
防災・感染症対策用品
「関東大震災が起こった日」「伊勢湾台風が起こった月」「台風や天候の崩れが多い二百十日」という3つ
の要素がそろったことから、 9月1日は防災の日、9月は防災月間に指定されました。日ごろから、豪雨や
台風、いつ起こるかわからない地震に備えておきましょう。

受付期間
２０２３年２月２８日まで

￥4,277

２．携帯おにぎり×各50個１．マジックライス・パスタおまとめ
デイリー12食セット×６セット

バランスよく30品目
の野菜を濃縮した野
菜ジュースです!

（190g）×30本【カゴメ】

青菜ご飯、梅じゃこご飯、白飯、
わかめご飯、えびピラフ、パエ
リア風ご飯、五目ご飯、ドライ
カレー、根菜ご飯、カルボナー
ラ、ペペロンチーノ、きのこの
パスタ 各1袋（計12袋）ス
プーン付き

保存期間
５年

各50袋で￥9,504

箱に入っていて保管しやすく、いろいろな味が楽しめます。

備蓄した商品は放置せず、賞味期限が近づいたものから普段の料理に使い、新しいものを追加。
循環することで無駄なく備蓄を続けられます！

３．ポケットワン×60個 ４．レスキューぶどう糖（１包装５粒入）×１００個

６．カロリーメイト ロングライフ２本入
（チョコレート味）×６０個

７．非常食パン（パンデバー）✖20袋

８．レスキューフーズ

５．野菜一日これ一本１９０ｇ

①鮭 ②わかめ ③昆布

お湯または水を入れるだけで、具材の旨みがギュッと詰まったおいしい三角形のおにぎり
が出来上がります。手を汚さずに食べれる３点カット方式です。

保存期間
５年

②わかめスープ①おみそ汁
個包装がそのままカッ
プに。スプーン付きな
ので食器は不要です。

ブドウ糖(100％）のタブレット。吸収が早くすぐにカラ
ダや脳のエネルギー補給になります。お子さまからご高
齢の方まで食べられ、アレルギー対応食の備蓄にも最適
です。

五大栄養素（タンパク質、糖質、脂質、ビタミン、ミネラル）と
食物繊維をバランスよく補給できる、高齢者やお子さまにも食べ
やすい栄養調整食品です。

受注生産品※納期はお問い合わせください。

いつでも簡単に美味しいパンが食べられる

『PAN de BAR』は、
製造・包装方法を工夫
し、微生物や水分活性
の管理を徹底すること
で、５年間の⾧期保存
を実現。非常食以外に
も、アウトドアや海外
旅行の携行食としてご
利用いただけます。

①１日セットカロリーアップ×6

②１日セットスタンダード×6

③一食ボックストマトのスープリゾット×12

④一食ボックスかぼちゃのスープリゾット×12

⑤一食ボックス豆のスープリゾット×12

72食で￥22,867

￥8,554

￥6,178

￥8,813

￥29,077

￥11,177

￥11,177

￥11,177

￥22,964

保存期間５年

￥6,843

白いごはん×3、ビー
フカレー✕1、ビーフ
シチュー×1、牛丼の
素×1、ポテトツナサ
ラダ×2、ウインナー
と野菜のスープ煮×1、
鶏肉うま煮×1、みそ
汁×1、つくねと野菜
のスープ×1、発熱
セット・レンゲ・紙
ナプキン各3

白いごはん×1、おか
ゆ✕1、栗五目ごはん
×1、とりそぼろ×1、
みそ汁×1、ビーフカ
レー✕1、鶏肉うま煮
×1、ウインナーと野
菜スープ煮×1、ポテ
トツナサラダ×1、発
熱セット・レンゲ・
紙ナプキン各３

白いごはん×1、カゴメ野菜たっぷりトマト
のスープ×1、発熱剤・発熱溶液・加熱袋・
レンゲ・紙ナプキン各1

白いごはん×1、カゴメ野菜たっぷりかぼ
ちゃのスープ×1、発熱剤・発熱溶液・加熱
袋・レンゲ・紙ナプキン各1

白いごはん×1、カゴメ野菜たっぷり豆のスー
プ×1、発熱剤・発熱溶液・加熱袋・レンゲ・
紙ナプキン各1

￥１９０.1

￥142.6

￥142.6

￥440.7

￥１１４.1

￥61.8

￥931.4

￥931.4

￥931.4

￥4,846.2

￥3,827.3

￥317.6

発熱剤(モーリアンヒートパック)は火や電気を使わずにいつでもどこでも水を注ぐだけで高温の蒸気を発生させること
ができ、15～20分持続するその高温の蒸気で飲食物を簡単に加熱調理できる画期的な発熱剤です。

保存期間
５年

保存期間３年

保存期間
５年

保存期間
５年

保存期間
５年

№７



１０．備蓄ランタンECO-9９．災害帰宅セットⅡ（A4ファイルサイズ）

￥2,226.4

スーパーキャパシタを採用し
た備蓄用ランタン。乾電池、
手回し充電、ソーラー充電で
使える優れものです。

１３．NewポケラジX １４．録音できるハンド型メガホンAHM-108

１１．LEDヘッドライトGTR-831-D

１７．災害用パック肌着×20セット １８．４層!静音防寒
・防風アルミ寝袋×５

１５．ケンスコ

１２．ポータブルソーラー充電器 AJ-SOLAR7W OR

１６．FK工具セットーⅡ

１９．４層!静音防寒
・防風アルミポンチョ×５

◆ 単３または単４電池３本使用/別売

本体サイズ:約63×51.8×H49.9㎜
重 量:93g（電池含）/IPX4

/防滴仕様
明るさ:80ルーメン
付属品:すべり止め付ヘッドバンド

手回し充電はもちろん、
USBケーブルが付いている
のでパソコンからも充電で
きます。

電源:手回し充電、外部充電
機能:LEDライト、AM/FMラジオ（ワイドFM対応）、緊急サイレン、スマート

フォン・携帯電話へ充電
付属品:携帯電話接続ケーブル
（docomo/au/SoftBank/iPhone/スマートフォン）/USBケーブル

ソーラーパネル出力:最大７W／変換効
率:19％／出力最大５V/1.4A（気候や
気温などの条件により変化します）

内容品:ドライバー×4/精密ドライバー×3/六角棒レンチ×8/9.5㎜角プラグ
ソケット×2/6.35㎜角ソケット×8/9.5㎜角ソケット×7/ドライバービット
セット/コンベックス3ｍ/カッター/ヤスリ/ハクソーフレーム/モンキーレン
チ/ソケットアダプター/エクテンションバー/ウォーターポンププライヤー/
ラチェットハンドル/ネールハンマー/スピナーハンドル/六角ビット×2/へク
スローブビット×6/ビットアダプター/ラジオペンチ
ケースサイズ:355×310×82㎜／重量3.5㎏

◆ 丸ショベルパイプ柄

サイレン音
100㏈(5m)

◀サイズ:1,000×2000㎜
(個装サイズ:90×140×20㎜)
素 材:アルミ蒸着ポリエチレン

▶サイズ:1,000×1,200㎜
(個装サイズ:150×160×15㎜)
素 材:アルミ蒸着ポリエチレン

1.保存水(500㎖)×2 2.ホ
イッスル×1 3.クッキー
(3枚入)×1 4.アルミポン
チョ×1 5.非常用簡易ト
イレ(汚物収納袋＋抗菌性
凝固剤)×1 6.ナップザッ
ク×1 7.マスク×1 8.ポ
ケットティッシュ×1 9.
軍手×1

① 紳士用（S・Lサイズ）
② 婦人用（S・Mサイズ）

▲紳士用

※FAX注文用紙に記入する際、サイズをお選びください。

￥3,520 ￥5,423

￥1,584 ￥5,262

￥5,456
￥5,390

￥2,059 ￥11,880

各￥44,528
￥2,805 ￥3,218
￥561

◆ 単３アルカリ電池（テスト用）1本付属

◆ 単２乾電池 ４本使用/別売

最大20秒の録音ができ、繰り返し再生できます。サイ
レン・録音・再生がワンタッチで切り替えられます。

￥643.6



２６．パルスオキシメーター OX-101

２４．非接触体温計 TO-401

２５．マクセル オゾン除菌消臭器 MXAP-AE400

２７．飛散防止パネルAP900

２９.ノータッチ式ディスペンサー
GUD-1000-PHJ

２０．不織布パック毛布×10枚 ２１．エコクイックマット ２２.非常用あったか寝袋
3点セット×５セット

３１.手指消毒用マルチスタンド
MS-01

２８．イータック 抗菌化スプレーα250㎖✖12個

２３．エマージェンポケット（携帯トイレ）
✕10個

３０.速乾性手指消毒剤
ウィル・ステラＶＨ１L
×10個

●手動式にもノータッチ式に
も使用できるディスペンサー
用のスタンドです。
置くだけで使用できますので、
壁やカウンターに設置できな
い場合に有効です。

◀付属品:スタンド本体（３分
割）ボトル固定金具/トレー/ネ
ジ・ナット類/啓発ラベル1枚。

●手を触れなくて
もセンサーが感知
して石けん液、泡
状石けん液、また
は消毒液を吐出・
噴射します。カギ
付き。

多彩な薬液に対応する
ノータッチ式ディスペンサー

【医療機器分類：管理医療機器】

※管理医療機器
特定保守管理医療機器

付属品：単４電池×2個

画面表示：脈拍数、脈拍幅強度表示バー、脈波波形、血中酸素飽和度
(Sｐ02)電池残量表示
付属品：単４電池×2個(動作確認用)、ストラップ、医療機器添付文書

サイズ:340×110×370㎜(突起部を除く) 重量:
3.8㎏ 使用温度範囲:0～40℃ オゾン発生量:最大
10㎎/h 推奨適用範囲:モード1/約10畳、モード2/
約20畳、モード3/約30畳、AUTOモード10～30畳
付属品:専用電源アダプター

サイズ:W900×D150×650㎜
重量:約2.7㎏ パネル素材:アクリル板(3㎜) 
脚部素材:MDF(ウレタン塗装/白)

内容品:クラフト寝袋(サイ
ズ:幅960×⾧さ1,950㎜/重
量:約380g)/難燃フリース毛
布(素材:ポリエステル、サイ
ズ:1,350×⾧さ1,650㎜/重
量:約480g、(公財)日本防災
協会認定品）/エアマット(エ
アーポンプ付、空気注入後サイ
ズ:630×1,800㎜）

サイズ:約140×200㎝／重
量:約470ｇ／材質:ポリエス
テル・ポリエチレンフィルム

３２．(№29.30.31）
３点セット

持ち運びに便利な
小型・軽量サイズ
です。排泄物を固
め、臭いを数日間
抑えます。

内容品:成人1回分（内容・薬剤(20ｇ)×1個・排便収納
袋×1枚・持ち運び袋×1枚・ポケットティッシュ×1個

●ノンエンベロープウイルスを含む
幅広いウイルス・最近への効果が認
められた消毒剤。（エタノール濃
度:76.9～81.4v/v%)

￥21,560
￥5,390

￥5,305

￥35,200
￥7,040

￥2,156

￥3,553

￥355.3

￥106,480

￥8,624

￥14,868￥17,424

￥11,180 ￥37,343 ￥8,712 セット価格￥56,678

特許成分Etak（持続型抗菌成分）のはたらき
により、ウイルス・菌の付着を防ぐ。

®

®

￥1,239

サイズ:約90×200㎝

￥3,734.3


