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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5～6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

自助自助

公助公助

共助共助
・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

P25へ

P12へ

P19へ

P17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（オレンジ味・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）

・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
SY0901-1

SY0901-2

※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

帰るポーチに同梱可能

踏み抜き防止インソール

フットレスキュー

（Lサイズ）　標準価格：1,280円 100
SY0901-1

SY0901-2
（Mサイズ）　標準価格：1,280円 120

■商品サイズ：113×300×厚8ｍｍ（L)/113×280×厚8ｍｍ（M)

■商品重量：約125g（L)/80ｇ（M)■ケース入り数：100足（L）/120足（M）

■ケースサイズ：420ｘ320ｘH260ｍｍ（ML共通）

NEW

靴のサイズに合わせてカット、靴の中に入れるだけ

JIS　T8101（安全靴）に適合した

耐踏貫性を保有している為、
靴底から釘やガラス片などが
貫通するのを防止します。

POINT1

足裏にフィットしやすいインソールです。
金属を使用しない樹脂素材の為、
従来のものより軽く、歩行時の違和感
や疲れを軽減します。

POINT2

カスタマイズ可能



内容品を入れ替える

電池式ラジオライト（Ｐ２６参照）

その他商品を追加する

例えば．．．

缶入りソフトパン（Ｐ２２参照） 安価な缶入カンパン

（Ｐ２３参照）

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（Ｐ１７参照）

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：４４０円（Ｐ１５参照）

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（Ｐ２６参照）　
　（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

（Ｐ２５参照）

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 海鮮おこわ 五目ご飯
付属品
付属品
付属品

調理用水500ｍｌ　×　2本（６食分）
発熱剤　×　8回分（※実質6回分）
ウェットティッシュ（１０枚入）

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

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。

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

SY0903-1

6

※↑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。

※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。



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
SY0904-1

※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】

○　平バール（900mm）　×1本

○　軍手　×2双

○　防塵マスク　×2枚

○　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：50kg

-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
SY0905-1

災害救助本部用工具セット
標準価格：105,000円

1
SY0905-2

※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。



ＥＭＥＲＧＹ単品シリーズ

※価格は全て税抜き表示となります-6-

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

【使用方法】

■内容品：発熱用皿×１ヶ、調理用皿×３ヶ

　　　　　　 発熱剤×３ヶ、添加水×３ヶ

・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）

・約230gの容量まで対応

※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20　■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：145×90×H250mm（ヘッダー含む）　■商品重量：165ｇ　■ケース入数：30個　■ケースサイズ：610×410×H390mm

■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

－
SY0906-1

発熱機能付容器

ホットどんぶり（３回セット）

標準価格：980円

30

SY0906-2

圧縮タオル＆軍手

標準価格：420円

160

SY0906-3
コンパクトゴミ袋

標準価格：180円

50
SY0906-4

※容器は角形になります



事　前　の　備　え

※価格は全て税抜き表示となります-7-

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
SY0907-1

イーガード　EG90U

標準価格：2,480円

24
SY0907-2

イーフィックスM（2個組）　EF-64V

標準価格：1,780円

24
SY0907-3

イーフィックスL（2個組）　EF-80G

標準価格：4,800円

24
SY0907-4

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



・ABS樹脂製

・厚生労働省検定合格品

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）

-8-

C

D

E

F

A

B

使用交換

ステッカー

【オプション】上記6種類の中から選べます

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
SY0908-5

保護帽用管理ステッカー

標準価格：各260円

－
SY0908-2A〜F

防災頭巾

標準価格：2,980円

－
SY0908-6

子供用防災頭巾

標準価格：2,500円

－
SY0908-7O/B

スモークシャットアウト

標準価格：200円

200

SY0908-8

ABSヘルメットMN-1

標準価格：2,500円

20
SY0908-1

■商品サイズ：W65×H33×D45.3㎜　■商品重量：約55g　

■ケース入数：40個　■ケースサイズ：402×561×258mm

ジェントス　ヘッドライトGD-002D

標準価格：1,900円

40
SY0908-3

■点灯時間（約）：【High】8時間/【Eco】16時間

■照射特性：ワイドビーム

■照射距離（約）：36m（最大時）

■保護等級：防塵・防滴仕様（IP54準拠）

■落下耐久：1m落下耐久

■付属品：ヘッドバンド、テスト用電池

50°可動式ヘッド

ヘルメットホルダーRV0020

標準価格：440円

100
SY0908-4

ヘルメットにヘッドライトを装着する為の補助具

ヘルメットにそのままヘッドライトを装着しようとすると、

滑ってしまう場合が多くあります。

本商品は滑らない様、固定する為の補助具です。
※ヘルメットの形状によっては取り付けられない場合があります。

対
応

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

NEW NEW

NEW

※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

NEW



緊急脱出／救助・救命

※価格は全て税抜き表示となります-9-

※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：13,000円　

1
SY0909-3

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

SY0909-1

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

SY0909-2

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

SY0909-4

■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

NEW

NEW

NEW



・三角巾

・脱脂綿（２０枚入）

・ガーゼ

・伸縮包帯

・清浄棉(９０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（５０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

・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-10-

・・・・・・・・・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

救急箱セット（１０人用）

　　　　　　　　標準価格：　28,000円

1
SY0910-1

２０人用救急セット

　　　　　　　　標準価格：　42,000円

1
SY0910-2

５０人用救急セット

　　　　　　　　標準価格：82,000円

1
SY0910-3

※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-11-

・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 －
SY0911-2

簡易救急５点セット

標準価格：1,000円

－
SY0911-3 標準価格：800円

簡易救急３点セット －
SY0911-4

※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

救急箱セット（５人用）

　　　　　　　　標準価格：　18,000円

1
SY0911-1

標準価格：1,500円

バイオ消臭剤　OE-1 20
SY0911-5

東日本震災でも活躍した液体バイオによる消臭剤

悪臭の元を水と二酸化炭素に分解し、長期間悪臭を防ぎます。

無臭・無香料で生ゴミ、トイレの臭い等、さまざまなニオイ対策にご利用いただけます。

大きな災害時、避難所では大量のゴミが発生し、トイレの水も流れない場合がございます。

そのような場合に本商品が役に立ちます。

東日本震災の際、仮設トイレの消臭対策や水産加工場
での腐敗臭集の消臭等に活躍しました。

■商品サイズ： Ø53×H180mm

■商品重量：約240ｇ　■ケース入数：20本

■ケースサイズ：295×240×H200mm

その高い安全性から、
日本アトピー協会の推
薦品にも選ばれました。

エアゾール式スプレー

NEW

NEW

【内用品】

※5人分の用品が入っている訳ではありません。



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-12-

通勤（通学）先で宿泊する事になった時に

■広げた時のサイズ：約2130×1370mm（厚さ0.012mm）

■折畳み時のサイズ：約80×115×15mm

■商品重量：約50g

■ケース入り数：480枚

■ケースサイズ：370×500×H530mm

コンパクトなアルミ製ブランケット

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

■商品重量：約1.3ｋｇ　■ケース入り数：10枚

■ケースサイズ：580×780×H195mm

■毛布サイズ：1400×2000ｍｍ■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

分厚く、音のうるさくないアルミ製シート

■広げた時のサイズ：約1800×900mm

■折畳み時のサイズ：約170×360×47mm

■商品重量：78g

■ケース入り数：50枚

■ケースサイズ：660×420×H340mm

■材質：アルミ蒸着PET（表）/発泡PE樹脂（裏）

■材質：アルミ蒸着ポリエステル

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。

レジャーシートとしても利用できます。

■使用時サイズ：2060×610×厚50ｍｍ

■パッケージサイズ：150×110×厚25mm

■商品重量：約330ｇ　

■付属品：エアポンプ5本付属/ｹｰｽ

■ケースサイズ：380×270×H250mm

※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

標準価格：1,800円

20
SY0912-1

標準価格：6,000円

10
SY0912-3

圧縮難燃毛布
パック入フリース毛布

標準価格：5,000円

10
SY0912-4

アルミブランケット

標準価格：380円

アルミシート

標準価格：500円

480 50
SY0912-5 SY0912-6

着る布団＆エアーマット 10
SY0912-2 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

マイルディシート

標準価格：27,000円

1
SY0912-7

■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）

NEW

NEW
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本部設営・避難生活

対策本部用組立式テント

３号 ４号

簡単に設置できる！

サイズ：1.5間×2間
　　（2ｍ67ｃｍｘ3ｍ55ｃｍ）
パイプ重量：35Ｋｇ
軒高：2ｍ
棟高：2ｍ80ｃｍ

２号

サイズ：2間×3間
　　（3ｍ55ｃｍｘ5ｍ31ｃｍ）
パイプ重量：60Ｋｇ
軒高：2ｍ
棟高：3ｍ07ｃｍ

サイズ：2間×4間
　　（3ｍ55ｃｍｘ7ｍ07ｃｍ）
パイプ重量：64Ｋｇ
軒高：2ｍ
棟高：3ｍ07ｃｍ

少人数で簡単に組み立てる事ができます。
※名入れ等は別途ご相談下さい。

※価格は全て税抜き表示となります-13-

防災安眠セット

【内容品】
①エアー枕×１個　　　②アイマスク×１個

③耳栓×１組　　　　　　④アルミブランケット×１枚

■商品サイズ：W162×D40×H122mm■商品重量　：約150g

■ケース入り数：20セット■ケースサイズ：330×220×H275mm

災害時会社に宿泊しなくてはいけなくなった。そんな時に重宝します。

※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

1 11

標準価格：880円

防災安眠セット 20
SY0913-1

標準価格：167,000円標準価格：98,000円 標準価格：196,000円
SY0913-2 SY0913-4SY0913-3



■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-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

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

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
SY0914-1

6 投光機用三脚

SY0914-2

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
SY0914-5

ホンダガス式発電機エネポEU9iGB 1
SY0914-4

標準価格：110,000円

ハロゲン投光機セット

標準価格：25,900円SY0914-3

1



■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-15-

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

■電源：単3乾電池×3本（別売）

■高輝度11LED

■約10時間点灯

■商品サイズ：125×69×46mm

■商品重量：約72g　　■ケース入り数：72個

■ケースサイズ：600×590×H430mm

■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

■電源：単1乾電池×4本（別売）

■約50時間点灯

■商品サイズ：φ50×H120mm

■商品重量：約150g　　■ケース入り数：50個

■ケースサイズ：340×370×H320mm

懐中電灯とランタン、点滅灯の３WAY仕様

■電源：単3乾電池×3本（別売）

■商品サイズ：130×80×厚15mm

■商品重量：約59g　　■ケース入り数：100個

■ケースサイズ：510×170×H200mm

■20年未満の長期保存が可能

　　水を入れるまで放電しない為、長期保存が可能

■キレイな水でなくても発電可能

　　H2Oさえ含まれていれば、ジュースや

　　唾液・し尿等でも電力生成が可能

■有害物質を含まない

　　水銀・六価クロム・カドミウム等の有害物質を

　　含まないので、使用後は一般不燃物として廃棄可能

付属のスポイトで水を注入するだけ

■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

水電池NOPOPO3本組

標準価格：600円

10 100 48
SY0915-1 SY0915-2 SY0915-3

LEDランタンライト

標準価格：1,200円

3WAYビームライト

標準価格：1,200円

72 50
SY0915-4 SY0915-5

標準価格：440円

レスキューホイッスル －
SY0915-7

LEDランタン　EX-777XP

標準価格：5,000円

10
SY0915-8

■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

SY0915-6

暖色LED 吊り下げ用フック付

■商品サイズ：φ84×185㎜　■商品重量：817g　　

■ケース入り数：10個　■ケースサイズ：325×530×H250mm

本体認識表示灯付

■電源：単1乾電池×3本（別売）

■使用時間（目安）：約72時間（High）

　　　　　　　　　　　　　約144時間（Eco）

　　　　　　　　　　　　　約240時間（点滅）

■保護等級：IPX4

NEW



本部設営・避難生活

※価格は全て税抜き表示となります-16-

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）

■容量：250g（1本あたり）
■寸法：Φ68×H198mm(1本)
■ＪＩＡ認証マーク取得済

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 

■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：350×565×H370㎜

■商品サイズ：203×68×H198mm

■商品重量：1100g　　■ケース入り数：16組

■ケースサイズ：430×295×H410mm

■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：190×550×H330mm

■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

■商品サイズ：298×198×H246mm（箱入）

■商品重量：2.7kg　■ケース入数：4台

■ケースサイズ：662×494×H293mm

※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

水を使わない歯みがき

■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

標準価格：850円

ドライシャンプー 24
SY0916-4

からだふきふきぬれタオル

標準価格：510円

12
SY0916-5

カセットボンベ式ヒーター

ミセスヒートイヴ（屋内用）

標準価格：11,000円

4

SY0916-8

カセットコンロ

標準価格：5,000円

カセットボンベ（３本組）

標準価格：1,000円

口内清潔ウェットシート100枚入

標準価格：800円

8

16

15

SY0916-7

SY0916-6

SY0916-3

■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）

■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

【特徴】

・カセットボンベ(250g)1本で約3時間20分の使用時間 火力も強く、立ち上がりも早い。

・軽量コンパクト設計で持ち運びやすい。
・電気コード、ガス管不要。
・点火時に電池や電気は不要。
・カセットボンベの採用で利便性が高く、災害時、停電時に非常にも重宝します。
・遠赤外線の輻射熱による暖房のため音は静かで温まりが早い。
・「エコゾーン」にツマミをセットするとガス消費量を抑え燃焼時間を約4時間に延長することができます。

市販のカセットボンベを燃料とした屋内専用ヒーター
■火力：0.9kW(800kcal/h)

■ガス消費量：約70g/h

■連続燃焼時間：約220分

■点火方式：圧電点火方式

■使用場所：屋内限定

■暖房の目安：木造戸建住宅：３畳まで・

　　（理論値） コンクリート集合住宅：４畳まで

■自動安全装置：

　　① 不完全燃焼防止装置

　　② 転倒時消火装置

　　③ 立ち消え安全装置

　　④ 圧力感知安全装置

カセットボンベ

1本付属

NEW

圧縮肌着セット（女性用）

標準価格：1,600円

60

SY0916-2

下着がトランプ大のサイズに圧縮

■商品サイズ：75×115×厚25mm（男性）/ 75×115×厚23mm（女性）■商品重量：約175g（男性用）/165ｇ（女性用）

■ケース入り数：60個　■ケースサイズ：470×255×H150mm（男性）/470×255×H140mm（女性）

NEW

男性用：Tシャツ＆ブリーフセット 女性用：Tシャツ＆ショーツセット

圧縮肌着セット（男性用）

標準価格：1,600円

60

SY0916-1

NEW



※価格は全て税抜き表示となります-17-

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　

　　　・・・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：340×470×H300mm

■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：300×335×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
SY0917-1

標準価格：1,800円

コンパクトイレクリーン１０　（10回分） 50
SY0917-2

標準価格：200円

コンパクトイレクリーン１　（1回分） 500

SY0917-3



※コンビニトイレ（便袋）は、

中に吸水ポリマーシートが入っています。

（約1,000ccの水分を吸収して固めます）

終わった後は燃えるゴミとして処分できます。

男女/大小便　兼用型
防災はもちろん、

アウトドアやレジャーにも最適です。

■商品サイズ：410×600mm（マチ240mm）　■商品重量：35g

■ケース入り数：200枚　■ケースサイズ：550×390×H420mm

非常用トイレ/浄水・給水用品

↓簡易トイレとネットの使用例

■サイズ：約Ｗ３８０×Ｄ４００×Ｈ４０５ｍｍ
■座面サイズ：約Ｗ３８０×Ｄ４００ｍｍ
■耐荷重：約９０kg 

便座部分に便袋を被せる事で
簡易トイレとして利用する事ができます。

■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：330×550×H170mm

■化粧箱サイズ： 350×70×H500mm　

■商品重量：約1.5kg　■ケース入り数：無し

■ケースサイズ：数量に応じて

■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-18-

コンビニトイレ（便袋）１枚

標準価格：330円

200

SY0918-2

簡易トイレ用ネット（洋式用）

標準価格：1,500円

60
SY0918-1

標準価格：4,800円

ワンタッチトイレテント －
SY0918-4

標準価格：4,800円

コンビニトイレ用便座 －
SY0918-3

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

SY0918-5

スーパーデリオス（３００ｍｌ）

標準価格：3,300円

10
SY0918-7

ストロー型浄水器　mizu-Q　

標準価格：2,300円

－

SY0918-6

標準価格：800円

非常用給水袋１０Ｌ 200

SY0918-8

凝固シート内蔵型

NEW



※価格は全て税抜き表示となります-19-

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

■商品サイズ：270×215×厚80mm　■重量：約1.9kg

■ケース入り数：8セット　■ケースサイズ：380×470×H310mm

　　　　　　　　　　　　　これさえあれば大丈夫！安心の非常用備蓄セット製造より５年間保存

安心A4防災キット（スタンダード）

標準価格：4,400円

8
SY0919-1

■ケース入数：50袋入（全種共通）

■ケースサイズ：450×295×H210mm（①～⑩共通）

　　　　　　　　555×415×H240mm（⑪～⑭共通）

　　　　　　　　640×485×H240mm（⑮⑯）

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/191kcal） 50

標準価格：600円

②さば味噌煮

（150ｇ/325kcal） 50
SY0919-3

標準価格：600円

④肉じゃが

（130ｇ/100kcal）50
SY0919-4

標準価格：600円

⑤筑前煮

（90ｇ/75kcal）50
SY0919-5

標準価格：600円

50
SY0919-6

標準価格：600円

⑦さつま芋のレモン煮

（100ｇ/197kcal）50
SY0919-7 標準価格：600円

⑧ポークカレー

（200ｇ/278kcal）50
SY0919-8 標準価格：600円

⑩豚汁

（180ｇ/106kcal）50
SY0919-9

フォーク/耐熱受け皿付 フォーク/耐熱受け皿付

【内容品】

①スマートクッキー（ココア味） ×6個（詳細はP25）

②富士山のおいしい水500ml×2本（詳細はP25）

③コンパクトイレクリーン1×4個（詳細はP17）

④アルミブランケット×1枚（詳細はP12）

ほぼA4サイズの箱に入っていますので、個人デスクや書庫での保管も可能です。

収

納

例

標準価格：500円

⑮わかめうどん

（70.5ｇ/247kcal） 50
SY0919-16 標準価格：500円

⑯らーめん

（70.3ｇ/242kcal） 50
SY0919-17

SY0919-11 標準価格：600円SY0919-10標準価格：600円

⑨牛丼の具

（120ｇ/178kcal）
⑥きんぴらごぼう

（75ｇ/223kcal）

③いわしの煮付

（150ｇ/302kcal）

NEW

NEW

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

カスタマイズ可能

フリーズドライ
スープ/雑炊シリーズ

※別途水または
　　　お湯が必要です

SY0919-2

⑪ミネストローネスープ

（11ｇ/40kcal）

SY0919-12 標準価格：600円

50
⑫中華風たまごスープ

（8ｇ/33kcal）

SY0919-13
標準価格：600円

50
⑬卵ときのこの雑炊

（19.5ｇ/75kcal）

SY0919-14
標準価格：600円

50
⑭豚汁雑炊

（23ｇ/94kcal）

SY0919-15 標準価格：600円

50

乾麺シリーズ
※別途お湯が必要です

NEW NEW NEW NEW



※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
食　糧　・　飲　料　水

ロングキープブレッド

標準価格：500円

50
SY0920-1

標準価格：500円

20
SY0920-5

白がゆ（備蓄用）

標準価格：250円

20
SY0920-4

■商品サイズ： 190×125×厚25mm■商品重量：290g（内容量：280g）　　

■ケース入り数：20袋　■ケースサイズ：436×300×H83mm

製造より５年間保存

【栄養成分（1袋当たり）】
■エネルギー：95kcal
■たんぱく質：1.4ｇ
■脂質：0.3ｇ未満
■炭水化物：22.4ｇ
■ナトリウム：328㎎
■食塩相当量：0.83ｇ

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の合わ
せて最適な精米加工をしたお米を使
用しています。

■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

日本で唯一のハラル認証非常食

※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、

ハラール認証（※）を取得した唯一の非常食です。

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

・・・日本全国の自治体・省庁や病院でも絶大な支持を頂いています。

　　農林水産省指定食品として納入の実績があります。

　　また、横浜市防災フェアでは市民の選ぶ美味しい防災備蓄食品とて入賞も果たしました。

POINT②：水が無くても食べられる驚異の含水率

・・・特殊特許製法により、製造より５年間含水率11%を保ちますので、

　　パサパサして食べづらい・喉が渇くといった事が起こりにくい画期的な非常食です。

　　その食べやすさと栄養価で多くの老人ホームや病院で朝食として採用されています。

POINT③：食後の膨大なゴミの発生が軽減
・・・柔らかい袋に包装されていますので、缶入の製品と比べゴミの量は圧倒的に軽減されます。

【栄養成分（1本あたり）】
■エネルギー：444kcal
■たんぱく質：10.9ｇ
■脂質：13.9g
■炭水化物：69.0g
■ナトリウム：220mg
■食塩相当量：0.56g

■商品サイズ： 130×280×厚さ約45mm

■商品重量：110g（内容量：100g）　　

■ケース入り数：50袋　

■ケースサイズ：520×340×H180mm

非常備蓄用ミキサー粥

標準価格： 285円

50
SY0920-3

本格中華　ほたて粥

標準価格：358円

50

SY0920-2

■商品サイズ： 165×150×底面45mm　■内容量：30g　　

■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：111kcal
■たんぱく質：1.62ｇ
■脂質：0.24ｇ
■炭水化物：25.56ｇ
■ナトリウム：1.5㎎
※必要水量：170～390ml

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

製造より５年間保存

井村屋えいようかん（5本入）NEW

×5本入

【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



食　糧　・　飲　料　水

※価格は全て税抜き表示となります-21-

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

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： 160×150mm（13種共通）

■商品重量：下記参照　　■ケース入り数：50袋（13種共通）

■ケースサイズ：50袋入：420×305×H170mm（13種共通）

　　　　　　　　 15（30）袋入：310×190×H145mm（13種類共通）

※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： 318×310×190mm（10種共通）

■白飯
（100ｇ/270ｇ/170ml/366kcal）

標準価格：280円 標準価格：330円

■わかめご飯
（100ｇ/270ｇ/170ml/358kcal）

標準価格：350円

■五目ご飯
（100ｇ/270ｇ/170ml/368kcal）

505050

SY0921-1 SY0921-2 SY0921-3

15or 15or 15or

標準価格：350円

■鶏そぼろ
（100ｇ/270ｇ/170ml/365kcal）

標準価格：350円

■きのこご飯
（100ｇ/270ｇ/170ml/362kcal）

標準価格：350円

■ドライカレー
（100ｇ/270ｇ/170ml/353kcal）

50 50 50

SY0921-5 SY0921-6 SY0921-7

15or 15or 15or

標準価格：350円

■山菜おこわ
（100ｇ/230ｇ/130ml/363kcal）

標準価格：350円

■海鮮おこわ
（100ｇ/230ｇ/130ml/360kcal）

標準価格：280円

■白がゆ
（41ｇ/251ｇ/210ml/153kcal）

50 50 50

SY0921-9 SY0921-10 SY0921-11

15or 15or 30or

■白飯/白がゆ/梅がゆ・・・標準価格：11,000円

■わかめご飯・・・標準価格：13,500円

■五目ご飯/山菜おこわ・・・標準価格：14,000円

■きのこご飯/ひじきご飯・・・標準価格：14,100円

■海鮮おこわ・・・標準価格：14,600円

標準価格：350円

■ひじきご飯
（100ｇ/270ｇ/170ml/361kcal）

50

SY0921-4

15or

標準価格：350円

■エビピラフ
（100ｇ/270ｇ/170ml/352kcal）

50

SY0921-8

15or

標準価格：280円

■梅がゆ
（42ｇ/252ｇ/210ml/154kcal）

50

SY0921-12

30or

安心米　炊き出しセット 1

【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

約５０食分を箱ごと調理が可能なセットです
製造より５年間保存

品目 内容量 出来上がり量 必要水量
赤飯（SY0921-13)/山菜おこわ（SY0921-14）/海鮮おこわ（SY0921-15） 5kg 11.5kg 6.5L
白がゆ（SY0921-16）/梅がゆ（SY0921-17） 2kg 12kg 10L
白飯（SY0921-18）/わかめご飯（SY0921-19）/五目ご飯（SY0921-20）
きのこご飯（SY0921-21）/ひじきご飯（SY0921-22）

5kg 13kg 8L



食　糧　・　飲　料　水

※価格は全て税抜き表示となります-22-

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。

【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

【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。

・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

■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

24

24

24

SY0922-4

SY0922-5

SY0922-6

【黒豆】標準価格：500円

【ﾌﾟﾁヴｪｰﾙ】標準価格：500円

【あべ川餅】標準価格：440円

50

50

50

SY0922-7

SY0922-8

SY0922-9

【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

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

SY0922-1

SY0922-2

SY0922-3

【カレー味】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　
（おこげ50g、ｺﾝｿﾒ調味粉末1.2g）

■エネルギー：247kcal

【カレー味】
■内容量：51.2g　
（おこげ50g、カレー調味粉末1.2g）

■エネルギー：247kcal

【ぜんざい】
■内容量：145g　
（おこげ20g、ぜんざい125g）

■エネルギー：262kcal

【みそ汁】標準価格：130円

200

200

200

SY0922-10

SY0922-11

SY0922-12

【ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ】標準価格：130円

【卵スープ】標準価格：130円

フリーズドライスープ　シリーズ

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（3種共通）

・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）

【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：18kcal

【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

カップは付属しません カップは付属しません カップは付属しません



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-23-

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

■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：175×190×厚30mm

■商品重量：ご飯240g/あんかけ200g　

■ケース入り数：20個

■ケースサイズ：660mm ×210×H200mm 

※全8種共通

■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

カレーライス(414kcal) すきやき丼(451kcal) きのこ丼(371kcal) 玉子丼(417kcal)

豚丼(391kcal) 豆腐丼(363kcal) 鶏そぼろ玉子とじ丼(426kcal)ハヤシライス(392kcal)

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。

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　■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

SY0923-8 SY0923-9 SY0923-10 SY0923-11

SY0923-12 SY0923-13 SY0923-14 SY0923-15

ミルクビスケット

標準価格：270円

24
SY0923-1

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
SY0923-2 SY0923-3

災害備蓄用クラッカー（70パック入）

標準価格：15,400円

1
SY0923-4

調理不要食（全8種類）

標準価格：550円

20各

製造より５年間保存

■商品サイズ：110mm ×175mm ×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

SY0923-5

SY0923-6

SY0923-7

【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

NEW



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SY0924-1 SY0924-2 SY0924-3

1

標準価格：46,800円
SY0924-4

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SY0924-5 SY0924-6 SY0924-7

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SY0924-8 SY0924-9 SY0924-10 標準価格：46,200円SY0924-11

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：330円 標準価格：350円SY0924-12 SY0924-13 SY0924-14

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

-24- ※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。

NEW

NEW



食　糧　・　飲　料　水

※価格は全て税抜き表示となります-25-

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＝ 260×385×H225mm】【②1L＝255×412×H285mm】【③1.5L＝187×340×H320mm】【④2L＝190×330×H325mm】

②１Ｌ Ca Mg K Na

1.8 1.2 0.86 0.18

100ml中成分表（mg）

PH：8.6　硬度：80.2mg/L　電気伝導率：147.6us/cm　平均波動値：+20.2

中帯には被災時支援情報
をデザイン

表は災害伝言ダイヤル

「１７１」の利用方法を

裏には被災者支援

マークをデザイン

■内容量：480ml　■ケース入り数：24本入■ケースサイズ：410×270×H200mm

製造より５年間保存

アルミ缶なので環境に配慮された商品です

製造より５年間保存

■商品サイズ：65×100×H30mm（箱入）　■商品重量：約80g（内容量：60g）　

■ケース入り数：100個　■ケースサイズ：330×340×H220mm 

■2本（60ｇ）で約300kcalを摂取することができます。

■お子様からお年寄りまでおいしくお召し上がりいただける

　味になっております。甘すぎず飽きないおいしさです。

■手軽にカロリー、栄養が摂れるので忙しい朝にも適しています。

■製造より5年間の長期保存が可能です。

クッキーはアルミパック
されています

スマートクッキー　ココア味

標準価格：350円

100

SY0925-1

レスキューウォーター

標準価格：２００円

24
SY0925-4

富士山のおいしい水　イオン水　

6

24

15

8

【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。

SY0925-5

SY0925-6
【1L】標準価格　：　２３１円

SY0925-7
【1.5L】標準価格　：　３６８円

【2L】標準価格　：　４２０円
SY0925-8

カゴメ　野菜一日これ一本　長期保存用 30
SY0925-3

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

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

■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
SY0925-2

■エネルギー：2500ｋｃａｌ（1箱あたり）

■内容量・・・・500ｇ（9枚入）

NEW

世界28カ国で緊急船舶食糧

として採用されています



■受信周波数：
FM：76～108MHz
AM：520～1620kHz

■電源：単４乾電池２本使用（別売）

■付属品：両耳イヤホン

AM/FM
ラジオ

乾電池
使用

情報収集/携帯電話充電

■商品サイズ：55×23×H93mm（個装サイズ：79×33×H202mm）

■商品重量：約78g　■ケース入り数：60個　

■ケースサイズ：370×345×H270mm

※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

-26- ※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
SY0926-1

　　　　　標準価格：3,600円

ポケットラジオR7-287 60
SY0926-4

■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：1,800円

ポケットラジオライト 96
SY0926-3

■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

使用時間目安 ライト ラジオ
携帯電話

通話
携帯電話
待ち受け

備考

ダイナモ 約40分 約10分 約30〜60秒 約15〜30分 90秒間（180回転）まわした場合

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

■機能：

①３灯LED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
　　※一部ご利用いただけない
　　　機種もございます

(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。

■商品サイズ：125×52×厚42mm（化粧箱：150×60×H50mm）

■商品重量：約120g　■ケース入り数：50個■ケースサイズ：318×298×H298mm

コンパクト設計なので、纏めて備蓄する際や、防災セットに入れるのに最適です。

サイレン

　　　　　標準価格：3,800円

手回し充電ラジオ　ミニライト 50
SY0926-2

携帯電話は災害時の重要なライフラインの一つです

【付属品】
・携帯充電用コネクター（4種）
・携帯充電用ケーブル
・ストラップ
・取り扱い説明書



その他　持出用品

※価格は全て税抜き表示となります-27-

※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

－
SY0927-1

※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

－
SY0927-2

■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

NEW

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-28-
※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。

本棚収納できる　非常用持出セット

①手回し充電ラジオライト×1台

②保存用飲料水（500ml）×1本

③アルファ化米×1袋

④発熱キット（５回分）×1式

⑤簡易トイレ（便袋）×1枚

⑥サイリュームライト×1本

⑦呼子笛×1個

⑧圧縮軍手＆タオル×1個

⑨ポケットティッシュ×2袋

⑩アルミブランケット×1枚

⑪非常用持出袋×1枚

【内容品】

標準価格：7,000円

本棚収納できる非常用持出セット
－

SY0928-1

■収納化粧箱サイズ：295×100×H210mm

■重量：約1.6kg ■ケース入り数：無し

■ケースサイズ：数量に応じて

【内容品】

①保存用飲料水500ml×2本

　　･･･製造より5年保存

②非常食（セブンオーシャンズ）×1箱

　　･･･9食入（2500kcal）

③アルミブランケット×1枚

　　･･･アルミ蒸着PET製

④簡易トイレ×1枚

　　･･･男女/大小便兼用

⑤サージカルマスク×1枚

　　･･･プリーツ3層タイプ

裏面には災害伝言ダイヤル１７１の利用方法や、

生徒への帰宅時の注意事項がデザインされています

■化粧箱サイズ：210×120×H160mm

■重量：約1.9kg

■ケース入り数：8セット

■ケースサイズ：445×250×H345mm

②

③

④

⑤

①

標準価格：4,200円

学校向け　防災キット 8
SY0928-2

※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

カスタマイズ可能



その他　持出用品

※価格は全て税抜き表示となります-29-

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

・難燃素材の持出袋です。
・ポケット付
・リュックタイプ(太いベルト付) 

■本体材質：防炎塩化ビニール
■本体サイズ：500×430mm
■本体重量：210g
■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

－
SY0929-2

非常用持出袋リュック型

標準価格：2,800円

－
SY0929-3

日本防炎協会認定品

反射材付き非常用持出袋

標準価格：500円

240

SY0929-4

※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。

反射シート付

ｻｲﾄﾞﾎﾟｹｯﾄ付

ヘルメット＆帰宅支援セット

椅子に取り付ける フックで吊下げる

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：7,200円

4

SY0929-1

■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）

・防塵マスク

・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（ココア味・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）

・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◆

NEW

※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

カスタマイズ可能



その他　持出用品

※価格は全て税抜き表示となります
-30-

標準価格：30,000円

ノーパンク折畳自転車 FDB20 6S 1
SY0930-1

■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

※上記のように、不測の事態（ウィルスの変異等）に備え、帰るポーチ（別売）と一緒に本セットを社員に渡すのも効果的です。

帰るポーチ

（別売り・１Ｐ参照）の

ポーチに収納、接続が

可能です。

【内容品】体温計/N95マスク/サージカルマスク×2枚/ラテックス手袋×2

　　　　　除菌シート/ごみ袋/対策マニュアル

■商品サイズ：W235×D40×H145ｍｍ

■商品重量　：約150g

※価格は全て税抜き表示となります-31-

展開図

「簡易衛生キット」

・口まわりの空間が確保されるので、口紅写り等を防ぎます。

・頭紐は合成ゴム製で、ゴムアレルギーの心配はありません。

【主な仕様】不織布製（3層構造）/BFE99%以上/PFE99%以上

咳やくしゃみに伴うウィルスの拡散防止に高い効果が期待できます。呼吸が楽なマスクです。

レギュラーサイズ（R）：約17×9.5cm

サイズ比較

水もタオルもいらないすり込み式の消毒用ジェルです
手軽にご使用いただけ、高い殺菌効果を発揮します。

■有効成分：塩化ベンザルコニウム（殺菌作用・デオドラント作用）
■その他成分：安息香酸デナトニウム変性アルコール
　　　　　　　　　（アルコール殺菌剤・誤飲防止の苦味成分）、
　　　　　　　　　カルボキシビニルポリマー・グリセリン（保湿成分）、
　　　　　　　　　精製水ＴＥＡ（吸湿効果、皮膚軟化、エモリエント効果）、
　　　　　　　　　オキシベンゾンスルホルン酸（紫外線吸収剤）
■効能効果：皮膚の清浄・殺菌・消毒

※その他、50ml/1000mlもございます

指定医薬部外品

■商品サイズ：180×100×H120mm（60枚入/R）/155×90×H120mm（60枚入/L&J）

　　　　　　　　　　 120×240×厚5mm（7枚入/R）/117×210mm （7枚入/L&J）

■商品重量：約240g（R）/200g（L&J）/20g（R）/20g（L＆J）■ケース入数：40箱（60枚入共通）/200袋（7枚入共通）

■ケースサイズ：520×390×H510mm（R）/480×350×H510mm（L&J）

　　　　　　　　　　500×320×H425（7枚入/R） /510×330×H360mm（7枚入/L&J）

■商品サイズ：60×85×180mm　■内容量：600ml

■ケース入り数：20本　■ケースサイズ：320×500ｃ×H200mm

■ケース入数：無し

■商品重量　：数量に応じて

■商品サイズ：190×96×H160mm　■商品重量：約300g

■ケース入数：12箱 ■ケースサイズ：410 ×310×H340mm

2009年5月、突如として新型インフルエンザが流行しました。

市場からはマスクをはじめとした対策グッズが姿を消し、「欲しくても手に入らない」という事態に陥りました。
一度ピークが過ぎた後の再流行や、ウィルスの変異による「強毒化」等、まだまだ安心することはできません。

標準価格：2,100円

感染症対策

簡易衛生キット －
SY0931-1

（60枚入）標準価格：1,200円

ドクターサチ　サージカルマスク　

レギュラー

40SY0931-2

SY0931-3 200（7枚入り）標準価格：150円

Ｎ９５規格マスク（２０枚入）

標準価格：7,600円

12
SY0931-6

標準価格：1,700円

20
SY0931-7

60枚入

7枚入

60枚入

7枚入

レディース＆ジュニアサイズ：約14.5×9cm SY0931-4 40（60枚入）標準価格：1,200円

SY0931-5 200（7枚入）標準価格：150円

ドクターサチ　サージカルマスク　

レディース＆ジュニア

指先消毒液ピュアクリーンV　600ml

※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】

（品名）　　　　　　

・バールセット

・救急箱セット（10人用）

・生活用品セット

・主食ほかほかセット

・コンパクトイレクリーン100

・富士山のおいしい水（500ml/24本入）

・富士山のおいしい水（2L/6本入）

・帰るポーチ（帰宅支援セット）

（数量）

１セット　

１セット　

１セット　

３セット　　

１セット　

１ケース

２ケース

７セット

企業備蓄　特選セット

※価格は全て税抜き表示となります

（掲載ﾍﾟｰｼﾞ）

　　5P

　　10P

　　4P

　　3P

　　17P

　　21P

　　21P

　　1P

　　【前提】

帰宅者：７名

本部員：３名（会社に残って復旧作業）

「反射・蓄光ステッカー」

暗いところでは光り、光りが当ると

反射するので停電が起きても

どこに防災用品があるのかすぐに分かります。

「飛散防止フィルム貼ガラス」

地震の時にガラスが飛散する事を防ぎます。

ガラス貼りなので、万が一扉が開かなくても

ガラスを破って中の物を出す事ができます。

「飛び出し防止金具」

地震の時の揺れにより扉が開いたり、

中の物が飛び出す事を防止します。

■キャビネットサイズ

外寸

：W899×D450×H1050ｍｍ

内寸

：W859×D410×H1000ｍｍ

■付属品

・棚板2枚

・鍵（2ヶ）

フロアに据付ける事で、「①社員の防災意識の向上」「②いざという時の迅速な行動」

　　　　　　　　　　　「③企業イメージ（CSR）の向上」　に繋がります。

-32-

※床に直接据付の場合は別途ベース（床板）をお買い求め下さい。（別売：定価　１０，８００円）

収納イメージ

防災キャビネット（ハーフタイプ）

各フロアに１基

　　　　　　　　標準価格：72,700円

※防災セットは含まれません。キャビネットのみの価格となります。

1

SY0932-1

企業防災安心セット
（１０名前後の企業様向け）

　　　　　　　　標準価格：190,000円

　　　　　　　　　　　　　　（キャビネット代込）

これだけあれば大丈夫

1

SY0932-2

※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



・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

詳しい資料・お問い合わせはこちらまで

2


