
エデュース2022防災用品カタログ

FAX 0120-600-832フリー
コール
通信料
無　料 TEL 0120-600-965フリー

コール
通話料
無　料

ご注文・お問い合わせ

9：00～17：00
（土・日・祝日を除く）

902-318

2022年1月11日（火）～
4月20日（水）17：00まで
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用品カタログ用品カタログ
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入口
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⇒P.8～14
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発電機・蓄電池
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非常用飲料水
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飛散防止用品
⇒P.22
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トランシーバートランシーバートランシーバートランシーバートランシーバー発電機・蓄電池発電機・蓄電池発電機・蓄電池発電機・蓄電池発電機・蓄電池発電機・蓄電池

⇒P.20⇒P.20⇒P.20

防災ずきん・ヘルメット防災ずきん・ヘルメット

トランシーバートランシーバー
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非常用食料品非常用食料品非常用食料品



1

防
災
ず
き
ん

乳幼児にかぶりやすい立体構造設計。
（公財）日本防炎協会 認定品

大明企画

乳幼児用ずきん
 1個   M価     ¥  2,750  (税抜) 

お申込番号 332-276
 ●サイズ／ずきん：230×110×230㎜●材質／ポリエステル
（難燃加工）●対象年齢／0～3才●付属品／専用袋   

耳穴付きで声がハッキリ聞こえます。
（公財）日本防炎協会 認定品

大明企画

セーフティークッションS
 1個   M価     ¥  1,900  (税抜) 

お申込番号 332-277
 ●サイズ／250×300㎜●材質／ポリエステル（難燃
加工）●対象年齢／3～7才   

NPO法人日本アトピー協会推奨品。

右面

左面

（公財）日本防炎協会 認定品

 ●サイズ／270×27×270㎜●材質／
ポリエステル（難燃加工）   

防災クッション カップッチョ M
 1個   M価     ¥  2,100  (税抜) 

お申込番号 332-278

耐衝撃プロテクター内蔵！コンパクトに
折りたためる防災用キャップ。

耐衝撃
プロテクター

DIC

防災用キャップ IZANO
 1個   M価     ¥  3,600  (税抜) 

お申込番号 商品種別

810-236 ① S/M

810-237 ② M/L

 ●適応頭囲／①49～ 56㎝、②57～ 62㎝
●サイズ／収納時：約150×110×75㎜●重
量／215g●（公財）日本防炎協会認定生地使
用●付属品／収納袋   

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

肩まで覆えて炎や衝撃から頭をしっかりガード！
耳穴付きでよく聞こえる！

アルミ防災ずきん
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-279 ①子ども用  1個    ¥  3,150  (税抜)  ¥  1,880  (税込¥  2,068  ) 
332-280 ②大人用  1個    ¥  3,350  (税抜)  ¥  1,990  (税込¥  2,189  ) 
 ●サイズ／①260×440㎜、②270×500㎜●重量／①252g、②288g●材質／アル
ミ加工難燃素材、わた、ポリエステル   

①

②

ゴムバンドは
取り外し簡単！

中綿たっぷり！衝撃にも強い！
（公財）日本防炎協会 認定品
生地は難燃加工素材を使用。

デビカ

防災ずきんアルミ
 1個   M価     ¥  3,300  (税抜) 

お申込番号 332-281
 ●サイズ／260×50×450㎜●重量
／350g●材質／表地：ポリエステル
（難燃アルミ加工）、裏地：アクリル難
燃加工材、芯材：ポリエステル（難燃加
工）、反射材：PVC、ゴムバンド：ポリエ
ステル、ゴムバンドストッパー：ABS
●児童用 

便利な
名札付

（公財）日本防炎協会 認定品
頭部に衝撃
吸収力の高い
クッション材
を使用

生地は
耐熱耐火
アルミ加工
素材使用

 ¥  2,350  
(税込¥2,585) 

 ¥  1,520  
(税込¥1,672) 

 ¥  3,380  
(税込¥3,718) 

 ¥  2,440  
(税込¥2,684) 

 ¥  1,820  
(税込¥2,002) 

デビカ

防災ずきんMT
 1個   M価     ¥  1,650  (税抜) 

お申込番号 カラー

332-282 ブルー

お申込番号 カラー

332-283 ピンク

 ●サイズ／300×60×430㎜●材質／表地・裏地・中綿：ポリエステル100％
●児童用   

 ¥  1,220  
(税込¥1,342) 

デビカ

防災ずきん ハイグレード
 1個   M価     ¥  2,300  (税抜) 

お申込番号 カラー

332-284 ブルー

お申込番号 カラー

332-285 ピンク

 ●サイズ／ 300×60×420㎜●材質／表地・裏地・中綿：ポリエステル
100％●児童用   

 ¥  1,650  
(税込¥1,815) 



2※繁忙期は多少納期をいただく場合がございます。

ヘ
ル
メ
ッ
ト

反射シール付

×5個

収縮式ヘルメット。折りたたむとA4サイズで
薄さ45㎜だから場所をとらずに収納できる。

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

 ●内容／5個●適応頭囲／50～56
㎝●サイズ／収納時：約281×210
×45 ㎜、 組 立 時：約281×210×
132㎜●重量／375g   

加賀産業

オサメットJr（5個）
 1セット   M価       オープン   

お申込番号 カラー

810-238 ホワイト

810-239 オレンジ

 ●内容／5個●適応頭囲／55～64
㎝●サイズ／収納時：約281×210
×45 ㎜、 組 立 時：約281×210×
132㎜●重量／375g   

加賀産業

オサメット（5個）
 1セット   M価       オープン   

お申込番号 カラー

810-240 ホワイト

810-241 オレンジ

収納性に優れた防災用折りたたみヘルメット。子どもから大人までも使える折りたたみヘルメット。

ひもを引くだけで
ヘルメットに早変わり

① ② ③

防災用折りたたみ式ヘルメット。 ずきん付き折りたたみ式ヘルメット。
×10個 ×10個

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品 この商品はご注文日から 約5営業日以内 の

お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

児童用ヘルメット。 深くかぶれて安全性も高い軽量タイプ。
ワンタッチあごひもも付いています。

トーヨーセフティー

安全ヘルメット
 1個   M価     ¥  2,600  (税抜) 

お申込番号 カラー

332-290 白

332-291 黄

 ●適応頭囲／53～61㎝●サイズ／
285×220×155㎜●重量／約356g
●厚生労働省保護帽 検定合格品 

 ¥  2,140  
(税込¥2,354) トーヨーセフティー

児童用防災ヘルメット　
 1個   M価     ¥  3,400  (税抜) 

お申込番号 カラー

332-288 白

お申込番号 カラー

332-289 黄

 ●適応頭囲／48～57㎝●サイズ／253×211×147㎜●重量／約379g
●後頭部反射シール付●厚生労働省保護帽 検定合格品   

 ¥  2,740  
(税込¥3,014) 

イエロー

タタメットズキン3（10個）
 1セット   M価     ¥  38,000  (税抜) 

お申込番号 810-243

 ●内容／10個●適応頭囲／約47～62㎝●サ
イズ／組立時：約235×292×151㎜、収納時：
約332×45×221㎜●重量／約410g●材質
／ヘルメット：PP、防災ずきん：アキレス(株)製
AT-1000   

 ¥  36,200  
(税込¥39,820) 

イエロー

タタメットBCP
プレーンタイプ（10個）
 1セット   M価     ¥  36,000  (税抜) 

お申込番号 810-242

 ●内容／10個●適応頭囲／約47～62㎝●サ
イズ／組立時：約235×292×151㎜、収納時：
約332×35×221㎜●重量／約375g●材質
／PP   

 ¥  33,980  
(税込¥37,378) 

トーヨーセフティー

折りたたみヘルメット ブルーム
 1個   M価       オープン   

お申込番号 カラー

332-286 ホワイト

332-287 オレンジ

 ●適応頭囲／ 52～ 61㎝●サイズ
／収納時：約345×195×80㎜、組
立時：約208×275×145㎜●重量
／約430g   

 ¥  3,730  
(税込¥4,103) 

 ¥  18,800  
(税込¥20,680) 

 ¥  18,800  
(税込¥20,680) 

期間限定品

DIC

防災用ヘルメット
IZANO2ホワイト
 1個   M価       オープン   

お申込番号 810-244

 ●適応頭囲／47～62cm●サイズ
／収納時：約297×222×63㎜、組
立時：約297×222×139㎜●重量
／450g●付属品／収納袋   

 ¥  5,200  
(税込¥5,720) 



3

避
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キ
ャ
リ
ー

2人の子供と一緒に
避難ができる抱っこひも。

緊急災害時に子どもにサッと被せることができて
襟元までしっかりカバーします。

避難用抱っこひもをまとめて収納・
持ち運びできるバッグ。

ひも式タイプの1人用抱っこひも。 抱っことおんぶで使える
1人用腰ベルト付き抱っこひも。

3人の子供と一緒に避難ができる抱っこひも。

新生児を1人寝かせたまま運べる緊急災害時用の寝かせ抱き抱っこひも
防炎

防炎

防炎

防炎 防炎

防炎

防炎

 ●サイズ／収納時：50×30×10㎝、
使用時：58×40×19㎝、ショルダー
ベルト最長：100㎝●重量／約700g
（収納袋含む）●材質／表地：ポリエス
テル（防炎加工）   

日本エイテックス

避難用新生児キャリー
 1個   M価       オープン   

お申込番号 332-292

 ¥  18,000  
(税込¥19,800) 

 ●サイズ／収納時：30×18.5×10㎝、
使用時：47×39㎝、ウエストベルト最長：
120㎝、ショルダーベルト最長：115㎝
●重量／約600g（収納袋含む）●材
質／表地：ポリエステル（防炎加工）
●付属品／ホイッスル   

日本エイテックス

避難用1人抱き
ウエストベルトキャリー
 1個   M価       オープン   

お申込番号 カラー

332-295 オレンジ

332-296 ネイビー

 ¥  12,000  
(税込¥13,200) 

 ●サイズ／収納時：30×18.5×10㎝、
使用時：40×29㎝、ひも最長：135㎝
●重量／約550g（収納袋含む）●材
質／表地：ポリエステル（防炎加工）
●付属品／ホイッスル   

日本エイテックス

避難用1人抱き
ひも式キャリー
 1個   M価       オープン   

お申込番号 カラー

332-293 オレンジ

332-294 ネイビー

 ¥  8,880  
(税込¥9,768) 

日本エイテックス

避難用3人抱きキャリー
 1個   M価       オープン   

お申込番号 332-298
 ●サイズ／収納時：40×31×12㎝、
使用時：60×50㎝、ウエストベルト最
長119㎝●重量／約1000g（収納袋
含む）●材質／表地：ポリエステル（防
炎加工）   

 ¥  30,000  
(税込¥33,000) 

日本エイテックス

避難用2人抱きキャリー
 1個   M価       オープン   

お申込番号 332-297
 ●サイズ／収納時：31×25×12㎝、
使用時：71×44㎝（おんぶ部分）、ウ
エストベルト最長113㎝●重量／約
650g（収納袋含む）●材質／表地：ポ
リエステル（防炎加工）   

 ¥  17,500  
(税込¥19,250) 

 ●サイズ／収納時：23×19×3㎝、使
用時：W62×H39㎝、首回り54㎝
●重量／約155g●材質／表地：ポリ
エステル（防炎加工）   

日本エイテックス

避難用ベビーポンチョ
 1個   M価       オープン   

お申込番号 カラー

332-299 オレンジ

332-300 ネイビー

 ¥  3,800  
(税込¥4,180) 

 ●収納数／ 1人抱きキャリー：6個、
2人抱きキャリー：5個、3人抱きキャ
リー：3個●サイズ／使用時：36×31
×H40㎝●重量／約445g●材質／
表地：ポリエステル（防炎加工）
  ※キャリーは収納バッグに含まれてお
りません。 

日本エイテックス

避難用キャリー収納バッグ
 1個   M価       オープン   

お申込番号 カラー

332-301 オレンジ

332-302 シルバー

 ¥  7,000  
(税込¥7,700) 

ホイッスル付

ホイッスル付



4※繁忙期は多少納期をいただく場合がございます。

避
難
セ
ッ
ト

乳児クラス向け（約5人用）の非常持出セット。

災害時に準備しておきたい品々が予めセットされた
非常持出袋セット。

A4ファイルサイズのBOX入り。 収納スペースを取らない、緊急避難セット。

もしもの為に必要な持物をひとまとめに

幼児クラス向け（約10人用）の非常持出セット。

■セット内容／大型非常持出袋
（日本防炎協会認定品）、食器セッ
ト、救急セットボックス型、簡易
トイレ（5回分）×2、懐中電灯（電
池付）、非常用ローソク（マッチ
付）、緊急ホイッスル、携帯ラジ
オ（電池付）、携帯浄水器、滑り
止め付き軍手、防寒シート、ポン
チョ、折りたたみ式給水容器
10L、簡易カイロ×2、保存タオ
ル×2、ポケットコート、クール
レスキュー、加熱セット×2

■セット内容／非常持出袋（日本防炎
協会認定品）、6way レスキューラジオ、
サバイバルシート、ポンチョ、IDホイ
ッスル、保存飲料水500ml、缶入カン
パン100g、綿棒×4、ポケットティ
ッシュ、ウェットティッシュ、マスク、
すべり止め付軍手、非常用給水バッグ
5L、防災メモ

■セット内容／非常持出袋（日本防炎
協会認定品）、ＦＭ・ＡＭポケットラジオ
（電池付）、LED懐中電灯（電池付）、保存
飲料水 500ml、缶入カンパン 100g
（2缶）、ブルーシート（180× 180㎝）、
非常用ローソク（マッチ付）、非常用給水
バッグ5Ｌ、防寒・保温シート、ポンチョ、
ホイッスル、すべり止め軍手、マスク、
救急セット（傷テープ×5、綿棒×10、
ワンタッチ包帯、ガーゼ、折りたたみ鋏、
ピンセット、爪切り）防災メモ

■セット内容／大型非常持出袋
（日本防炎協会認定品）、レジャー
シート、救急セット、冷却シート×
2、7年保存水500ml × 5、粉
ミルク13g× 10、備蓄用哺乳
瓶×5、加熱セット×5、白がゆ、
紙おむつ（7 ～ 11㎏用）×
44、おしりふき、クリップライ
ト、簡易ライト×5、ポンチョ、
メッセージメモ、モバイルバッ
テリー、カイロ×10

■セット内容／非常持出袋（日本防炎
協会認定品）、缶入カンパン 100g、
保存飲料水500ml、LED懐中電灯（電
池付）、ポンチョ、サバイバルシート、
非常用給水バッグ5L、綿棒×4、
ポケットティッシュ、マスク、すべり
止め付軍手、防災メモ

■セット内容／大型非常持出
袋（日本防炎協会認定品）、レジ
ャーシート、救急セット（BOX
型）、ポケットラジオ、簡易トイ
レ（20 回）、おしりふき、子供
用軍手× 10、子供用マスク×
10、大人用マスク×2、緊急ホ
イッスル、懐中電灯、長期保存ウ
エットティッシュ、アルコールハ
ンドジェル、エコカイロ× 10、
ポケットコート大人用×2、ポケ
ットコート子供用×10、メッセ
ージベスト×2、モバイルバッテ
リー、メッセージメモ

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品 この商品はご注文日から 約5営業日以内 の

お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

角利産業

緊急避難セット KEC－500
 1セット   M価     ¥  5,000  (税抜) 

お申込番号 332-303
 ●サイズ／外装：240×310×85㎜、
非常持出袋：約390×465㎜●重量
／約1350g   

 ¥  3,880  
(税込¥4,268) 

緊急避難セット KEC－1000N
 1セット   M価     ¥  10,000  (税抜) 

お申込番号 332-304
 ●サイズ／外装：240×310×85㎜、
非常持出袋：約390×465㎜●重量
／約1300g   

角利産業

 ¥  7,880  
(税込¥8,668) 

大明企画

非常用持出袋セット Ⅰ
 1セット   M価     ¥  28,500  (税抜) 

お申込番号 810-245

 ●サイズ／外装：410×310×190㎜
●重量／約4㎏
  ※セット商品につき予告なく内容物を変更
する場合がございます。 

 ¥  26,990  
(税込¥29,689) 

 ●サイズ／外装：305×225×240㎜、
非常持出袋：約400×405×70㎜
●重量／約2850g   

緊急避難セット KRA－150N
 1セット   M価     ¥  15,000  (税抜) 

お申込番号 332-305

角利産業

 ¥  11,800  
(税込¥12,980) 

大明企画

非常用持出袋セット 乳児クラス用
 1セット   M価     ¥  28,500  (税抜) 

お申込番号 810-246

 ●サイズ／外装：420×320×390㎜
●重量／約8.5㎏
  ※セット商品につき予告なく内容物を変更
する場合がございます。 

 ¥  25,800  
(税込¥28,380) 

大明企画

非常用持出袋セット 幼児クラス用
 1セット   M価     ¥  31,500  (税抜) 

お申込番号 810-247

 ●サイズ／外装：440×330×215㎜
●重量／約6.2㎏
  ※セット商品につき予告なく内容物を変更
する場合がございます。 

 ¥  28,440  
(税込¥31,284) 
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約980㎜

約310㎜

両手が使える防災リュック

避難時にすぐに持ち出すべき必要最低限の備えに特化した防災リュック！

約25kg程度の収納ができる大型防炎リュック
（公財）日本防炎協会 認定品 （公財）日本防炎協会 認定品

1つのリングを両側から握って、先生1名と
園児12名が1チーム。緊急時の引率にも、
お散歩にも便利なカラフル誘導リングです。

グループでの移動がスムーズに。ジョイントタイプで長くつなげる事もできます。

折りたたみ式のアルミ製リヤカー。ワンタッチで簡単に
折りたため、超軽量で収納・搬送もらくらくです。

この商品はご注文日から 約15営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品 この商品はご注文日から 約10営業日以内 の

お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

非常用持出袋 リュック型
 1個   M価     ¥  3,800  (税抜) 

お申込番号 332-306
 ●サイズ／W400×D70×H405㎜
●材質／防炎アルミックス 

大明企画

 ¥  2,780  
(税込¥3,058) 

大明企画

非常用持出袋 大型リュック型
 1個   M価     ¥  6,200  (税抜) 

お申込番号 332-307
 ●サイズ／W355×D200×H450㎜   

 ¥  4,720  
(税込¥5,192) 

カラー誘導リング
 1セット   M価     ¥  7,900  (税抜) 

お申込番号 332-308
 ●内容／園児用リング6個、先生用リ
ング1個●材質／ポリエチレン（ロープ
=クレモナ全長4.5m）●重量／700g 

 ¥  6,940  
(税込¥7,634) 

おでかけ誘導リング
 1セット   M価     ¥  7,500  (税抜) 

お申込番号 332-309
 ●内容／取っ手：2ヶ所、リング：4ヶ
所●サイズ／全長2.6m●材質／取っ
手・リング：EVA樹脂、ベルト：PP   

 ¥  6,630  
(税込¥7,293) 

 ●内容／リング：2個
●材質／EVA樹脂、PP   

おでかけ誘導リングパーツ
 1セット   M価       オープン   

お申込番号 カラー

332-310 赤×青

332-311 黄×緑

 ¥  3,030  
(税込¥3,333) 

五十畑工業

ミニバス
ノーパンク仕様
 1台   M価     ¥  94,000  (税抜) 
お申込番号 カラー

810-248 グリーン

お申込番号 カラー

810-249 ピンク

 ●折りたたみサイズ／W68
×D39×H120㎝●重量／
21㎏   ●4 ～ 6人乗りタイプ
（60㎏まで）

 ¥  86,400  
(税込¥95,040) 

アルインコ

アルミリヤカー
 1台   M価     ¥  86,000  (税抜) 

お申込番号 810-250

 ●サイズ／使用時:幅870×全長1860×高さ630㎜ (ハン
ドル長さ:870㎜ )、収納時:幅370×全長1020×高さ
750㎜、荷台:幅600×全長900㎜●重量／20.2㎏●最
大積載量／150㎏●材質／アルミ●タイヤ／ノーパンクタ
イヤ・20インチ 

 ¥  56,600  
(税込¥62,260) 

おでかけ誘導リングの
追加パーツ

期間限定品

防災リュック27点セット
 1セット   M価       オープン   

お申込番号 810-251

 ¥  7,480  
(税込¥8,228) 

アイリスオーヤマ

■セット内容／リュックサック、懐中電灯ランタン、ホイ
ッスル、レインポンチョ、EVAサンダル、アルミシート、エ
ア枕、ウォータータンク、携帯トイレ×3個、ポリ袋×3枚、
カッター、防水スマホ袋、タオル、歯ブラシ×3本、綿棒×
20本、マスク× 7枚、ティッシュ、ラバー手袋、2WAY
ドライバー、紙皿×3枚、プラカップ×5個、割りばし×3
膳、スプーン・フォークセット×1セット、ラップ、筆記用
具セット、除菌ハンディウェット×1セット、からだふき×
50枚、防災マニュアル
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コンパクト収納できる救護担架。 緊急事態になると担架として活躍する、
万一の備えに適したベンチ。

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品 この商品はご注文日から 約7営業日以内 の

お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

薄型コンパクトサイズの
ケース入り。

■セット内容／ボルトカッター、平バー
ル、折込鋸、アッキス、差替式ドライバー、
両口ハンマー、ペンチ、軍手、収納ケース

この商品はご注文日から 約7営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

水でふくらむ、土砂が不要な簡易土のうです。

この商品はご注文日から約10営業日以内 のお届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。メーカー
直送品

エコマーク認定
消火器設置台。

リーズナブルで
高品質な
普及タイプの
消火器。

スチール製
消火器格納箱。

ターポリン救護担架
 1個   M価     ¥  24,000  (税抜) 

お申込番号 810-252  ●サイズ／使用時：600×2000㎜、収納時：330×400×
90㎜●耐荷重／100㎏   

カンボウプラス

 ¥  20,000  
(税込¥22,000) 

テラモト

レスキューボードベンチ
 1台   M価     ¥  40,000  (税抜) 

お申込番号 810-253

 ●サイズ／ベンチ時：約W1780×D460×H380㎜、担架
時：約W1780×D430×H81㎜●重量／ベンチ時：約
22.5㎏、担架時：約7.5㎏●耐荷重／約100㎏（担架時）
●付属品／専用工具   

 ¥  27,900  
(税込¥30,690) 

角利産業

レスキューツールキット RTS－70
 1セット   M価     ¥  30,000  (税抜) 

お申込番号 810-254
 ●サイズ／670×200×70㎜
●重量／5.2㎏   

 ¥  23,800  
(税込¥26,180) 

アイリスオーヤマ

簡易土のう（10枚）
 1セット   M価       オープン   

お申込番号 332-312
 ●サイズ／1枚：約450×550×70㎜
（膨らんだ時）●材質／PP、PVA、ポ
リマー 

 ¥  3,700  
(税込¥4,070) 

初田製作所

ABC粉末消火器10型 
PEP－10N
 1台   M価     ¥  16,000  (税抜) 

お申込番号 810-255

 ●サイズ／φ120
×H467㎜●重量
／ 4.8㎏●薬剤
量／3㎏●リサイ
クルシール付   

 ¥  6,480  
(税込¥7,128) 

初田製作所

消火器格納箱 MC－1
 1台   M価     ¥  6,500  (税抜) 

お申込番号 810-256
 ●サイズ／W235
×D165×H605㎜
●材質／スチール   

 ¥  5,800  
(税込¥6,380) 

初田製作所

消火器設置台 エコベース
 1台   M価     ¥  3,000  (税抜) 

お申込番号 810-257
 ●サイズ／全高：716㎜、受台：
W205×D219×H57 ㎜ ● 材質／
PS、PP   

 ¥  2,660  
(税込¥2,926) 

エコマーク
グリーン購入

期間限定品
簡単に使える全面粘着付きのブルーシートです。

90秒で吸水し土のうに！

補修用全面粘着ブルーシート
 1パック   M価     ¥  2,400  (税抜) 

お申込番号 332-313
 ●サイズ／ 1m×1m●厚さ／0.3㎜
●材質/ポリエステル、アクリル系接着
剤   

 ¥  2,180  
(税込¥2,398) 

ウォーターバスター（7枚）
 1セット   M価     ¥  14,000  (税抜) 

お申込番号 332-314
 ● サイズ／吸水前：530×340×
25㎜、吸水後：520×320×140㎜
●質量／吸水前：100ｇ、吸水後：
10㎏●材質／外装：ポリエステル、内
容物：高分子吸水剤、吸水紙   

 ¥  12,000  
(税込¥13,200) 

期間限定品
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※　は軽減税率[8％]の対象商品です。

粉ミルクにも使用できる
5年保存の純水。
賞味期限／製造日より5年

天城山系で採取された
6年保存の天然水。
賞味期限／製造日より6年

室戸岬沖合の水深374mから取水した
おいしい深層水です。
賞味期限／製造日より7年

簡単操作で飲料水の確保ができる非常用浄水器。

収納にも便利な折りたたみ
ポリタンク。

肩掛けベルト付き！

プリオ・ブレンデックス 非常用飲料水
お申込番号 商品種別 M価格 価格

810-258 500ml（24本）  1箱    ¥  4,320  (税抜)  ¥  3,580  (税込¥3,866) 
810-259 2L（6本）  1箱    ¥  1,800  (税抜)  ¥  1,690  (税込¥1,825) 
 ●外装サイズ／500ml：370×240×H215㎜、2L：326×181×H320㎜●重量／13㎏   

 ●外装サイズ／500ml：369×248×H220㎜、2L：331×186×H319㎜●重量／13kg   

エス企画 非常用飲料水7年保存
お申込番号 商品種別 M価格 価格

810-262 500ml（24本）  1箱    ¥  4,800  (税抜)  ¥  4,380  (税込¥4,730) 
810-263 2L（6本）  1箱    ¥  2,400  (税抜)  ¥  2,160  (税込¥2,332) 

この商品はご注文日から 約7営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品 この商品はご注文日から 約7営業日以内 の

お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

この商品はご注文日から 約10営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

エムアイファクトリー プレミアム6年保存水
お申込番号 商品種別 M価格 価格

810-260 500ml（24本）  1箱    ¥  4,800  (税抜)  ¥  4,290  (税込¥4,633) 
810-261 2L（6本）  1箱    ¥  1,800  (税抜)  ¥  1,690  (税込¥1,825) 
 ●外装サイズ／500ml：370×250×H225㎜、2L：270×220×H320㎜●重量／12㎏   

 ●サイズ／W220×D330×H500㎜
●重量／約2㎏●タンク容量／約
18L●浄水可能な水／原水が水道水
の期限切れペットボトル水・風呂水（入
浴剤入り不可）・雨水・貯水タンクの水・
プールの水など●浄水能力／約
300L/時（0.05MPa加圧時）   

ミヤサカ工業

浄水器 飲めるゾウ ミニ
 1台   M価     ¥  29,800  (税抜) 

お申込番号 810-264

 ¥  27,800  
(税込¥30,580) 

 ●内容／ 2本●サイズ／ 1本：φ45
×207㎜●フィルター寿命／5年（未
使用時）   

ミヤサカ工業

飲めるゾウ ミニ
交換フィルター（2本）
 1セット   M価     ¥  16,000  (税抜) 

お申込番号 810-265

 ¥  15,050  
(税込¥16,555) 

折りたたみポリタンク10L
 1個   M価     ¥  1,000  (税抜) 

お申込番号 332-315
 ●サイズ／使用時：約225×225×
270㎜、折りたたみ時：約200×200
×60㎜   

 ¥  700  (税込¥770) 

アイリスオーヤマ

ウォータータンク20L
 1個   M価       オープン   

お申込番号 332-316
 ●サイズ／使用時：約290×290×
335㎜、折りたたみ時：約260×240
×70㎜   

 ¥  820  (税込¥902) 

アイリスオーヤマ

ウォータータンク広口16L
 1個   M価       オープン   

お申込番号 332-317
 ●サイズ／280×280×320㎜   

 ¥  1,240  
(税込¥1,364) 

セキスイ

消火用ポリバケツ
 1個   M価     ¥  1,080  (税抜) 

お申込番号 332-318
 ●サイズ／φ25.5×H24.5㎝●容量
／8L●材質／ポリエチレン●目盛り付 

 ¥  580  (税込¥638) 

この商品はご注文日から 約5営業日以内 のお届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。
メーカー
直送品
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お湯はもちろん水でもできる簡単調理。
アレルギー物質28品目不使用商品。
賞味期限／製造日より5年

炊き立てご飯のおいしさアルファ米。

災害時、電気がない状況でも湯煎で食べることができ、
酸味料・保存料・化学調味料は一切加えていないため、
お米本来の味をお楽しみいただけます。

賞味期限／製造日より5年

賞味期限／製造日より3年

このページの商品はご注文日から約10営業日以内 のお届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。メーカー
直送品

・出来上がり量140gの食べきりサイズです。
子どもにも嬉しい食べきりサイズ。 賞味期限／製造日より5年

尾西食品 アルファ米（50食）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

810-273 白飯  1箱    ¥  14,000  (税抜)  ¥  13,770  (税込¥14,871) 
 ●内容量／1食：100g●出来上がり量／1食：260g●サイズ／外装：W307×D422×H198㎜●付属品／スプーン   

810-274 わかめごはん  1箱    ¥  16,000  (税抜)  ¥  15,690  (税込¥16,945) 
810-275 五目ごはん  1箱    ¥  17,000  (税抜)  ¥  16,620  (税込¥17,949) 

 ●内容量／ 1食：100g●出来上がり量／ 1食：270g●サイズ／個装：150×84×
160㎜、外装：W420×D305×H180㎜   

アルファー食品 安心米（50食）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

810-266 ①白飯  1箱    ¥  14,000  (税抜)  ¥  12,900  (税込¥  13,932  ) 
810-267 ②わかめご飯  1箱    ¥  16,000  (税抜)  ¥  14,900  (税込¥  16,092  ) 
810-268 ③五目ご飯  1箱    ¥  17,000  (税抜)  ¥  15,800  (税込¥  17,064  ) 
810-269 ④とうもろこしご飯  1箱    ¥  17,000  (税抜)  ¥  15,800  (税込¥  17,064  ) 
810-270 ⑤きのこご飯  1箱    ¥  17,500  (税抜)  ¥  16,300  (税込¥  17,604  ) 
810-271 ⑥ひじきご飯  1箱    ¥  17,500  (税抜)  ¥  16,300  (税込¥  17,604  ) 

エコ・ライス新潟

新潟のごはん（50袋）
 1箱   M価     ¥  12,000  (税抜) 

お申込番号 810-272
 ●内容量／ 1食：50g●出来上がり
量 ／1食：140g● サ イ ズ ／ 外 装：
W305×D405×H108㎜   

 ¥  10,880  
(税込¥11,750) 

 ●内容／ 48パック（12パック×4袋）
●内容量／ 1食：180g●サイズ／
個装：105×130×42㎜、外装：W
305×D475×H255㎜   

アイリスオーヤマ

長期保存パックごはん（48パック）
 1箱   M価       オープン   

お申込番号 810-276

 ¥  8,770  
(税込¥9,471) 
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※　は軽減税率[8％]の対象商品です。

安心と美味しさをパックした保存食。
賞味期限／製造日より5年

7年保存！食物アレルギー特定
原材料等28品目と貝類不使用。
賞味期限／製造日より7年

注水量でごはんと雑炊の食べ方2通り。
食物アレルギー特定原材料等28品目
不使用
賞味期限／製造日より5年

お子様や女性の方々に喜ばれる
ちょっと小さめサイズです。
食物アレルギー特定原材料等27品目と貝類不使用。
賞味期限／製造日より5年

 ●内容量／1食：100g●出来上がり量／ごはん：240～260g、雑炊：390g●サイ
ズ／個装：W160×D90×H155㎜、外装：W440×D320×H215㎜●アレルギー特定
原材料等28品目不使用 

サタケ マジックライス（50食）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

810-286 ①青菜ご飯  1箱    ¥  16,000  (税抜)  ¥  14,500  (税込¥  15,660  ) 
810-287 ②梅じゃこご飯  1箱    ¥  16,000  (税抜)  ¥  14,500  (税込¥  15,660  ) 
810-290 ③根菜ご飯  1箱    ¥  16,000  (税抜)  ¥  14,500  (税込¥  15,660  ) 
810-288 ④五目ご飯  1箱    ¥  17,000  (税抜)  ¥  16,080  (税込¥  17,366  ) 
810-289 ⑤ドライカレー  1箱    ¥  17,000  (税抜)  ¥  16,080  (税込¥  17,366  ) 

アルファフーズ

美味しい防災食（50食）
 1箱   M価     ¥  25,000  (税抜) 

お申込番号 商品種別

810-277 ①肉じゃが

810-278 ②ハンバーグ煮込み

お申込番号 商品種別

810-279 ③ ポークカレー

810-280 ④ 豚汁

 ●内容量／1食：①130g、②100g、③200g、④180g●サイズ／個装：140×
210㎜、外装：W450×D295×H210㎜   

 ¥  22,800  
(税込¥24,624) 

 ●内容量／ 1食：230g●サイズ／個装：160×190㎜、外装：W490×
D275×H220㎜●付属品／スプーン   

グリーンケミー

7年保存レトルト食品
（50食）

 1箱   M価     ¥  24,000  (税抜) 
お申込番号 商品種別

810-281 わかめご飯

810-282 トマトリゾット

810-283 コーンピラフ

810-284 カレーピラフ

810-285 五目ごはん

 ¥  22,780  
(税込¥24,602) 

 ●内容量／ 1食：200g●サイズ／個装：160×160㎜、外装：W490×
D275×H180㎜●付属品／スプーン
  ※お届けする商品のデザインが異なる場合がございます。 

グリーンケミー

5年保存レトルト食品
（50食）

 1箱   M価     ¥  18,500  (税抜) 
お申込番号 商品種別

810-291 わかめご飯

810-292 トマトリゾット

810-293 コーンピラフ

810-294 カレーピラフ

810-295 五目ごはん

 ¥  17,550  
(税込¥18,954) 

このページの商品はご注文日から約10営業日以内 のお届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。メーカー
直送品
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※繁忙期は多少納期をいただく場合がございます。

6年の長期賞味期限食品。

少量食べ切りサイズ CoCo壱番屋監修！
アレルギー対応の美味しい
カレーライスセット。

賞味期限／製造日より6年

賞味期限／製造日より5年

LLC ロングライフフーズ（50食）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

810-296 ① ウインナーソーセージ  1箱    ¥  23,000  (税抜)  ¥  19,500  (税込¥21,060) 
810-297 ② 鯖味噌煮  1箱    ¥  23,000  (税抜)  ¥  19,500  (税込¥21,060) 
810-298 ③ ハンバーグ  1箱    ¥  27,500  (税抜)  ¥  23,330  (税込¥25,196) 
810-299 ④ 肉じゃが  1箱    ¥  27,500  (税抜)  ¥  23,330  (税込¥25,196) 
 ●内容量／1食：①90g、②75g、③100g、④130g●サイズ／個装：W140×D20×
H200㎜、外装：W410×D310×H200㎜   

カレーとごはんが一緒に入っている
レトルトパック。
賞味期限／製造日より5年

 ●内容量／1食：300g●サイズ／個装：
W135×H180㎜、外装：W524×D274
×H130㎜   

三徳屋

そのままOKカレー（30食）
 1箱   M価     ¥  13,500  (税抜) 

お申込番号 商品種別

810-300 甘口

810-301 中辛

 ¥  11,880  
(税込¥12,830) 

尾西食品

CoCo壱番屋監修
尾西のカレーライス（30食）
 1箱   M価     ¥  16,500  (税抜) 

お申込番号 810-305
 ●内容量／カレー：180ｇ、白飯：80
ｇ●出来上がり量／ 388ｇ●サイズ
／個装：W200×D35×H260㎜、外
装：W460×D320×H300㎜●アレ
ルギー特定原材料等28品目不使用
●付属品／スプーン 

 ¥  15,980  
(税込¥17,258) 

期間限定品 期間限定品

サタケ マジックライスミニ（50食）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

810-302 ①五目ご飯  1箱    ¥  13,000  (税抜)  ¥  11,800  (税込¥  12,744  ) 
810-303 ②ドライカレー  1箱    ¥  13,000  (税抜)  ¥  11,800  (税込¥  12,744  ) 
810-304 ③わかめご飯  1箱    ¥  12,500  (税抜)  ¥  11,200  (税込¥  12,096  ) 
 ●内容量／50ｇ●出来上がり量／①③130ｇ、②120ｇ●サイズ／個装：W160×D72
×H135㎜、外装：W260×D350×H210㎜●アレルギー特定原材料等28品目不使用   

このページの商品はご注文日から約10営業日以内 のお届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。メーカー
直送品

賞味期限／製造日より5年6ヶ月
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※　は軽減税率[8％]の対象商品です。

にぎらずにできあがる！　手を汚さずに食べられます。
賞味期限／製造日より5年

① ② ③ ④

食欲がない方の非常食としてもおすすめ！
賞味期限／製造日より5年

「水」・「火」がなくても、そのままおいしく食べられます。
賞味期限／製造日より6年

LLC ロングライフフーズ（50食）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

810-312 白粥  1箱    ¥  21,500  (税抜)  ¥  17,140  (税込¥18,511) 
810-313 梅粥  1箱    ¥  22,500  (税抜)  ¥  17,920  (税込¥19,353) 
810-314 鮭粥  1箱    ¥  22,500  (税抜)  ¥  17,920  (税込¥19,353) 
 ●内容量／ 1食：230g●サイズ／個装：W140×D20×H200㎜、外装：W410×
D310×H200㎜   

大人数のための非常食。25食分で2回に分けた調理もできます。
賞味期限／製造日より5年

アルファー食品 安心米炊き出し（50食）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

810-315 白飯  1箱    ¥  11,000  (税抜)  ¥  10,380  (税込¥11,210) 
810-316 わかめご飯  1箱    ¥  13,500  (税抜)  ¥  12,720  (税込¥13,737) 
810-317 五目ご飯  1箱    ¥  14,000  (税抜)  ¥  13,200  (税込¥14,256) 
 ●内容量／5㎏●出来上がり量／13㎏●サイズ／外装：W335×D325×H190㎜   

尾西食品

携帯おにぎり（50個）
 1箱   M価     ¥  10,000  (税抜) 

お申込番号 商品種別

810-306 ①鮭

810-307 ②わかめ

810-308 ③五目おこわ

810-309 ④昆布

 ●内容量／ 1食：①②④42g、③
45g●出来上がり量／ 1食：①②④
109g、③104g●サイズ／個装：
W120×D22.5×H160 ㎜、 外 装：
W382×D317×H113㎜   

 ¥  9,840  
(税込¥10,627) 

アルファー食品

安心米（50食）
 1箱   M価     ¥  14,000  (税抜) 

お申込番号 商品種別

810-310 白がゆ

810-311 梅がゆ

 ●内容量／白がゆ：41g、梅がゆ：
42g● 出 来 上がり量 ／ 白がゆ：
271g、梅がゆ：272g●サイズ／個
装：W160×D84×H150㎜、外装：
W420×D305×H170㎜   

 ¥  13,200  
(税込¥14,256) 

このページの商品はご注文日から約10営業日以内 のお届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。メーカー
直送品
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※繁忙期は多少納期をいただく場合がございます。

天然酵母使用の缶入りソフトパン
賞味期限／製造日より3年

缶の中で熟成・発酵・焼成しているから衛生的で安心です。
賞味期限／製造日より5年

5年間保存可能な災害備蓄用パン。
賞味期限／製造日より5年

レトルト殺菌により7年保存が可能に。
賞味期限／製造日より7年

学校給食パンの製造から
生まれた安心安全の防災食。
賞味期限／製造日より5年

長期保存でもふんわりしっとり食感。
賞味期限／製造日より5年

 ●内容量／ 1缶：100g●サイズ／ 1缶：φ76×H112㎜、外装：W465×
D315×H125㎜   

アスト

新食缶ベーカリー
3年保存（24缶）

 1箱   M価     ¥  12,000  (税抜) 
お申込番号 商品種別

810-318 イチゴ

810-319 ミルク

お申込番号 商品種別

810-320 チョコレート

810-321 キャラメル

 ¥  10,660  
(税込¥11,512) 

 ●内容量／ 1食：約70g●サイズ／個装：W180×D35×H195㎜、外装：
W516×D326×H229㎜   

尾西食品

ひだまりパン（36個）
 1箱   M価     ¥  10,080  (税抜) 

お申込番号 商品種別

810-322 プレーン
810-323 メープル

810-324 チョコ

 ¥  9,720  
(税込¥10,497) 

 ●内容量／ 1缶：100g●サイズ／ 1缶：φ76×H112㎜、外装：W465×
D315×H125㎜   

アスト

新食缶ベーカリー
5年保存（24缶）

 1箱   M価     ¥  12,000  (税抜) 
お申込番号 商品種別

810-325 プレーン（卵不使用）

810-326 コーヒー

お申込番号 商品種別

810-327 黒糖

810-328 オレンジ

 ¥  10,660  
(税込¥11,512) 

 ●内容量／ 1食：100g●サイズ／個装：W180×D50×H190㎜、外装：
W520×D455×H190㎜   

グリーンケミー

7年保存レトルトパン
（50個）

 1箱   M価     ¥  21,500  (税抜) 
お申込番号 商品種別

810-329 ブルーベリー
810-330 ミルクブレッド

810-331 チョコレート

 ¥  20,880  
(税込¥22,550) 

あすなろパン

災害備蓄用パン（24缶）
 1箱   M価     ¥  12,000  (税抜) 

 ●内容／24缶（1缶2個）●内容量／1缶：100g●サイズ／1缶：φ77×H113㎜、
外装：W470×D315×H120㎜   

お申込番号 商品種別

810-332 オレンジ
810-333 黒豆

810-334 プチヴェール

 ¥  9,580  
(税込¥10,346) 

東京ファインフーズ

紙コップパン（30個）
 1箱   M価     ¥  16,200  (税抜) 

お申込番号 商品種別

810-335 バター
810-336 チョコ

810-337 ストロベリー

 ●内容量／1個：約95～100g●サイズ／個装：W140×D75×H200㎜、
外装：W493×D409×H195㎜   

 ¥  13,440  
(税込¥14,515) 

このページの商品はご注文日から約10営業日以内 のお届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。メーカー
直送品
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※　は軽減税率[8％]の対象商品です。

トマトの香りと味がソースに溶け込んだスパゲッティ。

すぐに食べられるしっとりとしたコッペパン。
賞味期限／製造日より6年

黒糖の独特の深い味わい。
レトルトパウチだから省ゴミ！
賞味期限／製造日より5年

賞味期限／製造日より6年

非常時でも美味しく栄養が摂れる！　
アレルギー特定原材料等28品目不使用。

賞味期限／製造日より5年

1本45gの食べきりサイズ！美味しさと
食べやすさを兼ね備えたスティックタイプ！

賞味期限／製造日より5年

 ¥  13,440  
(税込¥14,515) 

 1箱   M価     ¥  14,000  (税抜) 

ベジタル

ぽかぽかやさいスープ（70食）

お申込番号 810-338
●内容／1袋7食入×10袋●内容量／
1食：13.5ｇ ●出来上がり量／ 1食：
150㎖●サイズ／個装：W180×D50
×H170㎜、外装：W170×D250×
H140㎜ 

LLC

超しっとりコッペパン（50個）
 1箱   M価     ¥  27,500  (税抜) 

お申込番号 810-340
 ●内容量／ 1個：100g●サイズ／
個装：W270×D20×H130㎜、外装：
W520×D345×H190㎜   

 ¥  23,330  
(税込¥25,196) 

LLC

やわらかナポリタン
スパゲッティ（50食）
 1箱   M価     ¥  27,500  (税抜) 

お申込番号 810-339
 ●内容量／ 1食：200g●サイズ／
個装：W140×D20×H200㎜、外装：
W410×D310×H200㎜   

 ¥  21,940  
(税込¥23,695) 

 ●内容量／ 1個：100g●サイズ／
個装：W240×D60×H152㎜、外装：
W485×D350×H260㎜   

アスト

新食感ベーカリー 
黒糖パン（30個）
 1箱   M価     ¥  15,000  (税抜) 

お申込番号 810-341

 ¥  12,900  
(税込¥13,932) 

 ●内容／ 1袋6本入×20袋●内容量
／1袋：270g（6本×45g）●サイズ
／1袋：W160×D30×H200㎜、外
装：W360×D380×H130㎜   

アスト

パワーブーストようかん（120本）
 1箱   M価     ¥  9,000  (税抜) 

お申込番号 810-342

 ¥  8,480  
(税込¥9,158) 

このページの商品はご注文日から約10営業日以内 のお届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。メーカー
直送品
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※繁忙期は多少納期をいただく場合がございます。

災害用保存食として大好評！
賞味期限／製造日より5年6ヶ月

食物アレルギー特定原材料等28品目と
貝類不使用の米粉でできたクッキー！
賞味期限／製造日より7年

ひとくちやわらかタイプで
スイーツ感覚の非常食。
賞味期限／製造日より5年

加圧加熱殺菌による
長期7年保存クッキー。
賞味期限／製造日より7年

伝統の保存食。金平糖入りで
食べやすく懐かしい味です。
賞味期限／製造日より5年

非常食の定番商品。
賞味期限／製造日より5年

 ●内容／10缶入（1缶：5枚×6パック）
●サイズ／個装：φ104×H123㎜、外
装：W530×D220×H135㎜   

グリコ

保存用ビスコ（10缶）
 1箱   M価       オープン   

お申込番号 810-343

 ¥  4,490  
(税込¥4,849) 

 ●内容量／1個：58g（3本入）●サ
イズ／個装：W110×H170㎜、外装：
W320×D255×H180㎜   

グリーンケミー

7年保存米粉クッキー（50個）
 1箱   M価     ¥  18,500  (税抜) 

お申込番号 810-344

 ¥  17,500  
(税込¥18,900) 

 ●内容量／1個：70g（3本入）●サイズ／個装：W130×D15×H160㎜、外装：
W343×D250×H170㎜   

グリーンケミー

7年保存クッキー（50個）
 1箱   M価     ¥  16,000  (税抜) 

お申込番号 商品種別

810-348 チーズ味
810-349 ココナッツ味

810-350 パンプキン味

 ¥  15,180  
(税込¥16,394) 

東京ファインフーズ

ひとくちやわらかラスク（32個）
 1箱   M価     ¥  19,040  (税抜) 

お申込番号 商品種別

810-345 ホワイトチョコ
810-346 メロン

810-347 メープル

 ●内容量／1個：70g●サイズ／個装：W140×D70×H150㎜、外装：W539
×D309×H151㎜   

 ¥  15,890  
(税込¥17,161) 

北陸製菓

hokkaのカンパン（24缶）
 1箱   M価     ¥  7,200  (税抜) 

お申込番号 810-351
 ●内容量／1缶：110g
●サイズ／1缶：φ75×H110㎜、
外装：W475×D325×H135㎜   

 ¥  6,440  
(税込¥6,955) 

三立製菓

カンパン（24缶）
 1箱   M価     ¥  6,240  (税抜) 

お申込番号 810-352
 ●内容量／ 1缶：100g●サイズ／
1缶：φ77×H113㎜、外装：W460
×D325×H120㎜   

 ¥  6,140  
(税込¥6,631) 

このページの商品はご注文日から約10営業日以内 のお届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。メーカー
直送品
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食
器
・
保
温
用
品

洗浄・消毒不要の1回のみの使い切り哺乳瓶。
約5年間の備蓄保存が可能

丈夫で子供でも持ちやすい
小さいサイズの食器セット

70℃以上のお湯が作れる加熱剤と保存用哺乳瓶のセット。
×2セット

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

長期保存できる常備用カイロ

銀色を外側にして遮熱、
金色を外側にして保温。

優れた保温性で非常時に
役立つブランケット。

折りたたんでコンパクトに収納できるクッションマット

 ●サイズ／小：181×56×1.5㎝（収納時：60×13×14㎝）、大：200×140×1.5㎝（収
納時：70×10×40㎝）●重量／小：約188g、大：約513g   

角利産業 折りたたみクッションマット
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-323 小（181×56㎝）  1枚    ¥  1,700  (税抜)  ¥  1,320  (税込¥1,452) 
332-324 大（200×140㎝）  1枚    ¥  2,650  (税抜)  ¥  2,060  (税込¥2,266) 

小
大

NDC

ステリボトル使い捨て
哺乳瓶（75個）
 1箱   M価     ¥  22,500  (税抜) 

お申込番号 332-319

 ●内容／ 75個●容量／ 1個あたり240ml
●サイズ／外装：465×580×520㎜●材質
／フード・キャップ：PP、乳首：TPE
  ※開封後は1週間を目安にご使用ください。 

 ¥  22,000  
(税込¥24,200) 

エステー

5年保存オンパックス（10袋）
 1組   M価       オープン   

お申込番号 332-320
 ●サイズ／130×100㎜●持続時間
／20時間   ●貼らないタイプ

 ¥  350  (税込¥385) 

sanwa

ハイブリッドシート
 1枚   M価     ¥  380  (税抜) 

お申込番号 332-321
 ●サイズ／125×225㎝
●材質／PETポリエステルフィルム   

 ¥  310  (税込¥341) 

アイリスオーヤマ

非常用保温アルミシート
 1枚   M価       オープン   

お申込番号 332-322
 ●サイズ／130×210㎝
●材質／アルミ蒸着ポリエステル   

 ¥  600  (税込¥660) 

NDC

園児用食器セット（100人分）
 1箱   M価     ¥  17,000  (税抜) 

お申込番号 810-353
 ●内容／ボウル160ml、ボウル280ml、ボウル650ml、プ
レート17㎝、スプーン、割り箸、コップ205ml：各100個●サ
イズ／外装：320×460×250㎜   

 ¥  16,550  
(税込¥18,205) 

NDC

粉ミルクあたため用加熱セット
（20回用×2セット）
 1箱   M価     ¥  27,600  (税抜) 

お申込番号 810-354
 ●内容／20回用2セット入り、添加水：
40個×2、加熱容器：2個×2、加熱剤：
40個×2、保存用哺乳瓶：20本×2、
タオル：2枚×2、軍手：2個×2●サイ
ズ／230×315×250㎜×2セット   

 ¥  26,800  
(税込¥29,480) 

小

大
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備
蓄
毛
布
・
タ
オ
ル
ケ
ッ
ト

※繁忙期は多少納期をいただく場合がございます。

ふかふか肌触り！
ニューマイヤー毛布。

軽くてあたたかい
軽量フリース毛布

難燃ポリエステル原糸100％使用の
難燃性フリース毛布

（公財）日本防炎協会
 認定品

フリース素材の圧縮コンパクト毛布 携帯・保管に便利！
厚さは通常の1／3のパック毛布

（公財）日本防炎協会
 認定品

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

パック毛布難燃タイプ（10枚）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

810-358 幼児用 90×140㎝  1箱    ¥  54,000  (税抜)  ¥  52,800  (税込¥58,080) 
810-359 大人用 140×190㎝  1箱    ¥  58,000  (税抜)  ¥  56,400  (税込¥62,040) 
 ●サイズ／外装：56×76×30㎝●材質／ポリエステル   

圧縮パック入りで保管に便利な
寝袋型の備蓄用毛布。

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

さらさら肌触りの綿100％でしっかり吸水

この商品はご注文日から 約5営業日以内 のお届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。
メーカー
直送品

非常用圧縮毛布（10枚） 
EB－201

 ●サイズ／ 1枚：
120×200㎝、外
装：31×43.5×
22.5㎝●重量／
1枚：約930g●材
質／ポリエステル   

 1箱   M価     ¥  45,000  (税抜) 

お申込番号 810-355

足立織物

 ¥  41,700  
(税込¥45,870) 

非常用圧縮毛布（10枚）
EB－205

 ●サイズ／ 1枚：
120×200㎝、外
装：30×43.5×
22.5㎝●重量／
1枚：約630g●材
質／ポリエステル   

 1箱   M価     ¥  33,000  (税抜) 

お申込番号 810-356

足立織物

 ¥  28,300  
(税込¥31,130) 

 ●サイズ／ 1枚：
140×200㎝、外
装：30×43.5×
22.5㎝●重量／
1枚：約730g●材
質／ポリエステル   

 1箱   M価     ¥  45,000  (税抜) 

お申込番号 810-357

非常用圧縮毛布（10枚） 
EB－305

足立織物

 ¥  38,600  
(税込¥42,460) 

備蓄用毛布コンパクト
 1枚   M価     ¥  2,500  (税抜) 

お申込番号 332-325
 ●サイズ／140×200㎝（使用時）、
26.5×26×4㎝（パック収納時）●重
量／約750g●材質／ポリエステル   

角利産業

 ¥  2,000  
(税込¥2,200) 

 ●サイズ／ 80×190㎝（寝袋使用
時）、160×190㎝（毛布使用時）、
33×30×5㎝（パック収納時）●重量
／800g●材質／ポリエステル   

角利産業

備蓄用毛布コンパクト
（寝袋タイプ）
 1枚   M価     ¥  3,800  (税抜) 

お申込番号 332-326

 ¥  2,920  
(税込¥3,212) 

足立織物

非常用圧縮タオルケット（10枚）
 1箱   M価     ¥  45,000  (税抜) 

お申込番号 810-360
 ●サイズ／1枚：195×145㎝、外装：
31×43.5×22.5㎝●重量／ 1枚：
約750g●材質／綿100%   

 ¥  39,700  
(税込¥43,670) 
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非
常
用
テ
ン
ト
・
ウ
ェ
ッ
ト
タ
オ
ル

本体には抗菌・難燃加工生地を使用

保存期間6 年！
綿100％のウェットタオル。

ウイルスや菌を拭き取り除去できる成分を配合！

保存期間／6年

保存期間／3年

① ②

100回分

クイック式レスキューテント付の簡易トイレセット。トイレや更衣室として活躍するコンパクトテント。

中央部は高さ180cm

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品この商品はご注文日から 約5営業日以内 の

お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

この商品はご注文日から 約10営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

mimoto

ドクター除菌ウェットタオル（200枚）
 1箱   M価     ¥  30,000  (税抜) 

お申込番号 810-363
 ●サイズ／ 1枚：20×23㎝、外装：
408×333×229 ㎜ ● 材 質 ／ 綿
100％   

 180㎝ 

 ●サイズ／外装：①581×395×H136㎜、②518×356×310㎜●材質／綿100％   

mimoto 非常用保存ウェットタオル
お申込番号 商品種別 M価格 価格

810-364 ①26×26㎝（100枚）  1箱    ¥  22,000  (税抜)  ¥  16,600  (税込¥  18,260  ) 
810-365 ②35×84㎝（60枚）  1箱    ¥  39,600  (税抜)  ¥  29,980  (税込¥  32,978  ) 

ケンユー

ベンリー間仕切りⅢ
 1台   M価     ¥  27,000  (税抜) 

お申込番号 810-361

 ●内容／間仕切り本体1、収納袋1、屋根1、表
札1、伝言板1、ペン1、ボード消し1、砂袋4、ア
ルミマット1●サイズ／使用時：W210×D210
×H180㎝、収納時：φ80×8㎝●重量／6.0㎏   

 ¥  21,400  
(税込¥23,540) 

ベンリーテント
 1台   M価     ¥  10,000  (税抜) 

お申込番号 332-327

 ●内容／テント1張、収納袋1枚、ペグ4本、ロールペーパー
かけ1個、砂袋4枚、固定紐4本●サイズ／使用時：W110×
D110×H190㎝、収納時：φ63×6㎝●重量／2㎏ 
 ※非常用トイレは商品に含まれておりません。 

 ¥  8,280  
(税込¥9,108) 

まいにち

災害用テントセット RP－100
 1セット   M価     ¥  31,500  (税抜) 

お申込番号 810-362

 ●内容／テント、プラダントイレ、トイレ処理セット（マイレット
S-100）●サイズ／テント組立時：W120×D120×
H183㎝・収納時：φ60×厚み6㎝、プラダントイレ組立時：
W29×D31×H41㎝・収納時：W63×D52×H6㎝●重量
／テント約3㎏、プラダントイレ約950g   

 ¥  26,600  
(税込¥29,260) 

 ¥  22,900  
(税込¥25,190) 
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非
常
用
ト
イ
レ

※繁忙期は多少納期をいただく場合がございます。

100回分

300回分
〈1パック内容〉

水がなくてもスグ使える
トイレ処理セット。

配布しやすい小分けパックのトイレ処理セット。

外箱ダンボールが便座に早変わり！吸水シートセット済みのトイレ袋が入った非常用トイレセット。
100回分

耐荷重200kg！組立簡単な非常用トイレ。
5回分

便座にかぶせて使うかんたんトイレ袋。
5回分

袋を開いて便器にかぶ
せます。吸水シートが
底面にくるようにセッ
トします。

付属のポリ袋を便器
にセットします。

便器内の水で
トイレ袋が濡れる
のを防ぎます。

箱からロール状になったトイレ
袋を引き出し、ミシン目で1枚
を切り離します。

トイレ袋の青い
ビニール紐を引
き出し開口部の
周囲を一周させ
て口を縛り、密封
して廃棄してくだ
さい。

便座を下げて排泄
します。すぐに吸水
し始めます。

使用方
法

この商品はご注文日から 約10営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品この商品はご注文日から 約10営業日以内 の

お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

この商品はご注文日から 約10営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

まいにち

災害用トイレ処理セット
マイレット S－100
 1箱   M価     ¥  15,000  (税抜) 

お申込番号 810-366
 ●内容／抗菌性凝固剤（7g）：100袋、排便袋（PE製黒）：
100袋、大型外袋：10袋、使用方法ポスター：1枚●サイ
ズ／約W240×D170×H180㎜●重量／約2.4㎏   

 ¥  13,120  
(税込¥14,432) 

まいにち

災害用トイレ処理セット
マイレット P－300
 1箱   M価     ¥  46,500  (税抜) 

お申込番号 810-367

 ●内容／トイレ処理セット：60パック●トイレ処理セット1
パック内容／抗菌性凝固剤（7g）：5袋、排便袋（PE製黒）：
5袋、持ち運び袋（PE製白）：2袋●サイズ／約W385×
D355×H155㎜●重量／約8㎏   

 ¥  42,400  
(税込¥46,640) 

sanwa

くるくるトイレ（100枚）
 1セット   M価     ¥  15,000  (税抜) 

お申込番号 810-368

 ●内容／くるくるトイレ：20枚×5箱、
トイレットペーパー：1巻、ポリ手袋：
100双、ダンボール便座（外箱）●サイ
ズ／外装：W262×D223×H436㎜
●耐荷重／100㎏   

 ¥  14,000  
(税込¥15,400) 

簡易トイレ プルマルⅢ
 1セット   M価     ¥  3,000  (税抜) 

お申込番号 332-328
 ●内容／便器・便座：各1、蓄便袋・便凝固殺菌剤・持ち運
び袋：各5●サイズ／組立時：W325×D380×H370㎜、
収納時：W340×D90×H400㎜●耐荷重／200㎏   

 ¥  2,550  
(税込¥2,805) 

ベンリー袋
 1パック   M価     ¥  940  (税抜) 

お申込番号 332-329
 ●内容／ 5枚●サイズ／縦680×横500㎜●材質／蓄便
袋・持ち運び袋：ポリエチレン、便凝固剤：高分子吸水樹脂、
食添用殺菌剤   

 ¥  840  (税込¥924) 
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ラ
イ
ト
・
投
光
器
・
蓄
光
テ
ー
プ

AC電源／充電池兼用

180°可動スタンド

明るさの
調節が可能

360度可動式ハンドル！
雨の中でも使える防滴構造！

ランタン付きの懐中電灯です。

暗い場所で人の動きを感知して自動点灯し、
約30秒で自動消灯する人感・
明暗センサー付きの
LEDランタン。

2m防水・防塵・耐久性に優れ、
USBで充電・給電が可能！

2m落下耐久のタフ＆コンパクトな投光器

重さわずか69gで軽量
防水・防塵 IP64のヘッドライト

JIS規格「上級JC」クラスに対応！最長6～8時間発光光る。書ける。ライト付きボールペン。

東芝

LEDランタン
LKL－1000GN
 1台   M価       オープン   

お申込番号 332-330
 ● サイズ／約131×108×218 ㎜
●重量／約352g（電池別）●使用電
池／単1形乾電池4本（別売）●明るさ
／約15ルクス●光源／白色チップタ
イプLED（1個）   

 ¥  1,390  
(税込¥1,529) 

東芝

LEDランタン付懐中電灯
 1台   M価       オープン   

お申込番号 332-331

 ●サイズ／約187×61×48㎜●重量／103g（電池別）
●使用電池／単3形乾電池4本（別売）●明るさ／ライト：
約200ルクス、ランタン：90ルクス●光源／ライト：高輝
度白色LED(1個）、ランタン：白色チップタイプLED（10個）   

 ¥  1,700  
(税込¥1,870) 

 ●サイズ／100×100×222㎜●重
量／約280g●電源／単3形乾電池3
本(別売）●明るさ／約200ルーメン
（強設定時）●感知距離／約3ⅿ   

東芝

センサー付きLED
ランタン
LKL－3000
 1台   M価       オープン   

お申込番号 332-332

 ¥  2,480  
(税込¥2,728) 

ジェントス

LEDヘッドライト
CP－195DB
 1台   M価     ¥  1,980  (税抜) 

お申込番号 332-333
 ●サイズ／ 60×31×41㎜●重量／
69g（電池含）●電源／単3形乾電池
1本（付属）●明るさ／約120ルーメン
●付属品／シリコン塗布ヘッドバンド   

 ¥  1,690  
(税込¥1,859) 

ジェントス

充電式LEDランタン
EX-300H
 1台   M価     ¥  12,000  (税抜) 

お申込番号 332-334
 ●サイズ／約φ102×189㎜●重量
／680g●電源／USB充電、単1形
乾電池3本（別売）●明るさ／約
1300ルーメン●付属品／ハンガー
フック、MicroUSBケーブル（50㎝）、
専用充電池   

 ¥  10,200  
(税込¥11,220) 

ジェントス

投光器 GZ－310
 1台   M価     ¥  8,000  (税抜) 

お申込番号 332-335
 ●サイズ／ 145×83×120㎜●重
量／600g●電源／充電池●充電時
間／約4時間●電池寿命／充放電約
500回●明るさ／ 1600ルーメン
●付属品／専用ACアダプター（2m）   

 ¥  6,490  
(税込¥7,139) 

LTI

高輝度蓄光テープ5m
 1巻   M価     ¥  3,400  (税抜) 

お申込番号 332-336
 ●サイズ／幅10㎜×長さ5m   

 ¥  2,900  
(税込¥3,190) 

期間限定品

 ¥  530  (税込¥583) 

ゼブラ

ライトライトα　黒
 1本   M価     ¥  600  (税抜) 

お申込番号 332-337
 ●サイズ／10.9×140mm●重量／
16.4g●材質／軸：アルミ、クリップ：
ステンレス   
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発
電
機
・
蓄
電
池

※繁忙期は多少納期をいただく場合がございます。

持ち運びできるコンパクトタイプの蓄電池

カセットボンベだけあれば簡単に
使える携帯発電機！
一酸化炭素濃度を検知し危険な時は
エンジンを停止させる安全機能

外でも使える蓄電池 防塵 / 防水等級 IP65の
ソーラーパネル

屋内外の使用や防災備品として活躍！
便利さ広がる蓄電池

ソーラーパワーを高変換で効率的に

最大出力40W のソーラーパネル。

この商品はご注文日から 約5営業日以内 のお届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。
メーカー
直送品

この商品はご注文日から 約5営業日以内 のお届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。
メーカー
直送品

この商品はご注文日から 約7営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品 この商品はご注文日から 約10営業日以内 の

お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

ニチネン

カセットボンベ式
発電機 クレマ
 1台   M価       オープン   

お申込番号 810-369
 ●サイズ／395×221×345㎜●重量／10.4㎏●燃料
／カセットボンベ1本（250g）●連続運転時間／約40分
●消費電力：700W対応   

 ¥  99,600  
(税込¥109,560) 

クマザキエイム

ポータブル蓄電池 EP－200
 1台   M価     ¥  49,800  (税抜) 

お申込番号 810-370
 ●サイズ／W86×D240×H140㎜
●重量／2.5㎏●蓄電容量／200Wh
●充電時間／8時間●付属品／ACア
ダプター、電源コード   

 ¥  44,400  
(税込¥48,840) 

クマザキエイム

蓄電池EP－200用ソーラーパネル
 1台   M価     ¥  19,800  (税抜) 

お申込番号 810-371
 ●サイズ／使用時：W1385×D3.5×
H370㎜、収納時：W370×D20×
H340㎜●最大出力／ 60W●付属
品／充電用DCケーブル、充電用
3-in-1ケーブル   

 ¥  18,200  
(税込¥20,020) 

 ●サイズ／約W120×D120×H155㎜●重量
／ 2.3㎏●蓄電容量／ 230Wh●充電時間／
約7時間●付属／ACアダプター、電気コード、本
体用バッグ   

PIF

ポータブル蓄電池 LB－230
 1台   M価     ¥  80,000  (税抜) 

お申込番号 810-372

 ¥  62,720  
(税込¥68,992) 

 ●サイズ／使用時：約W565×D5×H410㎜、
収納時：約W410×D27×H275㎜●重量／約
1㎏●充電時間／10時間（晴天時連続）●最大
出力／40W●付属品／充電用ケーブル、マイク
ロUSBケーブル、カラビナ2個   

PIF

蓄電池LB－230用
ソーラーパネル
 1台   M価     ¥  40,000  (税抜) 

お申込番号 810-373

 ¥  23,880  
(税込¥26,268) 

 ●サイズ／約W110×D278×H175㎜●重量
／ 3.4㎏●蓄電容量／ 400Wh●充電時間／
約10時間●付属／ACアダプター、ACケーブ
ル、充電ケーブル、ACコード、アルミケース、鍵
2本   

PIF

ポータブル蓄電池 LB－400
 1台   M価     ¥  150,000  (税抜) 

お申込番号 810-374

 ¥  118,000  
(税込¥129,800) 

 ●サイズ／使用時：約W1500×D5×H420㎜、
収納時：約W420×D38×H290㎜●重量／約
1.6㎏●充電時間／10時間（晴天時連続）●最
大出力／100W●付属品／充電用ケーブル、マ
イクロUSBケーブル、カラビナ2個   

PIF

蓄電池LB－400用
ソーラーパネル
 1台   M価     ¥  100,000  (税抜) 

お申込番号 810-375

 ¥  77,000  
(税込¥84,700) 
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ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
・
ラ
ジ
オ

この商品はご注文日から 約7営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

ソーラー充電、USB充電、手回し発電、サイレン、LEDライト、
AM/FMラジオの6種類の機能が使えます。
LEDライト AM/FMラジオ

携帯電話充電 ソーラー充電

LEDライト AM/FMラジオ

携帯電話充電 ソーラー充電

80dBの SOSアラーム付き 3種類の電源で使えるTV付きのラジオ
LEDライト

AM/FMラジオ

携帯電話充電

TV

サイレン

2台セット

高い防塵・防水性能！
免許も資格もいらない手軽に使えるトランシーバー。

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

バックライト付の液晶表示で防災対策におすすめ

LEDライト付きベルトクリップで固定

 ●サイズ／55.5×27.3×102.5㎜（突起物を除く）●重量／約182g（電池含）●チャン
ネル数／20チャンネル●電源／単3形アルカリ乾電池3本（別売）●最大使用時間
／約80時間●交信範囲（市街地）／約100～200m●付属品／ベルトクリップ   

アイコム

トランシーバー IC－4110
 1台   M価     ¥  15,800  (税抜) 

お申込番号 カラー

810-376 レッド

810-377 イエロー

お申込番号 カラー

810-378 グリーン

810-379 ブラック

 ¥  11,100  
(税込¥12,210) 

 ●サイズ／ケーブル：約1m   

アイコム

トランシーバー用
イヤホンマイクロホン
 1個   M価     ¥  3,800  (税抜) 

お申込番号 810-380

 ¥  3,680  
(税込¥4,048) 

 ●サイズ／約140×35×80㎜●重量／約232g●電源
／内蔵リチウム電池、単4形乾電池3本（別売）●付属品／
接続ケーブル（USB充電コード）   

セーブ・インダストリー

マルチレスキューラジオ
 1台   M価       オープン   

お申込番号 332-338

 ¥  3,680  
(税込¥4,048) 

トーエイライト

トランシーバー
T20-162Yプラス
 1セット   M価     ¥  21,800  (税抜) 

お申込番号 810-381
 ●内容／本体×2台、専用イヤホンマイ
ク×2台分●サイズ／49×39×128㎜
●重量／66g（台）（電池含まず）●チャ
ンネル数／20チャンネル●電源／単
4電池3本（別売）●通信距離の目安／
市街地：約100～200m、見通し良い
場所：約1～2km   

 ¥  20,500  
(税込¥22,550) 

アイリスオーヤマ

防滴手回し充電
ラジオライト JTL-29
 1台   M価       オープン   

お申込番号 332-339

 ●サイズ／146×62×78㎜●重量／300g●電源／内
蔵充電池（手回し、ソーラーパネル、USBポート）●防滴性
能 ／ IPX3● 付 属 品 ／ USBケ ー ブ ル（Micro-B：
Type-A）、ストラップ   

 ¥  5,980  
(税込¥6,578) 

セーブ・インダストリー

大画面ポータブルTV＆ラジオ
SV-6926
 1台   M価       オープン   

お申込番号 332-340
 ●サイズ／156×38×90㎜●重量／290g●画面サイズ
／4.3インチ●電源／手回し充電、USB充電、単3電池3本
（別売）●使用時間／TV約6時間：ラジオ約26時間   

 ¥  16,880  
(税込¥18,568) 
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収
納
用
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・
飛
散
防
止
用
品

※繁忙期は多少納期をいただく場合がございます。

■使用前（ガラスのみの場合）■使用後

単位：㎝

防災用ヘルメットをコンパクトに収納できる！
※ヘルメットは商品に含まれておりません。
※収納可能ヘルメット
・児童用防災ヘルメット（332-288、332-289）
・安全ヘルメット（332-290、332-291）

ヘルメット収納サイズ変更
レールの取り付け位置を変えると、大人用から子
供用ヘルメットを収納することができます。 単位：㎜

この商品はご注文日から 約10営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

耐荷重80㎏の頑丈な収納ボックス

防災用品をまとめて収納

非常時の足下対策に避難用シューズバッグ。

シューズポケットは
着脱しやすい
面ファスナー式

この商品はご注文日から 約5営業日以内 の
お届けとなります。キャンセル・返品はご容赦願います。

メーカー
直送品

①

②

大明企画 避難用シューズバッグ
お申込番号 商品種別 M価格 価格

810-383 ①12足  1個    ¥  12,000  (税抜)  ¥  11,200  (税込¥  12,320  ) 
810-384 ②24足  1個    ¥  18,000  (税抜)  ¥  16,600  (税込¥  18,260  ) 
 ●サイズ／①61×53㎝、②84×20×49㎝●重量／①1kg、②4.5kg
  ※シューズは商品に含まれておりません。 

蛍光灯に通すだけで飛散防止。
×20枚

プライバシー対策やガラスの
飛散防止に。
吸盤接着タイプですので、貼り直しも
簡単で、きれいにはがせます。

使用前 使用後

貼れる面
●透明ガラス
●くもりガラスの平らな面
●型板ガラスの平らな面
●型板ガラスの凹凸面
●プラスチック板の平らな面
●プラスチック板の凹凸面

貼れない面や場所
●網入りガラス
● 特殊ガラス
（ペアガラス、合わせガラス）
●くもりガラスのザラザラ面
●水が直接かかる場所
● ８０℃以上の熱がかかる場所
● 自動車の窓ガラス　
●屋外

アサヒペン 目かくしシート
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-345 46×90㎝  1本    ¥  1,200  (税抜)  ¥  920  (税込¥1,012) 
332-346 92×90㎝  1本    ¥  2,200  (税抜)  ¥  1,700  (税込¥1,870) 
 ●材質／シート：ポリエステル、粘着剤：アクリル系樹脂、裏面フィルム：ポリエチレン   

紫外線約99％カット。
●クリヤタイプ

アサヒペン UVカット ガラス飛散防止シート
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-349 46×180㎝  1本    ¥  1,200  (税抜)  ¥  910  (税込¥1,001) 
332-350 92×180㎝  1本    ¥  2,200  (税抜)  ¥  1,740  (税込¥1,914) 
 ●厚さ／50ミクロン●材質／ポリエステル   

表面ハードコート加工で
キズがつきにくく
耐衝撃性がアップ！
・紫外線約99％カット

アサヒペン UVカット 防災超強飛散防止シート
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-347 46×200㎝  1本    ¥  2,350  (税抜)  ¥  1,900  (税込¥  2,090  ) 
332-348 92×200㎝  1本    ¥  4,450  (税抜)  ¥  3,720  (税込¥  4,092  ) 
 ●厚さ／100ミクロン●材質／ポリエステル   

防災ヘルメット
収納ボックス
 1台   M価       オープン   

お申込番号 810-382
 ●サイズ／W28×D34×H120㎝
●重量／約10㎏●収納個数／大人用：
約15個、子供用／約16～18個●付
属品／壁面固定金具※ヘルメットの形
状により収納数が異なる場合がござい
ます。   

 ¥  28,800  
(税込¥31,680) 

アイリスオーヤマ

ODボックス
 1個   M価       オープン   

お申込番号 カラー

332-341 ベージュ

332-342 カーキ
 ●サイズ／外寸：W785×D370×H325㎜、内寸：
W660×D275×H275㎜●重量／約3.5㎏●容量／
60L●材質／ポリプロピレン●耐荷重／80㎏   

 ¥  2,490  
(税込¥2,739) 

アイケーシー

ルミキャップS－01
40W用（20枚） 
 1セット   M価     ¥  24,000  (税抜) 

お申込番号 332-343
 ●サイズ／78×1190㎜
●使用可能ガラス管径：φ25.5、φ28、φ32.5㎜   

 ¥  18,800  
(税込¥20,680) 

アサヒペン

ガラス用遮熱シート
2m巻 シルバー
 1本   M価     ¥  4,800  (税抜) 

お申込番号 332-344
 ●幅／92㎝●厚さ70ミクロン
●材質／ポリエステル・アクリル系樹
脂粘着剤●ガラス飛散防止   

 ¥  3,890  
(税込¥4,279) 
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転
倒
防
止
用
品

優れた粘着性で、家具などの転倒を防止します。

アイリスオーヤマ 転倒防止粘着マット
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-351 ①2.5×2.5㎝（4枚）  1パック      オープン    ¥  480  (税込  ¥528) 
332-352 ②4×4㎝（4枚）  1パック      オープン    ¥  680  (税込  ¥748) 
332-353 ③5×5㎝（4枚）  1パック      オープン    ¥  940  (税込¥1,034) 
332-354 ④10×10㎝（1枚）  1パック      オープン    ¥  940  (税込¥1,034) 
 ●厚さ／約5㎜●耐荷重／①24㎏（4枚）、②60㎏（4枚）、③100㎏（4枚）、④100㎏
（1㎠あたり約1㎏目安）   

① ② ③ ④

置くだけでタンスや棚を倒れにくくします。

アイリスオーヤマ 家具転倒防止プレート
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-355 60㎝  1枚      オープン    ¥  700  (税込  ¥770) 
332-356 120㎝  1枚      オープン    ¥  1,240  (税込¥1,364) 
 ●サイズ／D45×H10㎜●材質／EVA   

タンスや食器棚など家具にセットすることにより
滑り出しを防ぎ転倒しにくくします。

表面は滑りにくい
ギザギザ加工

ハサミで、お好みの大きさにカットできます。

アサヒペン すべり止めマット
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-358  30×125㎝  1本      オープン    ¥  460  (税込¥506) 
332-359 45×125㎝  1本      オープン    ¥  520  (税込¥572) 
332-360 60×125㎝  1本      オープン    ¥  580  (税込¥638) 
 ●耐熱温度／60℃以下●材質／塩化ビニール樹脂、ポリエステル樹脂   

地震時に家具の
転倒を防ぎます。

アイリスオーヤマ 家具転倒防止伸縮棒（２本）
お申込番号 商品種別 M価格 価格

332-361 M（取付高さ400～600㎜） 1セット      オープン    ¥  1,220  (税込¥1,342) 
332-362 L（取付高さ600～1000㎜） 1セット      オープン    ¥  1,380  (税込¥1,518) 
 ●内容／2本組●サイズ／215×78㎜●耐圧／約140㎏
●材質／ABS樹脂、発泡ポリスチレン、PVC被膜鋼管   

ロッカーや靴箱を
しっかり壁に
固定したい時に。

壁面にすき間がない時の
固定に。

×4本

×4本

デビカ

たおれストッパー 100㎜
 1セット   M価     オープン 

お申込番号 332-357
 ●内容／2個
●サイズ／W100×D69×H14.5㎜ 

 ¥  390  (税込¥429) 

リンテック21

リンクストッパー T型（4本）
 1セット   M価     ¥  2,800  (税抜) 

お申込番号 332-363
 ●サイズ／組立時：42×42×110㎜
●耐荷重／160㎏（4本使用時）   

 ¥  2,640  
(税込¥2,904) 

リンテック21

リンクストッパー L型（4本）
 1セット   M価     ¥  2,800  (税抜) 

お申込番号 332-364
 ●サイズ／組立時：42×42×110㎜
●耐荷重／80㎏（4本使用時）   

 ¥  2,640  
(税込¥2,904) 


