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本         社

本         店

横浜市瀬谷区卸本町9308-17
東名営業所

静岡営業所

営業推進部
TEL.045-253-9289　FAX.045-241-9678

http://bousai.un-daiichi.co.jp/

地域貢献型 災害用備蓄スタンド

カセットボンベ式発電機×1機、長期保存用乾電池（単3×10
本）、災害用充電器マルチチャージャ×1機、防雨型延長コード
（10m）×1本、備蓄用カセットボンベ×6本、ミニカセットコン
ロ×1個、使い捨て携帯トイレ（大小兼用）×50個、使い捨て携
帯トイレ（小専用）×50個、長期保存用カイロ×50個、緊急用
ホイッスル×50個、使い捨て簡易ライト×50本、静音アルミポ
ンチョ×50個、防塵マスク（DS2）×50枚、備蓄品配付用PP袋
×50枚、除菌・消臭剤PROCA×48包（長期保存水500ml×2
本、スプレーボトル×2本）、長尺トイレットペーパー（200m）×
2個、災害用伝言ホワイトボード×1枚、防塵・防滴LEDランタン
×1個、長期保存用乾電池（単1×10本）
サイズ：W50.5×D50×H101.5cm
総重量：約84kg（本体：43.0kg  内容：40.9kg）
※出荷単位 1台

正面・側面どちらを
表にしてもOK

安心の
ダイヤル式ロック

中が見える透明窓

インテリアや用途に合わせて、ロ

ゴのみのシンプルな正面と、中身

の見える窓と取っ手の付いた側

面を使い分けていただけます。

発電機・充電器などが入っていること

が外からも分かり、災害対策をしっか

り行っている事を様々な人に周知で

きます。

大切な備蓄用品を

しっかり守るダイ

ヤルロック付き。

※こちらはオプション品のキャスター付き専用台が取付けられた状態です。

防   災   課
東京営業課

8937

カセットボンベ式発電機×1機
長期保存用乾電池（単3×10本）
災害用充電器マルチチャージャ1機
防雨型延長コード（10m）×1本
備蓄用カセットボンベ×6本、ミニカセットコンロ×1個
サイズ：W50.5×D50×H101.5cm
総重量：約64kg（本体：43.0kg  内容：20.9kg）
※出荷単位 1台

72080CODE 

災害用備蓄スタンド BISTA SIMPLE
¥530,000（税込 ￥583,000） 

FCL 8479
92480CODE 

災害用備蓄スタンド BISTA
¥680,000（税込 ￥748,000） 

FCL 8478
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Emergency  ITEM  RANKINGそろえるならココから！

Water
Beverage

NO.

RANK 飲料
1人１日 3ℓ ● 衛生関連 

◎ウェットティッシュ ◎マスク
◎ゴミ袋 ◎トイレットペーパー
◎生理用品 ◎タオル ◎石鹸 ◎肌着セット

●情報通信関連 
◎ラジオ ◎携帯電話充電器
◎トランシーバー ◎伝言用紙
◎掲示板（ホワイトボード）
◎メガホン　

●救助関連 
◎担架 ◎工具 ◎脚立 ◎ロープ
◎避難はしご ◎ガムテープ
◎ブルーシート ◎バケツ ◎テント

Foods

NO.

RANK 食料
1人１日 3食
1日最低でも1200kcal以上を摂取
しましょう。
主食、副食、汁物があればBEST!

Toilet

NO.

RANK トイレ
1日 5～6回
完全な断水を想定した準備が必要。
オムツや尿パッドも有効です。

Outfit for 
Cold Weather

NO.

RANK 防寒用品
ブランケット・圧縮毛布・寝袋等
寒さは体力を奪います。体温を維持
できるように備えましょう。

Lamp
Light

NO.

RANK 灯り
懐中電灯・ランタン等
電池は定期的にチェックを。電池の
要らないタイプの灯りもあると◎

その他備蓄品リスト

防災備蓄重要度
ランキング

もしもの時に、人が生きていくために必要なものを
ランキングにしてご紹介します！
3日分備蓄していれば生存率もグッと上がります。

防災備蓄のプランニングから
保管管理までご提案

防災備蓄重要度ランキング／Contents02 ▶
ダイイチのサービス03 ▶
保存水04 ▶
非常食06 ▶
かめなくても大丈夫！高齢者施設向け食品13 ▶
笑顔になる おいしいスイーツ14 ▶

【コラム】そのBCPで事業継続につながりますか？15 ▶
  【特集】防災×SDGs16 ▶

避難時　ヘルメット・ベストほか18 ▶
避難生活　非常用トイレほか22 ▶

【コラム】被災時のトイレ問題を考える！25 ▶
非常用電源26 ▶
充電29 ▶
ライト30 ▶
災害用備蓄スタンド32 ▶

10Vol.

     注意事項!

● 防災商品の消費税は軽減税率対象商品（8%）と10%対象商品があります。

● 商品仕様および価格は、令和5年2月1日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

● 本カタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税率変更の場合は、変更後の税率に準じるものとします。あらかじめご了承ください。

● 印刷物のため、実際の商品とは発色が異なる場合があります。

● 掲載商品の仕様・価格・パッケージ等を予告なく変更することがあります。

● 時期により掲載商品が廃番・販売終了となる場合があります。

1

3

4

5

＼サービス内容／

保存期間管理サービス 講習会

フードバンクのご紹介 カーボンオフセットのご紹介

ダイイチはただ防災商品を売るのではなく、商品選定から保管方法や使用方法ま

で、お客様の会社に合ったトータルプランニングが大きな特徴です。社員数や年齢層、

男女比などを考慮し、企業ごとに最適な商品プランをご提案いたします。

ご納品時には、災害発生時にすぐ使用するものはとりやすい場所に置くなど、効率

的な備蓄方法やレイアウトについてもお伝えしています。

食品を中心に商品には保
存期間があります。商品
入れ替えのための予算取
りほか社内調整がスムー
ズに進むよう、期限切れ
の1年前にご案内します。

防災食品のフードロスを削
減するため、フードバンク
という社会福祉活動をご紹
介しています。まだ食べら
れる食品を生活に困ってい
る人たちに届けます。

CO2排出削減等の環境保全
に努めるため、地域に根ざ
したカーボンオフセット事業
をご紹介し、貴社の環境貢
献活動をサポートします。

貴社内での防災意識向上
や、実際の商品の使用方法
に関する講習会の講師を
承っております。学んだ経
験が、実際に被災した時に
一人一人の命を守ります。

2
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やわらか素材で
使用後は折りたたんで

コンパクトに収納

新製品入る！

02
飲みやすく肌にも身体にも優しいことから、
軟水は日本人向きの飲料水。その反対に硬
水はミネラル分が多いことから、薬を飲む際
や赤ちゃんには不向きなお水。災害時に飲む
お水なら、断然軟水をおすすめします。

保存する飲料水は
軟水をお奨めします

Water  et cetera

保存水 人間の体のほとんどは水でできています。性別や年齢で差はありま
すが、子供で約70％、成人で約60～65％を水が占めているのです。
生きていく上でもっとも大切なアイテムの一つと言えるでしょう。

保存期間

年

保存期間

年

FCL 8884 
DSW PREMIUM 12YEARS 
2ℓ 6本
¥2,880（税込 ￥3,110） 

K276
ケースサイズ：W367×D247×H218mm
※出荷単位 2箱

KSB 10104800
ウォータータンク　10ℓタイプ

サイズ：約240×240×240mm

SSM HKITA2L ★
北アルプス保存水
2ℓ 6本入
¥1,800（税込 ￥1,944）

K126
ケースサイズ：W330×D182×H320mm

貴重な水を有効活用！ 保存水を用途に合わせて有効活用できるアイテムをご紹介！
いざという時にあったらうれしい特選グッズ!!

保存期間

5年
SSM HKITA500ML ★
北アルプス保存水
500mℓ 24本入
¥4,800（税込 ￥5,184） 

K312
ケースサイズ：W370×D250×H222mm

Save water Water  et cetera

01
体 重を30 で 割った 値 が 必 要とする水
のリットル数になります。 例えば体重が
60kg の人の場合は、2.0 リットルという計
算です。

１日に摂取すべき
水の量について

Water  et cetera

04
災害発生時、上水道が止まると、各自治体の
水道局は一斉に給水体制に入ります。状況に
より、供給体制が整うまでに時間がかかるか
もしれません。日頃から備蓄をしておくこと
が大切です。

浄水場や給水ステーション
を確認しておきましょう

Water  et cetera

05
 ● 飲料水は貴重品。うがいをしたい時にはペットボトルのフタを使いましょう。500mlのフタは7.5cc   

 。すで量適はにきとぐすゆを口やいがう、ばれあが水の）cc51（ 杯２。すまいてっま決が格規と
● 手や傷口を洗いたいときは、フタの真ん中に小さな穴を2つ開けてシャワーの様に使いましょう。
● 空のペットボトルを半分に切れば、ペン立てや、コップの替りに使えます。
● 水は光を当てると乱反射します。ボトルに半分くらいの水を残し、小さめの懐中電灯を口の中に
 入れると、明るいランタンとしても使えます。

空のペットボトルを
有効活用しましょう

Water  et cetera

03
保存水と呼ばれる備蓄目的の水が、市販
のミネラルウォーターと違うのは、製造過
程で高温殺菌処理などをしてから容器に
密封されているということです。常に無菌
を保つことが長期保存が可能な理由です。

保存水が長期
保存できる訳

FCL 8883 
DSW PREMIUM 12YEARS 
500mℓ 24本
¥5,760（税込 ￥6,221） 

ケースサイズ：W327×D190×H322mm
※出荷単位 2箱

保存期間

7年

水に関する
手引きなど

役立つ情報を
プリント

水にまつわるエトセトラ ぜひ覚えて欲しい、生き抜くための基礎知識

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。商品によっては保存状況等により、期間が短くなる場合があります。

CODE 

CODE 

CODE 

K552CODE 

PKS 8982
飲むおんせん Veil 
500mℓ 24本
オープン価格

ケースサイズ：W378×D260×H230mm
K374・4CODE 

KFG JTAL500ML
純天然アルカリ保存水 
500mℓ 24本入
¥3,792（税込 ￥4,095） 
CODE 

74CODE 

KSB 10104801
ウォータータンク　20ℓタイプ

サイズ：約280×280×280mm
100CODE 

BEC 36585
ソフトバケツミニ3.7L
30個単位

K148.6CODE 

K275CODE 

BEC 36580
ソフトバケツ8L
16個単位

EPO 7015
折り畳み
ウォーターバッグ 100枚入

1ケース100枚入り
パッケージサイズ：
390×180×45mm
本体サイズ：
320×355×130mm
給水口：φ45mm 
満水6.5ℓ　

K2800CODE 

KFG JTAL2L
純天然アルカリ保存水  
2ℓ 6本入
¥1,836（税込 ￥1,983） 
CODE 

PKS 8983
飲むおんせん Veil 
2ℓ 6本
オープン価格

ケースサイズ：W335×D200×H325mm
K222CODE 

外ワクを折って1段ずつ押すとコンパクトにたためます。

平らな場所に置いて、底を押さえながらハンドルの付け根を
交互に引き上げます。

3.7ℓ 8ℓ

折りたたみ方

広げ方

K222
K198
K186
K174
K150

1箱
2箱以上
10箱以上
100箱以上
1,024箱以上

K417・6
K393・6
K369・6
K345・6
K297・6

1箱
2箱以上
10箱以上
100箱以上
960箱以上

Save W
ater

保
存
水

Save W
ater

保
存
水

Save W
ater

保
存
水

Save W
ater

保
存
水
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保存期間

5年

保存期間

5年

保存期間

5年

保存期間

5年

B1320CODE 

KSB
エマージェンシーブレッド
10200020

 

メープル味
カロリー：336kcal
10200021 チョコレート味
カロリー：343kcal

10200023 イチゴ味
カロリー：340kcal

10200022 ミルク味
カロリー：343kcal

各食20缶入
¥12,000（税込 ￥12,960）

ケースサイズ：W390×D310×H120mm 4kg

K1818CODE 

XTFF 2
Ｖエイドパン
001

 

抹茶クロレラ＆あずき
カロリー：261kcal
002 黒糖レーズン＆焦がしアーモンド
カロリー：300kcal
003 スパイスカレー＆完熟トマト
カロリー：277kcal

各30個入
¥16,500（税込 ￥17,820）

ケースサイズ：Ｗ493×D409×H208mm

ケースサイズ：
Ｗ470×Ｄ312×Ｈ123mm 4.5kg

非常食
Emergency food

主食からおやつまで、種類が充実してきた非常食。保存期間は3～7年が

中心です。味のクオリティが高くなり、アレルギーや食事制限が必要な
人に配慮したバリアフリー化も進んでいます。

001 ミルク カロリー：343kcal
002 ブルーベリー カロリー：342kcal
003 メープル
004 チョコ

カロリー：336kcal
カロリー：343kcal

保存期間

5年

保存期間

5年

保存期間

5年

KSB 10200800

SUN 1

ミニクラッカー
24缶入
¥6,000（税込 ￥6,480）

カロリー：369kcal
ケースサイズ：
W480×D324×H125mm

保存期間

7年

保存期間

5年

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。商品によっては保存状況等により、期間が短くなる場合があります。

KSB 10200801
ミルクビスケット
24缶入
¥6,000（税込 ￥6,480）

カロリー：361kcal
ケースサイズ：
W480×D324×H125mm

XTFF 1

AZP

紙コップパン
001 チョコレート

 

カロリー：346kcal
002 バター

 
カロリー：365kcal

003 ストロベリー

 

カロリー：336kcal

各食30袋入

 

各¥15,600（税込 ￥16,848）

ケースサイズ：
Ｗ493×Ｄ409×Ｈ200mm

AMA 2 
ミレービスケット 
100g
１２缶入
¥4,800（税込 ￥5,184）

カロリー：215kcal
K664・8CODE 

★

缶入り つなぐパン 

各食24缶入
¥12,000（税込 ￥12,960）

K1200CODE 

AMA 1 ★
ミレービスケット 200g
１２缶入
¥6,600（税込 ￥7,128）

カロリー：430kcal
ケースサイズ：Ｗ420×Ｄ325×Ｈ130mm

K900CODE 

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。商品によっては保存状況等により、期間が短くなる場合があります。

バランススティック 
001 セサミエスプレッソ 
002 マーマレードチーズ 
003 スイートストロベリー 

カロリー：310kcal
カロリー：302kcal
カロリー：306kcal

100食入
¥37,000（税込 ￥39,960）

ケースサイズ：W410×Ｄ400×Ｈ165mm 7kg
K4200CODE 

SUN 3

KSB 10200808
保存用乾パン
60食入
¥10,200（税込 ￥11,016）

カロリー：391kcal/1パック
ケースサイズ：W365×D260×H190mm

KSB 10200809
保存用ビスケット
60食入
¥10,200（税込 ￥11,016）

カロリー：323kcal/1パック
ケースサイズ：W365×D260×H190mm

保存期間

5年

保存期間

5年

K1560CODE 

K1560CODE 

DRM  ★
パンカン！
001 チョコチップ味 カロリー：380kcal
002 レーズン味 カロリー：336kcal
003 コーヒーナッツ味 カロリー：379kcal

各食24缶入
￥9,120（税込 ￥9,850）

ケースサイズ：W470×D320×H120mm
B1176CODE 

K888CODE 

K888CODE 

FSL 2-001
せんいのめぐみパン
50袋入
オープン価格

カロリー：343kcal
ケースサイズ：Ｗ500×Ｄ340×Ｈ260mm 7.4kg

K2950CODE 

B1770CODE 

¥41,000（税込 ￥44,280）

KSB 10200004 ★
エマージェンシークッキー 大麦
カロリー：341kcal

100袋入

ケースサイズ：Ｗ520×Ｄ395×Ｈ170mm
100袋以下をご希望の場合はお問い合わせください。

B4100CODE 

KSB ★
エマージェンシークッキー
10200001 チョコレート味 カロリー：321kcal
10200002 プレーン味 カロリー：326kcal
10200003 抹茶味 カロリー：328kcal
100袋入
各¥36,000（税込 ￥38,880）

ケースサイズ：W500×D375×H160mm
B3500CODE 

保存期間

7年

保存期間

7年

ぱん革命
 
 
 

001 ブルーベリー カロリー：308kcal
002 チョコレート カロリー：304kcal
003 北海道濃厚ミルク カロリー：306kcal

各食50袋入
各¥21,500（税込 ￥23,220）

ケースサイズ：
Ｗ550×Ｄ360×Ｈ170mm 6kg

K2800CODE 

ノンフライ
牛乳・卵不使用

Vegan

ヴィーガン

保存期間

7年

世界初！ヴィーガン対応防災パン

アレルギー対応食品
特定28品目不使用

安心して食べられ
る！

COLUMN 01

アレルギー疾患を持つ人が多くなってきている背景
を受け、「アレルギー疾患対策基本法」が、平成26
年12月に施行されました。
これにより、災害時の備蓄食料の一部をアレルギー
に配慮したものにするよう対応が求められていま
す。食物アレルギーの場合、体に合わない食べ物が
体内に入った時にかゆみやじんましん等の皮膚症状
に限らず、ショック状態に陥る重篤な症状まで発生
する可能性があります。ただでさえ不安な災害時
に、苦しい思いをしなくてもいいよう、事前に把握し
ておきたいですね。

誰でも食べられる食品を…

えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生・アーモ
ンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシュー
ナッツ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・ごま・さけ・
さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・
やまいも・りんご・ゼラチン

Emergency food

非
常
食

Emergency food

非
常
食

Emergency food

非
常
食

Emergency food

非
常
食
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B1980CODE 

B1920CODE 

K1960CODE 

CODE 

CODE 

CODE 

B1680CODE B1740CODE B1680CODE 

B1980CODE 

B1890CODE B1920CODE 

希望食品シリーズ ケースサイズ：
W416×D307×H110mm

保存期間

5年

NZM 4 ★
菜めし／50食入
¥16,000（税込 ￥17,280）

カロリー：371kcal

NZM 3 ★
わかめご飯／50食入
¥15,800（税込 ￥17,064）

カロリー：372kcal

NZM 2 ★
五目ご飯／50食入
¥16,500（税込 ￥17,820）

カロリー：369kcal

 NZM 7 ★
梅がゆ／50食入
¥14,500（税込 ￥15,660）

カロリー：155kcal

NZM 5 ★
ひじきご飯／50食入
¥16,000（税込 ￥17,280）

カロリー：371kcal

NZM 1 ★
しろ飯／50食入
¥14,000（税込 ￥15,120）

カロリー：381kcal

NZM 6 ★
しろがゆ／50食入
¥14,000（税込 ￥15,120）

カロリー：152kcal

NZM 8 ★
カレーご飯／50食入
¥16,500（税込 ￥17,820）

カロリー：366kcal

希望食品アルファ米シリーズ
の作り方は基本的にすべて同
じです。今回はわかめご飯で
解説します。

あとは
待つだけ！

開封するとスプーンと乾燥剤が
入っています。

スプーンと乾燥剤を確実に取り
出しましょう！

底を広げてから、注水線まで、
水またはお湯を注ぎます。

◎一度炊飯したご飯を温風で乾燥。お湯や水で戻すことで食べられます。

おいしいごはんのつくり方

ケースサイズ：W422×D307×H198mm

尾西のごはんシリーズ
保存期間

5年

KSB 10200100
白飯／50食入
¥14,000（税込 ￥15,120）

カロリー：366kcal

お湯はもちろん、
水でもつくれます

炊き出しセット50食タイプあり ※詳しくは営業担当にお問い合わせください。

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。商品によっては保存状況等により、期間が短くなる場合があります。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

➓

KSB 10200107 えびピラフ 50食入 ¥19,000（税込 ￥20,520） K2660 カロリー：361kcal

KSB 10200105 きのこごはん 50食入 ¥17,000（税込 ￥18,360） K2380 カロリー：362kcal

KSB 10200111 松茸ごはん 50食入 ¥20,000（税込 ￥21,600） K2800 カロリー：366kcal

CODE KSB 10200112 白がゆ 50食入 ¥13,000（税込 ￥14,040） K1820 カロリー：148kcal

CODE KSB 10200113 梅がゆ 50食入 ¥14,000（税込 ￥15,120） K1960 カロリー：151kcal

CODE KSB 10200103 五目ごはん 50食入 ¥17,000（税込 ￥18,360） K2380 カロリー：377kcal

CODE KSB 10200101 赤飯 50食入 ¥17,000（税込 ￥18,360） K2380 カロリー：369kcal

CODE KSB 10200104 山菜おこわ 50食入 ¥19,000（税込 ￥20,520） K2660 カロリー：361kcal

CODE KSB 10200106 わかめごはん 50食入 ¥16,000（税込 ￥17,280） K2240 カロリー：363kcal

CODE KSB 10200109 ドライカレー 50食入 ¥17,000（税込 ￥18,360） K2380 カロリー：361kcal

CODE KSB 10200108 チキンライス 50食入 ¥17,000（税込 ￥18,360） K2380 カロリー：359kcal

CODE KSB 10200110 たけのこごはん 50食入 ¥17,000（税込 ￥18,360） K2380 カロリー：359kcal

CODE KSB 10200114 塩こんぶがゆ 50食入 ¥14,000（税込 ￥15,120） K1960 カロリー：151kcal

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。商品によっては保存状況等により、期間が短くなる場合があります。

保存期間

5年UOT ★
手羽先玄米リゾット・ミニ
各食50食入
¥20,000（税込 ￥21,600）

001T トマト味 カロリー：265kcal
002W 和風味 カロリー：210kcal
003C カレー味 カロリー：250kcal
ケースサイズ：W300×D395×H190mm
セット内容：スプーン50本

K1950CODE 

SUN 2

YOY

保存期間

7年

保存期間

7年

長期保存玄米ごはん　各食50食入
¥23,000（税込 ￥24,840）

002 和風味 カロリー：306kcal
001 カレーピラフ カロリー：305kcal
003 ケチャップライス カロリー：305kcal
ケースサイズ：W402×D307×H202mm 12kg

K2300CODE 

K2880CODE 

玄米エスニックピラフ／50食入

カロリー：349kcal

XKGE 001

¥24,000（税込 ￥25,920）
K2880CODE 

玄米カレーリゾット／50食入

カロリー：340kcal

XKGE 002

¥24,000（税込 ￥25,920）
K2880CODE 

玄米ジューシー／50食入

カロリー：340kcal

XKGE 003

¥24,000（税込 ￥25,920）
K2880CODE 

玄米トマトリゾット／50食入

カロリー：340kcal

XKGE 004

¥24,000（税込 ￥25,920）

ケースサイズ：W400×D310×H200mm　11.5kg

沖縄県産もずくと塩使用でミネラル豊富

保存期間

7年

K1475CODE 

おいしいごはん
HOZON HOZON
1ケース25食入
¥12,250（税込 ￥13,230） 

7655 和風鯛ごはん
カロリー：176kcal
7656 和風ちりめんごはん
カロリー：182kcal
7657 洋風トマトごはん
カロリー：185kcal
7658 海鮮カレーごはん
カロリー：171kcal
ケースサイズ：
W325×D305×H170mm

Emergency food

非
常
食

Emergency food

非
常
食

Emergency food

非
常
食

Emergency food

非
常
食

 DRAFT  01校／20.12.23／作番2003924

08 09



美味しい防災食シリーズ 保存期間

5年
【UAA食品】特殊な新
技術により、５年保存を
可能にしたレトルト食
品です。

FSL 006
きんぴらごぼう
50食入

FSL 004
肉じゃが
50食入

カロリー：107kcal
ケースサイズ：W450×D290×H210mm 4.7kg

カロリー：325kcal
ケースサイズ：W450×D290×H210mm 8.5kg

カロリー：128kcal
ケースサイズ：W450×D290×H210mm 6.0kg

カロリー：166kcal
ケースサイズ：W450×D290×H210mm 7.5kg

ケースサイズ：W430×D330×H180mm 8.2kg

FSL 008
ポークカレー
50食入

カロリー：178kcal
ケースサイズ：W450×D290×H210mm 11.0kg

FSL 009
牛丼の具
50食入

カロリー：178kcal
ケースサイズ：W450×D290×H210mm 7.0kg

FSL 007
赤魚の煮付
50食入

カロリー：105kcal
ケースサイズ：W450×D290×H210mm 5.9kg

保存期間

5年
保存期間

5年

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。商品によっては保存状況等により、期間が短くなる場合があります。

FSL 003
筑前煮／50食入
オープン価格

カロリー：100kcal
ケースサイズ：
W450×D290×H210mm 5.5kg

K2950CODE 

FSL 005
豚汁／50食入
オープン価格 

カロリー：106kcal
ケースサイズ：
W450×D290×H210mm 10.0kg

K2950CODE 

FSL 001
さば味噌煮
50食入
オープン価格

K3000CODE 
オープン価格 オープン価格

FSL 002
ハンバーグ煮込み
50食入

K2950CODE 

オープン価格
K2950CODE 

オープン価格
K3000CODE 

K2950CODE 
オープン価格

K2950CODE 

オープン価格
K2950CODE 

FSL 018
中華風ミートボール
50食入

カロリー：120kcal
ケースサイズ：W450×D295×H210mm 7.0kg

オープン価格
K2800CODE 

カロリー：60kcal

オープン価格

FSL 013
けんちん汁　
36食入

K2124CODE 

KSB 10201422
ハウス食品　
LLヒートレスカレー
30食入
¥5,100（税込 ￥5,508） 

カロリー：173kcal
ケースサイズ：W507×D277×H80mm 6.9kg

K792CODE 

KSB 10201423
ハウス食品　
LLヒートレスシチュー
30食入
¥5,100（税込 ￥5,508） 

カロリー：178kcal
ケースサイズ：W507×D277×H80mm 6.9kg

K792CODE 

KSB 10200012
チャーハン味／50食入
¥26,000（税込 ￥28,080）

カロリー：340kcal

KSB 10200011
炊き込み五目／50食入
¥26,000（税込 ￥28,080）

カロリー：337kcal

KSB 10200013
カレー味／50食入
¥26,000（税込 ￥28,080）

カロリー：339kcal

KSB 10200014
ピラフ味／50食入
¥26,000（税込 ￥28,080）

カロリー：340kcal

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。商品によっては保存状況等により、期間が短くなる場合があります。

保存期間

5年

永谷園フリーズドライご飯 水で5分、お湯で3分で出来上がり
そのままでも大丈夫！ケースサイズ：W535×D365×H215mm

K3250CODE K3250CODE K3250CODE K3250CODE 

MTA 1-001 MTA 1-004 MTA 1-002 MTA 1-003

KSB 
携帯おにぎり／各食50袋入
¥10,000（税込 ￥10,800）

10200132 鮭 カロリー：152kcal
10200134 五目おこわ カロリー：168kcal
10200135 わかめ カロリー：151kcal
ケースサイズ：Ｗ382×Ｈ312×Ｈ113ｍｍ

K1600CODE 

保存期間

7年

保存期間

5年

災害時だからこそおいしいごはんを！

120年以上の歴史を誇る新潟の老舗割
烹料亭「大倉屋」が監修し、できたての
ほっとする味わいを追求している

カロリー：114kcal

ケースサイズ：W300×D180×H170mm　1.3kg

料亭監修 たいぞうすい
24食入
¥9,600（税込 ￥10,368）

K960CODE 

カロリー：119kcal

料亭監修 ふぐぞうすい
24食入
¥9,600（税込 ￥10,368）

K960CODE 

カロリー：118kcal

料亭監修 ほたてぞうすい
24食入
¥9,600（税込 ￥10,368）

K960CODE 

カロリー：119kcal

料亭監修 さけぞうすい
24食入
¥9,600（税込 ￥10,368）

K960CODE 

水で30分、お湯で10分

K2280CODE 

保存期間

5年

食のバリアフリーをめざす

ERN 001 ★ 
越後そだちの春陽 はんぶん米
50食入
¥19,000（税込 ￥20,520） 

カロリー：366kcal　
ケースサイズ：W480×D330×H180mm

使用している米「春陽」は、農林水産省のスーパーライス計画
（のちのブランドニッポン）で開発された新潟生まれの新しいお米です。

はんぶん米は（有）エコ・ライス新潟がフード・アクション・ニッポンアワー
ド2011、研究開発・新技術部門で優秀賞を受賞した商品です

K2280CODE 

ERN 003 ★ 
わかめご飯 
50食入
¥19,000（税込 ￥20,520） 

カロリー：367kcal
ケースサイズ：
Ｗ430×Ｄ270×Ｈ245mm

」めかわ「 巻石×」米「 の潟新
保存期間

5年

保存期間

5年 6ヵ国語
対応

ERN 008
みんなのごはん
50食入り
¥19,000（税込 ￥20,520） 

カロリー：387kcal
ケースサイズ：
Ｗ320×Ｄ480×Ｈ185mm

K2280CODE 

FSL 011

K2950CODE 

さつま芋のレモン煮
50食入
オープン価格

カロリー：197kcal
ケースサイズ：
W450×D295×H210mm  6.0kg

FSL 012

K2800CODE 

ソフト金時豆
50食入
オープン価格

カロリー：184kcal
ケースサイズ：
W450×D295×H210mm 5.0kg

FSL 010

K2124CODE 

ホワイトシチュー
36食入
オープン価格

カロリー：185kcal

ケースサイズ：W430×D330×H180mm 10.0kg

保存期間

5年

別容器は不要。
自立式パック

KSB 10201440 
ポケットワン
わかめスープ
60食入
¥10,200（税込 ￥11,016）

カロリー：28kcal
ケースサイズ：
Ｗ395×Ｄ225×Ｈ190ｍｍ

K1350CODE 

KSB 10201442 
ポケットワン
おみそ汁
60食入
¥10,200（税込 ￥11,016）

カロリー：32kcal
ケースサイズ：
Ｗ395×Ｄ225×Ｈ190ｍｍ

K1380CODE 

KSB 10201441 
ポケットワン
コーンスープ
60食入
¥10,200（税込 ￥11,016）

カロリー：32kcal
K1350CODE 

ケースサイズ：
Ｗ395×Ｄ225×Ｈ190ｍｍ

6ヵ国語（日本語、英語、ポルトガル
語、中国語、韓国語、アラビア語）に
対応した作り方説明書を同封。

Emergency food

非
常
食

Emergency food

非
常
食

Emergency food

非
常
食

Emergency food

非
常
食
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レタス
約1.5個分の
食物繊維入り

温かい食べ物で ホッ 温かい食べ物や飲み物は避難ストレスを
軽減する効果があります。

あったら便利！

火を使わずに
お湯を沸かせる

優れもの 湯沸しと言えば
このケトル！

KSB 10106917
災害対策用ケトル
¥14,600（税込 ￥16,060）

8L用　シュウ酸ケトル

KSB 10107078
湯わかしBOX基本セット
¥2,480（税込 ￥2,678）

サイズ：210×30×330mm
内容：湯わかしBOX本体、アルミミナフォーム
製保温袋、専用発熱剤×2、ファスナー袋、
キャップ付スパウト袋

被災時は「家に帰れない」「家族や友人と連絡が取

れない」等で、とにかくストレスが溜まります。気づ

かぬうちに身体は緊張して血流が悪くなるため、身

体が冷えてしまいます。そういう時は「温かい食べ

物・飲み物」をとりましょう。血液の循環をよくし、緊

張がほぐれます。ま

た、脳内に精神安定

作用のあるセロト

ニンが分泌され、リ

ラックス効果も。沈

んでいた気持ちが、

前向きになるかもし

れませんね。

温かい食べ物を
摂る大切さ

COLUMN 02

いざという時の
強い味方

KSB 10106817
カセットコンロ CY-10
¥5,350（税込 ￥5,885）

最大発熱量：3.3kW
ケースサイズ：
W340×D275×H110mm
※出荷単位8台

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。商品によっては保存状況等により、期間が短くなる場合があります。

KSB 10107079
湯わかしBOX専用発熱剤
¥1,260（税込 ￥1,361）

サイズ：100×25×230mm
内容：専用発熱剤2個入

KSB 10106815
カセットガス 3本入
¥1,160（税込 ￥1,276） 

LPGブタンガス250g　
※出荷単位16パック

256CODE 

560CODE 

1580CODE 

110CODE 88CODE 

高齢者施設向け食品
嚥下咀嚼が難しくても、できるだけおいしい物を口にしたいという願いを叶えられる
食品を集めました。

かめな
くても

大丈夫

K2950CODE 

FSL 014
根菜のやわらか煮
50食入

カロリー：45kcal
ケースサイズ：
W450×D295×H210mm 5.9kg

K1530CODE 

MTA 5-001
非常備蓄用　
ミキサー粥
50食入

カロリー：85.1kcal
ケースサイズ：
W390×D340×H170mm 2.5kg

毎日のごはんがバリエーション豊かに

食べやすいやわらかさに調整可能

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。商品によっては保存状況等により、期間が短くなる場合があります。

¥15,250（税込 ￥16,470） 
K1880CODE 

MTA 5-002
非常備蓄用　
ミキサー粥 ふぐ風味
50食入

カロリー：92kcal
ケースサイズ：
W390×D340×H170mm 2.7kg

¥18,750（税込 ￥20,250） 
K1710CODE 

MTA 5-003
非常備蓄用　
ミキサー粥 まつたけ風味
50食入

カロリー：81.2kcal
ケースサイズ：
W390×D340×H170mm 2.5kg

¥17,100（税込 ￥18,468） 

K1430CODE 

ライスるん
白米＋ホタテ貝カルシウム
50食入
¥14,250（税込 ￥15,390） 

MTA 2-001

 カロリー：151.2kcal

カロリー：200kcal

カロリー：20kcal

カロリー：205kcal
カロリー：204kcal

カロリー：83kcal

K1670CODE 

ライスるん
50食入
¥16,650
（税込 ￥17,982） 

オープン価格
K2950CODE 

FSL 016
いかのムース
50食入

カロリー：85kcal
ケースサイズ：
W450×D295×H210mm 3.2kg

オープン価格
K2950CODE 

FSL 015
里芋の鶏そぼろ煮
50食入

カロリー：69kcal
ケースサイズ：
W450×D295×H210mm 5.9kg

オープン価格

K1800CODE 

本格中華 ほたて粥
50食入

カロリー：133.8kcal
ケースサイズ：
W360×D340×H170mm 3.2kg

MTA 3-001

¥18,000（税込 ￥19,440） 
K1300CODE 

白がゆ
50食入

カロリー：160.4kcal
ケースサイズ：
W440×D340×H170mm 3.8kg

MTA 4-001

¥13,000（税込 ￥14,040） 

MTA 2

 

002 野菜＆きのこ
カロリー：152kcal

003 五目がゆ
カロリー：153kcal

ケースサイズ：
W420×D340×H170mm 3.2kgケースサイズ：W420×D340×H170mm 3.2kg

主食

歯ぐきでつぶせるスマイルケア食副菜

3食飽きずに
食べられる
味付きミキサー粥

7分粥
ジャムぐらい

5分粥
ヨーグルトぐらい

3分粥
ポタージュぐらい

K2950CODE 

FSL 017
あじのムース
50食入

カロリー：86kcal
ケースサイズ：
W450×D295×H210mm 3.2kg

オープン価格

保存期間

5年

保存期間

5年保存期間

7年
保存期間

7年

えんげそしゃく

保存期間

5年
保存期間

5年
保存期間

5年
保存期間

5年

KSB 5404
野菜一日 これ一本
30缶入
¥4,500（税込 ￥4,860）

ケースサイズ：W325×D268×H110mm

ビタミン補給に！

保存期間

5年
保存期間

5年保存期間

5年

保存期間

5年
保存期間

5年

生きる
エネルギー源は

！）酸ノミア（ 質くぱんた

K732CODE SZH 88140
非常用サカナのちから 30g
1箱10袋入（1袋90錠入）
¥9,000（税込 ￥9,720）

K990CODE 

BDT 3-001
リポビタンゼリー長期保存タイプ
80袋入
¥24,000（税込 ￥25,920）

K3840CODE 

BDT 1-001
LIFE  STOCK　バランスタイプ
アップル＆キャロット
100袋入
¥18,000（税込 ￥19,440）

K2800CODE 

ケースサイズ：W292×D250×H141mm　4.1kg

BDT 2 
LIFE  STOCK　エナジータイプ
001  ペアー（洋ナシ） 
002 グレープ  
各80袋入
各¥25,600（税込 ￥27,648）

ケースサイズ：W352×D347×H178mm　9.5kg

ケースサイズ：W352×D347×H178mm　9.5kg

K3840CODE 

被災地から生まれた本当に欲しかった備蓄食

通常の身体のエネルギー源が枯渇す
ると、アミノ酸をエネルギーに変換。
筋肉・体調・免疫力を維持するために
働きます。食事などの物資が届くまで
の間の命をつなぐ補助食品です。

Emergency food

非
常
食

Emergency food

非
常
食

Emergency food

非
常
食

Emergency food

非
常
食
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XGAV 
防災スイーツ
001  バニラガレット  
002 チョコレートガレット 

カロリー：360kcal

カロリー：316kcal
カロリー：323kcal

カロリー：360kcal

カロリー：460kcal
カロリー：337kcal

001  プレーン
002 ココア味

 

各20袋入
各¥12,000（税込 ￥12,960）

ケースサイズ：Ｗ500×Ｄ300×Ｈ165mm  2.1kg
K1400CODE 

  

XGAV 
防災スイーツ
003

 
メープルガレット

004 アレルゲンフリーチョコガレット
各20袋入
¥14,000（税込 ￥15,120）

ケースサイズ：Ｗ500×Ｄ300×Ｈ165mm  2.1kg
K1680CODE 

保存期間

5年

保存期間

6年保存期間

5年

KSB 10201871
パワ－フル－ツ
キャンディ 6イヤーズ
20袋入
¥4,800（税込 ￥5,184）

カロリー：171kcal
ケースサイズ：
Ｗ326×D181×H159mm

B640CODE 

FCL 8887
えいようかん
20箱（60ｇ×5本/箱）
¥11,000（税込 ￥11,880）

カロリー：171kcal
ケースサイズ：
Ｗ365×Ｄ200×Ｈ103mm

K1512CODE 

FCL 8888
チョコえいようかん
20箱（55ｇ×5本/箱）
¥13,000（税込 ￥14,040）

カロリー：197kcal
ケースサイズ：
Ｗ365×Ｄ200×Ｈ103mm

K1820CODE 

FSL 3
スティックバウムクーヘン 

1ケース50袋入
オープン価格

ケースサイズ：W485×D360×H230mm 5.3kg
K2900CODE 

XTFF 4
ひとくちやわらかラスク
001 メロン カロリー：370kcal
002 メープル カロリー：373kcal
003 ホワイトチョコ カロリー：376kcal

32袋入／¥18,880（税込 ￥20,390）

ケースサイズ：Ｗ539×Ｄ309×Ｈ151ｍｍ  3.7kg
B2144CODE 

チョコレートの
味わいを大切にして

和のあんと融合させた
新しいタイプの

保存用和菓子です 保存期間

5年

保存期間

5年

手軽に171kcal
（ご飯一杯分）の
エネルギー補給が

可能です

必要なのは守るべき業務と水準の明確化
  ＢＣＰとは事業継続計画（Business Continuity Plan）の頭文字を

とった言葉です。企業が、大災害や事故・不祥事といった危機的状

況下に置かれても、重要な業務が継続できて、組織が生き延びる

ための方策を記した経営計画書のことを指します。

　大規模災害時等の困難な状況下で業務が停止した場合には、

経営に及ぼす影響の大きさを具体的に評価することが不可欠で、

「守るべき業務」と「守るべき水準」を明確に定めておくことが重要

です。通常ＢＣＰでは「守るべき水準」として、業務復旧までの時間

軸を明らかにして「備え」の具体化を定めることとされています。

大規模災害リスクに弱い中小企業
　帝国データバンクが2021年５月、全国の中小企業に調査したと

ころ、回答が得られた１万1242社のうち、事業継続計画（ＢＣＰ）

を「策定している」と回答した企業は17.6％でした。この調査は６

回目で、年々緩やかに上昇し過去最高となったものの、未だ低水

準にとどまっています。これは、大規模災害やコロナ禍で、経営不

振に陥る主要因でもあります。調査では策定できない理由を種々

あげられていますが、経営者に本気度がないと思慮いたします。

大規模災害時に有効であった企業取組の上位５項目
➀社員とその家族の安全確保　

➁備蓄品（水・食料・災害用品）の購入・買い増し

③訓練（安否確認・帰宅・参集等）の開始や見直し　

④社としての災害時の対応方針

⑤安否確認や相互連絡のための電子システムの導入

ＢＣＰで決めるべき事項
　大規模災害時に備えて、何日分の備蓄をするのか？ アンケート

では企業の備蓄量は３日分がもっとも多くなっています。３日分で

は事業継続のための備蓄とは言えません。

　災害情報学会で明らかになったことは、首都直下地震や南海ト

ラフ地震では、ライフラインや流通の復旧までには１か月から１か

月半は要するということで、企業はこの期間の事業を継続し続ける

ためのライフライン代替の備蓄を要します。

　調査では災害で事業継続ができなかった企業の要因として、社

員の離職があげられています。ＢＣＰで定める事項の第一位は社員

が働き続けられる環境の整備です。社員が働き続けられるために

は、その家族の生活が安心であることが不可欠です。

　ついで企業活動で不可欠な仕入先など、サプライチェーンの確

保があげられます。

　例えば、年２回のボーナス時に社員家族のために家庭内備蓄食

料などを供与して、災害時、社員が安心して出勤できる体制を整え

るのも事業継続の効果的な対策です。他都市の災害時には、関連

企業や業界相互で商品の融通だけではなく、食料を含む備蓄生活

物資を融通しあうことや、被災家族の相互支援も協定化するなど、

グループ企業間協力も効果を発揮します。

　キーワードは信頼です。顔の見える経営、心がつながっている経

営こそがＢＣＰの基本となります。

いますぐ点検！
ほんとうにそのＢＣＰで事業継続できるか
　社内備蓄は何日分ありますか？ 社員が安心して出勤できる家庭

内備蓄支援をしていますか？ よもや、水とアルファ米、トイレ凝固剤

の３日分で「備えたこと」にしてはいませんか？ ぜひ社員とサプライ

チェーン関連企業の１か月分をＢＣＰに盛り込みましょう。事業継続

のための投資は、社員の命と働き方に対する投資でもあります。

そのBCPで事業継続につながりますか？
事業継続計画

Special Column

環境・防災コンサルタント　秦　好子

【プロフィール】
はた・よしこ●元横浜市消防局次長・横浜市福祉局福祉の街
づくり担当課長として災害救助事務を所管。����年から����
年まで内閣府防災とボランティア検討会委員。
（一財）防災教育推進協会常務理事。阪神・淡路大震災以降
多くの被災地での被災者支援活動の経験からフェーズフリー
の防災対策を提言

注1：母数は有効回答企業1万1,242社。2020年5月調査は1万1,979社、2019年5月調査は9,555社
注2：下線の値は赤枠が指す『策定意向あり』（「策定している」「現在、策定中」「策定を検討してる」

の合計）の割合
出展：帝国データバンク「事業継続計画（BCP）に対する企業の意識調査（2021年）」

事業継続計画（BCP）の策定状況

策定している 現在、策定中 策定していない 分からない策定を
検討している

����年�月
調査 ��.�％ �.�％ ��.�％ ��.�％ �.�％��.�％

����年�月
調査 ��.�％ �.�％ ��.�％ ��.�％ �.�％��.�％

����年�月
調査 ��.�％ �.�％ ��.�％ ��.�％ �.�％��.�％

K1612・8CODE 

おいしいスイーツ

サクッとおいしい!

K1478・4CODE 

KSB 10200855 ★
ライスクッキー
1ケース48箱入（1箱8枚入）
¥10,560（税込 ￥11,405） 

カロリー：276kcal
ケースサイズ：W450×D360×H195mm
※原材料にココナッツ・アーモンドを使用

保存期間

5年

KSB 10200856 ★
ライスクッキー いちご
1ケース48箱入（1箱8枚入）
¥11,520（税込 ￥12,442） 

カロリー：263kcal
ケースサイズ：W450×D360×H195mm
※原材料にココナッツ・アーモンド不使用

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。商品によっては保存状況等により、期間が短くなる場合があります。

保存期間

5年 保存期間

5年

Emergency food

非
常
食

Emergency food

非
常
食
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誰も取り残さない社会を目指す ダイイチの取り組み

まだ食べられる食料品を
次の人へ

食品ロス削減の取り組みとして、更新時期前の食料品を有効利用していた
だくために、フードバンクをご紹介し、契約までのお手伝いを致します。処
分されてしまう食品を食べ物に困っている人や施設に届ける社会貢献活
動を実施することができます。

備えている時も、災害時も、防災用品がすべての人の安心につながるよう、さまざまな活動を行っています。

フードバンクのご紹介取り組み 1

カーボンオフセットでCO₂削減
弊社防災商品はカーボンオフセットを付けることが
できます。経済活動で排出した温室効果ガスを、環境
保全事業等に投資することにより、相殺します。

カーボンオフセットの購入サポート取り組み 5

災害に強い企業・街を作る
災害が発生した際に、いかに被害を減らすかという視点が
重要です。企業や地域社会を守るため、様々な状況をお伺
いし、何を揃えてどのように使い、管理していくか、安心して
備えられるようなプランをご提案致します。

社内BCPにおける適切な防災備蓄提案取り組み 2

フードバリアフリーの実現
アレルギーをお持ちの方、宗教上食べられないものがある方、タンパク質制限などの食事制限
をされている方ほか、いざという時、誰でも安心
して食べられる食料品をご提案致します。
→詳細はＰ13-14へ

フードバリアフリー食品のご案内取り組み 3

循環するシステムを作る
環境負荷低減につながる不要な商品の回収や循環
型リサイクルシステムの構築を推進。エコフィード
（期限切れの食料品の飼料化）や再生PET利用
（再生ＰＥＴボトルを利用した保存水）等のご紹介
を致します。

循環型リサイクル施設のご紹介取り組み 4

リサイクル

施設

養豚農家

企業防災備蓄

賞味期限切れ食品 回　収

飼料化

商品化

＆販売

弊社登録フードバンク

フードバンクかながわ

公益社団法人※の認定を受けたフードバンク

地域の「たすけあい」「支え合い」「分かち合い」、相互扶助の社
会づくりをめざすとともに、社会の食品ロス削減に向けた意識
の向上を図り、社会福祉及び資源・環境保全の増進に寄与する
ことを目的とし活動しています。 

※公益法人への寄付は、税制上の優遇措置が受けられます。 
　公益社団法人フードバンクかながわへの食品寄付は、運送費を含め、税制上も全額（帳

簿簿価）損金処理が可能です。
 （ただし、備蓄分を経費処理している場合は対象になりません）

 DRAFT  01校／20.12.23／作番2003924

16 17



避難時 災害発生時はまず身を守ることが大切です。ヘルメット等を身に
着けましょう。避難時には冷静な行動を心がけ、必ず安全を確認して
から移動してください。

Evacuation

◎カラーが豊富な
たためるヘルメッ

ト！
使用時：13.8cm
収納時:6.2cm !

670CODE 

GOS NO23 ★
IZANO２メット
オープン価格

カラー：ブルー・グリーン・
オレンジ・ホワイト・イエロー・
オレンジ×シルバー・
ホワイト×オレンジ
素材：ABS樹脂

オレンジ/ホワイトライン グレー/ホワイトラインホワイト/オレンジライン ホワイト/ブルーライン

ブルー イエローグリーンオレンジホワイト

携帯に便利な
収納袋付

GOS IZANOCS ★  
IZANOキャップ
スタンダード仕様 
¥2,800（税込 ￥3,080）

カラー：黒
プロテクタ－部：PP樹脂/EVA他
サイズ：W110×Ｄ75×Ｈ110mm

（折りたたみ時）

GOS IZANOCB ★ 
IZANOキャップ
防炎仕様
¥3,600（税込 ￥3,960）

カラー：オレンジ
プロテクタ－部：PP樹脂/EVA他
サイズ：W110×Ｄ75×Ｈ110mm

（折りたたみ時）

スタンダード
仕様

折りたたみ時 付属の専用袋

耐衝撃プロテクター
（エコキャップ付）

防炎仕様

落下物保護
プロテクター

キャップ

掌部クッション入り

通気性抜群で
　　摩擦に強い

SIY MF-10 ★  
人工皮革手袋
クッショングリップ
4142484 Mサイズ
4142485 Lサイズ
4142486 LLサイズ
オープン価格

能可い洗水◎　）L（ mc22：さ長準標

SIY SE-55 ★ 
ゴーグル
オープン価格

JIS T 8147合格 VFコ－トレンズ
※出荷単位10個

ホワイト

SIY 2228840 ★ 
踏み抜き防止板入り
インソール
オープン価格

サイズ：
SS（20.0～21.5cm）　
S（22.0～23.0cm） 
M（23.5～24.5cm）　
L（25.0～26.0cm） 
LL（26.5～28.0cm）

SIY WS33 ★ 
静電靴消防
¥27,000（税込 ￥29,700）

規格：JIS T 8103 ED-P/C2/合格 
先芯：ワイドACM樹脂先芯　甲被：牛革（型押しソフト）
靴底：SX3層底Fソール（SX高機能樹脂＋2層SXラバー）
標準重量： 1,260g（26.0cm/両足）
23.5～28.0標準価格

（22.0・22.5・23.0・29.0・30.0cmは割高になります）

IIS AZ-4705 ★ 
安全ゴム長靴

（踏み抜き抵抗板入り）
¥8,300（税込 ￥9,130）

カラー：008 ネイビー×オレンジ
規格：JIS1100N相当

 ムゴ】被甲【 芯先製鋼】芯先【：材素
ムゴ】底【        

サイズ：24.5～27.0cm、28.0cm

表側

裏側

GOS A-01 ★ 
防災用ヘルメット つば付き
¥3,100（税込 ￥3,410）

カラー：スカイブルー・黄　素材：ABS樹脂

スカイブルー

黄

踏み抜き防止抵抗板
入りで砂利や粉じんの
侵入防止

◎役割や必要とするフォローが一目瞭然
◎各地方自治体・福祉施設では必須アイテム
◎反射材付きで夜でも安心

車椅子使用
サポートをお願いします

私の名前は
第一太郎です
000-123-4567
に連絡してください

ボランティアスタッフ

誘 導 係

IIS AZ-8707 ★ 
メッシュゼッケンベスト
¥3,000（税込 ￥3,300）

カラー：005グリーン・019イエロー・ 
063オレンジ
素材：メッシュ ポリエステル100％
サイズ：フリー

（着丈59cm 肩幅36.5cm）

005グリーン 019イエ 063オレンジ

A4用紙サイズ

差込OK

背中に
シルクスクリーンで
プリントできます

BEC 81345 
反射安全タスキ
¥350（税込 ￥385）

サイズ：150×4cm
素材：ポリエステル100%

イエロー

パトロール時の定番ベスト、

メッシュ仕様で夏でもOK ! 008
ネイビー

019
イエロー

063
オレンジ

005
グリーン

006
ブルー

IIS AZ-8700 ★ 
メッシュベスト
¥4,000（税込 ￥4,400）

カラー：005グリーン・006ブルー・008ネイビー・ 
019イエロー・063オレンジ
素材：メッシュ ポリエステル100％
サイズ：フリー・3L

ロー

サイズ フリー ３L
着丈 60 66

肩幅 38 40

胸廻り 95～130 105～140

（cm）

384CODE 496CODE 

178CODE 
K278CODE 

210CODE 

GOS NO24 ★ 
OSAMET
オープン価格

カラー：ホワイト
素材：ABS樹脂

690CODE 

498CODE 

1470CODE 
210CODE 

180CODE 

28CODE 

NAK  010-1002 
医療従事者ベスト スタンダード
¥18,000（税込 ￥19,800）

サイズ：フリー（着丈56cm、胴廻り74～125cm）
製品単体の価格です。標準は無地の反射ワッペンが付いています。
※プリント加工費別途必要

2600CODE 

TOC ICK-3
感染症防護対策キット
¥3,920（税込 ￥4,312）

内容：マスク、ゴーグル、アウターグローブ、
インナーグローブ、防護服、
シューズカバー
サイズ：S～XL

664CODE 

240CODE 

A4サイズ且つ
薄さ45mm!

Evacuation

避
難
時

Evacuation

避
難
時

Evacuation

避
難
時

Evacuation

避
難
時
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¥57,800（税込 ￥63,580） 

JEN VXD30
携帯型 5Wハイパワーデジタル
トランシーバー 登録申請式

内容：VXD30本体、標準型リチウムイオン
電池パック FMB-V145LI、急速充電器セット
（ＡＣアダプタ付属） VAC-70、ショートアン
テナ ATU-12J、ベルトクリップ、MIC/SP端
子カバー、取扱説明書、登録申請書一式、登
録申請の手引き、簡単操作ガイド 

アンテナ 急速充電器セット
ベルトクリップ

2100mAh
リチウム
イオン
電池パック

YKP ER-1000A-BK
ハンズフリー拡声器
¥28,000（税込 ￥30,800） 

サイズ：W133×D222×96mm
使用電池：単3×6

（バッテリースペンサー使用時 単3×4）　
電池持続時間:約8時間　
通達距離:約80m

KSB 10104704
緊急用呼子笛 SW-170
¥170（税込 ￥187） 

サイズ：直径10×長さ76mm 10g
材質：アルミ、鉄

MTT 2 ★ 
簡易装着型けん引式
車いす補助装置
JINRIKI QUICK 
¥49,800（税込 ￥54,780）

取付適応サイズ（車椅子幅）：
380～525mm（パイプ外寸法）
全長：縮めた状態803mm／
伸ばした状態1183mm
重量：3000g

NTY ND-20
アクアブロック
20枚入り
¥30,000（税込 ￥33,000）

サイズ：600×420mm 
吸水前重量：400g
吸水後重量：20kg 
吸水容量：20ℓ
吸水材：高吸水性ポリマ－ 
袋材質：天然麻繊維
ケースサイズ：W640×D460×H140mm

車いすに取り付けカンタン!
でこぼこ道でもラクラク走行

収納バッグ付き
展開寸法：205×53×13cm
折畳寸法：97×11×19cm
重量：6.5kg
材質：アルミ合金、塩化ビニール

ANS ANS24
軽量携帯用
折りたたみ担架
¥32,000（税込 ￥35,200）

展開寸法：175×52cm
折畳寸法：50×27cm
重量：1.8kg
材質：ナイロン・ターポリン（防炎）

KSB 10101722
ベルカ救護用担架
¥28,800（税込 ￥31,680） KSB 10106359

ブルーシート　
＃3000
¥3,600（税込 ￥3,960）

サイズ：3600×5400mm

収納バッグ付き

KSB 10000651
エレベーター
セーフティＢＯＸ
¥99,800（税込 ￥109,780）

保存水500ｍℓ×6/エマージェ
ンシークッキー（チョコ・プレー
ン・抹茶）×各3/ほっ!トイレラー
ジパック/マイレットカプセル/
抗菌消臭スプレー/体拭き濡れ
タオル/救急セット巾着タイプ
/緊急用ホイッスル/レスキュー
シート/吸盤付きクリップ/ニトリ
ルゴム手袋/紙コップ/ポケット
ティッシュ/ＬＥＤセンサーライト

収納袋付き

再利用
可能!!

KSB 10000601
背負い式工具セット
¥59,800（税込 ￥65,780） 

ケースサイズ：H1000×W330×D130mm
内容：平バール、両口ハンマー、ボルトリッパー、
折込鋸、皮手袋、ゴーグル、防塵マスク、救助ロープ、
ホイッスル、背負式キャリーバッグ

6900CODE 

YKP ER1106S
防滴メガホン サイレン音付
¥16,300（税込 ￥17,930） 

サイズ：W154×D266×H250mm
使用電池：単3×6
680g、定格6w、最大10Ｗ、
音声通達距離：250ｍ

2022CODE 

3472CODE 

18CODE 

3000CODE 

NTY
アクアブロック（吸水土のう）
用水槽 ABタンク
オープン価格

サイズ：W770×D585×H295ｍｍ
重量：2.4kg　
水槽容量：80Ｌ

750CODE 

4480CODE 

3500CODE 

460CODE 

11960CODE 

6972CODE 

6600CODE 

非常時の外国人誘導はこの一台で！
現場で使えるポータブルタイプ

メガスピークメガフォン

TAG 002
多言語拡声器

■カラー：白　■電池：単二型乾電池6本（推奨LR14） ■出力定格：15W 
■電池持続時間：約8時間以上（使用時間により異なる）  
■使用温度範囲：-10°C～＋40°C ■タッチパネル解像度：320×240ピクセル
■通信距離：最大400m
サイズ：H293×W320×Φ210mm

52000CODE 
¥400,000（税込 ￥440,000）
 

すべてのメッセージを日本語・英語・中国語・韓国語の
4ヵ国語で収録。

350種類のメッセージを収録。
ご希望のお客様には、他国の言語やオリジナルメッセージの追加も可能（※別途見積もり）

ネイティブ音声が収録済みだからタッチ操作のみで
「正しい誘導放送」が行えます。

タッチパネルは手袋をはめたまま・雨天時にでも
使えるので屋外でも使用可能です。

自動で繰り返しのアナウンスができるので、置いたまま
避難・誘導が可能です。

いざという時に
すぐ使える！

壁掛け金具付

YKP SP-1100
壁掛け金具　ER-1160S用
¥4,200（税込 ￥4,620） 

サイズ：W126×H420×D156mm
520CODE 

身近な場所に設置しておけば、すぐ
に使用することが可能です。防塵カ
バーで、マイクロホン部分を衛生的
に保管出来ます。

多言語
拡声器

アクアブロックを膨らませるのに使います。ホー
スを固定出来るので、手放しで給水出来ます。
底に排水口があるので、排水も楽に行えます。

Evacuation

避
難
時

Evacuation

避
難
時

Evacuation

避
難
時

Evacuation

避
難
時
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避難生活 飲料、食料の他に、避難生活を送る際に重要なのが①トイレ②防寒
対策③照明です。東日本大震災ではトイレ不足が大きな問題となり
ました。一人一日５～７回の用便を目安に準備しましょう。

Refuge life

トイレンジャー

箱から移し換えることなくティッシュ感覚で使えます！
AON 05
トイレンジャーSS100 100回分 
¥13,500（税込 ￥14,850） 

内容：トイレ排便袋×100、
大型外袋×10、ひも×5、
凝固剤×100
ケースサイズ：小箱360×270×100mm

AON 04
トイレンジャー Family Box  50回分
¥7,800（税込 ￥8,580） 

内容：トイレ排便袋×50、汚物保管用袋×3、
凝固剤×50、大型外袋×3、ひも×3
ケースサイズ：Ｗ182×Ｄ212×H112mm

便利な
組立キット!

環境にやさしいサトウキビ原料の
天然由来アルコールを使った
手指消毒剤

保存期間

2年

JAC NAS002
手指消毒剤 キビキビ
4ℓ業務用4本入り 
¥37,200（税込 ￥40,920） 

ケースサイズ：W245×D125×H214mm

内容：クロルヘキシジングルコン酸塩液・ハアセチルしょ糖変性アルコール
 中鎖脂肪酸トリグリセリド・ユーカリ油

赤ちゃんも大人もみーんな使える!
ノンアルコール多機能ウェットティッシュ

やさしい石けんの香り

無香料

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。商品によっては保存状況等により、期間が短くなる場合があります。

トイレに
流せます

災害用トイレセット

マイレット 抗菌 消臭 可燃
ゴミ

汚物を素早く固めて臭いも閉じ込める！
安全で安心な優れた抗菌性凝固剤を使用！
処理後は、袋ごと可燃ゴミとして処分。

1

2

3

KSB 10100453
10年保証 トイレットペーパー
¥4,000（税込 ￥4,400）  

1ロール200m巻き、再生紙100％、
12ロール入り

KSB 8049
マイレット P-300
5回分×60パック
¥46,500（税込 ￥51,150） 

内容：(1パック分)抗菌性凝固剤×5、
排便袋×5、持ち運び袋×2

KSB 10100006
マイレット mini-10／10回分
¥1,800（税込 ￥1,980） 

内容：抗菌性凝固剤×10、排便袋×10、
持ち運び袋×10、ポケットティッシュ×2
ケースサイズ：本体W135×D50×H180mm

KSB 10100008
マイレット S-100／100回分
¥15,000（税込 ￥16,500） 

内容：抗菌性凝固剤×100
排便袋×100、大型外袋×10
ケースサイズ：本体W240×D170×H180mm

ケースサイズ：本体W95×D20×H140mm

KSB 10100471
災害用マンホールトイレVE100M
¥59,500（税込 ￥65,450）  

サイズ：W670×D520×H790～865mm　重量：約10.3kg
対応マンホール内径：20～40cmまで
付属品：ペーパーホルダー、ABSペグ×4、コンクリート釘×4、
簡易スチールハンマー、トイレットペーパー

KSM 1
ダストカート KT100
¥30,800（税込 ￥33,880） 

材質：ポリエチレン
サイズ：W485×D545×H810mm

KSB 10100404
トイレ用折りたたみイス
ポータブルジョン2
¥2,600（税込 ￥2,860） 

サイズ：W355×D320×H415mm　
重量：約850g　耐荷重：約80kg

KSB
専用受けネット
オープン価格 

KSB 10100491
トイレ用
パーソナルテント PTAM
¥27,500（税込 ￥30,250） 

設営時サイズ：W1200×D1200×H2000mm
重量：6kg　
収納時サイズ：W150×D150×H920mm　
重量：7kg

保存期間

年

女性のための衛生用品セットが
あれば、帰宅まで安心!!

使い捨てトイレ
（大小便兼用）

3WAY
ポンチョ

使い捨てトイレ
（小便用）コイン

おしぼり

反射材付きグローブ

不織布巾着

生理用ナプキン 防じんマスク

レディースサポートセットDX

※掲載されている保存期間は製造日からの期間です。商品によっては保存状況等により、期間が短くなる場合があります。

FCL 8439
レディースサポートセット・ミニ 10セット
¥23,000（税込 ￥25,300） 

FCL 8440
レディースサポートセット・スタンダード 10セット
¥35,000（税込 ￥38,500） 

FCL 8441
レディースサポートセット・DX 10セット
¥48,000（税込 ￥52,800） 

東日本大震災の帰宅困難者女性の体験談をもとに厳選!

ラインナップ一覧 ミニ スタンダード DX

使い捨てトイレ（大小便兼用）

使い捨てトイレ（小便用）

コインおしぼり

生理用ナプキン

防じんマスク

3WAYポンチョ

反射材付きグローブ

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

ー ● ●

ー ● ●

ー ー ●

AON 03
トイレンジャーSS20 20回分
¥3,000（税込 ￥3,300） 

内容：トイレ排便袋×20、汚物保管用袋×1、ひも×1、
凝固剤×20
ケースサイズ：W130×D240×H85mm

368CODE 

JAC NAS001
手指消毒剤 
キビキビ
1ℓ10本入り 
¥25,000（税込 ￥27,500） 

ケースサイズ：
W400×D250×H225mm

K2500CODE 

K3720CODE 

1494CODE 897CODE 

緊急・防災非常用トイレグッズ 「災害時トイレはあるが水は出ない！」
トイレンジャーがあればトイレにセットするだけで即使用OK！
凝固剤が水分や固形物の臭いを封じ込めます。

保存期間

年

4920CODE 

230CODE 

1620CODE 

468CODE 

7740CODE 

3388CODE 
150CODE 

318CODE 

3580CODE 

K2668CODE 

K4060CODE 

K5568CODE 

ケースサイズ：Ｗ310×Ｄ310×Ｈ220mm 7.6kg
サイズ：90×150×20mm

XPUT 8821 
エピスタ
ウェットティッシュ
ハンディタイプ
100パック入
（1パック10枚入）
¥36,900（税込 ￥40,590） 

★

K3540CODE 

ケースサイズ：Ｗ350×Ｄ400×Ｈ360mm 11.1kg
サイズ：105×220×30mm

XPUT 8822 ★
エピスタ
ウェットティッシュ
ピロータイプ
50パック入

（1パック30枚入）
¥32,350（税込 ￥35,585） 

K3110CODE 

ケースサイズ：Ｗ610×Ｄ415×Ｈ175mm 13.0kg

車載タイプ
サイズ：205×130×25mm

XPUT 8823 ★
エピスタ
ウェットティッシュ
ピロータイプC
60パック入

（１パック25枚入）
¥41,880（税込 ￥46,068） 

K4140CODE 

内容：使い捨てトイレ（大小便兼用）×1、使い捨てトイレ（小便用）×2、
生理用ナプキン×1、コインおしぼり×1、不織布巾着×1

内容：使い捨てトイレ（大小便兼用）×1、使い捨てトイレ（小便用）
×2、３WAYポンチョ×1、生理用ナプキン×1、コインおしぼり×1、
3M防じんマスク×1、不織布巾着×1

内容：使い捨てトイレ（大小便兼用）×1、使い捨てトイレ（小便用）×2、
3WAYポンチョ×1、反射材付きグローブ×1、生理用ナプキン×1、コイ
ンおしぼり×1、3M防じんマスク×1、不織布巾着×1

保存期間

5年

保存期間

5年

保存期間

3年
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7240CODE 

被災時の を考えトイレ問題

東日本大震災で浮き彫りになったトイレ事情。
水洗トイレは使えない！ 災害時のトイレの実態を知る
◎停電、断水、給排水管や汚水処理施設の損傷など、様々な
　理由で水洗トイレは使えなくなる

流せず、手も洗えないトイレ
水が流れないトイレを使用したら、あっとい
う間に便器内は大小便の山となってしまう。
手洗い場も同様に使用できない。津波被害
にあった地域ではこのようなトイレが数多
く見受けられた。

◎3日以内に仮設トイレが行き渡った自治体はわずか34%！

3日以内と回答した自治体はわずかに
34%。もっとも日数を要した自治体は65
日であった。仮設トイレは基本的にトラック
等で搬送されるが、交通渋滞や道路の寸断
で、すぐに調達できないのが実情である。

使用できない
仮設トイレ

災害当初は寒さが厳しく、雪や雨が降ったり、
夜間などは、屋外に設置された仮設トイレの
使用は困難であった。トイレの数も限りがあり、
あっという間に大小便が満タンになり、使用で
きずガムテープで封鎖された仮設トイレも数
多くあった。

急きょ設置された
簡易トイレ

避難所となる学校などは和式トイレが多いた
め、急きょ簡易トイレを設置し対応していた。し
かし内開きのドアはトイレに引っかかり閉まり
にくくなるなどの難点があった。

風で転倒した
テント型の組立てトイレ

テント型の組み立てトイレは仮設トイレと比較
すると、備蓄や持ち運びが容易であるが、強風
により転倒していたものが見受けられた。

仮設トイレの大半は
和式トイレ

仮設トイレの多くは、和式トイレで段差がある。
車椅子の利用者はもちろん、高齢者やケガを
してしゃがめない人の利用は困難である。止む
を得ず椅子の座面をくり抜き、応急的に対応し
た事例もある。

3日以内

34%

4~7日

17%

１ヶ月以上

14%
15~30日

7%

8~14日

28%

◎９時間以内にトイレに行きたくなった人78%！

排泄は生理現象である。左記は、宮城県気
仙沼市の小学校の保護者36人にアンケー
トした結果である。

3時間以内

31%

4~6時間

36%

7~９時間
11%

10~12時間
11%

13時間以上
11%

排泄は待ったなし！

仮設トイレが来ない！

◎トイレに行くのがいやで水を飲まない！

水洗トイレが使えない。仮設トイレが届かない多くの避難所では、トイレが大小便の山
となった。このような状況下で、トイレに行くのが嫌で、水分や食事の摂取を控えてし
まう傾向があった。その結果、体力低下によりインフルエンザなどの呼吸器感染症に
かかりやすくなったり、脱水症状やエコノミー症候群になることも危惧された。災害時
のトイレは、和式トイレでしゃがめない、段差がある、汚い、怖いなど、課題が山積して
いるのが実情である。

民間企業の多くは簡易トイレを１日5回～７回分で３日分の備蓄をする様になりました。
しかし、被災地などで実際に運用してみると、使用済みのトイレゴミは想定より多く、置
き場所に困ったと言います。基本的に可燃ごみとして処理できますが、一般ごみと区別
し、トイレゴミ専用置場をあらかじめ想定しておくことが重要です。また、男女トイレの前
には「使用済みのトイレゴミを回収するＢＯＸ」があるととても便利です。特に高層ビル
に入っている企業は、エレベータが止まっているため、溜まったトイレゴミを階段で地上
まで運ばなくてはいけません。トイレゴミ回収用ＢＯＸは車輪付きの物をお奨めします。
「飲む・食べる・出す」という人間の基本動作はどれが欠けても生きてはいけません。見
落としがちな「トイレ問題」をクリアにする事で、より快適な避難生活を目指しましょう。

参考文献：日本トイレ研究所

被災時のトイレの問題と課題

る!

KSB 10000611 ★ 
少人数用救急箱 5～10人用
¥11,000（税込 ￥12,100）  

内容：救急三角巾（滅菌済み）×3、スノー
カット×3、ホームガーゼ×3、スノータイ
L×3、清浄綿5P×1、綿棒10本入×3、絆
創膏18枚入り×2、サージカルテープ×1、
体温計×1、パワーステンレスはさみ×1、
刺抜き兼用ピンセット×1、スプレー消毒
液50ml×1、救急ハンドブック×1、ショー
ドックスーパー10枚入り×2、サージカルマ
スク×5、スペースブランケット×1、FCポ
リ手袋6枚入り×1
使用期間：3年（一部2年）

KSB 10000612 ★ 
災害多人数用救急箱 20人用
¥37,000（税込 ￥40,700） 

内容：救急三角巾（滅菌済み）×8、ホーム
ガーゼ×3、スノーカット×3、パイル包帯×
6、清浄綿25P×1、綿棒54本入り×2、ナー
スバン×1、絆創膏18枚入り×3、サージカ
ルテープ×1、駆血帯×1、副木大・中・小×
各1、体温計×1、パワーステンレスハサミ×
1、刺抜き兼用ピンセット×1、携帯用浄水
器×1、ショードックスーパー10枚入り×4、
サージカルマスク×10、スペースブランケッ
ト×2、FCポリ手袋6枚入り×1
使用期間：3年（一部2年）

KSB 10000613 ★

BEC 64135

災害多人数用救急箱 50人用
¥73,000（税込 ￥80,300）  

内容：メモ帳×2、ボールペン×3、駆血帯×2、副木大・中・小×各2、体温計×1、パワーステンレ
スハサミ×3、刺抜き兼用ピンセット×3、救急三角巾（滅菌済み）×20、救急包帯×6、スノータ
イM×5、ハイラテ貼る包帯×3、ホームガーゼ×10、清浄綿25P×1、絆創膏18枚入り×2、綿棒
54本入り×2、HLサージカルテープ×3個、ナースバン6枚入り×3、スプレー消毒液50ml×3、
アイシングパック×3、救急ハンドブック×1、携帯用浄水器×1、ショードックスーパー10枚入り
×10、サージカルマスク×20、スペースブランケット×3、FCポリ手袋6枚入り×2
使用期間：3年（一部2年）

シートdeベッド ハンドポンプ付
¥4,500（税込 ￥4,950）  

BEC 50860 ★ 
4層！防寒・防風アルミシート
¥220（税込 ￥242） 

使用時サイズ：約1300×2200mm
携帯時サイズ：12mm×115mm×12mm
重量：約50g

※別途入れ替えセットもございます。

災害多人数用救急箱

50
人用

20
人用

5~10
人用

3720CODE 

1320CODE 

K405CODE 

BEC 64140
シートdeベッド　シート単体
¥3,500（税込 ￥3,850）  

K315CODE 

BEC 64130
シートdeベッド 30枚セット
（ハンドポンプ5個付）
¥98,000（税込 ￥107,800）  

使用時サイズ：（2枚連結時）約78×193cm
パッケージサイズ：270×300×35mm
材質：複合強化フィルム
耐荷重：2,000kg

K8820CODE 

K3600

XADO EB-205BOX
非常用圧縮毛布
軽量フリースタイプ10枚入
¥36,000（税込 ￥39,600） 

寸法：W200×D120cm
重さ：630ｇ
素材：ポリエステル100％
箱寸法：30×43.5×22.5cm
総重量：7kg
※販売単位 1箱

CODE 

17・6CODE 

BEC 81355 ★
コンパクトあったかフリース
¥2,500（税込 ￥2,750）  

素材：ポリエステル100%
サイズ：約1,100×2,100×（厚み）10mm（使用時）
個装時サイズ：W160×D260×H60mm　
重量：約633g
※出荷単位 24枚／ケース（12×2箱）

K225CODE 

被災を想定する時、生命を維持する食料や飲料水などが注視される傾向にありますが、実はトイレが被災
生活の鍵を握ります。トイレは避難生活の衛生事情を左右し、被災者の健康に直結します。
今回はそんなトイレ事情について、まとめてみました。

※販売単位 20枚

面ファスナーで
2つのマットを接続

※販売単位 40枚

※販売単位 1箱

¥11,640（税込 ￥12,804）  

※販売単位 1個

XDOR SONAENO
SONAENO　クッション型多機能寝袋

素材：アルミ不織布
サイズ：収納時450×450mm

フルオープン時2000×1600mm
寝袋時2000×800×160mm

重量：1.28kg

1629・6CODE 

ふかふか枕付き

寝袋になる
クッション
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非常用電源

電池容量
1200wh

 

100台分相当
スマホ(5Ｗ) 

約45時間
ノートPC(25Ｗ) 

約80時間
ラジカセ(12Ｗ) 

9200CODE 

CEN LB230
ポータブル蓄電池 LB230
¥80,000（税込 ￥88,000） 

カセット
ボンベ

\移動式小型蓄電池/

20000CODE 

KCB SEP-1000
蓄電池スマートE ポータブル
¥150,000（税込 ￥165,000） 

製品の保証期間は１年間です。
防水品ではありません。

19908CODE 

FCL 9109
カセットボンベ式発電機　クレマスマートプラス
¥158,000（税込 ￥173,800） 

使用燃料:ブタン（カセットボンベ）
使用温度範囲:ー5～40℃
低温時にガス気化ヒーター電池ユニットを使用する場合、単3電池10本が必要です。
４サイクルエンジンオイル0.2Lが必要です。
サイズ:395×221×345mm　重量：10.4kg
ケースサイズ:425×245×370mm（約14kg）
※出荷単位 1台 4536CODE 

FCL 9110
クレマ専用外付けボンベユニットBB-401
¥36,000（税込 ￥39,600） 

サイズ：275×181×81mm
重量：1.4kg
ケースサイズ：325×230×135mm（約1.8kg）
※出荷単位 1台

重さ:27.1ｋｇ

サイズ:W395×D313×H370mm
（組立式ハンドル込で高さ 965mm）

専用AC100V充電器→空の状態で満充電まで約8.0時間
専用DC12V用シガープラグ→空の状態で満充電まで約4.0時間
電化製品使用中は充電禁止（充電と放電を同時にすると電池短寿命化のため、保証外）
医療機器への使用禁止

使用例 充電方法

家庭用100V

パソコンに接続

12V車両（シガーソケット）

18400CODE 

CEN LB400

MCM 3146

ポータブル蓄電池 LB400
¥150,000（税込 ￥165,000） 

電池容量
400wh

形　　　　式 MGC900GB

定格出力
交 　 流 100V-850VA（50/60Hz）

直 　 流 12V-8.3A

電圧調整方式 インバーター方式

エンジン形式 空冷4サイクルOHVガスエンジン

使用燃料 ブタン（カセットボンベ）

使用燃料温度調節範囲 10℃～40℃

定格連続運転時間 約1時間（ボンベ 2 本）

騒音値 ）m7/時転運格定（）A（Bd06

全長×全幅×全高 400×330×390㎜

（注1）

 カセットボンベ使用時の始動可能外気温は10℃～40℃です。
10℃未満では燃料の特性上、始動できない場合があります。

 必ず専用レギュレーターをご使用下さい。ガスホースの接続は地域によっ
て有資格者が実施する必要がありますので、最寄りの販売店にてご相談下さい。
◎仕様は予告なく変更する場合ことがあります。

使用時には4サイクルエンジンオイルが必要です

（注1）

（注2）

三菱ポータブル発電機（カセットガスタイプ）
MGC901GB
¥164,000（税込 ￥180,400） 

18040CODE 

別売りオプション

12Vソーラーパネルで
充電できます

KCB SR-A100W-F
ソーラーパネル

9000CODE 

最大2.4kwhまで増設
が可能。上図は1.2kwh
を増設した場合。

通常セットできるカセットボンベは1本ですが、専用ユニッ
トを使えば最大5本に増やせて長時間連続でご使用いた
だけます。

下記別売りオプション
（専用外付けユニット）
を使用した場合

電池：リチウムイオン　蓄電容量：400Wh　出力端子：AC100V(60Hz)
USB：5V/1A 5V/2.1A　 出力容量：500W  充電時間(AC)：10時間
使用環境温度：－20～60℃　外形寸法(mm)：110×278×175　重量：3.4kg　
付属品：本体充電用ACケーブル

電池：リチウムポリマー充電池 3.6V/64Ah
入力専用アダプタ充電池：AC100V 50/60Hz,DC18.5V1.8A
出力端子：ＡＣ100V/60Hz　USB1：QC3.0 DC5-9V(最大18W)、
USB2：DC5V/2.4A、USB3,4：DC5V/１A　出力容量：200W
充電時間：約7時間　使用環境温度：0～40℃　
素材：アルミニウム、ABS樹脂   外形寸法(mm)：120×155×120
重量：2.3kg　付属品：本体充電用ACケーブル・本体用バック

42000CODE 

CEN LB1200
ポータブル蓄電池 LB1200
¥350,000（税込 ￥385,000） 

電池：リチウムイオン　蓄電容量：1200Wh　出力端子：AC100V(60Hz)
USB：5V/1A 5V/2.1A　出力容量：800W　充電時間(AC)：10時間　 
使用環境温度：－20～60℃　 外形寸法(mm)：374×170×215
重量：13.7kg　 付属品：本体充電用ACケーブル

リサイクルできる
内蔵バッテリーは交換可能（弊社指定工場のみ対応）

別売りオプション

カセットボンベ使用のインバータ式発電機

スマートIC
機能付き
接続した機器を自動的に
検知し、最適な電流を調
整して充電します。

-5℃～10℃でも使用可能な、
ガススイッチを温めるための電
池ユニットが付属しています。

COセンサー搭載 ガス気化
ヒーター内蔵

一酸化炭素の濃度を検知する
センサーが、左記を検知した
場合、エンジンを強制停止さ
せます。

※1)消費電力については、条件により出力できる電気が限定されます。
※初回稼働時には、同梱のエンジンオイルを注入して使用します。
※室内や倉庫など、排気ガスがこもりやすい場所では絶対に発電機を使用しないでください。
※内容・仕様・価格などは予告なく変更する場合がございます。
※商品は保存状態によって劣化する場合がございますので定期的な点検をお願いいたします。

エンジンタイプ

潤滑オイル／オイル容量

点火方法

点火プラグ

交流電圧

定格出力（交流）

定格出力（直流）

排気量

始動方式

連続運転時間

電圧調整方式

騒音レベル（7m）

製造元

空冷4ストローク単気筒OHVガスエンジン

SAE 10W-30／0.2ℓ

C.D.I

TORCH CMR6A

100V（50/60Hz切替可能）

0.7kVA

USB（5V)×2

40mL

リコイルスターター

約40分（定格出力）約80分（1/4出力エコ運転）

インバータ式

56dB

株式会社ニチネン

オープン価格 

小さく・軽く・安全な発電機
業界初のスマートIC機能付き
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充電

HFD MAG01 ★
非常用マグネシウム空気電池 
MgBOX（マグボックス）
オープン価格

[電池仕様] 発電時間：最大5日間 
最大電気量：300Wh 寸法：W233×D226×H226mm 

）後水注（ gk6.3約、）前水注（gk6.1約：量質
[USB仕様] USBボート：2ポート 
出力電圧：DC5.0V 最大電流：1.2A ※出荷単位　1台

HFD MAG02 ★
非常用マグネシウム空気電池 
MgBOX slim（マグボックススリム）
オープン価格

[電池仕様] 発電時間：最大5日間 最大電気量：200Wh　
 mm022H×011D×012W：法寸

、）前水注（ gk1約：量質 ）後水注（ 約3.6kg
[USB仕様] USBボート：1ポート
出力電圧：DC5.0V 最大電流：1A ※出荷単位 　1台　

1台から
購入OK!

発電に必要な水

2ℓ
発電に必要な水

1.5ℓ

2600CODE 3900CODE 

テレビ：ワンセグ/フルセグ（自動切換え）
ラジオ：ワイドFM（76MHz～95MHｚ）
電池：リチウムイオン、蓄電容量：60,000mAh（222Wh）　
出力端子：AC100V（50Hz）×2（最大150W）USB出力×4（充電用×2　ファイル再生用×1　Type-C×1）  
充電時間（AC）：10時間　許容動作温度：0℃～40℃　 外形寸法（mm）：320×261×196　重量：5.5Kg
付属品：本体充電用ACアダプタ・miniB-CASカード・磁石ツロッドアンテナ・リモコン・単4電池2本（テスト用）・
            DCケーブル（充電用/ケーブル長3ｍ）・取扱説明書

約20台の携帯電話を
すべて同時に充電できる

入出力パネル拡大

K1800CODE 

20ポートセルフパワーUSBHUB
¥12,800（税込 ￥14,080） 

本体、専用ACコード、取扱説明書
［仕様］電源方式：スイッチ式　定格入力：AC100V　50Hz/60Hz　
定格消費電力：265W　出力容量：200W（DC5V×2A×20ポート）　
使用周囲温度：0～40℃　素材：スチール、ABS樹脂
寸法：W260×D120×H60mm　本体質量：1.4kg
※出荷単位 4台

CEN LB-20HUB

DND PSTV-600
power Station
10インチテレビ搭載ポータブル電源
¥63,455（税込 ￥69,800） 

8000CODE 

テレビ搭載
ポータブル電源

電 源

T V

バッテリー容量60,000mAh

リモコン付きでラクラク

ラジオ ワイドFM受信が可能
（FM放送でAMが聴ける）

豊富な
入出力

LED
ライト

難燃性
素材を
使用

防水
防塵

※4張1箱

STT
避難用プライベートテント

オープン価格

1500CODE 

1700CODE 

1830CODE 

幕体：ポリエステル
裏面アルミコーティングで
影が見えにくい

耐水圧：1500mm以上

ルームテント プライベート空間の確保と感染対策に

衝立 避難所のゾーニングや専用スペース確保に

CSB-2111 PBシングル

CWB-2121 PBダブル

CWB-2121W PBハイダブル 

210

210

210

110

210

210

1.6

3.0

4.0

160

170

185

W66×D12×H14

W66×D14×H14

W66×D14×H14

品　番 間口/cm 奥行/cm 重量/kg 棟高/cm 収納サイズ/cm

PBシングルCSB-2111

PBダブルCWB-2121

PBハイダブルCWB-2121W

コンパクトだから省スペース保管 ※10台単位の販売

K7800

XADO MYHT-180
避難所用 簡易衝立て　10台1箱
¥65,000（税込 ￥71,500） 

サイズ：W2100×D500×H1800mm
カーテン：W約2370×H1830mm
重量：1.7kg

CODE 

軽量 省
スペース軽量の簡易衝立ですので、安定感が

不安な場合、写真のように養生テープで
固定することを推奨いたします

【注意】

天井幕には通気口
メッシュ。中の様子
を確認できます。

Point

メッシュ窓に蓋をす
ればプライベート空
間になります。

Point

抗菌
加工

防炎
加工
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GTS EX-V777D
LEDランタン
オープン価格

単1アルカリ電池×３本（別売り）使用
点灯時間：72 ～144時間
サイズ：直径84×185ｍｍ
本体質量：817ｇ
付属品：ハンガ－フック
明るさ：280ｌｍ

GTS CP-195DB
ヘッドライト
オープン価格

単3アルカリ電池×1本（テスト用付属）使用　※エネループ使用可能
点灯時間: 7.5時間（Highモード） 25時間（Ecoモード） 
 70時間（RED LEDモード）
サイズ：W60×H31×D41mm　本体質量：65g（電池含む）
付属品：ヘッドバンド、テスト用電池　明るさ：120lm（Highモード）

災害時の必須アイテムでもある夜間照明。照明専門で日本のトップブランド
GENTOSから選りすぐりの商品をピックアップ!!
災害時はもちろん、普段の夜間作業にも最適です。

GTS LK-214D
ザ・LED高出力サーチライト
オープン価格

　

サイズ:W125×H148×D190mm

明るさ（約）：330ルーメン（最大時）
使用電池：単1形アルカリ電池×4本
点灯時間（約）：21時間
サイズ：W125×H148×D190mm
本体質量（約）：964g（電池含む）
付属品：ショルダーストラップ

GTS FLP-2105
トーチライト

明るさ（約）：200ルーメン　
使用電池：単3形アルカリ電池×2本　エネループ使用可能　
照射距離（約）：131m（最大時）　
点灯時間（約）：11時間　
付属品：ストラップ、テスト用電池　
本体サイズ（約）：φ29.8×147.9mm　
本体質量（約）：136g（電池含む）

www.gentos.jp/

レッドライト付

352CODE 

599・2CODE 

395・2CODE 

251・8CODE 

Solar Charger

Smartphone

LED

PC

コンパクト収納

Compact Package

小型、軽量、防水で持ち運びラ
クラク。空気を入れて膨らませ
ても、膨らませなくてもライトは
使用できます。

MCM 003 ★
LED ソーラーランタン
M・POWERD 
アウトドア 2.0 PRO
¥6,000（税込 ￥6,600） 

サイズ：直径130mm×高さ115mm　
使用電源：LED10灯
全光束：約150lm　使用温度：-20～60℃
充電時間：直射日光約14時間/USB2～3時間　
素材：ポリ塩化ビニル　連続点灯時間：約6～50時間　
質量：約156g
①USBとソーラーの2種類対応
②モバイルバッテリーとして対応可能（2000mAh）
③電池残量表示
※出荷単位　12個

スマホ充電中 PCから充電中

Function

充電は晴れた日に日光に当てるだけ
折りたためるソーラー充電式ランタン

5.4mのケーブルに10個のLEDを
配列したソーラー充電ライト

直射日光約14時
間で満充電。満
充電で約6～50
時間連続点灯可
能です。充電残
量表示付き。

直射日光や本体
の蓄電池を利用
してスマートフォ
ンの充電ができ
ます。

白色LED10灯。
天板が透明なの
で、ランタンだけで
なく懐中電灯とし
ても活躍します。

USB経由でパソ
コンから充電する
ことも可能です。

長期保存可能
1700ルーメンの
大光量

コードレスで
使えるLED
充電ライト

BEC 37265 
多目的ライト
36個入（18×2箱）
¥2,200（税込 ￥2,420）  

サイズ：67（ライト周り）×長さ223mm
材質：頭部黒部分 ABS樹脂、
　　  本体 ポリプロピレン、磁石、鉄　　
単3・単4電池使用可

KSB 10105422
備蓄ラジオ Eco-3
¥5,980（税込 ￥6,578）  

サイズ：104×46×66mm　重量：約180g　
電源：手回し充電/乾電池 単4×2本（別売り）
携帯充電、AM/FM、LEDライト、サイレン
出力端子:USB

ZNS LC-12
ＣＯＢ伸縮2ＷＡＹライト
¥1,200（税込 ￥1,320）  

単4×４本使用（別売り）
重量：120ｇ　
サイズ：直径38×136ｍｍ
伸ばし時直径38×228ｍｍ
1ケース80個入

ZNS BL-35
300ルーメン 
ＬＥＤランタン
¥3,500
（税込 ￥3,850）  

単1×3本使用　
重量：452ｇ
サイズ：
Ｗ86×Ｄ86×Ｈ184ｍｍ　
３段階切り替え可能
1ケース24個入

LED

防災誘導灯

B280CODE 

MCM 004 ★
エニータイム
停電時自動点灯ランタン
¥9,800（税込 ￥10,780）  

電源：100Ｖ～240Ｖ　消費電力：6W～12W
（点灯＋充電時）　LED色温度：昼白色（4000
Ｋ）、昼光色（6000K）、電球色（3000K） 連続
点灯時間：昼白色、昼光色、電球色（3時間）、
昼白色弱（6時間）、電球色点滅（12時間）

1000CODE 

700CODE 

B96CODE 

B176CODE GTS GZ-320
大光量投光器　AC電源/充電池兼用
¥11,000（税込 ￥12,100） 

明るさモード：Eco 400ルーメン（11時間）
Mid 800ルーメン（6時間）
High 1700ルーメン（3時間）

※充電池を使用した場合　
本体サイズ：W145×H120×D83mm　
質量：580ｇ
付属品：専用アダプター（5V/3A、コード長さ2ｍ）

1012CODE 

C600CODE 

ソーラーチャージャー

MCM 5 ★
M・POWERD ソーラーストリングライト
¥7,000（税込 ￥7,700） 

サイズ：12.7×12.7×5cm
重さ:約320g
暖色LED10個 最大100ルーメン
点灯モード：4モード　 
本体ライト：ストリングライト:弱＋中＋強
バッテリー：リチウムイオン電池内蔵（2000 mAh）　
充電：直射日光16時間で満充電（完全放電から）
USB充電6～8時間で満充電
点灯時間：満充電で最大20時間連続点灯
コード長：5.4ｍ　
防水対応（IPX4準拠）　
マイクロUSB TypeB ケーブル同梱
1年保証
※出荷単位　12個

C700CODE 

10個の暖色モジュールで

最大100ルーメンの明るさ

急速充電可能

ソーラー・USB充電可能

スマホなどモバイル機器への給電OK

ソーラー充電

直射日光：満充電16時間

USB：満充電6～8時間

胴体も
光る！
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本         社

本         店

横浜市瀬谷区卸本町9308-17
東名営業所

静岡営業所

営業推進部
TEL.045-253-9289　FAX.045-241-9678

http://bousai.un-daiichi.co.jp/

地域貢献型 災害用備蓄スタンド

カセットボンベ式発電機×1機、長期保存用乾電池（単3×10
本）、災害用充電器マルチチャージャ×1機、防雨型延長コード
（10m）×1本、備蓄用カセットボンベ×6本、ミニカセットコン
ロ×1個、使い捨て携帯トイレ（大小兼用）×50個、使い捨て携
帯トイレ（小専用）×50個、長期保存用カイロ×50個、緊急用
ホイッスル×50個、使い捨て簡易ライト×50本、静音アルミポ
ンチョ×50個、防塵マスク（DS2）×50枚、備蓄品配付用PP袋
×50枚、除菌・消臭剤PROCA×48包（長期保存水500ml×2
本、スプレーボトル×2本）、長尺トイレットペーパー（200m）×
2個、災害用伝言ホワイトボード×1枚、防塵・防滴LEDランタン
×1個、長期保存用乾電池（単1×10本）
サイズ：W50.5×D50×H101.5cm
総重量：約84kg（本体：43.0kg  内容：40.9kg）
※出荷単位 1台

正面・側面どちらを
表にしてもOK

安心の
ダイヤル式ロック

中が見える透明窓

インテリアや用途に合わせて、ロ

ゴのみのシンプルな正面と、中身

の見える窓と取っ手の付いた側

面を使い分けていただけます。

発電機・充電器などが入っていること

が外からも分かり、災害対策をしっか

り行っている事を様々な人に周知で

きます。

大切な備蓄用品を

しっかり守るダイ

ヤルロック付き。

※こちらはオプション品のキャスター付き専用台が取付けられた状態です。

防   災   課
東京営業課

8937

カセットボンベ式発電機×1機
長期保存用乾電池（単3×10本）
災害用充電器マルチチャージャ1機
防雨型延長コード（10m）×1本
備蓄用カセットボンベ×6本、ミニカセットコンロ×1個
サイズ：W50.5×D50×H101.5cm
総重量：約64kg（本体：43.0kg  内容：20.9kg）
※出荷単位 1台

72080CODE 

災害用備蓄スタンド BISTA SIMPLE
¥530,000（税込 ￥583,000） 

FCL 8479
92480CODE 

災害用備蓄スタンド BISTA
¥680,000（税込 ￥748,000） 

FCL 8478
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