■ケース入り数：400個
■ケースサイズ：405×306×H470ｍｍ

標準価格：200円

緊急用呼子笛（ID付） 400

SY1423-8

ライトカバー（ホヤ）は取外し可能

収納可能なキャリングハンドル

フック付で吊り下げも可能

■電源：単1乾電池×4本（別売）

■約50時間点灯

■化粧箱サイズ：340×280×H90㎜

■本体重量：1.2kg ■ケース入り数：8台

■ケースサイズ：570×349×H378mm

カセットコンロ

標準価格：5,000円SY1423-1

■材質：
本体：SPCC( 粉体塗装)
汁受皿：溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑﾒｯｷ鋼板
五徳：クロームメッキ
バーナー：溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板
器具栓つまみ：ABS 樹脂

■サイズ：330mm×274mm×H86mm
■出力（ガス消費量）：3.5kW（3000kcal/h）

8

■商品サイズ：Φ87×H139mm（ランタン時はH197mm）

■商品重量：約235ｇ ■ケース入り数：50個

■ケースサイズ：485×480×H330ｍｍ

パワフルランタンライト

標準価格：900円

50

SY1423-4

■電源：単3乾電池×3本（別売）

ランタンモード 懐中電灯モード

本体を伸ばし、取っ手を付け替えるだけ



※価格は全て税抜き表示となります-24-

大容量（100回分）のトイレセット

① ② ③

④ ⑤

⑥

①コンパクトイレ使い方ポスター×2枚 （英語/中国語訳付き）

・・・トイレ等に貼っておくことで使用方法がすぐに分かります。

②コンパクトイレ使い方説明書×2枚

③抗菌・消臭凝固剤×100包（1包（約8g）=1回分）

・・・10包/組になっています。（説明書付）

④便袋(PE／黒)×100枚

・・・10枚/組になっています。

1枚のサイズ：横400 （マチ250） ×縦500mm（厚0.025）

⑤大型外袋(PE)×10枚

・・・使い終わった便袋を捨てる大袋です。

1枚のサイズ：横800×縦900mm（厚0.04）

⑥大型外袋結び紐×10本

・・・大型外袋を縛っておく為の紐です。

【内容品】

便座に便袋をセット→凝固剤をふりかけるだけです。

備蓄に最適な
コンパクト設計

■商品サイズ： 210×160×H200mm
■商品重量 ：約2.8kg
■ケース入り数：6セット
■ケースサイズ：500×435×H215mm

災害時は生活インフラ（電気、ガス、水道）が止まると言われています。水が流せないため、

そのまま便器に用を足してしまうとすぐに容量を超え、そのトイレは使用不能となってしまいます。

非常用トイレ/浄水・給水用品

■商品サイズ： W175×D250×厚20mm
■商品重量 ：約300g
■ケース入り数：50個
■ケースサイズ：480×350×H250mm

■商品サイズ：W140×D90×厚5mm
■商品重量 ：約25g
■ケース入り数：500個
■ケースサイズ：335×300×H480mm

①コンパクトイレ使い方説明書×1枚（パッケージに記載）

②抗菌・消臭凝固剤×1包（1包（約8g）=1回分）

③便袋(PE／黒)×1枚

・・・1枚のサイズ：横400 （マチ250） ×縦500mm（厚0.025）

①コンパクトイレ使い方説明書×1枚

②抗菌・消臭凝固剤×10包（1包（約8g）=1回分）

③便袋(PE／黒)×10枚

・・・1枚のサイズ：横400 （マチ250） ×縦500mm（厚0.025）

④大型外袋(PE)×1枚 ・・・使い終わった便袋を捨てる大袋です。

1枚のサイズ：横800×縦900mm（厚0.04）

①

②

③

④

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

標準価格：15,000円

コンパクトイレクリーン１００ （100回分） 6

SY1424-1

標準価格：1,800円

コンパクトイレクリーン１０ （10回分） 50

SY1424-2
標準価格：200円

コンパクトイレクリーン１ （1回分） 500

SY1424-3



非常用トイレ ※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

※価格は全て税抜き表示となります-25-

【POINT 1】設置が簡単！

工具を一切必要とせず、初めての方でも5分程度で組み立てられます。

【POINT 2】ガイドポリが使い捨てだから衛生的！

ガイドポリは市販のゴミ袋の底を切るだけで代用できるので、身近にあるモノで常に衛生的に使えます。

【POINT 3】抜群の安定感！

マンホール調整プレートが安定しているから（重量約11kg）使用時も安心木製のプレートで重量もあり、

濡れても足が滑りにくいため、安心して使えます。

型番
MS-TW1818

（特大-標準）
MSW-TW1818

（特大-ワイド）

テントサイズ

便器仕様
使用時：幅530×奥行440×高さ675mm
座面高400～500mm（5段階調整）
耐加重：約150kg

使用時：幅630×奥行495×高さ675mm
座面高395～520mm（5段階調整）
耐加重：約150kg

梱包サイズ/重量
（3梱包）

【トイレ本体】
53.5×23×78.5cm/約5kg
【テント】
29×29×115cm/約10.1kg
【プレート】
92×51×8cm/約12kg

【トイレ本体】
63.5×21×76cm/約5.5kg
【テント】
29×29×115cm/約10.1ｋｇ
【プレート】
92×51×8cm/約12kg

標準価格 94,000円 96,000円

1.8（幅）×1.8（奥行）×2.2（高さ）m

型番
MS-TW1218
（大-標準）

MSW-TW1218
（大-ワイド）

テントサイズ

便器仕様
使用時：幅530×奥行440×高さ675mm
座面高400～500mm（5段階調整）
耐加重：約150kg

使用時：幅630×奥行495×高さ675mm
座面高395～520mm（5段階調整）
耐加重：約150kg

梱包サイズ/重量
（3梱包）

【トイレ本体】
53.5×23×78.5cm/約5kg
【テント】
29×29×115cm/約9.6kg
【プレート】
92×51×8cm/約12kg

【トイレ本体】
63.5×21×76cm/約5.5kg
【テント】
29×29×115cm/約9.6ｋｇ
【プレート】
92×51×8cm/約12kg

標準価格 89,000円 91,000円

1.8（幅）×1.2（奥行）×2.2（高さ）m

型番
MS-TW1212

（標準-標準）
MSW-TW1212

（標準-ワイド）

テントサイズ

便器仕様
使用時：幅530×奥行440×高さ675mm
座面高400～500mm（5段階調整）
耐加重：約150kg

使用時：幅630×奥行495×高さ675mm
座面高395～520mm（5段階調整）
耐加重：約150kg

梱包サイズ/重量
（3梱包）

【トイレ本体】
53.5×23×78.5cm/約5kg
【テント】
29×29×115cm/約8.7kg
【プレート】
92×51×8cm/約12kg

【トイレ本体】
63.5×21×76cm/約5.5kg
【テント】
29×29×115cm/約8.7ｋｇ
【プレート】
92×51×8cm/約12kg

標準価格 83,000円 85,000円

1.2（幅）×1.2（奥行）×2.2（高さ）m

マンホール対応トイレテント（3種類/トイレ2種類から選べる組合せ）

SY1425-1 SY1425-2

SY1425-3 SY1425-4

SY1425-5 SY1425-6



非常用トイレ

↓簡易トイレとネットの使用例

■商品サイズ： 300×260×厚9mm ■商品重量：約100g

■ケース入り数：60枚 ■ケースサイズ：550×300×H350mm

LT-101

■商品重量：約5kg

■ｹｰｽ入数：4巻ﾊﾟｯｸ×3ﾊﾟｯｸ入

■ｹｰｽｻｲｽﾞ：360×245×H250mm

■収納サイズ： φ510×厚50mm 
■商品重量：約1.7kg ■ケース入り数：無し
■ケースサイズ：数量に応じて

■サイズ：110(間口)×D110×H186cm

■素材/本体：ポリエステル（本体/ルーフカバー/ロープ）/ス
チール（内部ワイヤー/ペグ）

■付属品：ペグ8本、ロープ（ストッパー付）4本/ポーチ/ルーフ
カバー/キャリーバッグ1個/取扱説明書

↑トイレは付属しません

便袋を便器にセットした際、便袋が
溜まっている水に浸からないように
する為のものです

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

※価格は全て税抜き表示となります-26-

簡易トイレ用ネット（洋式用）

標準価格：1,500円

100

SY1426-1

標準価格：5,500円

ワンタッチトイレテント －

SY1426-7

標準価格：3,500円

プラダン製洋式トイレ 7
SY1426-6

■商品サイズ：W295×D320×H412mm（組立時）

610×680×厚40mm（収納時）
■商品重量：約1.1kg ■ケース入り数：7台
■ケースサイズ：695×360×H625mm

■工具不要：誰でも簡単に組み立て可能

■水に強い：プラダン（樹脂製）なので水濡れに強い

■省スペース：厚さ4cm程度ですので省スペースで保管可能

■耐荷重：350kg以上（公的機関での検査済）

簡単/軽量/丈夫と3拍子揃った組立式トイレ

別売りの便袋を取り付けて
使用します

使用時のイメージ

災害時や渋滞時の目隠しに

標準価格：1,500円

あんしんトイレポンチョ 60
SY1426-2

■商品サイズ：1300（フード含）×1200mm 
■商品重量：230ｇ ■ケース入り数：60枚
■ケースサイズ：530×440×H380ｍｍ

普通の袋入りのトイレットペーパーは数年でカピカピに…

標準価格：10,000円

LT-201/１ﾛｰﾙ個包装×12ﾊﾟｯｸ入（12ﾛｰﾙ）

1
SY1426-5

標準価格：4,000円

LT-101/４ﾛｰﾙﾊﾟｯｸ×3ﾊﾟｯｸ入（12ﾛｰﾙ）

1
SY1426-3

標準価格：5,000円

LT-202/１ﾛｰﾙ個包装×24ﾊﾟｯｸ入（24ﾛｰﾙ）

1
SY1426-4

製造より10年間保存

LT-202

■商品重量：約10kg

■ｹｰｽ入数：1巻ﾊﾟｯｸ×24ﾊﾟｯｸ入

■ｹｰｽｻｲｽﾞ：485×250×H385mm

LT-201

■商品重量：約5kg

■ｹｰｽ入数：1巻ﾊﾟｯｸ×12ﾊﾟｯｸ入

■ｹｰｽｻｲｽﾞ：360×245×H250mm

10年保証 備蓄用トイレットペーパー

【トイレットペーパー規格】長さ：巾114mm×200m巻/重量：約400ｇ/再生紙100%（ソフトタイプ）

※1パック単位での発送も可能です。



水害対策・給水用品 ※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

※価格は全て税抜き表示となります-27-

■定員（積載量）：6人（540kg）
■サイズ：全長310/全幅146/チューブ径38/船内長234/船内幅70cm
■総重量（船体重量）：33kg
■気室数：4（チューブ本体3・エアフロア）
■底形式 / キール形式：高圧エアフロア（リジッドフレックス） / ダイナキール
■推奨馬力（PS）：2 トランサムL（MMT取り付け時）
■付属品：アルミオール2組、高圧フットポンプHP-9 、腰掛板2枚、

補修キット、キャリーバッグ

レスキューボートGU313（6人乗）

標準価格：180,000円

1

SY1427-7

基本性能の高さが自慢の救助者ファーストモデル

■ケース入り数：1艇

■ケースサイズ：1010×610×310mm底面

外湾曲板設置例
(建物玄関前)

内湾曲板設置例
(水道管破裂時の排水制御)

設置例

※より高さのある600㎜タイプやオプション品の取り扱いもございます。

※本製品「簡易型止水板フロードガード」につきまして、予め設置予定場所の状況、計測に基づく設置予定台数、製品配送準備
等の事前確認及び詳細打合せが必要になります。先ずはお問い合わせをお願いいたします。

止水板と
サイドガード使用

水害の対策はどれだけ素早く設置ができるかで被害が大きく変わる場合があります。
Flood Guardは非常に優秀な止水性能を有しておりますが、万全ではありません。

土のう等その他の対策用品を併用する事により、より万全な治水を実現させます。

DZ-50 DS-50

サイドシール装着 サイドガード装着

背面まで繋がっています。

SY1427-1

SY1427-2

SY1427-3

SY1427-4

SY1427-5

SY1427-6 1

1

1

1

1

1

【簡易止水板 Flood Guard（フロードガード）】製品ラインナップ



止水対策/浄水・給水用品※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

※価格は全て税抜き表示となります-28-

携帯用浄水器“スーパーデリ
オス”は、フィルターに接続さ
れた容器部分を軽く押し絞る
だけの簡単操作で水道水は
もちろん、河川水、井戸水、
プールの水、風呂の水や、雨
水等を安心して飲む事の出
来るキレイな水に変えるだけ
でなく、傷口や目の洗浄など
清潔用水としてもご利用頂け
ます。

■総ろ過量

・スーパーデリオス：約200リットル
（岐阜市水道水を使用）
※使用する水によって数値が異なります

付属の粉末除菌剤「AQUAQU」を併用することで、大腸菌など有
害微生物の滅菌や河川に多く見られるエキノコックスなどの有
害寄生虫を消滅させることができます。

■最大濾過量 ：水道水で約コップ500杯
■付属品 ：収納ケース

塩素系粉末殺菌（AQUAQU）

■商品サイズ： 140×380×厚55mm（三つ折り/袋入）

■商品重量：約95g ■ケース入り数：200.個

■ケースサイズ： 565×425×H660mm

■商品サイズ： 230×80×厚30mm

■商品重量：約55g ■ケース入り数：無し

■ケースサイズ：数量に応じて

■商品サイズ： 77×56×H270mm（箱入）

■商品重量：約90g ■ケース入り数：10個

■ケースサイズ：250×170×H280mm

携帯に便利なストロータイプ

手動式なので、災害時に電源がなくても飲料水を作る事ができます
•メインフィルターが中空糸0.04μ精度のフィルター使用
のため一般細菌・大腸菌を取り除きます。

•背負子（しょいこ）にろ過装置、タンクを取り付けてあるの
で移動に便利で両手がつかえます。

•プール、お風呂の残り湯、池、河川、雨水などを水源とし
て簡単に飲料水をつくることができます。

•水道法水質基準に適合

■商品サイズ：380×270×H700mm
■商品重量：約3.5kg ■ケース入り数：1台

■処理能力：約3L／分
■ろ材：中空糸（メインフィルター 0.04μ）
■ポンプ：自給式 チューブポンプ
■容器：ポリタンク10L
■総ろ過能力：2～3トン
※別売の交換用フィルター（9,800円）もございます

※魚が生息出来ない水、藻類の発生などの極端な汚染水は適合しません。
※海水は淡水にできません。
※本装置ではPH調整はできません。

手動式浄水器 mizu-Q 500

標準価格：94,800円

1

SY1428-3

スーパーデリオス（３００ｍｌ）

標準価格：3,300円

10

SY1428-5

ストロー型浄水器 mizu-Q

標準価格：2,300円

－

SY1428-4

標準価格：800円

非常用給水袋１０Ｌ 200

SY1428-6

水で膨らむ給水土嚢

連結用ポリ紐

滑り止め

■商品サイズ： 500×300×厚18mm/500×300×厚200mm（吸水時）

■商品重量：約345g/2300g（吸水時）

■ケース入り数：5枚入/袋×10袋（50個）

■ケースサイズ：540×540×H340ｍｍ（50個入）

土No袋＃722

標準価格：1,850円

5

SY1428-1

■商品サイズ： 125×205×mm ■商品重量：約215g

■ケース入り数：5包入/袋×10袋（50包）

■ケースサイズ：430×340×H190ｍｍ（50包入）

脱水剤マルメルト＃728

標準価格：500円

5

SY1428-2

【使い方】

① ②

③ 完成

【材質】外装材：不織布/すべり止め：天然ゴム/吸水材：高分子ポリマー

脱水剤マルメルト

・土No袋1個につき1包を使用します。

・使用時はゴム手袋等で手を保護して下さい。

・脱水処理時に発生する水はpH6.4

(水道水と同等)程度になるように調整されます。

・脱水処理後の土No袋は、

各自治体の方針に従って廃棄してください

※上記価格は1個の価格です。



食 糧 ・ 飲 料 水 ※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

※価格は全て税抜き表示となります-29-

製造より7年間保存

■商品サイズ：175×190×厚30mm■商品重量：ご飯200g/あんかけ200g（カレー/ハヤシのみあんかけは210ｇ）

■ケース入り数：20食 ■ケースサイズ：650 ×210×H200mm ※全10種共通

カレーライス

(350kcal)

すきやき丼

(411kcal)

きのこ丼

(349kcal)

玉子丼

(395kcal)

豚丼

(351kcal)

豆腐丼

(341kcal)

鶏そぼろ玉子とじ丼

(389kcal)

ハヤシライス

(359kcal)

加熱/調理一切不要、ご飯とあんかけのセット（スプーン付）

従来の保存用のライスは、乾燥した物が多く、水や加熱を必要とし調理をしなくては

食べる事はできませんでした。本品は調理した状態で完全密封されている為、調理は一切不要です。

（容器をそのままお皿として使用できます。）

ご飯は通常の約3.5倍の柔らかさで炊き上げているので、小さなお子様やお年寄の方にも安心してお召し上がり頂けます。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

SY1429-5 SY1429-6 SY1429-7 SY1429-8 SY1429-9 SY1429-10 SY1429-11 SY1429-12

調理不要食（全10種類）

標準価格：600円

20各

アレルギー対策商品 ・・・この印が付いている商品は、食物アレルギー特定原材料等27品目 を使用していないことを表します。

※同一工場内で特定27品目を含む製品を製造している場合もございますので詳しくはお問合せ下さい。

SY1429-13

アレルゲンフリー

カレーライス

(320kcal)

SY1429-14

アレルゲンフリー

ハヤシライス

(288kcal)

アレルギー
対策商品

ロングキープブレッド

標準価格：500円
50

SY1429-15

■商品サイズ： 130×280×厚さ約45mm

■ケース入り数：50袋

■ケースサイズ：520×340×H180mm

【災害時のゴミ問題】

2016年4月に発生した熊本地震の際も山の様に積み重なったゴミが大きな問題となっています。

災害時は当面ゴミ収集車は来ません。ガレキ等の災害ゴミはいたし方ありませんが、

生活ゴミは極力減らせるようにした方が良いといえます。

缶

袋

製造より５年間保存 ハラル認証非常食

※ハラル認証とは・・・戒律の厳しいイスラム教において、

イスラム教徒の方でも食べる（使用する）事ができる認証です。

多様化・グローバル化の進んだ日本で、

イスラム教徒の方が食べる事のできない成分はもちろん、

動物性原材料も一切含んでおりませんので、

ベジタリアンの方でも安心してお召し上がり頂けます。

POINT①：自治体でも多くの納入実績がある安全性と美味しさ

POINT②：水が無くても食べられる驚異の含水率

POINT③：食後の膨大なゴミの発生が軽減

■内容量：100ｇ
■エネルギー：444kcal

たいぞうすい

標準価格：350円

24

SY1429-1

さけぞうすい

ふぐぞうすい

24

SY1429-2

24

SY1429-3

標準価格：350円

標準価格：320円

料亭監修 ぞうすいシリーズ

ほたてぞうすい 24

SY1429-4 標準価格：320円

災害食大賞2021 うまみ部門で最優秀賞を受賞（たいぞうすい）した料亭監修のぞうすいシリーズ

■商品サイズ：165×150×厚30mm■商品重量：45ｇ

■ケース入り数：24袋 ■ケースサイズ：300 ×180×H170mm 

※4種共通

【たいぞうすい】

■内容量：32ｇ
■カロリー：114kcal
■必要水量：約220ml

【さけぞうすい】

■内容量：32ｇ
■カロリー：119kcal
■必要水量：約220ml

【ふぐぞうすい】

■内容量：32ｇ
■カロリー：119kcal
■必要水量：約220ml

【ほたてぞうすい】

■内容量：32ｇ
■カロリー：118kcal
■必要水量：約220ml

アレルギー対策商品 アレルギー対策商品

アレルギー対策商品さけのみ使用



※価格は全て税抜き表示となります-30-

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可
食 糧 ・ 飲 料 水

白がゆ（備蓄用）

標準価格：250円

20

SY1430-3

■商品サイズ： 190×125×厚25mm(白がゆ/玄米がゆ）、177×118×厚25mm（発芽玄米がゆ） ■ケース入り数：20袋 ■ケースサイズ：436×300×H83mm

280ｇ/95kcal

新潟県産コシヒカリ100％で、お米は高度な精米技術で玄米の性質に合わせて

最適な精米加工をしたお米を使用しています。

非常備蓄用ミキサー粥

標準価格： 285円

50

SY1430-2

本格中華 ほたて粥

標準価格：358円

50

SY1430-1

■商品サイズ： 165×150×底面45mm ■内容量：23g

■ケース入り数：50袋 ■ケースサイズ：360×210×H120mm

【栄養成分（1袋当たり）】
■エネルギー：85.1kcal
■たんぱく質：1.3ｇ
■脂質：0.2ｇ
■炭水化物：19.66ｇ
※必要水量：130～300ml

病院や介護施設などで、

ミキサー粥を常食としている、

摂食障害、嚥下障害の人のために

製品化した非常食です。

開封して直接お湯（水）を注ぐ簡単調理です。

（お湯で5分、水で10分でできあがり）

避難生活での野菜（食物繊維）不足もカバーできます。

（レタス約1.5個分（6.4g）の食物繊維）

【栄養成分（1袋当たり）】
■エネルギー：133.8kcal
■たんぱく質：4.1g
■脂質：1.4g
■糖質：25g
■食物繊維：6.4g
■ナトリウム：684mg
※必要水量：約250ml

製造より５年間保存 製造より５年間保存

チキンテイスト/北海道産ホタテ入り
3分粥～7分粥が簡単に作れます

■商品サイズ： 165×150×底面45mm ■内容量：38g

■ケース入り数：50袋 ■ケースサイズ：370×340×H165mm

スプーン付き
スプーン付き

アレルギー対策商品

アレルギー対策商品

アレルギー対策商品 ・・・この印が付いている商品は、食物アレルギー特定原材料等27品目 を使用していないことを表します。

※同一工場内で特定27品目を含む製品を製造している場合もございますので詳しくはお問合せ下さい。

玄米がゆ（備蓄用）

発芽玄米がゆ（あずき入/備蓄用）

20

SY1430-4

20

SY1430-5

標準価格：250円

標準価格：270円
250ｇ/160kcal 250ｇ/108kcal

製造より５年間保存

製造より５年間保存

里芋の鶏そぼろ煮

標準価格：600円

50

SY1430-10

あじのムース（にんじん付）

いかのムース（ごぼう付）

50

SY1430-11

50

SY1430-12

標準価格：600円

標準価格：600円

根菜のやわらか煮

標準価格：600円

50

SY1430-9

■商品サイズ： 180×130mm ■ケース入り数：50袋 ■ケースサイズ：450×295×H210mm

美味しいやわらか食シリーズ

100ｇ/45kcal 100ｇ/69kcal 45ｇ/86kcal 45ｇ/69kcal

白がゆ

標準価格：430円

50

SY1430-6

梅がゆ

鮭がゆ

50

SY1430-7

50

SY1430-8

標準価格：450円

標準価格：450円

美味しい防災食 お粥シリーズ

白がゆ：230ｇ/84kcal 梅がゆ：230ｇ/95kcal 鮭がゆ：230ｇ/101kcal

アレルギー対策商品

製造より５年間保存

アレルギー対策商品

■商品サイズ： 210×140 ■ケース入り数：50袋 ■ケースサイズ：450×295×H210mm
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※価格は全て税抜き表示となります-31-

アルファ食品 安心米シリーズ（個食タイプ） 製造より５年間保存

【アルファ化米って？】
お米のもつデンプンを消化さ
れやすいように急速乾燥(α
化)させたもので、水またはお
湯を注ぐだけで
炊き立てのようなふっくらご飯
を味わうことのできる、手軽な
お米です。

■品名

（内容量／出来上がり量／必要水量／エネルギー）

■商品サイズ： 160×150×マチ84mm（10種共通） ■商品重量：上記参照 ■ケース入り数：50袋or15袋（お粥：30袋入）

■ケースサイズ：50袋入：420×305×H180mm（お粥のみH170mm） / 15袋入：310×190×H155mm（お粥：385×255×H145mm）

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

■商品サイズ： 335×320×190mm（お粥のみH200mm）

標準価格：330円

■わかめご飯

（100ｇ/270ｇ/170ml/364kcal）

標準価格：350円

■五目ご飯

（100ｇ/270ｇ/170ml/361kcal）

5050

SY1431-1 SY1431-2

15or 15or

標準価格：350円

■きのこご飯

（100ｇ/270ｇ/170ml/366kcal）

標準価格：350円

■ドライカレー

（100ｇ/270ｇ/170ml/362kcal）

50 50

SY1431-4

SY1431-5

15or 15or

標準価格：350円

■山菜おこわ

（100ｇ/230ｇ/130ml/364kcal）

標準価格：280円

■白がゆ

（41ｇ/251ｇ/210ml/147kcal）

50

50

SY1431-7

SY1431-10

15or

30or

標準価格：350円

■ひじきご飯

（100ｇ/270ｇ/170ml/361kcal）

50

SY1431-3

15or

標準価格：350円

■野菜ピラフ

（100ｇ/270ｇ/170ml/362kcal）

50

SY1431-6

15or

標準価格：280円

■梅がゆ

（42ｇ/252ｇ/210ml/154kcal）

50

SY1431-11

30or

【付属品】弁当容器×50、しゃもじ、輪ゴム×50、割り箸×50、衛生手袋、炊飯用内袋、針金入ビニール紐、取扱説明書

50

SY1431-8

15or■とうもろこしご飯

（100ｇ/270ｇ/170ml/365kcal）

標準価格：350円

アレルギー対策商品 ・・・この印が付いている商品は、食物アレルギー特定原材料等27品目 を使用していないことを表します。

※同一工場内で特定27品目を含む製品を製造している場合もございますので詳しくはお問合せ下さい。

アレルギー対策商品（全商品）

品名 品番 内容量 必要水量 ｶﾛﾘｰ（1食） 標準価格

炊き出し用　白飯 SY1431-12 5.05kg 8.5L 364kcal 11,000円

炊き出し用　わかめご飯 SY1431-13 5kg 8.5L 364kcal 13,500円

炊き出し用　五目ご飯 SY1431-14 5kg 8.5L 361kcal 14,000円

炊き出し用　ひじきご飯 SY1431-15 5kg 8.5L 361kcal 14,100円

炊き出し用　きのこご飯 SY1431-16 5kg 8.5L 366kcal 14,100円

炊き出し用　山菜おこわ SY1431-17 5kg 6.5L 364kcal 14,000円

炊き出し用　お粥 SY1431-18 2.15kg 10L 147kcal 11,000円

製造より５年間保存約５０食分を箱ごと調理が可能なセットです
アレルギー対策商品（全商品）

50

SY1431-9

30or■白飯

（100ｇ/270ｇ/170ml/368kcal）

標準価格：280円
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※価格は全て税抜き表示となります-32-

希望食品アルファ化米シリーズ 製造より５年間保存
■品名

（内容量／出来上がり量／必要水量／エネルギー）

■商品サイズ： 160×150×マチ84mm（8種共通） ■商品重量：上記参照 ■ケース入り数：50袋■ケースサイズ：416×307×H200ｍｍ

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

標準価格：315円

■わかめご飯

（100ｇ/260ｇ/160ml/374kcal）

標準価格：320円

50

SY1432-1 SY1432-2 標準価格：330円

■五目ご飯

（100ｇ/260ｇ/160ml/373kcal）

標準価格：330円

■カレーご飯

（100ｇ/260ｇ/160ml/375kcal）

50

50

SY1432-4

SY1432-5 標準価格：280円SY1432-7

標準価格：320円

■ひじきご飯

（100ｇ/260ｇ/160ml/375kcal）

50

SY1432-3

標準価格：280円

■白飯

（100ｇ/260ｇ/160ml/381kcal）

50

SY1432-6 SY1432-8

■梅粥

（42ｇ/252ｇ/210ml/155kcal）

標準価格：290円

アレルギー対策商品 ・・・この印が付いている商品は、食物アレルギー特定原材料等27品目 を使用していないことを表します。

※同一工場内で特定27品目を含む製品を製造している場合もございますので詳しくはお問合せ下さい。

アレルギー対策商品（全商品）

■菜飯

（100ｇ/260ｇ/160ml/375kcal）
50

50■白粥

（40ｇ/250ｇ/210ml/152kcal）

50

【雑炊調理する場合】ご飯系は水量をプラスする事で雑炊として調理可能です。（160ｍｌ⇒230ｍｌ）※注水線有り

【五分粥調理する場合】お粥系は水量をプラスする事で五分粥として調理可能です。（210ｍｌ⇒280ｍｌ）※注水線有り

■商品サイズ：φ100×H140mm■商品重量：約216g ■ケース入り数：12缶

■ケースサイズ：407×315×H157mm 

越後製菓 備蓄用せんべい

標準価格：500円

12

SY1432-10

■商品サイズ：215ｘ155ｘH25mm■商品重量：約225g ■ケース入り数：20ﾊﾟｯｸ

■ケースサイズ：365×265×H150mm 

いざという時の越後のごはん

標準価格：260円

20

SY1432-9

■内容量：200ｇ

■カロリー：286kcal（1パックあたり）

【召し上がり方】

①電子レンジ（500～600W）で2分以上加熱
②フィルムをはがさず熱湯に入れ15分間加熱

製造より５年間保存

アレルギー対策商品

■内容量：2枚（標準16ｇ）×6袋入

■カロリー：1袋（2枚）61kcal

×6袋（合計366kcal）

製造より５年間保存 アレルギー対策商品

ミネストローネ

標準価格：462円

40

SY1432-12

サクッとライス（玄米＆スープ）

野菜カレースープ 40

SY1432-11 標準価格：462円

■商品サイズ：190×240×厚25mm ■商品重量：約213g

■ケース入り数：40ﾊﾟｯｸ ■ケースサイズ：405×315×H260mm 

水不要！食器不要！玄米をスープに入れるだけ。

【野菜カレースープ】
■内容量：190g（スープ：150ｇ/玄米：40ｇ）
■エネルギー：352kcal
※スプーン（14cm）付

【ミネストローネ】
■内容量：190g（スープ：150ｇ/玄米：40ｇ）
■エネルギー：351kca
※スプーン（14cm）付

調理例 調理例

※玄米はそのままでもお召し上がり頂けます。

2021年9月発売
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※価格は全て税抜き表示となります-33-

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

アレルギー対策商品 ・・・この印が付いている商品は、食物アレルギー特定原材料等27品目 を使用していないことを表します。

※同一工場内で特定27品目を含む製品を製造している場合もございますので詳しくはお問合せ下さい。

製造より５年間保存製造より７年間保存

※お湯で15分、水の場合は約60分で出来上がり

■商品サイズ： 158×152×底マチ65mm

■商品重量：左記参照 ■ケース入り数：30袋

■ケースサイズ：400×340×H280mm

【まいたけ】標準価格：500円

30

30

30

SY1433-1

SY1433-2

SY1433-3

【五穀】標準価格：500円

【白飯】標準価格：450円

フリーズドライご飯 シリーズ

【白飯】

■内容量：80ｇ
■エネルギー：322kcal
■必要水量：約150ｍｌ
■スプーン付

【まいたけご飯】

■内容量：80ｇ
■エネルギー：320kcal
■必要水量：約150ｍｌ
■スプーン付

【五穀ご飯】

■内容量：80ｇ
■エネルギー：327kcal
■必要水量：約150ｍｌ
■スプーン付

■商品サイズ： 170×170×厚50mm

■商品重量：110ｇ（アルミパウチ）■ケース入り数：50袋

■ケースサイズ：480×340×H200mm

【しお】標準価格：480円

50

50

50

SY1433-4

SY1433-5

SY1433-6

【しょうゆ】標準価格：480円

【わかめ】標準価格：480円

備蓄用おにぎり 光 シリーズ

調理不要、袋から出してそのまま食べられる、

『備蓄用おにぎり光』

【しお】
■内容量：100ｇ
■エネルギー：170kcal

【しょうゆ】
■内容量：100ｇ
■エネルギー：166kcal

【わかめ】
■内容量：100ｇ
■エネルギー：168kcal

製造より5年間保存

そのまんまOKカレー(甘口)

標準価格：450円

30
SY1433-10

製造より５年間保存

【甘口】
■内容量：300g
■カロリー：303kcal

【中辛】
■内容量：300ｇ
■カロリー：290kcal

そのまんまOKカレー(中辛)

標準価格：450円

30
SY1433-11

■商品サイズ：180×135×底マチ60mm■商品重量：約315g ■ケース入り数：30袋

■ケースサイズ：524×274×H130mm 

※米粒状のものはでんぷん加工品です。

調理不要のカレーライス

■商品サイズ：285×129×厚39mm■商品重量：約120g ■ケース入り数：50袋

■ケースサイズ：510×360×H220ｍｍ

ライフブレッド（ブリオッシュパン）

標準価格：500円

50

SY1433-12

1袋500kcal以上、

ふんわり食感の保存用パン

製造より５年間保存

■内容量：110ｇ
■カロリー：502kcal

※時期により旧パッケージにて納品となる場合がございます

※画像はイメージ
■商品サイズ： 150×150×底マチ76mm■商品重量：210ｇ（ぜんざいのみ180ｇ）

■ケース入り数：30袋■ケースサイズ：379×244×H154mm（ぜんざいのみH134mm）

【鶏がゆ】標準価格：335円

30

30

30

SY1433-7

SY1433-8

SY1433-9

【白がゆ】標準価格：250円

【ぜんざい】標準価格：280円

開けてすぐ食べられるお粥 シリーズ

安心米のアルファー食品製

【鶏がゆ】
■内容量：200ｇ
■エネルギー：160kcal

【白がゆ】
■内容量：200ｇ
■エネルギー：61kcal

【ぜんざいおはぎ】
■内容量：170ｇ
■エネルギー：273kcal

製造より5年間保存

アレルギー対策商品 アレルギー対策商品

アレルギー対策商品

UDF：舌でつぶせる UDF：歯茎でつぶせるUDF：歯茎でつぶせる
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※価格は全て税抜き表示となります-34-

製造より５年間保存

■1缶に2個入りで分けやすく災害時にとても便利です。
■災害時の非常食として、高カロリーな商品です。
■やわらかなパンだからふんわりとした食感。
■お子様やお年寄りにも最適。

【プチヴェール】

内容量：100ｇ
エネルギー：356kcal

※開封時にポンと大きい音がする場合がございますのでご注意下さい。

■商品サイズ：φ80 ×H115mm■商品重量：約170g

■ケース入り数：24缶■ケースサイズ：330×475×H125mm

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

災害用備蓄パン シリーズ

【オレンジ】標準価格：500円

SY1434-11

【黒豆】標準価格：500円

【プチヴェール】標準価格：500円

【ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰ&ﾎﾜｲﾄﾁｮｺ】

内容量：100ｇ
エネルギー：364kcal

【オレンジ】

内容量：100ｇ
エネルギー：351kcal

【黒豆】

内容量：100ｇ
エネルギー：349kcal

SY1434-12

【ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰ&ﾎﾜｲﾄﾁｮｺ】標準価格：500円

24

24

24

24

ボローニャ 保存パンシリーズ

【備蓄deﾎﾞﾛｰﾆｬ ブリオッシュ】標準価格：450円

【缶deﾎﾞﾛｰﾆｬ プレーン】標準価格：420円

【缶deﾎﾞﾛｰﾆｬ チョコ】標準価格：420円

【缶deﾎﾞﾛｰﾆｬ メープル】標準価格：420円

24

24

24

24

製造より３～５年間保存【ブリオッシュ】

内容量：100ｇ
エネルギー：383kcal
賞味期限：5年

■商品サイズ：φ77×H113mm■商品重量：約170g

■ケース入り数：24缶■ケースサイズ：310×470×H120mm 

【プレーン】

内容量：100ｇ
エネルギー：356kcal
賞味期限：3年

【チョコ】

内容量：100ｇ
エネルギー：373kcal
賞味期限：3年

【メープル】

内容量：100ｇ
エネルギー：353kcal
賞味期限：3年

SY1434-13 SY1434-15

SY1434-14 SY1434-16

アレルギー対策商品 ・・・この印が付いている商品は、食物アレルギー特定原材料等27品目 を使用していないことを表します。

※同一工場内で特定27品目を含む製品を製造している場合もございますので詳しくはお問合せ下さい。

製造より５年間保存■1缶に2個入りで分けやすく災害時にとても便利です。
■災害時の非常食として、高カロリーな商品です。
■やわらかなパンだからふんわりとした食感。
■お子様やお年寄りにも最適。

■商品サイズ：φ80 ×H115mm■商品重量：約170g

■ケース入り数：24缶■ケースサイズ：330×475×H125mm

パン便り シリーズ

【アロニア】標準価格：500円

【シーベリー】標準価格：500円

【ハスカップ】標準価格：500円

24

24

24
【シーベリー】

内容量：100ｇ
エネルギー：371kcal

【アロニア】

内容量：100ｇ
エネルギー：361kcal

【ハスカップ】

内容量：100ｇ
エネルギー：367kcal

卵不使用卵不使用 卵不使用

SY1434-7SY1434-6 SY1434-8

パンですよ！ シリーズ

【チョコチップ】標準価格：380円

【レーズン】標準価格：380円

【コーヒーナッツ】標準価格：380円

24

24

24

【あずきミルク】標準価格：380円

【プレーン】標準価格：380円 24

【チョコチップ】

内容量：100ｇ

380kcal/缶

【レーズン】

内容量：100ｇ

335kcal/缶

【コーヒーナッツ】

内容量：100ｇ

368kcal/缶

【あずきミルク】

内容量：100ｇ

385kcal/缶

【プレーン】

内容量：100ｇ

368kcal/缶

※卵不使用

※製法上、中身のパンが変形している場合がございますが、製品に問題はございません

■商品サイズ：φ76×H112mm■商品重量：約166g

■ケース入り数：24缶■ケースサイズ：470×305cm×H125mm

卵不使用

SY1434-1

SY1434-2

SY1434-3

SY1434-4

SY1434-5

製造より５年間保存

24

SY1434-9

SY1434-10



食 糧 ・ 飲 料 水

※価格は全て税抜き表示となります-35-

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

■ケース入り数：30袋■ケースサイズ：410×310×H200mm（カレー/コンソメ/梅）/410×310×H230mm（ぜんざい）

安心米 おこげ シリーズ

【コンソメ味】標準価格：280円

30

30

30

SY1435-7

SY1435-9

SY1435-10

【梅味】標準価格：280円

【ぜんざい】標準価格：380円

製造より５年間保存【コンソメ味】
■内容量：51.2g
■エネルギー：247kcal

【カレー味】
■内容量：51.2g
■エネルギー：248kcal

【ぜんざい】
■内容量：145g
■エネルギー：262kcal

・手軽におやつ感覚で食べられる非常食です。

・調味粉末を入れ、振るだけで食べられます。

（ぜんざいは付属のスプーンで混ぜて食べます）

アレルギー対策商品 ・・・この印が付いている商品は、食物アレルギー特定原材料等27品目 を使用していないことを表します。

※同一工場内で特定27品目を含む製品を製造している場合もございますので詳しくはお問合せ下さい。

アレルギー対策商品

・水に戻すだけで美味しく食べられます。

・約30秒間水に浸すだけの簡単調理です。

・お餅なので腹もちがいいです。

・使用水量：約180ml

【あべ川餅】
【セット内容】
・餅 ×10枚（73g）
・きな粉 ×2袋（30g）
・ようじ
・水戻し用の容器

■エネルギー：377kcal

【あんこ餅】
【セット内容】
・餅 ×10枚（75g）
・粉末あん ×2袋（40g）
・ようじ
・水戻し用の容器
・スティックシュガー（3g）
（※あんこが苦手な方用）

■エネルギー：424kcal

【いそべ餅】
【セット内容】
・餅 ×10枚（73g）
・粉末タレ ×2袋（5g）
・焼き海苔 ×10枚（3g）
・ようじ
・水戻し用の容器

■エネルギー：294kcal

製造より５年間保存

■商品サイズ： 165×200×厚30mm

■商品重量：左記参照 ■ケース入り数：50個

■ケースサイズ：460×350×H250mm

【あべ川餅】標準価格：440円

50

50

50

SY1435-4

SY1435-5

SY1435-6

【あんこ餅】標準価格：440円

【いそべ餅】標準価格：440円

水もどり餅 シリーズ

■商品サイズ：110×175×H33mm ■内容量：100ｇ

■ケース入り数：40袋 ■ケースサイズ：460×270×H160mm

【しお】標準価格：380円

40

40

40

SY1435-11

SY1435-12

SY1435-13

【カレー】標準価格：380円

【うめ】標準価格：380円

救命ライス シリーズ

【しお味】

エネルギー：501kcal
プラスプーン付属

【カレー味】

エネルギー：530kcal
プラスプーン付属

【うめ味】

エネルギー：533kcal
プラスプーン付属

そのまま食べられるフライドライス 製造より５年間保存

【梅味】
■内容量：52g
■エネルギー：247kcal

30SY1435-8 【カレー味】標準価格：280円

製造より５年間保存お湯を入れて約3分で美味しいアルデンテパスタ ※水の場合は約20分

■商品サイズ： 160×140×底マチ60mm

■商品重量：左記参照 ■ケース入り数：50個

■ケースサイズ：480×350×H425mm

【ｺｰﾝｸﾘｰﾑ】標準価格：360円

50

50

50

SY1435-1

SY1435-2

SY1435-3

【トマト】標準価格：360円

【和風】標準価格：360円

その場deパスタ シリーズ

【和風】

■内容量：55ｇ（総重量70ｇ）
■エネルギー：208kcal
■必要水量：約150ｍｌ
■スプーン付

【コーンクリーム】

■内容量：65ｇ（総重量80ｇ）
■エネルギー：254kcal
■必要水量：約150ｍｌ
■スプーン付

【トマト】

■内容量：66ｇ（総重量81ｇ）
■エネルギー：241kcal
■必要水量：約150ｍｌ
■スプーン付

アレルギー対策商品



食 糧 ・ 飲 料 水※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

※価格は全て税抜き表示となります-36-

製造より５年間保存 製造より５年間保存

■商品サイズ：φ79.5×113mm

■商品重量：約145g ■ケース入り数：24缶

■ケースサイズ：488×328×H123mm 

■商品サイズ：φ79.5×113mm

■商品重量：約145g ■ケース入り数：24缶

■ケースサイズ：488×328×H123mm 

■エネルギー：361ｋｃａｌ（1缶あたり）

■内容量：75ｇ/缶

■エネルギー：369ｋｃａｌ（1缶あたり）

■内容量：75ｇ/缶

■商品サイズ：φ79.5×113mm

■商品重量：約175g ■ケース入り数：24缶

■ケースサイズ：480×324×H125mm 

製造より５年間保存

■エネルギー：408ｋｃａｌ（1缶あたり）

■内容量：100ｇ/缶

製造より５年間保存

■内容量：90g入/パック×35パック×2缶（合計70パック入）

■カロリー：454kcal（1パック（90g）あたり）

■商品重量：約10．5kg（1ｹｰｽ） ■ケースサイズ：500×270×H370mm 

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

ミルクビスケット

標準価格：270円

24

SY1436-1

ミニクラッカー

標準価格：270円

24 缶入カンパン

標準価格：270円

24

SY1436-2 SY1436-3

災害備蓄用クラッカー（35パック入）

標準価格：7,700円

2

SY1436-4

アレルギー対策商品 ・・・この印が付いている商品は、食物アレルギー特定原材料等27品目 を使用していないことを表します。

※同一工場内で特定27品目を含む製品を製造している場合もございますので詳しくはお問合せ下さい。

■商品サイズ：φ77×113mm

■商品重量：約185g ■ケース入り数：24缶

■ケースサイズ：475×325×H135mm 

■エネルギー：473ｋｃａｌ（1缶あたり）

■内容量：110ｇ/缶

製造より５年間保存

大型ビスケット（80食入）

標準価格：12,000円

2

SY1436-7

大型カンパン（64食入）

標準価格：9,600円

2

SY1436-6

Hokkaのカンパン（金平糖入）

標準価格：300円

24

SY1436-5

乳/卵不使用

■商品サイズ：240×240×H365mm■商品重量：約9kg

■ケース入り数：2缶 ■ケースサイズ：500×260×H375mm

■商品サイズ：240×240×H365mm■商品重量：約8kg

■ケース入り数：2缶■ケースサイズ：500×260×H375mm

金平糖は口解けが良く、水分の少
ないカンパンを食べ易くしてくれま
す。

■内容量：115ｇ（5枚）/食×64食

■エネルギー：474ｋｃａｌ（1食あたり）

■内容量：66ｇ（6枚）/食×80食

■エネルギー：300ｋｃａｌ（1食あたり）

製造より５年間保存 製造より５年間保存

保存缶に入った、

切り込み入りの大型カンパンです。

厚みがあって食べ応えがあり、

サクサク食べ易いのが特徴です。

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。



※価格は全て税抜き表示となります-37-

食 糧 ・ 飲 料 水
※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

■ケース入数：50袋入（全種共通）※⑬のみ36袋

■ケースサイズ：450×295×H210mm（①～⑲共通※）

※430×330×H180mm（⑭⑮）

※485×360×H230mm（⑩）

製造より５年間保存

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

UAA製法とは？

標準価格：600円

①ハンバーグ煮込み

（100ｇ/128kcal） 50

標準価格：600円

②さば味噌煮

（150ｇ/325kcal） 50

SY1437-2 標準価格：600円

④肉じゃが

（130ｇ/166kcal）50

SY1437-3 標準価格：600円

⑤筑前煮

（90ｇ/100kcal）50

SY1437-4 標準価格：600円

50

SY1437-5

標準価格：600円

50

SY1437-6

⑦ポークカレー

（200ｇ/178kcal）

標準価格：600円

⑨豚汁

（180ｇ/106kcal）50

SY1437-8 SY1437-10標準価格：600円SY1437-9標準価格：600円

⑧牛丼の具

（120ｇ/178kcal）

⑥きんぴらごぼう

（75ｇ/107kcal）

③いわしの煮付

（150ｇ/302kcal）

UAA（ウルトラアンチエイジング）製法により、美味しさそのままで長期保存が可能になりました。

50 50

SY1437-1

SY1437-11 標準価格：600円

50

⑫さつま芋のレモン煮

（100ｇ/197kcal）

50

SY1437-7

標準価格：600円

ｶﾛﾘｰｺﾝﾄﾛｰﾙ食
※カロリーや塩分を

控えたい方向け

⑯中華風ミートボール

（100ｇ/120kcal/食塩相当分0.9ｇ）

SY1437-16 標準価格：600円

50

⑰かぼちゃ煮

（90ｇ/80kcal /食塩相当分0.4ｇ）

SY1437-17 標準価格：600円

50

⑱おでん

（185ｇ/80kcal /食塩相当分1.7ｇ）

SY1437-18 標準価格：600円

50

⑲鶏肉と野菜のトマト煮

（130ｇ/80kcal /食塩相当分0.4ｇ）

SY1437-19 標準価格：600円

50

⑪赤魚の煮付け

（100ｇ/105kcal）

アレルギー対策商品 アレルギー対策商品

アレルギー対策商品

⑩スティックバウムクーヘン

（80ｇ/316kcal）

SY1437-12

標準価格：550円

50

・・・この印が付いている商品は、食物アレルギー特定原材料等27品目 を使用していないことを表します。

※同一工場内で特定27品目を含む製品を製造している場合もございますので詳しくはお問合せ下さい。

アレルギー対策商品

アレルギー対策商品

SY1437-13 標準価格：600円

50

⑬ソフト金時豆

（80ｇ/184kcal）

SY1437-14

36

SY1437-15

36

標準価格：600円 標準価格：600円

⑭ホワイトシチュー

（250ｇ/185kcal）
⑮けんちん汁

（200ｇ/60kcal）

アレルギー対策商品 アレルギー対策商品



※価格は全て税抜き表示となります-38-

食 糧 ・ 飲 料 水※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

■ケース入数：50袋入（全種共通）

■ケースサイズ：410×310×H200mm（共通※）

※600×345×H190mm（超しっとりコッペパン）

※410×310×H400mm（おでん（2ｹｰｽを結束）

製造より６年間保存

■標準Ａセット（29食）

■便利Ｂセット（30食）

■健康Ｃセット（22食） etc…詳しくはお問合せ下さい。

セット商品もあります。

標準価格：550円

①やわらか玄米炊込ご飯

（230ｇ/229kcal） 50

標準価格：500円

②玄米トマトリゾット

（230ｇ/145kcal） 50

SY1438-2

③白粥

（230ｇ/92kcal）

標準価格：430円

④梅粥

（230ｇ/98kcal） 50

SY1438-4 標準価格：450円

50

SY1438-5 標準価格：450円

50

SY1438-3

⑦やわらかナポリタン

（200ｇ/254kcal）

標準価格：550円

50

SY1438-8 標準価格：550円

⑧超しっとりコッペパン

（100ｇ/409kcal）

⑤鮭粥

（230ｇ/107kcal）

6年間長期保存できるＬＬＦ主食、おかずシリーズ

SY1438-1

SY1438-10 標準価格：460円

50

⑪デミソース煮込みハンバーグ

（100ｇ/300kcal）

50

SY1438-7

標準価格：550円

⑩鯖味噌煮

（75ｇ/163kcal）

アレルギー対策商品

SY1438-11

50

・・・この印が付いている商品は、食物アレルギー特定原材料等27品目 を使用していないことを表します。

※同一工場内で特定27品目を含む製品を製造している場合もございますので詳しくはお問合せ下さい。

SY1438-12 標準価格：550円

50

⑫肉じゃが

（130ｇ/199kcal）

⑬筑前煮

（90ｇ/86kcal）

SY1438-13

50

標準価格：550円

SY1438-15 標準価格：460円

50

⑯おでん

（125ｇ/158kcal）

標準価格：550円

⑮ウィンナーソーセージ

（90ｇ（3本）/286kcal）

SY1438-16

50

SY1438-17 標準価格：550円

50

⑰牛丼の具

（140ｇ/299kcal）

⑱野菜カレー

（200ｇ/335kcal）

⑲豚汁

（180ｇ/103kcal）

SY1438-18

50

SY1438-19

50

標準価格：550円 標準価格：550円

⑨ぜんざい

（150ｇ/133kcal）

SY1438-9

50

標準価格：550円

50

SY1438-6

⑥やわらかご飯

（200ｇ/148kcal）

標準価格：430円

⑭きんぴらごぼう

（80ｇ/101kcal）

SY1438-14

50

標準価格：550円

アレルギー対策商品アレルギー対策商品 アレルギー対策商品 アレルギー対策商品

アレルギー対策商品 アレルギー対策商品



※価格は全て税抜き表示となります-39-

食 糧 ・ 飲 料 水
※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

【みそ汁】標準価格：130円

200

200

200

SY1439-7

SY1439-8

SY1439-9

【ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ】標準価格：130円

【卵スープ】標準価格：130円

製造より５年間保存

■ケース入り数：200袋■ケースサイズ：355×305×H370mm（4種共通）

【みそ汁】

■内容量：10ｇ
■エネルギー：34kcal

【オニオンスープ】

■内容量：6ｇ
■エネルギー：19kcal

【卵スープ】

■内容量：7ｇ
■エネルギー：25kcal

・お湯をいれてよくかき混ぜれば出来上がりです。

・使用水量：約160ml

・別途容器等が必要になります。

フリーズドライスープ シリーズ

標準価格：300円（4種共通）

30カゴメ 野菜たっぷりスープシリーズ

アレルギー対策商品

【トマトのスープ】

■内容量：160ｇ
■エネルギー：67kcal

【かぼちゃのスープ】

■内容量：160ｇ
■エネルギー：81kcal

【豆のスープ】

■内容量：160ｇ
■エネルギー：86kcal

【きのこのスープ】

■内容量：160ｇ
■エネルギー：51kcal

■ケース入り数：30袋■ケースサイズ：400×217×H178mm（4種共通）

製造より５年間保存

SY1439-10

SY1439-11

SY1439-12

SY1439-13

豊富な種類の野菜、豆、穀類がたっぷり
入った野菜スープです。1食あたり食塩相
当量1g以下のヘルシー設計で、塩分が
気になる方にもおすすめです。常温でも
おいしくお召し上がりいただけます。

・・・この印が付いている商品は、食物アレルギー特定原材料等27品目 を使用していないことを表します。

※同一工場内で特定27品目を含む製品を製造している場合もございますので詳しくはお問合せ下さい。

■内容量：200g

■エネルギー：178kcal ■ケース入数：30袋入（2種共通）

■ケースサイズ：277×507×H80 mm （2種共通）

小麦を使わず、じゃがいも、にんじん、ソースに溶け込んだ野菜（玉ねぎ、
トマトペースト、ガーリックペースト）を合わせると、合計80ｇ以上（生換算）
の野菜が入っている シチューとカレーです。

30

ハウス LLヒートレス シリーズ

■内容量：200g

■エネルギー：173kcal

【野菜シチュー】標準価格：180円

30【野菜カレー】標準価格：180円

アレルギー対策商品 アレルギー対策商品

ハウス食品の温めずに美味しい非常食

製造より５年間保存

【野菜スープ】

■内容量：4.5ｇ
■エネルギー：13kcal

【野菜スープ】標準価格：130円 200
SY1439-6

SY1439-1

SY1439-2

【わかめスープ】標準価格：150円

60

60SY1439-4

SY1439-5 【おみそ汁】標準価格：150円

■ケース入り数：60袋

■ケースサイズ：395×225×H190mm（3種共通）

ポケットワンスープ シリーズ

【コーンスープ】標準価格：150円 60SY1439-3

製造より５年間保存お湯（水）を注ぐだけで簡単に調理可能なスープ（カップ/スプーン付）

■内容量：9.5g

■エネルギー：33kcal

■必要水量：約150ｍｌ

■内容量：9.8g

■エネルギー：32kcal

■必要水量：約150ｍｌ

■内容量：9.5g

■エネルギー：28kcal

■必要水量：約150ｍｌ

お湯を注いで約30秒で出来上がり

（水の場合は約5分（おみそ汁は10分））



食 糧 ・ 飲 料 水※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

高度なフリーズドライ技術により生まれた超長期保存食

【25年保存の秘密】水分の最大98％を除去する高度なフリーズドライ技術。また窒素充填や脱酸素剤によって缶内の酸素を98％取
り除き、確実に密封することで、常温（摂氏24度）以下で正しく保管すれば、25年間の超・長期保存が可能です。

製造より25年間保存

大缶シリーズ

サバイバルフーズ 大缶シリーズ

チキンシチュー（6缶入）

標準価格：50,400円 標準価格：45,600円 標準価格：48,000円SY1440-1 SY1440-2 SY1440-3

1

標準価格：46,800円SY1440-4

サバイバルフーズ 大缶シリーズ

野菜シチュー（6缶入）

サバイバルフーズ 大缶シリーズ

野菜のクリームパスタ（6缶入）

サバイバルフーズ 大缶シリーズ

マカロニ＆チーズ（6缶入）

サバイバルフーズ 大缶シリーズ

クラッカー（6缶入）

標準価格：24,000円 標準価格：37,200円 標準価格：34,800円SY1440-5 SY1440-6 SY1440-7

1 サバイバルフーズ 大缶シリーズ

ﾌｧﾐﾘｰｾｯﾄ チキンシチュー

サバイバルフーズ 大缶シリーズ

ﾌｧﾐﾘｰｾｯﾄ 野菜シチュー

■内容量：440ｇ/缶
■標準食数：約10食/缶
■必要水量：約2.4L/缶
■エネルギー：424Kcal（100gあたり）

■内容量：538ｇ/缶
■標準食数：約10食/缶
■必要水量：約2.4L/缶
■エネルギー：472Kcal（100gあたり）

■内容量：600ｇ/缶
■標準食数：約10食/缶
■必要水量：約2.0L/缶
■エネルギー：384Kcal（100gあたり）

■内容量：579ｇ/缶
■標準食数：約10食/缶
■必要水量：約1.4L/缶
■エネルギー：498Kcal（100gあたり）

■内容量：867ｇ/缶
■標準食数：約10食/缶
■必要水量：－/缶
■エネルギー：407Kcal（100ｇあたり）

【セット内容】
①チキンシチュー大缶×3缶
②クラッカー大缶×3缶

【セット内容】
①野菜シチュー大缶×3缶
②クラッカー大缶×3缶

サバイバルフーズ 小缶シリーズ

チキンシチュー（6缶入）

標準価格：14,400円 標準価格：15,600円 標準価格：46,200円SY1440-8 SY1440-9 SY1440-10 標準価格：46,200円SY1440-11

サバイバルフーズ 小缶シリーズ

野菜シチュー（6缶入）

■サイズ：φ159×H179mm/缶 ■ケース入数：6缶 ■ケースサイズ：487×324×H199mm ※全種共通

サバイバルフーズ 小缶シリーズ

洋風とり雑炊（6缶入）

サバイバルフーズ 小缶シリーズ

洋風えび雑炊（6缶入）

■内容量：134ｇ/缶
■標準食数：約2.5食/缶
■必要水量：約600ml/缶
■エネルギー：472Kcal（100gあたり）

■内容量：140ｇ/缶
■標準食数：約2.5食/缶
■必要水量：約600ml/缶
■エネルギー：445Kcal（100gあたり）

■内容量：380ｇ/缶
■標準食数：約10食/缶
■必要水量：約2.7L/缶
■エネルギー：382Kcal（100gあたり）

■内容量：430ｇ/缶
■標準食数：約10食/缶
■必要水量：約2.7L/缶
■エネルギー：471Kcal（100gあたり）

サバイバルフーズ 小缶シリーズ

クラッカー（6缶入）

標準価格：9,600円 標準価格：12,000円 標準価格：12,600円SY1440-12 SY1440-13 SY1440-14

1
サバイバルフーズ 小缶シリーズ

2＆ﾊｰﾌｾｯﾄ チキンシチュー

サバイバルフーズ 小缶シリーズ

2＆ﾊｰﾌｾｯﾄ 野菜シチュー

■内容量：224ｇ/缶
■標準食数：約2.5食/缶
■必要水量：－/缶
■エネルギー 407Kcal（100gあたり）

【セット内容】
①チキンシチュー小缶×3缶
②クラッカー小缶×3缶

【セット内容】
①野菜シチュー小缶×3缶
②クラッカー小缶×3缶

-40- ※価格は全て税抜き表示となります

1 1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

小缶シリーズ ■サイズ：φ103×H120mm/缶 ■ケース入数：6缶 ■ケースサイズ：318×212×H135mm ※全種共通

【お召し上がり方法】
缶を開けて鍋に移し、水またはお湯
で戻すだけ。お好みの味に調整して
お召し上がりください。
完全に調理した後にフリーズドライ加
工しておりますので、そのままお召し
上がりいただくことも可能です。



食 糧 ・ 飲 料 水

※価格は全て税抜き表示となります

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

アレルギー対策商品 ・・・この印が付いている商品は、食物アレルギー特定原材料等27品目 を使用していないことを表します。

※同一工場内で特定27品目を含む製品を製造している場合もございますので詳しくはお問合せ下さい。

【HOPE-1】標準価格：2,300円

15

24

12

SY1441-1

SY1441-2

SY1441-3

【HOPE-2】標準価格：2,800円

【HOPE-3】標準価格：3,400円

命の箱 HOPEシリーズ

非常食
400kcal/食

飲料水
125ｃｃ/ﾊﾟｯｸ

アルミ
ブランケット

ｻｲｽﾞ 重量 ｹｰｽ入数 ｹｰｽｻｲｽﾞ

HOPE-１ 3食 4ﾊﾟｯｸ 1枚 240×80×H100mm 900ｇ 24個 490×410×H260mm
HOPE-２ 6食 6ﾊﾟｯｸ 1枚 240×120×H100mm 1500ｇ 15個 520×380×H260mm
HOPE-３ 9食 8ﾊﾟｯｸ 1枚 260×200×H70mm 2000ｇ 12個 480×410×H280mm

製造より５年間保存

Hope-1
1日分

Hope-2
2日分

Hope-3
3日分

本当に必要なものだけをコンパクトに備蓄

■-30～65度の保管環境で5年保存が可能

■米国政府認定

■検品は日本国内で実施

-41-

■商品サイズ：280×220×H70mm■重量：約2.4kg

■ケース入り数：10個■ケースサイズ：470×380×H310ｍｍ

標準価格：4,200円

10Smartサバイバルセット

必需品3品に加え、簡易トイレや持出袋を加えたセット

①非常用食品（ココナッツ味）：3600kcal（400kcal×9個）

②非常用水：1000cc（500cc×2本※ペットボトル）

③非常用ブランケット：1枚

④簡易トイレ：6回分

⑤持出袋：1枚

■商品サイズ：260×190×H75mm■重量：約1.8kg

■ケース入り数：10個■ケースサイズ：480×420×H280ｍｍ

命の箱 ニュー アークⅢ

標準価格：3,300円

10

SY1441-4

①非常用食品（ココナッツ味）：3600kcal（400kcal×9個）

②非常用水：750cc（125cc×6ﾊﾟｯｸ）

③非常用ブランケット：1枚

防災備蓄品の新定番、アークⅢのリニューアル版 製造より５年間保存

製造より５年間保存

SY1441-5



食 糧 ・ 飲 料 水

※価格は全て税抜き表示となります-42-

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

■商品サイズ：105×48×H125mm ■商品重量：約550g

■ケース入り数：24個 ■ケースサイズ：222×200×H380mm

製造より５年間保存

セブンオーシャンズ

標準価格：1,800円

24

SY1442-4

■エネルギー：2500ｋｃａｌ（1箱あたり）

■内容量・・・・500ｇ（9枚入）

世界28カ国で緊急船舶食糧

として採用されています

カゴメ 野菜一日これ一本 長期保存用 30

SY1442-3

製造より５年間保存

■内容量：190g ■ケース入り数：30本入■ケースサイズ：325×268×H110mm

標準価格：150円

【栄養成分:1本/190g当たり】

■エネルギー：77kcal

■たんぱく質：1.6g

■脂質：0g

■糖質：16.7g

■食物繊維：1.8g

■ナトリウム：52～270mg

標準価格：550円

20

SY1442-2

■商品サイズ： 82mm×37mm×H86mm ■内容量：318 g（内容量：60ｇ入×5本）

■ケース入り数：20個 ■ケースサイズ：103 x 365 x H200ｍｍ

【栄養成分（1本/60ｇ当たり）】
■エネルギー： 171kcal
■たんぱく質：1.9ｇ
■脂質：0.1ｇ
■炭水化物：40.7ｇ
■ナトリウム：2.4mg

製造より５年間保存

井村屋えいようかん（5本入）

×5本入

アレルギー対策商品

スマートクッキー プレーン味

標準価格：350円

100

SY1442-1

■2本（60ｇ）で約300kcalを摂取することができます。

■耐温度域：-20～80℃

■商品サイズ：170×100×厚14mm（袋入） ■商品重量：約65g（内容量：60g）

■ケース入り数：100個 ■ケースサイズ：405×300×H200mm 

製造より５年間保存

東日本大震災の経験を経て開発された「長期保存用ゼリー」製造より５年間保存

アレルギー対策商品

【グレープ味】

■内容量：100g

■エネルギー：204kcal

エナジータイプ バランスタイプ

【洋ナシ味】

■内容量：100g

■エネルギー：205kcal

【ｱｯﾌﾟﾙ＆ｷｬﾛｯﾄ味】

■内容量：30g

■エネルギー：20kcal

【グレープﾟ味】標準価格：298円

80

80

100

SY1442-5 SY1442-6 SY1442-8

【洋ナシ味】標準価格：298円

【ｱｯﾌﾟﾙ＆ｷｬﾛｯﾄ味】標準価格：168円

長期保存ゼリー ライフストック

【エナジータイプ/ウォーターブレイク】

■商品サイズ：150×80mm ■商品重量：約110g

■ケース入り数：80個 ■ケースサイズ：352×347×H178mm

【バランスタイプ】

■商品サイズ：115×H55mm ■商品重量：約35g

■ケース入り数：100個 ■ケースサイズ：292×250×H141mm

封を開けたらそのまま食べられます

ウォーターブレイク

熱中症対策にも

【ｿﾙﾃｨｵﾚﾝｼﾞ味】

■内容量：100g

■エネルギー：91kcal

SY1442-7

80【ｿﾙﾃｨｵﾚﾝｼﾞ味】標準価格：320円



食 糧 ・ 飲 料 水

※価格は全て税抜き表示となります-43-

①５００ｍｌ

製造より５年間保存

■内容量：①500ml②１L③1.5L④2L ■賞味期限：全て製造より5年間
■ケース入り数：【①500ml＝24本入】【②1L＝15本】【③1.5L＝8本】【④2L＝6本】
■ケースサイズ：【①500ml＝ 275×400×H225mm】【②1L＝257×420×H292mm】【③1.5L＝187×340×H320mm】【④2L＝183×330×H320mm】

②１Ｌ
Ca Mg K Na

1.8 1.2 0.86 0.18 8.6 80.2mg/L

100ml中成分表（mg）
ｐH 硬度

富士山のおいしい水 イオン水

24【500ml】標準価格 ： ２１０円

※上記は全て１本あたりの単価となります。

SY1443-7

SY1443-8 【1L】標準価格 ： ２３１円

SY1443-9 【1.5L】標準価格 ： ３６８円

【2L】標準価格 ： ４２０円SY1443-10

その他、6年保存水/7年保存水の取り扱いもございます。詳しくはお問い合わせください。

③1.5Ｌ ④２Ｌ

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

■内容量：①500ml②2L ■賞味期限：全て製造より5年間
■ケース入り数：【①500ml＝24本入】【②2L＝6本】
■ケースサイズ：【①500ml＝ 250×375×H220mm】【②2L＝188×333×H316mm】

①５００ｍｌ

②２Ｌ

Ca Mg K Na

0.92 0.32 0.13 0.66 8.1 36mg/L

100ml中成分表（mg）
pH 硬度

災害備蓄用天然水

【500ml】標準価格 ： 120円SY1443-5

SY1443-6 【2L】標準価格 ： 280円

カムイワッカ麗水

【10年保存/500ml】標準価格：240円

※上記は全て１本あたりの単価となります。

SY1443-1

SY1443-2 【10年保存/2L】標準価格：385円

SY1443-3 【15年保存/500ml】標準価格：325円

【15年保存/2L】標準価格：500円SY1443-4

■内容量：500ml/2L ■賞味期限：全て製造より10年間/15年間■ケース入り数：【500ml＝24本入（10年/15年共通）】【2L＝6本（10年/15年共通） 】
■ケースサイズ：【500ml＝370×250×H228mm（10年/15年共通）】【2L＝330×192×H327mm（10年/15年共通）】

24

6

製造より５年間保存

製造より10年/15年間保存

10年保存

500ｍｌ

10年保存

2L

15年保存

500ｍｌ

15年保存

2L

Ca Mg K Na

0.51 0.15 0.15 0.7 7.3 19.0mg/L

100ml中成分表（mg）
ｐH 硬度

24

6

24

6

15

8

6



情報収集/携帯電話充電
※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

-44- ※価格は全て税抜き表示となります

■商品サイズ：212×147×H213㎜（化粧箱：239×166×H244㎜）

■商品重量：注水前約2㎏/注水後約4㎏

■ケース入り数：4個■ケースサイズ：272×373×H513㎜

携帯電話は災害時における重要なライフラインの一つです

標準価格：4,980円

アクアチャージ 10
SY1444-1

■商品サイズ：105×95×H104ｍｍ■商品重量：約525ｇ

■ケース入り数：10台■ケースサイズ：235×175×510ｍｍ

標準価格：40,000円

マグネシウム空気電池 Watt Satt 4
SY1444-2

水２Lを用意するだけでスマホに充電できる電池

省スペースで
保管可能

５年間保証

簡単にご使用いただけます。 ■最大で5台同時に充電可能です。

■ご用意頂く物は水と充電用ケーブルのみ。

（雨水や海水でもOK）

■スマホ以外にもタブレットの充電やUSB規格のライトもご使用可能。

※水は付属致しません。

※携帯電話の充電用のケーブルは付属致しません。

大容量
280Wh

使用方法

水を入れるだけで携帯電話充電ができるWatt Sattの小型版

※水は付属致しません。（必要水量：約285ml）

※携帯電話の充電用のケーブルは付属致しません。



情報収集/携帯電話充電 ※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

-45- ※価格は全て税抜き表示となります

■商品サイズ※箱入（重量）：

本体：225×190×H90mm（2.7kg）

ｲﾝﾊﾞｰﾀ：172×118×H63mm（1.5kg）

Aｾｯﾄ：380×230×H105mm（4.5kg）

Bｾｯﾄ：380×230×H195mm（7.2kg）

Cｾｯﾄ：380×230×H195mm（9.7kg）

■ケースサイズ（入数）：

本体：400×260×H450mm（8台入）

ｲﾝﾊﾞｰﾀ： 400×260×H450mm （8台入）

Aｾｯﾄ： 400×260×H450mm （4ｾｯﾄ入）

Bｾｯﾄ： 400×260×H450mm （2ｾｯﾄ入）

Cｾｯﾄ： 400×260×H450mm （2ｾｯﾄ入）

携帯電話は災害時における重要なライフラインの一つです

本体

専用インバーター

エイターナス1台で
様々な機器を充電

■必要なのは「空気」だけ
■未開封で最大10年保存が可能※推奨は5年、ﾒｰｶｰ保証は1年

■室内での使用もOK（摂氏-25℃～60℃で動作可能）

災害・非常用発電池 エイターナス

8【本体】標準価格：65,000円

【ｲﾝﾊﾞｰﾀ】標準価格：22,800円

【Aセット】標準価格：87,800円

【Bセット】標準価格：152,800円

【Cセット】標準価格：217,800円

8

4

2

2

100V対応の災害・非常用『発電池』エイターナス

Ａセット
【セット内容】本体×1台/ｲﾝﾊﾞｰﾀ×１台

Ｂセット
【セット内容】本体×2台/ｲﾝﾊﾞｰﾀ×１台

Ｃセット
【セット内容】本体×3台/ｲﾝﾊﾞｰﾀ×１台

SY1445-1

SY1445-2

S1445-3 SY1445-4 SY1445-5



情報収集/携帯電話充電※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

-46- ※価格は全て税抜き表示となります

標準価格：9,000円

マルチパワーステーション２ 12
SY1446-1

■携帯電話の充電が、従来のハンドル回転式のみならず、アルカリ乾電池及び蓄電された内部電源か
らも直接ケーブルをつなぐだけで可能となりました。「プラグイン携帯電話充電機能※」

■従来蛍光灯だったランタンをLEDランタンに変更。

■内部電源の容量を2倍にアップ！！

（メーカー5600比（3.6V300mAh）5605（3.6V600mAh））

※プラグイン携帯電話充電機能とは？
従来のダイナモ携帯電話充電では、ダイナモハンドルを回している間しか、携帯電話を充電できません
でした。しかし、プラグイン携帯電話充電機能では、乾電 池や太陽電池であらかじめ充電した電力から
専用ケーブルをつなぐだけで携帯電話の充電が可能となりました。

AM/FM
ラジオ

ＬＥＤ
ライト

携帯電話
充電

手回し
充電

乾電池
使用可

スマホ
iPhone
対応

サイレン
ＬＥＤ

ランタン
ソーラー

充電
USB
充電

■機能：

①LEDライト②LEDランタン③AM/FMラジオ④サイレン

⑤イヤホンジャック⑥ダイナモハンドル⑦太陽電池

⑧AC/USBアダプター使用可能(※別売)⑨携帯充電(接続ケーブル付き)

⑩乾電池使用可単3×3本(※乾電池別売)

■付属品：:接続ケーブル1本/コネクター4種/ショルダーストラップ/取扱説明書

■内部電源容量:3.6V 600mAh

■商品サイズ：φ69×H343mm（化粧箱：85×96×375mm ）

■商品重量：約445g ■ケース入り数：12台■ケースサイズ：405×270×H390mm

AM/FM
ラジオ

ＬＥＤ
ライト

携帯電話
充電

手回し
充電

スマホ
iPhone
対応

電池から直接携帯電話へ充電可能、ロッドアンテナ付でラジオの感度も抜群です。

標準価格：5,000円

40
SY1446-3

携帯電話は災害時の重要なライフラインの一つです

乾電池
使用可

サイレン

■機能：

①LEDライト ②ラジオ（AM/FM） ③手動発電機能（ダイナモ）
④サイレン機能 ⑤携帯電話充電機能⑥乾電池使用可（単4×3本（別売）
※一部ご利用いただけない機種もございます

(ﾌｭｰﾁｬｰﾌｫﾝ非対応/iPhone5以降対応）
※iPhone5S以降の機種に充電する場合は、

お手持ちのライトニングケーブルをご用意
頂く必要がございます。

■付属品：マイクロUSBケーブル

差すだけ充電ラジオライトPR-321

■商品サイズ：165×65×H58mm（化粧箱：100×74×H192mm）

■商品重量：約235g ■ケース入り数：40個■ケースサイズ：410×400×H490cm

ブラック

ホワイト

標準価格：5,000円

40
SY1446-2

ダイナモエマージェンシーラジオライトDEL-50X

AM/FM
ラジオ

ＬＥＤ
ライト

携帯電話
充電

手回し
充電

乾電池
使用可

スマホ
iPhone
対応

サイレン
ソーラー

充電

３
つ
の
電
源

①乾電池 ②ダイナモ充電 ③ソーラー充電

■商品サイズ：140×36×H80mm（化粧箱：155×55×H90mm ）

■商品重量：約290g ■ケース入り数：40台■ケースサイズ：405×270×H390mm

■機能：①LEDライト ②ラジオ（AM/FM） ③サイレン機能 ④携帯電話充電機能
※一部ご利用いただけない機種もございます (ﾌｭｰﾁｬｰﾌｫﾝ非対応/iPhone5以降対応）
※iPhone5S以降の機種に充電する場合は、お手持ちのライトニングケーブルをご用意下さい

■付属品：マイクロUSBケーブル/コネクター２種
（コネクター：ﾏｲｸﾛUSB/USBﾀｲﾌﾟC）

単4×3本（別売）



情報収集/携帯電話充電
※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

-47- ※価格は全て税抜き表示となります

携帯電話は災害時における重要なライフラインの一つです

標準価格：1,800円

ワイドFM搭載 AM/FMラジオ 48

SY1447-6

■商品サイズ：53×24×H94mm（化粧箱：76×34×H136ｍm）

■商品重量：約118g ■ケース入り数：48個■ケースサイズ：550×440×H510mm

■機能：AM/FMラジオ（ワイドFM対応/単4乾電池×2本使用（別売））

■付属品：両耳イヤホン

■商品サイズ：150×55×H60mm（箱入）

■商品重量：約105g（電池は含まず） ■ケース入り数：96個

■ケースサイズ：360×310×H460mm

■機能：

①LEDライト

②AM/FMラジオ

③サイレン機能

※単4乾電池×3本使用（別売）

AM/FM
ラジオ

ＬＥＤ
ライト

サイレン
乾電池
使用

標準価格：2,000円

ポケットラジオライト 96

SY1447-4

【10年ほったらかしでも大丈夫！？】

従来の手回しラジオで使用しているリチウム電池やニッケル水
素充電池の場合、完全放電する前に追い充電を行う必要があ
りましたが、本商品はパソコン等のバックアップ電源として実績
があり、 10年間機能を保持するといわれるスーパーキャパシ
タ（電気二重層コンデンサ）を 採用しました。

※メーカー保証は1年となります

スーパーキャパシタ採用で10年間の長期保管が可能に

ECO-5 ECO-3

本体サイズ 105×38×H66mm 104×46×H66mm

重量 165ｇ 180ｇ

ラジオ

ライト

サイレン 無し 有り

携帯電話充電 手回し（リアルタイム充電） 手回し（蓄電池※容量は少量）or乾電池

電源①

電源② ー 単4乾電池×2本（別売）

付属品

・スマートフォン接続コード×１（USB⇔ﾏｲｸﾛUSB）

・携帯電話接続プラグ×１（ガラケー用）

※ﾏｲｸﾛUSB以外のスマートフォンへの充電は、

お手持ちのUSB⇔該当端子のｹｰﾌﾞﾙで行えます。

・スマートフォン接続コード×１（USB⇔ﾏｲｸﾛUSB）

・携帯電話接続プラグ×１（ガラケー用）

・ストラップ×１

※ﾏｲｸﾛUSB以外のスマートフォンへの充電は、

お手持ちのUSB⇔該当端子のｹｰﾌﾞﾙで行えます。

AM/FM（FM用ロッドアンテナ付）

白色LED

内臓電池：電気二重層コンデンサー（2.7V 10F）

AM/FM
ラジオ

ＬＥＤ
ライト

サイレン
乾電池
使用

標準価格：3,800円

備蓄ラジオECO-5

SY1447-1

標準価格：5,980円

備蓄ラジオECO-3

20

SY1447-2

手回し
充電

携帯電話
充電

AM/FM
ラジオ

ＬＥＤ
ライト

手回し
充電

携帯電話
充電

■ケース入り数：20個

■ケースサイズ：360×310×H460mm

■ケース入り数：20個

■ケースサイズ：360×310×H460mm

20

標準価格：3,200円

ダイナモFMラジオLEDライト 60

SY1447-3

■機能：

①LEDライト

②FMラジオ（ﾜｲﾄﾞFM対応）

③サイレン機能

④携帯電話充電

■商品サイズ：55×145×H45mm（箱入）

■商品重量：約180g■ケース入り数：60個

■ケースサイズ：590×330×H185mm

付属品：USB⇔ﾏｲｸﾛUSBｹｰﾌﾞﾙ

※ﾏｲｸﾛUSB以外のスマートフォンへの充電は、お手持ちのUSB⇔該当端子

のｹｰﾌﾞﾙで行えます。

サイレン
乾電池
使用

FM
ラジオ

ＬＥＤ
ライト

手回し
充電

携帯電話
充電

乾電池
使用

ﾜﾝｾｸﾞ
TV

ＬＥＤ
ライト

手回し
充電

携帯電話
充電

AM/FM
ラジオ

標準価格：15,000円

3.2インチ 手回し充電ワンセグテレビ 20

SY1447-5

■商品サイズ：140×40×H97mm（化粧箱：140×60×H195ｍm）

■商品重量：約525g ■ケース入り数：20個■ケースサイズ：320×310×H430ｍｍ

■バッテリー容量：2000mAh

■充電方法：①手回し②USB③AC

④単3乾電池×4本（別売）

【付属品】①ACアダプタ

②本体充電用USBｹｰﾌﾞﾙ（USB⇔USB TypeC）

③ステレオイヤホン



情報収集/携帯電話充電
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携帯電話は災害時における重要なライフラインの一つです

標準価格：3,980円

大容量コンパクトモバイルバッテリー10000mAh

MB-GB10000（WH/BK） 20

SY1448-1

■商品サイズ：64×23×H91mm （箱サイズ：93×26×H184ｍｍ）

■商品重量：約174g ■ケース入り数：20個■ケースサイズ：233×325×H226ｍｍ

【2台同時充電可】ハイパワー充電 出力最大2.1A

USB-A to USB Type-Cケーブル付属 (ケーブル長約30cm)
【特徴】

●USB Type-Cポートを使って2台同時充電も可能です。

●電池には高分子リチウムポリマーを使用。約500回繰り返し使用する事ができます。

●この容量でこの軽さ！快適に持ち運べます。

●バックやポケットにすっぽり収まるコンパクトサイズ

●バッテリー残量の目安がわかるLEDインジケーター付き

WH：ホワイト BK：ブラック

■商品サイズ：63×19×H78mm（箱サイズ：75×20×H180mm）

■商品重量：約34g（電池は含まず）

■ケース入り数：80個 ■ケースサイズ：280×468×H183mm

標準価格：1,080円

乾電池式モバイルチャージャー

BJ-USBNB（WH/BK）
80

SY1448-2

■商品サイズ：85×20×H180mm（箱入）

■商品重量：約23.5g

■ケース入り数：100個 ■ケースサイズ：340×570×H205mm

標準価格：2,280円

3in1 microUSBケーブル 1m

UKJ-LMC50（RD/BL/SL/BK） 100

SY1448-3

乾電池が液漏れした場合、機器をダメにしてしまう場合があります。

乾電池と機器は別々に備蓄される事を推奨いたします。

■出力電圧：5.0V/1A

■コネクター形状：USB2.0A(オス)/Lightning（Mfi)/USB Tpye-C(オス)/microUSB

■充電出力：Lightning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4A

■ケーブル長：約100cm

1本で、ライトニング（MFi）/ﾏｲｸﾛUSB/USB Type-Cに対応

１本６役！懐中電灯、モバイルバッテリーとしても。

■商品サイズ：35×35×H242mm（箱入）■商品重量：約280g

■ケース入り数：20個 ■ケースサイズ：272×260×H195mm

標準価格：7,980円

20

SY1448-4

エマージェンシーランタンライト HUG-E250A



情報収集/携帯電話充電 ※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。
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-49- ※価格は全て税抜き表示となります

携帯電話は災害時の重要なライフラインの一つです

AC100V
×2口

USB
×12口

【製品の特長】
①USB出力×12口
…ハブ（別売）を使用する事で最大60台もの携帯電話を充電する事が可能

②安心の日本製基盤を使用
…日本製の保護回路ICを搭載、高温と過充電からバッテリーを守ります。

③いざという時にほぼフル残量で使用が可能
…コンセントに繋いだままの場合、100％まで充電されると通電をカット、

残量95％まで減ると再び充電が開始されます。
（おおよそ1か月で5%が自然放電されます）
※メーカー推奨ではありません。

④小型軽量
…小型で軽量な為、必要な時に必要な場所へ持ち運びできます。

標準価格：150,000円

ポータブルリチウムイオンバッテリーHUG-400A 1

SY1449-1

■商品サイズ：223×148×H284mm■商品重量：約5.3ｋｇ ■ケース入り数：1台

■ケースサイズ：365×265×H450ｍｍ

通常家庭用AC100Vからの充電が、満充電で約７時間に対し、
ソーラーパネルの場合約6〜8時間(天候により変動)と、
家庭用電源と遜色ございません。
・出力「Pmax」100W
・出力動作電圧「Vmp」18.0V±1.8V
・出力動作電流「Imp」 5.56A(Max)
・使用可能温度： -40〜85℃
・変換効率：約23%

HUG400A専用ソーラーパネル

標準価格：49,800円

ソーラーパネルPR-SOLARPANEL-100 1

SY1449-2

■商品サイズ：折畳み時 600×580×18mm / 展開時 600×1160×9mm

■商品重量：約2.4ｋｇ ■ケース入り数：1台

■ケースサイズ：600×640×厚43mm

大容量リチウムイオンバッテリーHUG-5100BK 1

SY1449-3

蓄電容量

390Wh
蓄電容量

5100Wh

標準価格：298,800円

ソーラーパネルPR-SOLARPANEL-200 1

SY1449-4

通常家庭用AC100Vからの充電が、満充電で約8.5時間に対し、
ソーラーパネルの場合約8〜9時間(天候により変動)と、
家庭用電源と遜色ございません。
・出力「Pmax」：200W
・出力動作電圧：「Vmp」：100V
・出力動作電流：「Imp」： 1.89A(Max)
・使用可能温度： -20〜60℃
・変換効率：約22-25%

■商品サイズ：折畳み時575×560×46mm / 展開時2220×575×5mm（1枚あたり）

■商品重量：約6ｋｇ（1枚あたり）×3枚 ■ケース入り数：1式

■ケースサイズ：615×190×H675mm

12口のUSBポート

搭載の蓄電池

■商品サイズ：：637×290×H689mm■商品重量：約80ｋｇ ■ケース入り数：1台

■ケースサイズ：675×395×H788mm

標準価格：980,000円

4口コンセント

大容量蓄電池

HUG5100BK専用ソーラーパネル

※3枚一組での販売となります

HUG-400A
（蓄電容量：390Wh）

HUG-5100BK
（蓄電容量：5100Wh）

スマホ 約33回分 約429回分

ノートPC 約20回分 約244回分

デスクトップ 約1時間 約14時間

通電カット  100％時 100％時

95％時 99％時

（約1ヵ月で5％放電） （約1ヵ月で1％放電）

各種電化製品　使用時間/使用回数目安

※ご利用の機種により大幅に異なります。

通電カットと再通電目安

再通電

※メーカー推奨ではありません
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携帯電話は災害時における重要なライフラインの一つです

■商品サイズ：92×28×H170mm

（箱サイズ：124×44×H240ｍｍ）■商品重量：約520g

■ケース入り数：24個 ■ケースサイズ：480×260×H275mm

標準価格：50,000円

ポータブル蓄電池 エネポルタ 4

SY1450-1

AC100V
３芯

AC100V
２芯

DC5V
USB（2口）

コンパクト設計

いつも使っている物をいつも通り使える蓄電池（200Wの家電を約1時間動かせる）

【使用可能時間目安】

LED照明（20W）⇒7時間/液晶テレビ（70W）⇒2.5時間

スマートフォン充電（2000mA）⇒約10回

【付属品】

ACアダプタ/電源コード/取扱説明書

標準価格：19,800円

エネポルタ用ソーラーパネル 4

SY1450-2

・最大出力：60W
・出力動作電圧/電流：DC：18V 3.33A、USB：5V 2.1A
・使用可能温度：-20～65℃
・変換効率：約23%
・内容品：本体、DCケーブル、3-in-1ケーブル、取扱説明書

エネポルタ用のソーラーパネル

■商品サイズ：240×86×H140mm（化粧箱：340×130×H200ｍm）

■商品重量：約2.5kg（付属品込：3.5kg）■ケースサイズ：540×355×H215mm

■商品サイズ：左記に記載（個装箱：385×52×H360ｍm）

■商品重量：約4kg■ケースサイズ：395×218×H380mm

標準価格：4,980円

照明付きソーラー＆20000mAhモバイルバッテリー充電器

24

SY1450-3

20000mAh タイプ MB-SO20000（RD/BL）

標準価格：3,480円

24

SY1450-4

10000ｍAhタイプ MB-SO10000（BK/BL）

■商品サイズ：88×18×H170mm

（箱サイズ：124×39×H240ｍｍ） ■商品重量：約260g

■ケース入り数：24個 ■ケースサイズ：480×240×H270mm

RD(ﾌﾞﾗｯｸ＆ﾚｯﾄﾞ） BL(ﾌﾞﾗｯｸ＆ﾌﾞﾙｰ）

■防水規格：IPX4

■2台同時充電を可能とするUSB-A/Type-Cポートを搭載

BK(ﾌﾞﾗｯｸ） BL(ﾌﾞﾗｯｸ＆ﾌﾞﾙｰ）

■防水規格：IPX4

■2台同時充電を可能とするUSB-A×2ポートを搭載

ソーラー＆10000mAh薄型モバイルバッテリー充電器
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ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

-51-

携帯電話は災害時における重要なライフラインの一つです

標準価格：4,980円

ポータブルソーラー充電器５Ｗ

AJ-SOLAR5W（OR/BK/CF） 20

SY1451-3OR：オレンジ

太陽光で即充電

約2時間でスマホフル充電
14Wモデル/USBポート×2口

約3時間でスマホフル充電
7Wモデル/USBポート×1口

約5時間でスマホフル充電
5Wモデル/USBポート×1口

■ケース入数：20個■ケースサイズ：250×330×H275ｍｍ

BK：ブラック CF：カモフラ

OR：オレンジ BK：ブラック CF：カモフラ

標準価格：5,980円

ポータブルソーラー充電器７Ｗ

AJ-SOLAR7W（OR/BK/CF） 20

SY1451-2

■ケース入数：20個■ケースサイズ：250×383×H273ｍｍ

標準価格：7,980円

ポータブルソーラー充電器１４Ｗ

AJ-SOLAR14W（OR/BK/CF） 10

SY1451-1

■ケース入数：10個■ケースサイズ：246×505×H190ｍｍ
OR：オレンジ BK：ブラック CF：カモフラ



その他 持出用品

※価格は全て税抜き表示となります-52-

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

石巻市出身である中井正義さんも被災された一人でした。

長期にわたる避難所での生活を経験し、本当に必要だった物をご本人が選びセットに致しました。

いざという時すぐに持ち出せるよう、箱には取っ手がついています。

2011年3月11日。東日本大震災での経験を経て

■収納化粧箱サイズ：290×125×H205mm

■重量：約2.8kg

■ケース入り数：無し

■ケースサイズ：数量に応じて

レギュラー ミニ

1枚 -
1枚 1枚
10回分 5回分
1個 1個
1双 -
1枚 -
1本 -
1缶 -
1袋 -
1個 -
1組 1組
1袋 1袋
2袋 2袋
1個 -
1袋 1袋
1本 1本
1箱 1箱
1枚 -
1本 1本
- 1本⑳13徳万能ナイフ：何かと重宝する機能満載です。

【本当に必要だった内容品】

①エアーマット：空気を入れて膨らませます。直接床に寝るのは体が痛くなりますし、体温を奪われてしまいます。
②アルミブランケット：アルミ蒸着PET製。風を通さない為体温保持に役立ちます。

④手回し充電ラジオライト：ライトやラジオはもちろん、手回しで携帯電話の充電も可能です。

内容品

⑲食品ラップ：断水時、食器にかける事で食器を洗う必要がなくなります。包帯や三角巾の代わりとしても使用できます。

⑤革手袋：軍手より強度が強く、風も通しずらいので防寒対策用としても重宝します。
⑥日本てぬぐい：タオルと比べ、吸水性や速乾性に優れています。
⑦保存水（500ml）：製造より5年保存が可能です。

⑨アルファ化米：水かお湯を入れるだけでおいしいご飯が食べられます。製造より5年保存が可能です。
⑩長期保存クッキー：空腹時には重宝します。
⑪サージカルマスク（3枚組）：粉塵や感染症対策に。
⑫ゴミ袋（45L×８枚）：ゴミを捨てる事はもちろん、衣類をまとめたりするのにも大変役立ちます。
⑬ポケットティッシュ：6枚入り
⑭呼子笛：救助を呼ぶ際に役立ちます。人が声を出し続けるのには限界があります。

③簡易トイレ：便袋と凝固剤のセット。災害時の断水時に便器にかけて使用します。

⑧缶入ソフトパン：焼きたてのようなおいしいパンです。製造より5年間保存が可能です。

⑱給水袋（3L)：給水車が来たとき、給水を受けるのに役立ちます。

⑮ウェットティッシュ：10枚入り
⑯ボールペン：自分の居場所を書置きしたり、身内の状況をメモしておくのに役立ちます。
⑰絆創膏（18枚入）：Mサイズ×10枚、Sサイズ×8枚入り

3.11東日本大震災 被災者が選んだ防災セット

標準価格：9,800円

－

SY1452-1

※セットの内容品は、廃番等やむを得ず急遽同等品に変更させて頂く場合がございます。

3.11東日本大震災 被災者が選んだ防災セット ミニ

標準価格：5,800円

－

SY1452-2

■収納化粧箱サイズ：209×158×H155mm

■重量：約1.5kg

■ケース入り数：無し

■ケースサイズ：数量に応じて

被災者が選んだ防災セット 被災者が選んだ防災セット ミニ



その他 持出用品

※価格は全て税抜き表示となります-53-

日本防炎協会認定品

・難燃素材の持出袋です。
・付属の水タンクをセットすることで

給水リュックサーバーとして。
・空気を入れることでエアー枕として。
・夜でも安心な反射板付き

■本体材質：防炎塩化ビニール
■本体サイズ500×430mm
■本体重量：400g
■ケース入り数：無し
■ケースサイズ：数量に応じて

※バッグ（給水タンク付）のみの販売となります。 ※バッグのみの販売となります。

お年寄りや女性でも背負って手軽に水の運搬が可能

非常用持出袋１０Ｌ給水タンク内蔵

標準価格：3,600円

－

SY1453-3

VIAGGIOリュックサック＃7077

標準価格：1,800円

25

SY1453-5

反射材付き非常用持出袋

標準価格：500円

240

SY1453-4

※防炎製品ではありません。

・反射材がついていますので、

暗い場所でも目立つ事ができます。

・ナップサックタイプ

・住所・氏名・緊急避難場所記入欄有り

■本体材質：ポリエステル

■本体サイズ：340×440mm

■本体重量：70g

■ケース入数：240枚（12枚入/袋×20袋）

■ケースサイズ：510×390×H355mm

※バッグのみの販売となります。

↑反射材付きです

※セットの内容品は、廃番等やむを得ず急遽同等品に変更させて頂く場合がございます。

ヘルメット＆帰宅支援セット
適切な場所で備蓄する必要があります。

ヘルメットは基本的に地震の最中に被るものです。

その為、各従業員から近い場所に無くてはなりません。

帰宅支援グッズと一緒に各従業員のデスクで

保管する事で備蓄スペースの問題も解決します。

ヘルメットin帰るバッグ

標準価格：6,800円

4

SY1453-1

■商品サイズ：約W300×D210×H450mm■商品重量：約1.5kg

■ケース入り数：4セット■ケースサイズ：470×540×H250mm

・専用ショルダーバッグ（ワンショルダー）

・ABSヘルメット（白）

・マスク

・圧縮軍手＆タオル

・非常用ブランケット

・非常用飲料水（５００ｍｌ・製造より５年保存）

・スマートクッキー（プレーン・製造より５年保存）

・簡易救急セット（絆創膏/ワンタッチ包帯/綿棒/コットンパフ）

・レインコート

・コンパクトイレクリーン1（簡易トイレ１回分）

◆内容品◆

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

フックで吊下げる椅子に取り付ける

反射シート付

ｻｲﾄﾞﾎﾟｹｯﾄ付

カスタマイズ可能

帰るバッグ（バッグ単品）

標準価格：2,500円

30

SY1453-2

普段使いできるようなリュックで備蓄

【全8色】
ブラック/ネイビー/カーキ/ブルー/レッド/パープル
オレンジ/カモフラージュ
■本体素材：ポリエステル
■本体サイズ：320×470×D130mm 
■本体重量：約460ｇ
■ケース入数：25枚
■ケースサイズ：460×500×H320mm

■ケース入り数：30枚■ケースサイズ：500×400×H500mm



その他 持出用品

※価格は全て税抜き表示となります
-54-

標準価格：38,000円

ノーパンク折畳自転車 MG-G206N 1

SY1454-1

■材質：スチール(リム：アルミ合金)

■タイヤ：20インチ

■変速：シマノ製6段変速

■サイズ： 約W147×D56×H100cm

約W83×D40×H58cm（折畳時）

■重量：約１８kg

■ケース入数：1台

■ケースサイズ：W840×D380×H640mm

その他御社オリジナルの防災セットも作れます。

・予算が決まっているのにいいセットが見つからない。

・欲しいセットはあるのに不要な物が入っている。 etc…

このようなお話しをよくお聞き致します。

弊社では数百種類の防災セットを作ってきた実績がございます。

『予算○○円でこんな商品が入った防災セットが欲しい』

↑このようなご要望がございましたらお気軽にお問い合わせください。

勿論、当カタログに掲載されている既存のセットをカスタマイズする事も可能です。

【過去に作ったオリジナル防災セットの一部】

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可



感染症対策

※価格は全て税抜き表示となります-55-

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

エタノール濃度：72.3w/w%（約80vol%））

手指消毒液『ヒビスコールSH』

詰め替え5Ｌボトル

標準価格：16,500円

3

SY1455-1

1L噴射ポンプ付

標準価格：3,690円

10

SY1455-2

1L機器用

標準価格：3,630円

10

SY1455-3

500ml噴射ポンプ付

標準価格：2,200円

10

SY1455-4

150mlスプレーボトル

標準価格：1,210円

40

SY1455-5

50mlスプレータイプ

標準価格：550円

80

SY1455-6

■商品サイズ：209×120×H293mm

■ケース入り数：3本

■ケースサイズ：372×216×H314mm

■商品サイズ：96×86×H173mm

■ケース入り数：10本

■ケースサイズ：444×202×H230mm

■商品サイズ：75×75×H169mm

■ケース入り数：10本

■ケースサイズ：380×159×H220mm

■商品サイズ：96×86×H173mm

■ケース入り数：10本

■ケースサイズ：435×205×H189mm

噴射量：約３ｍｌ/回

噴射量：約３ｍｌ/回 噴射量：約0.1ｍｌ/回

■商品サイズ：φ46×H169mm

■ケース入り数：40本

■ケースサイズ：267×218×H194mm

噴射量：約0.1ｍｌ/回

■商品サイズ：φ36×H112mm

■ケース入り数：80本

■ケースサイズ：384×310×H135mm

ウォシュボン250ml

標準価格：500円

24

SY1455-7

■商品サイズ：101×60×H156mm

■ケース入り数：24本

■ケースサイズ：518×318×H182mm

ウォシュボン詰め替え220ml

標準価格：320円

24

SY1455-8

■商品サイズ：105×58×H175mm

■ケース入り数：24袋

■ケースサイズ：384×310×H135mm

コロロ1Lポンプ付

標準価格：3,630円

6

SY1455-9

■商品サイズ：98×94×H224mm（箱サイズ）

■ケース入り数：6本

■ケースサイズ：312×202×H239mm

噴射量：約1ｍｌ/回

【医薬部外品】
手洗い用石鹸液

【医薬部外品】
手洗い用石鹸液

【指定医薬部外品】
うがい薬

【指定医薬部外品】
手指消毒液



※価格は全て税抜き表示となります-56-

※商品名横の 内の数字はケース入数を表した数字となります。

ケース割れ（1つから）出荷可 ケース割れ出荷不可

熱中症対策 ※その他、多種取り扱いございますので詳しくはお問い合わせ下さい。

■商品サイズ：φ66×123mm（ﾀｵﾙ：800×300mm） ■商品重量：約105g（ﾀｵﾙ：40g）

■ケース入り数：100個 ■ケースサイズ：700×350×H260mm

熱中症対策キットBR-510

標準価格：4,200円

1

SY1456-3

■商品サイズ：240×140×マチ140ｍｍ■商品重量：約1220g

■ケース入り数：1ｾｯﾄ ■ケースサイズ：既存箱無し

水に浸して、軽く振るとひんやり冷たくなります。

No. 品名 数量
1 収納用ポーチ 1枚
2 熱中症予防カード 1枚
3 瞬間冷却パック 4個
4 ｶﾗﾋﾞﾅﾎﾞﾄﾙ入ｸｰﾙﾀｵﾙ 1個
5 塩タブレット 1袋
6 熱中対策水　500ml 1本
7 保存水　500ml 1本

高機能冷感タオル ビタクール

標準価格：1,500円

100

SY1456-4

【キビキビとは？】
サトウキビ由来の発酵アルコールを使用し、
天然由来の保湿成分を配合した
手にやさしい消毒剤です。

消防法上の危険物に該当しないため、
保管等の制限を受けず備蓄にも便利です。

手がベトつかず、
消毒作業も容易で、
直ぐに次の作業に移れます。

【指定医薬部外品】
手指消毒液

キビキビ1L噴射ボトル

標準価格：2,500円

10

SY1456-1

■商品サイズ：245×D125×H214mm

■ケース入り数：4本

■ケースサイズ：435×D265×H258mm

キビキビ 詰め替え4Ｌ

標準価格：9,300円

4

SY1456-2

■商品サイズ：78×91×H207mm

■ケース入り数：10本

■ケースサイズ：400×250×H255mm
グルコン酸クロルヘキシジン液0.1%
添加物として発酵アルコール65%

サトウキビ由来の手指消毒液『キビキビ』

その他、各種感染対策商品の取り扱いがございます。

時期等によりご案内できる商品が異なりますので、担当者へお問い合わせ下さい。

非接触式温度計N95マスク不織布マスク 手指消毒ジェル フェイスシールド サーモカメラ

※上記はあくまで一例となります。

感染症/熱中症対策



・印刷の関係で、実際の商品と画像が多少異なって見える場合がございます。

・掲載商品の仕様及び価格、外観は予告なく変更する場合がございます。

災害伝言ダイヤル【171】の使い方

伝言を
聞く場合

【１】を
プッシュ

【２】を
プッシュ

伝言を録音
する場合

【３】を
プッシュ

【４】を
プッシュ

災害伝言ダイヤル【171】の使い方

伝言を
聞く場合

暗証番号を
使用する場合

災害用の電話番号を
市外局番からプッシュ
[伝言を録音する]

■録音時間：30秒以内
■録音保存期間：48時間
■1電話番号につき：10件

プッシュ回線の場合、
「こちらでも無事です」
等追加伝言もできます。
（規制された場合出来ない事もありま
す）

他人に聞かれる事なく、
特定の人どうしで利用出来る

伝言を録音
する場合

2

詳しい資料・お問い合わせはこちらまで


