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防災用品

折りたたみヘルメットブル-ム2 101オレンジ トーヨーセフティー

販売価格（税込） ¥4,514
（本体） ¥4,180

注文コード： 867457 本体価格（税込） ¥4,752

品番：101ｵﾚﾝｼﾞ ＪＡＮコード：4962087109570 販売単位：１個

●型番／１０１オレンジ●頭まわり寸法／５２～６１ｃｍ（サイズ調節可能）●折りたたみ時寸法／幅３５
８×奥行１９７×高さ４５ｍｍ●質量／３７０ｇ●材質／帽体：ＰＰ＋ＰＥ樹脂、帽体中央カバー：ＡＢＳ樹
脂●あごひも付●厚生労働省保護帽規格「飛来落下物用」国家検定合格品●出荷／包装単位：１
／１０

防災用品

折畳ヘルメットブル-ム2  101ホワイト トーヨーセフティー

販売価格（税込） ¥4,514
（本体） ¥4,180

注文コード： 867458 本体価格（税込） ¥4,752

品番：101ﾎﾜｲﾄ ＪＡＮコード：4962087109563 販売単位：１個

●型番／１０１ホワイト●頭まわり寸法／５２～６１ｃｍ（サイズ調節可能）●折りたたみ時寸法／幅３５８
×奥行１９７×高さ４５ｍｍ●質量／３７０ｇ●材質／帽体：ＰＰ＋ＰＥ樹脂、帽体中央カバー：ＡＢＳ樹
脂●あごひも付●厚生労働省保護帽規格「飛来落下物用」国家検定合格品●出荷／包装単位：１
／１０

防災用品

ラチェット付ヘルメット白 A59 角利産業

販売価格（税込） ¥3,881
（本体） ¥3,594

注文コード： 834281 本体価格（税込） ¥4,320

品番：A59 ＪＡＮコード：4969402042826 販売単位：１個

●頭まわり寸法／５１～６４ｃｍ●質量／４２０ｇ●材質／ＨＤＰＥ●あごひも付●型番／Ａ－５９●出荷
／包装単位：１／１０

防災用品

浮くっしょん大人用フリーサイズ モンベル

販売価格（税込） ¥5,142
（本体） ¥4,762

注文コード： 838347 本体価格（税込） ¥5,142

品番：1127583 ＪＡＮコード：4548801054274 販売単位：１個

●サイズ／胸囲７２～１１３ｃｍ●フリーサイズ●収納サイズ（折り畳み時）／３９×３９×厚み５．５ｃｍ●
浮力／７．５ｋｇ●質量／５９０ｇ●型番／＃１１２７５８３●カラー／サンセットオレンジ●材質／本体表
地：２１０デニール・ナイロンオックス、浮力体：ＮＢＲ※カバーは別売です。

防災用品

浮くっしょんKIDS125-155 モンベル

販売価格（税込） ¥4,320
（本体） ¥4,000

注文コード： 838348 本体価格（税込） ¥4,320

品番：1127584 ＪＡＮコード：4548801054281 販売単位：１個

●サイズ／胸囲６１～７９ｃｍ●身長／１２５～１５５ｃｍ●収納サイズ（折り畳み時）／３３×３３×厚み５
ｃｍ●浮力／５．０ｋｇ●質量／４２０ｇ●型番／＃１１２７５８４●カラー／サンセットオレンジ●材質／
本体表地：２１０デニール・ナイロンオックス、浮力体：ＮＢＲ●出荷／包装単位：１※カバーは別売で
す。
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防災用品

浮くっしょんKIDS85-125 モンベル

販売価格（税込） ¥3,908
（本体） ¥3,619

注文コード： 838349 本体価格（税込） ¥3,908

品番：1127585 ＪＡＮコード：4548801054496 販売単位：１個

●サイズ／胸囲４８～６２ｃｍ●身長／８５～１２５ｃｍ●収納サイズ（折り畳み時）／２８．５×２８．５×４．
５ｃｍ●浮力／３．０ｋｇ●質量／２９０ｇ●型番／＃１１２７５８５●カラー／サンセットオレンジ●材質／
本体表地：２１０デニール・ナイロンオックス、浮力体：ＮＢＲ●出荷／包装単位：１※カバーは別売で
す。

防災用品

手回し充電ラジオ FM/AM2バンド ICF-B09W ソニー

販売価格（税込） ¥9,180
（本体） ¥8,500

注文コード： 873174 本体価格（税込） ¥11,556

品番：ICF-B09W ＪＡＮコード：4548736016101 販売単位：１台

ｉＰｈｏｎｅ等のスマートフォン、携帯電話を充電できる手回し充電ラジオ。夜間や停電時に便利なＬＥＤライトを装備。●防災用品●ラジ
オ●電源：内蔵充電池、単３形アルカリ乾電池×２本（別売）●外形寸法：１３２×７７×５８ｍｍ●質量：約３７６ｇ（電池含）●携帯充電：
ｄｏｃｏｍｏ、ａｕ、ＳｏｆｔＢａｎｋ（一部のスマートフォン、携帯電話、ＰＨＳには対応していません。）●受信バンド：ＦＭ・ＡＭ・ワイドＦＭ対応
●使用電球：ＬＥＤ●付属品：キャリングポーチ、マイクロＵＳＢケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ、取扱説
明書・保証書、対応機種一覧表、安全のために●保証期間：１年

防災用品

AM FMスピーカーラジオＥＲ－１９Ｆ 朝日電器

販売価格（税込） ¥2,142
（本体） ¥1,984

注文コード： 858936 本体価格（税込） ¥2,678

品番：ER-19F ＪＡＮコード：4901087195497 販売単位：１台

ラジオとスピーカーの１台２役！テレビの音を手元で聴けるのでラジオとしてもスピーカーとしても使えます。●ラジオ●使用電池：ＤＣ６
Ｖ（単２形アルカリ乾電池４本・別売）、 ＤＣ６Ｖ ３００ｍＡ（ＡＣアダプター別売）●質量：約４２８ｇ（電池除く）●外形寸法：約幅１００
×高１６０×厚１３０ｍｍ●受信周波数：ＡＭ＝５２５～１６３０ＫＨｚ、ＦＭ＝７６～９０ＭＨｚ●スピーカー出力：１Ｗ●電池持続時間：ＦＭ
＝約２８０時間、ＡＭ＝約３１０時間（スピーカー使用時、単２形アルカリ乾電池を使用した場合）●出力端子：φ３．５ステレオミニジャッ
ク●入力端子：φ３．５ステレオミニジャック●付属品：φ３．５ミニケーブル（３ｍ）１本●保証期間：１年

防災用品

電池がどっちかライト BF-BM01P-W ホワイト Ｐａｎａｓｏｎｉｃ

販売価格（税込） ¥1,382
（本体） ¥1,280

注文コード： 707745 本体価格（税込） ¥1,728

品番：BF-BM01P-W ＪＡＮコード：4549077750693 販売単位：１個

単３形・単４形乾電池いずれか１本で使用できるライトです。●懐中電灯●防滴●ＩＰＸ１相当●明るさ：２００ルクス（１ｍ前方の場合）●
使用電池：単３形または単４形乾電池をどちらか１本（充電池使用可能）●電池寿命：乾電池エボルタ単３形＝約８時間・単４形＝約２
時間３０分、パナソニックアルカリ乾電池単３形＝約６時間３０分・単４形＝約１時間４５分、パナソニックマンガン乾電池ネオ単３形＝約３
時間１５分・単４形＝約１時間１５分●外形寸法：約幅１０５×奥４８×高８５ｍｍ●質量：約１００ｇ（乾電池エボルタ単３形１本含む）●使
用電球：スタンダード白色ＬＥＤ（φ７．５ｍｍ）１個

照明器具その他

充電式投光器ガンツGZ-300 ジェントス

販売価格（税込） ¥7,538
（本体） ¥6,980

注文コード： 726051 本体価格（税込） ¥8,370

品番：GZ-300 ＪＡＮコード：4950654039115 販売単位：１台

軽量＆小型コンパクト投光器。キャリングハンド兼用スタンド付。●ライト●外形寸法：約幅１７２×奥７
５×高１２２ｍｍ●質量：６１６ｇ●明るさ：１２００ｌｍ（最大時）●点灯時間：実用点灯約５時間（Ｅｃｏモー
ド）、

２



防災用品

マイレットmini10 Ｍｙｌｅｔ

販売価格（税込） ¥1,814
（本体） ¥1,680

注文コード： 387033 本体価格（税込） ¥1,944

品番：mini10 ＪＡＮコード：4571263020013 販売単位：１箱

水がなくてもスグ使えて、固めてポイ！汚物を素早く固めて、悪臭や感染症を防ぎます。片手で持てるコンパクトサイズ。１箱を大人１人
分の最低備蓄量の目安としてください。●種別：１０回分（お一人様約３日分）●セット内容：抗菌性凝固剤１０袋、排便袋（ＰＥ製黒）１０
袋、持ち運び袋（ＰＥ製白）１０袋、ポケットティッシュ２個●個装サイズ：約幅１３５×奥５０×高１８０ｍｍ

防災用品

マイレットS-100 Ｍｙｌｅｔ

販売価格（税込） ¥14,310
（本体） ¥13,250

注文コード： 387034 本体価格（税込） ¥16,200

品番：S-100 ＪＡＮコード：4571263020037 販売単位：１箱

水がなくてもスグ使えて、固めてポイ！汚物を素早く固めて、悪臭や感染症を防ぎます。Ｂ５サイズに１００回分が納まるので保管にも便
利です。●種別：１００回分（２０～３０人様１日分）●セット内容：抗菌性凝固剤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●個装サイズ：約幅２４０×奥１７０×高１８０ｍｍ

防災用品

マイレットP-300 5回分×60パック入 Ｍｙｌｅｔ

販売価格（税込） ¥41,472
（本体） ¥38,400

注文コード： 892664 本体価格（税込） ¥50,220

品番：P-300 ＪＡＮコード：4571263020235 販売単位：１箱

水がなくてもスグ使えて、固めてポイ！汚物を素早く固めて、悪臭や感染症を防ぎます。１日分（５回分）ずつパックになっているから配
布しやすい！●種別：３００回分（６０人様１日分）●セット内容：１パック（抗菌性凝固剤５袋、排便袋（ＰＥ製黒）５袋、持ち運び袋（ＰＥ製
白）２袋）×６０パック●個装サイズ：約幅１４０×奥９５×高２０ｍｍ●外装サイズ：約幅３８５×奥３５５×高１５５ｍｍ

防災用品

携帯トイレハンディタイプ フジ

販売価格（税込） ¥535
（本体） ¥496

注文コード： 258055 本体価格（税込） ¥594

品番： ＪＡＮコード：4562141480210 販売単位：１パック

吸水ポリマーで瞬間硬化、使用後は燃えるゴミとして廃棄可能。前後にハンドグリップが付き、両手で
支えられます。使用後に使えるサニタリー袋つき。●防災・防犯●防災用品●簡易トイレ●外形寸
法：幅１３７×奥１１×高２０７ｍｍ●質量：４０ｇ●本体サイズ：縦３６０×横３３０ｍｍ●容量：７００ｃｃ

防災用品

携帯トイレハンディタイプ 40組 フジ

販売価格（税込） ¥20,736
（本体） ¥19,200

注文コード： 327741 本体価格（税込） ¥22,680

品番： ＪＡＮコード：2147345084666 販売単位：１箱

吸水ポリマーで瞬間硬化、使用後は燃えるゴミとして廃棄可能。使用後に使えるサニタリー袋付き。
●携帯トイレハンディタイプ（４０袋セット）●防災用品●外形寸法：幅１３７×奥１１×高２０７ｍｍ●質
量：４０ｇ●本体サイズ：縦３６０×横３３０ｍｍ●容量：７００ｃｃ
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防災用品

簡易組立式 ダンボールトイレ 新日東

販売価格（税込） ¥5,122
（本体） ¥4,743

注文コード： 386866 本体価格（税込） ¥6,480

品番： ＪＡＮコード：4562349841417 販売単位：１セット

ダンボール屋さんが考えたダンボールトイレ。保管しやすいようにコンパクトで、シュリンク包装されています。災害時等でトイレが使えな
い状況に、便利な組み立て式タイプのダンボールトイレです。●セット内容：本体、フタ付便座、外箱、凝固剤１５袋、高密度ポリエチレ
ン袋（黒色）１５袋、ポケットティッシュ１５個●個装サイズ：約幅７００×奥４７０×高５０ｍｍ

防災用品

ベンリーテントVT.5 ケンユー

販売価格（税込） ¥9,901
（本体） ¥9,168

注文コード： 275044 本体価格（税込） ¥10,800

品番：ﾍﾞﾝﾘｰﾃﾝﾄVT.5 ＪＡＮコード：4969919611195 販売単位：１セット

コンパクトなワンタッチ式テント！屋外での着替えやトイレの目隠しにご使用ください。●寸法：約１１０
０×１１００×１９２０ｍｍ●質量：約２．５ｋｇ●カラー：グリーン●付属品：ロールペーパー掛け、収納袋、
『使用中』札、ペグ（固定杭）×４、砂袋×４

防災用品

折りたたみポリタンク 10L/WC-10 角利産業

販売価格（税込） ¥864
（本体） ¥800

注文コード： 323703 本体価格（税込） ¥1,080

品番：WC-10 ＪＡＮコード：4969402904575 販売単位：１個

収納にかさばらない折りたたみポリタンク。断水時の水の給水などに活躍！●折りたたみポリタンク●
防災用品●容量：約１０リットル●外形寸法：幅２２５×奥２２５×高２７０ｍｍ（収納時＝２００×２００×６
０ｍｍ）●質量：２５０ｇ●材質：ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂

防災用品

コック付水缶 20L BUB-20 プラテック

販売価格（税込） ¥999
（本体） ¥925

注文コード： 386336 本体価格（税込） ¥1,620

品番：BUB-20 ＪＡＮコード：4977227026372 販売単位：１個

コックをひねるだけでスムーズに水を注げます。●防災用品●給水タンク●容量：２０Ｌ●外形寸法：
幅３７５×奥２５７×高３４５ｍｍ●質量：７２５ｇ●材質：ポリエチレン、ＡＢＳ樹脂、シリコンラバー※屋外
専用の水タンクです

防災用品

セイブパック毛布 SPE3 30HB 1.3kg 和光繊維工業

販売価格（税込） ¥5,508
（本体） ¥5,100

注文コード： 323307 本体価格（税込） ¥6,480

品番：SPE3 30HB ＪＡＮコード：4547499097099 販売単位：１パック

コンパクトで収納場所に困らない。●セイブパックエコⅢ毛布●防災用品●材質：ＰＥＴボトルポリエス
テル●外形寸法：縦１４００×横２０００×厚４ｍｍ●質量：１．３ｋｇ
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防災用品

封筒型シュラフ（寝袋）ブルー BDK-30B カワセ

販売価格（税込） ¥1,779
（本体） ¥1,648

注文コード： 871468 本体価格（税込） ¥2,224

品番：BDK-30B ＪＡＮコード：4955985167841 販売単位：１枚

もしものときに必要な寝袋です。●防災用品●寝具●材質：ポリエステル●本体寸法：（使用時）１９０
×７５ｃｍ（収納時）３７×１９×１９ｃｍ●質量：約０．９ｋｇ●適応温度：１５℃～●付属品：収納ケース

防災用品

エアーマット オーミケンシ

販売価格（税込） ¥5,875
（本体） ¥5,440

注文コード： 870757 本体価格（税込） ¥7,344

品番：4006 ＪＡＮコード：4957884135235 販売単位：１個

バルブを開くだけで自然に膨らむ便利なマット。２箇所のバルブを開くだけでウレタンの復元力により自然に膨らみます。コンパクトに収
納。●防災用品●材質：表＝ポリエステル１００％（撥水加工）、中材＝ポリウレタン●本体色：グリーン●外形寸法：幅１８００×奥行７０
０×厚み５０ｍｍ（収納時サイズ＝直径１９０×７００ｍｍ）●質量：約２．２ｋｇ

防災用品（食品関連）

アルファー米白飯 100g/50食入 尾西食品

販売価格（税込） ¥12,852
（本体） ¥11,900

注文コード： 195668 本体価格（税込） ¥15,120

品番：101-SE ＪＡＮコード：4970088740012 販売単位：１箱

万一の災害や緊急時に備えて万全の対策を。お湯か水を注ぐだけで、煮炊きをせずとも軟らかく美味しいご飯ができあがる乾燥ご飯
です。常温で５年の賞味を保証。スプーン付きなので食器の準備が不要です。●非常食●保存食●防災用品●アルファ米●容量：１
００ｇ●入数：５０袋●賞味期限：メーカー製造日より５年※賞味期限４年２ヶ月以上の商品をお届けします。●原材料：うるち米（国産）
●アレルギー対応製品（特定原材料２７品目不使用）

防災用品（食品関連）

アルファー米わかめご飯 100g/50食入 尾西食品

販売価格（税込） ¥14,688
（本体） ¥13,600

注文コード： 195659 本体価格（税込） ¥17,280

品番：601-SE ＪＡＮコード：4970088740050 販売単位：１箱

万一の災害や緊急時に備えて万全の対策を。お湯か水を注ぐだけで、煮炊きをせずとも軟らかく美味しいご飯ができあがる乾燥ご飯
です。常温で５年の賞味を保証。スプーン付きなので食器の準備が不要です。●非常食●保存食●防災用品●アルファ米わかめご
飯●容量：１００ｇ●入数：５０袋●賞味期限：メーカー製造日より５年※賞味期限４年２ヶ月以上の商品をお届けします。●原材料：うる
ち米（国産）、食塩、乾燥わかめ、砂糖、でん粉、昆布エキス、ホタテエキス、みりん、調味料（アミノ酸等）●アレルギー対応製品（特定
原材料２７品目不使用）

防災用品（食品関連）

アルファー米五目ご飯 100g/50食入 尾西食品

販売価格（税込） ¥15,552
（本体） ¥14,400

注文コード： 195661 本体価格（税込） ¥18,360

品番：501-SE ＪＡＮコード：4970088740043 販売単位：１箱

万一の災害や緊急時に備えて万全の対策を。お湯か水を注ぐだけで、煮炊きをせずとも軟らかく美味しいご飯ができあがる乾燥ご飯
です。常温で５年の賞味を保証。スプーン付きなので食器の準備が不要です。●非常食●保存食●防災用品●アルファ米五目ご飯
●容量：１００ｇ●入数：５０袋●賞味期限：メーカー製造日より５年※賞味期限４年２ヶ月以上の商品をお届けします。●原材料：うるち
米（国産）、具（人参・油揚・ごぼう・椎茸・こんにゃく）、植物油脂、醤油、砂糖、食塩、ソルビトール、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビ
タミンＥ）※原材料の一部に小麦を含む。※本製品は工程で乳、えび、かに、牛肉、鶏肉、豚肉、ゼラチン、まつたけを含む製品を包装
しています。

５



※本カタログ掲載商品の環境配慮情報は、下記時点の情報に基づいて表示しています。

●グリーン購入法適合商品：平成２９年２月の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に基づき、平成２９年

１１月１日時点で判断の基準に適合している商品。

●ＧＰＮエコ商品ねっと掲載商品：平成２９年９月２２日更新のＧＰＮエコ商品ねっとに掲載してある商品。

●エコマーク商品：平成２９年１１月１日時点でエコマーク使用契約が有効である商品。


