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防災用品

ダッシュバッグ土嚢DBW-01 10パック トンボ工業

販売価格（税込） ¥7,776
（本体） ¥7,200

注文コード： 238063 本体価格（税込） ¥8,640

品番：DBW-01

カタログ P.688

ＪＡＮコード：4983042150505 販売単位：１パック

土を使わない緊急災害用土嚢。水につけるとわずか５分で１５ｋｇに膨張。緊急時にすぐ使用できます。１パック１０袋で土砂１５０ｋｇに
相当します。従来の土嚢に比べ保管場所が大幅に削減できます。●材質：麻、綿、吸水ポリマー●本体寸法：吸水前＝幅３６０×奥６０
０×高８ｍｍ、吸水後＝幅３００×奥５２０×高１５５ｍｍ※水温等の諸条件により膨張速度およびサイズ、質量は多少異なります。

防災用品

土のう袋 10枚 75-014 鵜沢ネット

販売価格（税込） ¥923
（本体） ¥855

注文コード： 818847 本体価格（税込） ¥1,166

品番：ﾄﾞﾉｳﾌﾞｸﾛ10ﾏｲ 75-014

カタログ P.688

ＪＡＮコード：4920032750147 販売単位：１パック

●入数／１０枚●寸法／幅４８０×高さ６００ｍｍ●最大容量／２０ｋｇ●材質／高耐候ポリエチレン●
型番／７５－０１４●出荷／包装単位：１／２０※都合によりデザイン等が変更になる場合がございま
す。

生活用品・家電非ＷＥＢ

土のうスタンド 59-111 鵜沢ネット

販売価格（税込） ¥1,641
（本体） ¥1,520

注文コード： 724810 本体価格（税込） ¥2,052

品番：59-111 ＪＡＮコード：4920032591115 販売単位：１枚

●寸法／直径約３００×高３５０ｍｍ（使用時）、直径約８０×高３５０ｍｍ（収納時）●質量／１８０ｇ●材
質／耐候ポリエチレン

防災用品

多用途補修テープ Ｊ３９１０ ニトムズ

販売価格（税込） ¥511
（本体） ¥474

注文コード： 289366 本体価格（税込） ¥680

品番：J3910

カタログ P.686

ＪＡＮコード：4904140799106 販売単位：１巻

防水仮補修、結束、梱包、水漏れ補修、水道管の保護など簡易補修に。水に強い！手で切れる！強力接着！災害時の便利ツールと
して！ガラス・ブルーシートの補修・水漏れ補修・骨折時の添え木固定に。●工具●補修テープ●材質：ポリエステルメッシュ、ポリエチ
レンフィルム、天然ゴム系粘着剤●テープ色：シルバー●テープ寸法：幅４８ｍｍ×長さ１０ｍ

養生用テープ

養生用テープ 50mm*25m 緑 B295J-G スマートバリュー

販売価格（税込） ¥270
（本体） ¥250

注文コード： 354105 本体価格（税込） ¥338

品番：B295J-G

カタログ P.904

ＪＡＮコード：4547345021513 販売単位：１巻

柔軟で、優れた凹凸追従性。※養生用テープですので、荷造り用のご使用は避けてください。●養生用テープ●ＰＥＴクロステープ●
アクリル系粘着剤●重ね貼り●耐水性●手で切れる●テープ寸法：幅５０ｍｍ×長２５ｍ●厚：０．１０５ｍｍ●色：緑●入数：１巻●基
材：ＰＥＴ●仕様：養生用、１巻ピロー包装●ＪＯＩＮＴＥＸオリジナル●ＳＭＡＲＴＶＡＬＵＥスマートバリュー
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防災用品

ガラス用飛散防止フィルムHBF9618 光

販売価格（税込） ¥1,537
（本体） ¥1,424

注文コード： 870857 本体価格（税込） ¥1,922

品番：HBF9618

カタログ P.680

ＪＡＮコード：4977720961804 販売単位：１枚

窓ガラスや食器棚などのガラス飛散防止に。●ガラス飛散防止シート●規格：９６×１８０ｃｍ●材質：
ポリエステル●フィルム厚：０．０５ｍｍ●耐熱温度：９０～１００℃●入数：１枚●付属品：ヘラ１個

サッカー用品

サンドウエイトSTW20 B2870 トーエイライト

販売価格（税込） ¥3,207
（本体） ¥2,970

注文コード： 855192 本体価格（税込） ¥3,585

品番：B2870

カタログ P.638

ＪＡＮコード：4518891040129 販売単位：１個

●質量／本体：４１０ｇ、砂満タン時：２０ｋｇ●寸法／縦６７５×横３８５ｍｍ（砂満タン時）●材質／内
袋：ナイロン＋ＰＶＣ、外被：ターポリン●型番／Ｂ－２８７０●出荷／包装単位：１／２５※砂を入れて
ご使用ください。砂は別途ご用意ください

シート

ブルーシート厚手 BS-3654 熱田資材

販売価格（税込） ¥1,710
（本体） ¥1,584

注文コード： 339749 本体価格（税込） ¥2,138

品番：BS-3654(M)

カタログ P.337

ＪＡＮコード：4938965031752 販売単位：１枚

ブルーシートをご用意しました。●現場用アイテム●厚手タイプ●サイズ：約３４５×５３１ｃｍ●材質：
シート＝ポリエチレン、ハトメ＝アルミニウム●厚さ：約０．１９ｍｍ●質量：約２．５ｋｇ●ハトメ数：２０個

シート

オレンジシートOS-11 ユタカメイク

販売価格（税込） ¥2,998
（本体） ¥2,776

注文コード： 818309 本体価格（税込） ¥3,747

品番：OS-11

カタログ P.337

ＪＡＮコード：4903599052831 販売単位：１パック

●材質／シート：ポリエチレン、ハトメポリエチレン●型番／ＯＳ－１１●寸法／約３．４４×５．２４ｍ●
シート厚／約０．２２ｍｍ●質量／約３ｋｇ●出荷／包装単位：１／１０

コロコロ・モップ・雑巾

ハイプラモップ CL-322-200-0 テラモト

販売価格（税込） ¥858
（本体） ¥795

注文コード： 807517 本体価格（税込） ¥1,252

品番：CL-322-200-0

カタログ P.1,008

ＪＡＮコード：4904771172507 販売単位：１本

●材質／頭：ポリプロピレン、柄：φ２２．２ｍｍスチールパイプにポリエチレン接着被膜、ツル：ハガネ
線にクロメートメッキ●幅／約２４０ｍｍ●全長／１２９０ｍｍ●出荷／包装単位：１／２０※モップ糸は
別売りとなります。
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コロコロ・モップ・雑巾

ドライヤー 40cm CL-370-040 テラモト

販売価格（税込） ¥1,101
（本体） ¥1,020

注文コード： 810831 本体価格（税込） ¥1,512

品番：CL3700400

カタログ P.1,013

ＪＡＮコード：4904771185002 販売単位：１セット

●全長／１３８５ｍｍ●幅／４００ｍｍ●材質／頭：スチールクロメートメッキ、先ゴム：クロロプレンゴム、
柄：スチールパイプにポリエチレン接着被膜（φ２５．４ｍｍ）●出荷／包装単位：１／１０

コロコロ・モップ・雑巾

モップ絞り器Ｂ型CE-441-400-0 テラモト

販売価格（税込） ¥4,892
（本体） ¥4,530

注文コード： 871420 本体価格（税込） ¥6,480

品番：CE-441-400-0

カタログ P.1,008

ＪＡＮコード：4904771443805 販売単位：１台

モップを挟んでハンドルを回すだけでモップが絞れるので、力の弱い方でも扱いやすい絞り器です。
●モップ●寸法：幅４８０×奥行４０５×高２８８ｍｍ●材質：＜本体＞ポリプロピレン＜ローラー・ペダ
ル＞硬質ポリ塩化ビニール＜フレーム＞スチールにユニクロメッキ●容量：約１４Ｌ

バケツ

バケツブリキ製 491015 10型 三和工業

販売価格（税込） ¥759
（本体） ¥703

注文コード： 810828 本体価格（税込） ¥972

品番：ﾊﾞｹﾂ ﾌﾞﾘｷｾｲ 10L

カタログ P.1,006

ＪＡＮコード：4930826000037 販売単位：１個

●寸法／直径２９０×高さ１９５ｍｍ●容量／１０Ｌ（適正水量８Ｌ）●材質／ブリキ●出荷／包装単位：
１／３０

コロコロ・モップ・雑巾

溝そうじ器 30020 八ツ矢工業

販売価格（税込） ¥2,160
（本体） ¥2,000

注文コード： 802297 本体価格（税込） ¥2,700

品番：30020

カタログ P.1,013

ＪＡＮコード：4979404240700 販売単位：１本

●スコップ幅／１５０ｍｍ●材質／スチール●質量／１．２ｋｇ●鉄板厚／１．２ｍｍ●パイプ径／２５ｍ
ｍ●全長／１２００ｍｍ●出荷／包装単位：１／１２

ほうき

ドロあげシャベル アズマ工業

販売価格（税込） ¥1,274
（本体） ¥1,180

注文コード： 724629 本体価格（税込） ¥1,594

品番：596025800

カタログ P.WEB

ＪＡＮコード：4970190422516 販売単位：１個

●寸法／約全長４０５×幅９０×奥１４０ｍｍ●材質／ポリプロピレン、ステンレス、アルミ●質量／約１
８０ｇ
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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

カタログ P.685

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

飲料．食品その他

自然の恵み天然水 PET 2L/6本 ライフドリンクカンパニー

販売価格（税込） ¥531
（本体） ¥492

注文コード： 726856 本体価格（税込） ¥702

品番：LDC002

カタログ P.904

ＪＡＮコード：4970111470077 販売単位：１箱

クセの少ない、ミネラルバランスの取れた飲みやすい天然水。厳選された採水地の水をこだわりの非
加熱殺菌で自然のおいしさそのままにお届けします。お料理やお茶、コーヒーなどの飲料にもお使
いいただけます。●ミネラルウォーター●採水地：日本●軟水硬度：４５●賞味期限：６カ月以上●内
容量：２．０Ｌ●１箱入数：６本

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

カタログ P.689

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

スペースブランケットOS-01 オシザワ

販売価格（税込） ¥874
（本体） ¥810

注文コード： 193822 本体価格（税込） ¥972

品番：OS-01

カタログ P.685

ＪＡＮコード：4959213000122 販売単位：１枚

優れた保温効果で寒さ・暑さから身を守る。宇宙服用素材を使用した軽くてコンパクトなブランケット。
●防災用品●外形寸法：横１３０ｍｍ×縦２１０ｍｍ

保健室用品

セルフガードプロ スプレータイプ500ｍｌ ひかりソリューション

販売価格（税込） ¥2,052
（本体） ¥1,900

注文コード： 858777 本体価格（税込） ¥2,160

品番：GL0501

カタログ P.1,072

ＪＡＮコード：2147345167383 販売単位：１本

●出荷／包装単位：１／２０●成分／水成二酸化塩素精製水
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※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。


