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消火隊

地下式消火栓用
スタンドパイプセット

●内容品：台車・40㎜×20m／
1.3Mpaホース×3本／スタンド
パイプ／縮小媒介／管鎗／噴霧
ノズル／ビニールカバー

WT2 001

¥	250,000（税別）

マンホール型消火栓を利
用して消火作業を行う為
のセットです。
台車積載で移動が楽です。

人体とほぼ同様の体重バランスを持つ
訓練人形です。

あか男
訓練用人形

●身長157㎝・体重38㎏

WT2 009

¥	130,000（税別）

街かど消火  HURRIER（ハリアー）
初期消火器具

●サイズ：550（H）×450（W）×200（D）㎜

WT2 002

¥	オープン（税別）

水道水を使った初期消火器具
背負って、火元近くの水道栓につなげて使用します。
特殊高性能放水ノズルで、粒状の水を大量に遠くへ広い面積で
放水出来ます

外観 内部

蛇口口金

本体オプション

PS-2006
ポータースモークマシン

●サイズ：230（H）×296（W）×172（D）㎜
●重量：5.0㎏　●内容品：本体／専用ボトル
キャップ／リモートコントローラー（コード10ｍ）
／ポータースモーク専用液1ℓボトル1本

WT2 005

¥	220,000（税別）

全国の消防署などでたくさん使っていただいております。
そのほか、コンサートや劇場の舞台演出・テーマパークのアトラクションでもご利用
いただいております。

フルセットを収納して持ち運びできます。

キャリングケース
●サイズ：292（H）×457（W）×220（D）㎜

WT2 006

¥	40,000（税別）

ポータースモーク専用液
は安全性の高い成分を使
用しています。

スモーク液1ℓボトル 6

WT2 007

¥	6,000（税別）

TA-12型  連結タイプ
煙体験ハウス

●重量：約80㎏

WT2 003

¥	オープン（税別）

木造家屋を想定、支柱をアルミで構成し軽量化を計った組立式。
土台部分にキャスターを取り付けコンパクト・軽量化、簡単に移動可能
にした訓練ハウスです。

消火・救助体験ハウス
●サイズ：［組立サイズ］1,880（H）×1,830（W）×1,310（D）㎜／［収納サイズ］390（H）
×1,880（W）×1,830（D）㎜　●重量：約75.5㎏　●本体材質：アルミ、合板製

WT2 008

¥	250,000（税別）

オプションの水道ホースコネクタを使
用すると、直接水道ホースに接続可能。
水を入れるだけで使用可能です。

はやわざクン  YTS-3
訓練用放射器具

●サイズ：546（H）×203（W）×124（D）㎜　
●重量：約5.7㎏　●充てん量：3ℓ　●放射
時間：約30秒　●放射距離：約4～8m

WT2 011

¥	17,000（税別）

水道ホースコネクタ（オプション）
訓練用放射器具
WT2 012

¥	1,500（税別）

TAK-2754
TAK-3060

煙体験ハウス

●サイズ：［TAK-2754］2,100（H）×5,400（W）×2,700（D）㎜／［TAK-3060］2,100（H）×6,000（W）×3,000
（D）㎜　●重量：［TAK-2754］62㎏／［TAK-3060］65㎏　●総アルミタイプ

WT2 004

¥	336,000（税別）

¥	347,000（税別）

火災時の煙の被害を多くの方に実体験
していただくテントです。少人数での
設営撤去が簡単にできます。

WT2 003 WT2 004
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EA116SE
訓練用消火器コンプレッサー

●サイズ：650（H）×660（W）×320（D）㎜　●重量：35㎏　●コンプレッ
サー仕様：［電源］AC100V(50/60Hz)・1.5kw(2HP)／［使用最高圧力］
0.78MPa(8kgf/㎠)／［吐出し空気量］130L/min(50Hz)、154L/min(60Hz)
／［空気タンク容量］38L／［騒音値］82db(50/60Hz)／自動圧力スイッチ及
びレギュレーター付　●オプション：訓練用消火器充てん口カプラ、ホース

WT2 013

¥	69,500（税別）

訓練用の水消火器訓練に最適。
マトに当たると回転します。
収納は折り畳み可能。

消火訓練用標的（回転式）

●サイズ：695（H）×470（W）×470（D）㎜　●重量：2.2㎏

WT2 014

¥	8,000（税別）

まとに命中すると倒れ、
「消火成功」の文字が
でます。倒れたら簡単
に起き上がります。

おてがる訓練まと  VT1TR
消火訓練用標的

●サイズ：630（H）×250（W）×260（D）㎜　●重量：0.4㎏

WT2 015

¥	オープン（税別）

フリッカー付
1号消火栓訓練ＢＯＸ
WT2 016

¥	260,000（税別）

●サイズ：1,440（H）×700（W）×790（D）㎜（架台共）　●内容：消火栓BOX　
1,300（H）×700（W）×180（D）㎜　架台（キャスター付き）／ホース掛け（40㎜
×22K）40㎜×90°消火栓バルブ／放水用配管（40㎜町野式採水口付）／発信機
／表示灯／縮小媒介（65㎜×40㎜町野式）各1
※オプション　転倒防止の為、重石を乗せられる構造にも出来ます。消火栓
ホース（40㎜×15ｍ  2本）、40㎜消火栓管鎗、40㎜噴霧ノズル、減圧アダプ
ター等のご用意も有ります。

フリッカーなし
1号消火栓訓練ＢＯＸ
WT2 017

¥	240,000（税別）

ビルや工場などに設置されている消火栓の消火訓練や、自衛消防
隊操法大会の訓練必需品です。
四輪自在キャスター使用で移動も楽々。

訓練用消火器の
充てん作業に。

水と圧縮空気で本物の消火器同様
の操作性を実現しました。

クンレンダー  ST10A
訓練用消火器

●サイズ：530（H）×200（W）×127
（D）㎜　●重量：約5.7㎏　●充てん
量：3ℓ　●放射時間：約35秒　●放
射時間：約6～8m

WT2 010

¥	20,000（税別）

アルテシモ  MEA20Aアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器
●サイズ：570（H）×240（W）×160（D）㎜　●重量：約8.1㎏　●消火薬剤粉末（ABC）6㎏　●放射時間：約17秒　●放射距離：5～8m

※リサイクルシール代別途必要になります。

WT2 022

¥	26,000（税別）

アルテシモ  MEA10Dアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器
●サイズ：510（H）×210（W）×127（D）㎜　●重量：約4.6㎏　●消火薬剤粉末（ABC）3.5㎏　●放射時間：約15秒　●放射距離：5～8m

※リサイクルシール代別途必要になります。

WT2 021

¥	19,500（税別）

アルテシモ  MEA10Bアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器
●サイズ：440（H）×200（W）×127（D）㎜　●重量：約3.9㎏　●消火薬剤粉末（ABC）3㎏　●放射時間：約14秒　●放射距離：3～6m

※リサイクルシール代別途必要になります。

WT2 020

¥	19,000（税別）

アルテシモ  MEA6アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器
●サイズ：465（H）×200（W）×102（D）㎜　●重量：約2.9㎏　●消火薬剤粉末（ABC）2㎏　●放射時間：約15秒　●放射距離：4～7m

※リサイクルシール代別途必要になります。

WT2 019

¥	14,800（税別）

アルテシモ  MEA4アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器
●サイズ：385（H）×190（W）×102（D）㎜　●重量：約2㎏　●消火薬剤粉末（ABC）1.2㎏　●放射時間：約13秒　●放射距離：3～5m

※リサイクルシール代別途必要になります。

WT2 018

¥	11,000（税別）

ハイパーミストN  
NF3

強化液（中性）消火器

●サイズ：530（H）×200（W）×127
（D）㎜　●重量：約6.2㎏　●強化液
3ℓ　●放射時間：約35秒　●放射距
離：6～8m　※リサイクルシール代別
途必要になります。

WT2 023

¥	18,900（税別）

ハイパーミストL  
LF3

強化液消火器

●サイズ：530（H）×200（W）×127
（D）㎜　●重量：約6.7㎏　●強化液
3ℓ　●放射時間：約30秒　●放射距
離：6～8m　※リサイクルシール代別
途必要になります。

WT2 024

¥	18,500（税別）

レバー操作が軽く、扱いやすい
畜圧式消火器。
優れた浸透性と冷却作用で再燃
を防止します。

冷却効果と負触媒効果で優れた
消火力を発揮します。

MEA4 MEA6 MEA10B MEA10D MEA20A

幅広い火災に対応する業務用スタンダード。軽く、操作性の高い消火器です。
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純水ベースの薬剤でクリーンに
消火。使用後の汚損が少なく、
クリーンルーム、サーバールー
ム、医療施設などにおすすめで
す。また、身体への影響も少な
く安心です。

自動車火災に威力を発揮。温湿
度の変化や激しい振動など、過
酷な条件下でも優れた消火力を
発揮します。

キッチンアイ
住宅用強化液消火器

●サイズ：376（H）×146（W）×85（D）㎜　●重量：約2.2㎏　●消火薬剤  
強化液（中性）1ℓ　●放射時間：約12秒　●放射距離：4～6m　※リサイク
ルシール代別途必要になります。

WT2 026

¥	オープン（税別）

EAC10C
自動車用消火器

●サイズ：512（H）×200（W）×123
（D）㎜　●重量：約5㎏　●消火薬剤
粉末（ABC）3.5㎏　●ブラケット付き　
※リサイクルシール代別途必要になり
ます。

WT2 027

¥	20,000（税別）

粉末消火器10型～20型・
水消火器3ℓ～6ℓ用

VA1R
消火器設置台

●サイズ：720（H）×250（W）×215（D）㎜
※別色（グレー）のVT1GYもあります。

WT2 028

¥	2,300（税別）

BD-1
スチール製消火器格納箱

●サイズ：750（H）×280（W）×
210（D）㎜

WT2 029

¥	11,000（税別）

NT-10R
樹脂製消火器ケース

●サイズ：610（H）×235（W）×163
（D）㎜

WT2 031

¥	11,000（税別）

SS-1E
ステンレス製消火器格納箱

●サイズ：600（H）×230（W）×
170（D）㎜

WT2 030

¥	25,000（税別）

環境にやさしいリサイクル樹
脂製。スマートなデザイン。

錆びない、朽ちないFRP製。
安全な曲面構造。

クリーンミスト  
WS3

水（浸潤剤等入り）消火器

●サイズ：525（H）×200（W）×127
（D）㎜　●重量：約5㎏　●消火薬剤 
水（浸潤剤等入り）3ℓ　●放射時間：約
28秒　●放射距離：6～7m　※リサ
イクルシール代別途必要になります。

WT2 025

¥	30,000（税別）

お酢と食品原料から生
まれた住宅用消火器。
身体に優しい成分でで
きているので、ご家庭
でも安心してご使用い
ただけます。家庭で起
こりうる様々な火災に
対応し、使用後の清掃
が簡単です。

S10-1
樹脂製消火器ケース

●サイズ：586（H）×222（W）×169
（D）㎜

WT2 032

¥	11,000（税別）

ビルＳ
屋内消火栓用ホース

●呼称40×長さ15m　●使用圧0.7MPa　●AC町野式金具付

WT2 033

¥	17,600（税別）

熱用  SS2-LT
住宅用火災警報器

●重量：約100g

WT2 036

¥	オープン（税別）

エーワンＦ
屋内消火栓用ホース

●呼称65×長さ20m　●使用圧
0.9MPa　●AC町野式金具付
※ネジ金具の変更も可能です（別途
お見積）。

WT2 034

¥	37,300（税別）

煙用  SS-FL
住宅用火災警報器

●重量：約100g

WT2 037

¥	オープン（税別）

エーワンＦ
屋内消火栓用ホース

●呼称50×長さ20m　●使用圧
0.9MPa　●AC町野式金具付

WT2 035

¥	27,700（税別）

火災現場で！操法大会で！吸水時間の大幅短縮を実現！

FF500
消防ポンプ  B2級

●重量：98㎏　●電子制御燃料噴射方式　●始動（セルモータ式・リコイル
式）　●規格圧力（0.7MPa）　●規格放水量（1.32㎥/min）

WT2 038

¥	1,740,000（税別）

火災現場で！操法大会で！吸水時間の大幅短縮を実現！

FF450
消防ポンプ  B3級

●重量：98㎏　●電子制御燃料噴射方式　●始動（セルモータ式・リコイル
式）　●規格圧力（0.55MPa）　●規格放水量（1.44㎥/min）

WT2 039

¥	1,600,000（税別）

小型なボディに秘めた高性能　動力消防ポンプ設備＆自主防災
に最適

FT300
消防ポンプ  C1級

●重量：44㎏　●電子制御燃料噴射方式　●始動（セルモータ式・リコイル
式）　●規格圧力（0.5MPa）　●規格放水量（0.53㎥/min）

WT2 040

¥	880,000（税別）
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日常の動作の邪魔をせず、
深く前屈したときだけ腰を
サポートする、これまでに
ない画期的なサポートウェ
アです。

女性消防隊・自衛消防隊等に
最適なセットです。林野火災
でも機動力を発揮します。

収納、携帯に優れた折
りたたみ式ヘルメット。
収納時の薄さ35㎜、力
いらずでカンタンに立
体化。折りたたみもワ
ンタッチでできます。

女性消防隊・自衛消防隊向け台車セット
消防ポンプ  D1級  台車セット

●可搬ポンプD1級　●吸水管40㎜×4.5m接手付　●40ストレーナー　●40
ポリかご　●消防ホース40㎜×20m　1.3MPa×5本　●管鎗噴霧ノズル付　
●スピンドルドライバー　●消火栓媒介　●台車

WT2 041

¥	825,000（税別）

ｒａｋｕｎｉｅ（ラクニエ）
腰部サポートウェア

●重量：250g　●男女兼用　●カラー：ブラック　●素材：ナイロン・ポリウ
レタン・ポリエステル・ポリプロピレン　●ラクニエ専用ポーチ付き
※腰痛その他の疾患を治療するものではありません。

WT2 042

¥	23,000（税別）

タタメットBCP
コンパクトヘルメット

●サイズ：［収納時］221（H）×332（W）×35（D）㎜／［立体時］151（H）×235
（W）×292（D）㎜／［頭のサイズ］約47～62㎝　●重量：375g

WT2 043

¥	4,300（税別）

収納時の薄さ
約45㎜

ヘルメット＋防災ずきん

前面 背面

タタメットズキン3
コンパクトヘルメット

●サイズ：［収納時］221（H）×332（W）×45（D）㎜／［立体時］151（H）×235
（W）×292（D）㎜／［頭のサイズ］約47～62㎝　●重量：410g

WT2 044

¥	3,800（税別）

性能、プロ仕様。
収納、ハーフサイズ。

ＩＺＡＮＯ
コンパクトヘルメット

●サイズ：［収納時］82（H）×303（W）×
220（D）㎜／［立体時］138（H）×303（W）
×220（D）㎜／［頭のサイズ］約55.5～62
㎝　●重量：450g

WT2 045

¥	4,600（税別）

性能、帽子以上。収納、文庫サイズ。
防災頭巾とヘルメットのいいとこ取り

ＩＺＡＮＯ  ＣＡＰ
コンパクトヘルメット

●防炎タイプ（しころ・あごひも付き）　●サイ
ズ：［収納時］150（H）×110（W）×75（D）㎜／

［帽子］S/Mサイズ49～56㎝・M/Lサイズ57
～62㎝　●重量：225g

WT2 046

¥	3,600（税別）

いざという時にすばやく取り出せ、
邪魔になりません。

ＩＺＡＮＯ  ＣＡＰ
椅子用ポーチ

コンパクトヘルメット

●学校用椅子の各サイズに兼用できます。

WT2 047

¥	オープン（税別）

サイズ 身長（cm） 胸囲（cm）
XS 148～157 72～101
S 157～166 72～101
M 166～175 76～106
L 175～184 80～111

Ｃｒｕｂｏ（クルボ）
コンパクトヘルメット

●サイズ：［収納時］80（H）×278（W）×208（D）㎜／［立体時］140（H）×208
（W）×278（D）㎜／［頭のサイズ］約47～62㎝　●重量：420g

WT2 048

¥	オープン（税別）

重ねて収納できる世界初のスタッキングヘルメットです。

カクメット  KA型  K-1式
スタッキングヘルメット

●サイズ：154（H）×238（W）×297（D）㎜／［頭のサイズ］約51～63㎝まで
対応　●スタッキング寸法：［5個重ねたときの目安］約366㎜／［10個重ねた
ときの目安］約631㎜　●重量：370g

WT2 049

¥	2,500（税別）

防災キッズメット
子供用ヘルメット

●サイズ：138（H）×251（W）×209（D）㎜　●付属品：ホイッスル／星形
反射ステッカー3枚／緊急連絡カード（ホルダー付き）／メッシュ袋　●重量：
350g

WT2 050

¥	オープン（税別）

A4サイズで棚収納にピッタリ。

SS101
産業用ヘルメット

●サイズ：152（H）×265（W）×220（D）㎜　●Z内装／絶縁用／飛来／落下
物用

WT2 051

¥	3,300（税別）

（公財）日本防炎協会認定品 （一社）日本消防設備
安全センター認定品

（一社）日本消防設備
安全センター性能評定品

セーフティクッションＥＳ
防災頭巾（小学校低学年以上）

●サイズ：490（W）×280（D）㎜

WT2 052

¥	3,150（税別）

セーフティクッションＥＪ
防災頭巾（小学校低学年以下）

●サイズ：430（W）×240（D）㎜

WT2 053

¥	2,950（税別）

ステップダン  
4013

避難用はしご

●重量：1.6㎏　●全長（18.3㎏荷
重時）：4.5m／有効長4.1m　●吊り
下げ金具：カラビナ式　●ポリケー
ス入り

WT2 525

¥	13,000（税別）

ステップダン  
5013

避難用はしご

●重量：1.6㎏　●全長（18.3㎏荷
重時）：4.6m／有効長3.9m　●吊り
下げ金具：カラビナ式　●ポリケー
ス入り

WT2 526

¥	13,000（税別）
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災害時や訓練に使う文字や文言が選べる一番安価なベストです。 防災訓練で人気！文字版代が不要、ご自身で文字を作成可能です。

（公財）日本防炎協会認定品

大型リュックタイプ
非常用持出袋

●サイズ：200（H）×450（W）×355（D）㎜

WT2 054

¥	6,000（税別）

（公財）日本防炎協会認定品

（公財）日本防炎協会認定品

非常持出袋Ａ
非常用持出袋  大型リュック式

●サイズ：70（H）×405（W）×400（D）㎜

WT2 055

¥	3,800（税別）

非常持出袋Ｂ（綿ナップ）
非常用持出袋  リュック式

●サイズ：470（W）×350（D）㎜

WT2 056

¥	2,000（税別）

（公財）日本防炎協会認定品

非常持出袋Ｃ
非常用持出袋  ナップザック式

●サイズ：465（W）×390（D）㎜

WT2 057

¥	1,900（税別）

防災備蓄ベスト
使い捨てベスト

●入数：25着×4種類　●材質：不織布　●サイズ：フリー
※名入れ印刷等は別途ご相談下さい。

WT2 058

¥	28,000（税別）

差替えベスト（メッシュ）

●材質：ポリエステルメッシュ　●カラー：蛍光緑、蛍光オレンジ、赤、黄、
青、紺、白　●サイズ：フリー（着丈：530㎜、ウエスト：800～1,100㎜）　
●A4クリアファイル付き

WT2 059

¥	4,000（税別）

Front

Back

ワンタッチ腕章
●マジックテープ式　●安全ピン、台紙付き　●色：黄・緑・赤・白・青

WT2 060

¥	750（税別）

訓練用三角巾（赤線入り）  50

●サイズ：［箱］105（H）×105（W）×150（D）㎜　●消防庁の規格品で訓練用
として使用します。

WT2 061

¥	30,000（税別）［1個あたり ¥600（税別）］

気密試験・防災訓練等　煙が必要な時にご利用ください。

白大（発煙時間：5分）

気密試験用発煙筒

●サイズ：170（H）×53（W）

WT2 062

¥	3,200（税別）

白中（発煙時間：3分）

気密試験用発煙筒

●サイズ：86（H）×53（W）

WT2 063

¥	2,300（税別）

白小（発煙時間：1.5分）

気密試験用発煙筒

●サイズ：60（H）×53（W）

WT2 064

¥	1,800（税別）

赤・黄大（発煙時間：3分）

気密試験用発煙筒

●サイズ：170（H）×53（W）

WT2 065

¥	3,400（税別）

赤・黄大（発煙時間：1.5分）

気密試験用発煙筒

●サイズ：86（H）×53（W）

WT2 066

¥	2,300（税別）

アメリカンメッシュキャップ
防犯活動用品

●カラー：蛍光グリーン、ピンク、レッド、グリーン、イエロー、ブルー
●サイズ：フリーサイズ

WT2 067

¥	900（税別）

防犯パトロールの基本装備！これにベスト、腕章を加えると防犯
パトロール基本形の完成になります。
メッシュ素材で通気性を確保。

ベーシックパトロールベスト
防犯活動用品

●カラー：蛍光オレンジ、蛍光グリーン、イエロー、ブルー　●サイズ：フ
リー（着丈：540㎜）

WT2 068

¥	3,100（税別）

防犯パトロールの基本装備！蛍光生地と反射材で目立ちます。
メッシュ素材で通気性を確保。

Front

Back
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反射印刷カンタン着脱腕章
防犯活動用品

●カラー：レッド、蛍光イエロー、蛍光グリーン、ブルー、ホワイト　●サイ
ズ：フリー90×400㎜　※文字代は別途必要になります。（価格は本体のみ（文
字なし）価格になります）

WT2 069

¥	1,200（税別）

防犯パトロールの基本装備！クリップを使用せず、ゴムで止める
ため簡単に取り外しができ、服に穴が空きません。

消防団の見回りに実績多数の名入れ可能な提灯。

スリムバトン
防犯活動用品

●重量：255g　●使用電池単2×2本（別売）

WT2 070

¥	1,570（税別）

災害時の誘導にも最適な軽量バトン。点滅・点灯・高速点滅の3
種切り替え可能です。

提灯
防犯活動用品

●サイズ：330（H）×175（W）　●使用電池単3×3本（別売）　●光源：LED
※本体名入代込み価格です。（トレースが必要な場合は工賃が別途必要になり
ます。）

WT2 071

¥	8,200（税別）

拍子木  中
防犯活動用品

●サイズ：273（H）
×50（W）×33（D）㎜
●樫の木使用

WT2 073

¥	4,200（税別）

拍子木  小
防犯活動用品

●サイズ：210（H）
×30（W）×25（D）㎜
●樫の木使用

WT2 074

¥	3,000（税別）

拍子木  大
防犯活動用品

●サイズ：305（H）
×50（W）×50（D）㎜
●樫の木使用

WT2 072

¥	6,000（税別）

自主防災会の見回りの定番商品。現在でも幅広く使用されてい
ます。

青色回転灯　HKFM-101G-B型

●重量：0.9㎏　●12V仕様（24V仕様もございます。）

WT2 075

¥	24,500（税別）

地域防犯パトロールを青色発光用品で支援。

ICF-B99
手回し充電ラジオ

●サイズ：79（H）×132（W）×58（D）㎜　●重量：385g　●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／ハンドストラッ
プ／ホイッスル

WT2 080

¥	オープン（税別）

普段使いはもちろん、非常時にも便利な3つの特徴
○FM/AMラジオ受信
○スマートフォン、携帯電話を充電できる
○夜間や停電時に便利な
　LEDスポットライトを装備

EC-193（10人用）
エレベーターチェア

●サイズ：450（H）×410（W）×346（D）㎜　●重量：13㎏　●カラー：シャ
ンパンシルバー　●主要素材：本体（スチール）／クッション（合成皮革（難燃仕
様）・ウレタン）／便座（ポリプロピレン）　●付属品：飲料水（2ℓ）×2本／コップ
×10個／ルミカライト×2本／高吸水性ポリマー・トイレシート×5枚／トイレッ
トペーパー×2個／消臭剤×1本／除菌ティッシュ×1袋／保温用（目隠し）アル
ミシート×1枚／吸盤付きクリップ×2個

WT2 076

¥	75,000（税別）

スリムタイプ  EC-193S（5人用）
エレベーターチェア

●サイズ：515（H）×282（W）×235（D）㎜　●重量：8㎏　●カラー：シャン
パンシルバー　●主要素材：本体（スチール）／クッション（合成皮革（難燃仕
様）・ウレタン）／便座（ポリプロピレン）　●付属品：飲料水（2ℓ）×1本／コップ
×5個／ルミカライト×2本／高吸水性ポリマー・トイレシート×3枚／トイレッ
トペーパー×1個／消臭剤×1本／除菌ティッシュ×1袋／保温用（目隠し）アル
ミシート×1枚／吸盤付きクリップ×2個

WT2 077

¥	60,000（税別）

普段はイスとして、または荷物置きとして。ケース
内に非常用品を収納しているので、エレベーター内
に閉じ込められても大切なお客さまを守ります。

コーナータイプ  ECC-1PS（5人用）
エレベーター用キャビネット

●サイズ：680（H）×230（W）×177（D）㎜　●重量：8㎏　●カラー：シャ
ンパンシルバー　●主要素材：本体（スチール）　●付属品：飲料水（500㎖・
10年期限）×3本／コップ×5個／LEDランタン×1個／トイレシート×3枚／ト
イレットペーパー×1個／ポケットティッシュ×3個／消臭剤×1本／アルミブラ
ンケット×3枚／吸盤付きクリップ×2個／冷却バンダナ×3枚／非常用クッキー
3本入り（10年期限）×3袋／非常用ホイッスル×1個

WT2 078

¥	60,000（税別）

フラットタイプ  EFC-1PS（10人用）
エレベーター用キャビネット

●サイズ：680（H）×500（W）×85（D）㎜　●重量：12㎏　●カラー：シャ
ンパンシルバー　●主要素材：本体（スチール）　●付属品：飲料水（500㎖・
10年期限）×6本／コップ×10個／LEDランタン×1個／トイレシート×5枚／ト
イレットペーパー×1個／ポケットティッシュ×6個／消臭剤×1本／アルミブラ
ンケット×6枚／吸盤付きクリップ×2個／冷却バンダナ×6枚／非常用クッキー
3本入り（10年期限）×6袋／非常用ホイッスル×1個

WT2 079

¥	80,000（税別）

省スペースなエレ
ベーター用キャビ
ネット。限られた
スペースにも設置
できます。

保存期限

5年
保存期限

5年

保存期限

10年
保存期限

10年

スーパーLEDランタン  HGL1450F
ランタン

●サイズ：275（H）×139φ（W）㎜　●重量：800g　●単1形4個使用（別売）　
●点灯時間：約45時間

WT2 082

¥	オープン（税別）

LEDエクスプローラーランタン  EX-777D
ランタン

●サイズ：184.1（H）×102.4（W）×87.3（D）㎜　●重量：802g　●点灯時
間：27時間（Highモード）・78時間（Ecoモード）　●使用電池：単1形アルカリ
電池×3本（別売）　●付属品：ハンガーフック

WT2 081

¥	4,400（税別）

雨の中でも使える防滴構造。3ワットクラスのスーパー LEDを使
用。

アウトドアや災害時など幅広く活躍するLEDランタン
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お灯さん
多機能LEDライト

●サイズ：49（H）×49（W）×260（D）㎜　●重量：220g　●点灯時間：12
時間　●電源：単3電池×4本（別売）

WT2 083

¥	オープン（税別）

コンパクトな設計ながら6畳ほど
の空間を照らすことができます。

薄型ハイパワーバーライト  GZ-701
ライト

●サイズ：116.2（H）×34.7（W）×12.2（D）㎜　●重量：52g　●点灯時間：
5時間（トップライト）／5時間（ECOモード）／2.5時間（Highモード）

WT2 084

¥	4,500（税別）

GF-011DG
小型LEDペンライト

●サイズ：98.6（H）×16.2φ（W）㎜　●重量：40g　●点灯時間：6.5時間　
●付属：ペンクリップ／ストラップ／テスト用電池

WT2 085

¥	2,200（税別）

トップライトも搭載した
LEDライト。USB充電式
でハンディトーチとして
も使用可能です。

単4アルカリ電池1本使用の軽量LEDライト。2mの高さから落と
しても壊れない耐久性や一時的に水没しても浸水しない防水性
も確保しています。

VA-03R
ヘッドライト

●サイズ：40.2（H）×72.2（W）×34（D）㎜　●重量：75g　●点灯時間：
1.5時間（Highモード）／6時間（Midモード）／12時間（ECOモード）／50時間

（Warm）　●充電時間：約2時間　●電池寿命：充放電約300回　●付属：
ヘッドバンド／Micro USBケーブル（50m）／専用充電池

WT2 086

¥	4,480（税別）

1LEDヘッドライト
ヘッドライト

●サイズ：26（H）×56（W）×38（D）㎜　●重量：65g　●電球寿命：
100,000時間／連続点灯時間（HIGH 6時間）（LOW 13時間）（点滅モード 
13時間）　●生活防水　●単3電池×1本付属

WT2 087

¥	2,818（税別）

USB充電式の軽量LEDヘッドライト。照射距離が長く、オーバ
ルビームでワイドに照らせます。

バンドを固定してズレを防ぐヘルメット用バンドクリップ。

プラスチックゴーグルクリップ（保安帽用）
2個セット
●サイズ：41（H）×16（W）㎜

WT2 088

¥	709（税別）

D環クリップ
●サイズ：65（H）×27（W）㎜

WT2 089

¥	600（税別）

単1プレミアムアルカリ乾電池（2本パック）
10年保存乾電池
WT2 090

¥	オープン（税別）

単3プレミアムアルカリ乾電池（2本パック）
10年保存乾電池
WT2 092

¥	オープン（税別）

単4プレミアムアルカリ乾電池（2本パック）
10年保存乾電池
WT2 093

¥	オープン（税別）

単2プレミアムアルカリ乾電池（2本パック）
10年保存乾電池
WT2 091

¥	オープン（税別）

非常用ローソク
（3本入）

●サイズ：55（H）×45φ（W）㎜
●燃焼時間：約10時間

WT2 094

¥	840（税別）

非常用ローソク
（1本入）マッチ付

●サイズ：80（H）×45φ（W）㎜
●燃焼時間：約12時間

WT2 095

¥	320（税別）

縦棒が横桟の内側に収納できるコンパクトな構造です。横桟に
は、軽量なアルミニウムを使用しておりますので、取り付け・設
置が簡単にでき、緊急時に速やかに避難できます。

折りたたみ梯子DASH  自在フック型
避難用はしご

●各種サイズがございます。ご相談ください。

WT2 527

¥	別途お見積

折りたたみ梯子DASH用収納箱
避難用はしご

●各種サイズがございます。ご相談ください。

WT2 528

¥	別途お見積

一連の
流れ 種別 期間 内容

1
点検の
種別と
期間

機器点検 半年
／１回

消防用設備の種類に応じた
基準に従い、点検します。
主に設備が適切に設置され
ているか、故障の有無、非
常時に設備が発するサイン
や設備の機能を簡単な操作
で判別できる表示などを確
認します。

総合点検 １年
／１回

消防用設備の種類に応じた
基準に従い、点検します。
消防用設備の全部もしくは
一部を作動・使用して、消
防用設備の総合的な機能を
確認します。

2
点検結果
報告書の
作成

点検者が、点検結果総括表・点検者一覧表及び点
検票に結果を記入します。

（消防庁告示により、報告書、点検結果総括表、点
検者一覧表及び点検票の様式が定められています）

3 報告の
期間

特定防火
対象物

１年
／１回

( 飲食店、百貨店、旅館、
ホテル、病院、地下街など )

非特定防
火対象物

３年
／１回

( 共同住宅、工場、倉庫、
駐車場など )

4 報告
防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消
防長または消防署長へ、 消防本部のない市町村は
市町村長へ直接持ち込みまたは郵送で報告します。

消防用設備はいざという時のための設備で、定期的な点検と報
告が義務付けられています。法令に基づき、きちんと点検・報
告を行いましょう。

消防用設備等を設置した建物は
１. 年２回の設備の点検
２.  所轄の消防署へ１年に１回（特定防火対象物）、または3年

に１回（非特定防火対象物）の点検結果の報告
義務付けられています。（消防法第17条３－３規定による）

消防用設備の法定点検承ります



食物アレルギー（特定原材料等）28品目不使用の商品です。ただし、製造工場内で28品目のいずれかを含む商品を製造している場合がございます。A
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保存期限

5年

お湯または水を注ぐだけでにぎらずできる携帯おにぎりです。手も汚さずに食べられます。

白飯  炊き出しセット（50食分）
アルファ米

●ケースサイズ：180（H）×333（W）×343（D）㎜　●ケース重量：6.45㎏　
●食塩　梅しそふりかけ付　●熱量：366㎉（ふりかけ使用時372㎉）【100g
あたり】 　●内容量：5㎏　●必要水量：8ℓ　●できあがり量：13㎏

WT2 100

¥	11,000（税別）

保存期限

5年

白飯  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：198（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：6.15㎏　
●熱量：366㎉　●内容量：100g　●必要水量：160㎖　●できあがり量：
260g

WT2 101

¥	14,000（税別）［1袋あたり ¥280（税別）］

保存期限

5年

備蓄食料
尾西食品のアルファ米
アルファ米とは・・・

炊き出しセット（50食分）

個袋タイプ（1食分）

災害発生直後は、支援物資が手元に届くまで時間がかかることを
想定し、最低1人3日分（9食分）の食料と水を備蓄しましょう。

アルファ米とは炊きたてご飯の美味しさを逃さず、急速乾燥したものです。
つくり方は簡単でお湯または水を注水線まで注いで待つだけ。
お湯で15分（赤飯は20分）でふんわりご飯ができあがります。
水（15℃）の場合は60分（おかゆは70分）。
保存も常温で5年保存が可能です。
携帯性に優れたパッケージで、スプーンもついているので食器の準備が不要。

◆ 一度に50食分ができあがります。（食器付）
◆ 1坪で15,000食以上の備蓄が可能
　 （1.8×1.8mのスペースに10段組の場合）
◆ 内容品　
① アルファ米　 ② 具材　 ③ 衛星手袋×1組
④ しゃもじ×1本　 ⑤ スプーン×50本　 ⑥ 輪ゴム×50本
⑦ 弁当容器×50個　 ⑧ 作り方説明書×1枚
⑨ 針金入ビニール紐×3本　 ⑩ 開封用カッター×1個

◆ お湯または水を注いでできあがり
◆ 1食分の個袋タイプで食器いらず
　 （スプーン付）

イメージ：個食タイプに注水
お湯（上）・水（下）

包装 できあがりイメージ

できあがりイメージ包装

配膳イメージ

保存期限

5年

保存期限

5年

A A

携帯おにぎり
五目おこわ 50

アルファ米

●ケースサイズ：113（H）×317（W）
×382（D）㎜　●ケース重量：3.1㎏　
●内容量：45g（出来上がり量104g）　
●熱量：168㎉

WT2 097

¥	オープン（税別）

携帯おにぎり
鮭 50

アルファ米

●ケースサイズ：113（H）×317（W）
×382（D）㎜　●ケース重量：2.9㎏　
●内容量：42g（出来上がり量109g）　
●熱量：152㎉

WT2 098

¥	オープン（税別）

携帯おにぎり
わかめ 50

アルファ米

●ケースサイズ：113（H）×317（W）
×382（D）㎜　●ケース重量：2.9㎏　
●内容量：42g（出来上がり量109g）　
●熱量：151㎉

WT2 099

¥	オープン（税別）

携帯おにぎり
昆布 50

アルファ米

●ケースサイズ：113（H）×317（W）
×382（D）㎜　●ケース重量：2.9㎏　
●内容量：42g（出来上がり量109g）　
●熱量：150㎉

WT2 289

¥	オープン（税別）

A

A A

A

赤飯  炊き出しセット（50食分）
アルファ米

●ケースサイズ：180（H）×333（W）×343（D）㎜　●ケース重量：6.45㎏　
●食塩付　●熱量：355㎉【100gあたり】　●内容量：5㎏　●必要水量：
5.5ℓ　●できあがり量：10.5㎏

WT2 102

¥	14,000（税別）

保存期限

5年

赤飯  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：198（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：6.15㎏　
●食塩付　●熱量：355㎉　●内容量：100g　●必要水量：110㎖　●で
きあがり量：210g

WT2 103

¥	17,000（税別）［1袋あたり ¥340（税別）］

保存期限

5年
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五目ごはん  炊き出しセット（50食分）
アルファ米

●ケースサイズ：180（H）×333（W）×343（D）㎜　●ケース重量：6.45㎏　
●熱量：377㎉【100gあたり】　●内容量：5㎏　●必要水量：8ℓ　●できあ
がり量：13㎏

WT2 104

¥	14,000（税別）

保存期限

5年

五目ごはん  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：198（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：6.15㎏　
●熱量：377㎉　●内容量：100g　●必要水量：160㎖　●できあがり量：
260g

WT2 105

¥	17,000（税別）［1袋あたり ¥340（税別）］

五目ごはん（アレルギー対応）  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：198（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：6.15㎏　
●熱量：370㎉　●内容量：100g　●必要水量：160㎖　●できあがり量：
260g

WT2 515

¥	17,000（税別）［1袋あたり ¥340（税別）］

保存期限

5年

保存期限

5年

五目ごはん（アレルギー対応）  
炊き出しセット（50食分）

アルファ米

●ケースサイズ：180（H）×333（W）×343（D）㎜　●ケース重量：6.45㎏　
●熱量：370㎉【100gあたり】　●内容量：5㎏　●必要水量：8ℓ　●できあ
がり量：13㎏

WT2 514

¥	14,000（税別）

A A

保存期限

5年

わかめごはん  炊き出しセット（50食分）
アルファ米

●ケースサイズ：180（H）×333（W）×343（D）㎜　●ケース重量：6.45㎏　
●熱量：361㎉【100gあたり】　●内容量：5㎏　●必要水量：8ℓ　●できあ
がり量：13㎏

WT2 106

¥	13,000（税別）

保存期限

5年

わかめごはん  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：198（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：6.15㎏　
●熱量：361㎉　●内容量：100g　●必要水量：160㎖　●できあがり量：
260g

WT2 107

¥	16,000（税別）［1袋あたり ¥320（税別）］

保存期限

5年

A A

田舎ごはん  炊き出しセット（50食分）
アルファ米

●ケースサイズ：180（H）×333（W）×343（D）㎜　●ケース重量：6.45㎏　
●熱量：362㎉【100gあたり】　●内容量：5㎏　●必要水量：8ℓ　●できあ
がり量：13㎏

WT2 108

¥	14,000（税別）

保存期限

5年

田舎ごはん  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：198（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：6.15㎏　
●熱量：362㎉　●内容量：100g　●必要水量：160㎖　●できあがり量：
260g

WT2 109

¥	17,000（税別）［1袋あたり ¥340（税別）］

保存期限

5年

A A

山菜おこわ  炊き出しセット（50食分）
アルファ米

●ケースサイズ：180（H）×333（W）×343（D）㎜　●ケース重量：6.45㎏　
●熱量：359㎉【100gあたり】　●内容量：5㎏　●必要水量：5.5ℓ　●でき
あがり量：10.5㎏

WT2 110

¥	14,800（税別）

チキンライス  炊き出しセット（50食分）
アルファ米

●ケースサイズ：180（H）×333（W）×343（D）㎜　●ケース重量：6.45㎏　
●熱量：359㎉【100gあたり】　●内容量：5㎏　●必要水量：8ℓ　●できあ
がり量：13㎏

WT2 112

¥	14,000（税別）

保存期限

5年

保存期限

5年

山菜おこわ  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：198（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：6.15㎏　
●熱量：359㎉　●内容量：100g　●必要水量：110㎖　●できあがり量：
210g

WT2 111

¥	19,000（税別）［1袋あたり ¥380（税別）］

チキンライス  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：198（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：6.15㎏　
●熱量：359㎉　●内容量：100g　●必要水量：160㎖　●できあがり量：
260g

WT2 113

¥	17,000（税別）［1袋あたり ¥340（税別）］

保存期限

5年

保存期限

5年

A A
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ドライカレー  炊き出しセット（50食分）
アルファ米

●ケースサイズ：180（H）×333（W）×343（D）㎜　●ケース重量：6.45㎏　
●熱量：361㎉【100gあたり】　●内容量：5㎏　●必要水量：8ℓ　●できあ
がり量：13㎏

WT2 114

¥	14,000（税別）

たけのこごはん  炊き出しセット（50食分）
アルファ米

●ケースサイズ：180（H）×333（W）×343（D）㎜　●ケース重量：6.45㎏　
●熱量：359㎉【100gあたり】　●内容量：5㎏　●必要水量：8ℓ　●できあ
がり量：13㎏

WT2 516

¥	14,000（税別）

ドライカレー  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：198（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：6.15㎏　
●熱量：361㎉　●内容量：100g　●必要水量：160㎖　●できあがり量：
260g

WT2 115

¥	17,000（税別）［1袋あたり ¥340（税別）］

ナシゴレン  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：198（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：5.4㎏　
●熱量：294㎉　●内容量：80g　●必要水量：112㎖　●できあがり量：
192g

WT2 517

¥	17,000（税別）［1袋あたり ¥340（税別）］

ビリヤニ  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：198（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：5.4㎏　
●熱量：283㎉　●内容量：80g　●必要水量：112㎖　●できあがり量：
192g

WT2 518

¥	17,000（税別）［1袋あたり ¥340（税別）］

保存期限

5年
保存期限

5年
保存期限

5年
保存期限

5年

保存期限

5年

A

A

A

えびピラフ  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：198（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：6.15㎏　
●熱量：361㎉　●内容量：100g　●必要水量：160㎖　●できあがり量：
260g

WT2 117

¥	19,000（税別）［1袋あたり ¥380（税別）］

松茸ごはん  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：198（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：6.15㎏　
●熱量：366㎉　●内容量：100g　●必要水量：160㎖　●できあがり量：
260g

WT2 116

¥	20,000（税別）［1袋あたり ¥400（税別）］

保存期限

5年
保存期限

5年

たけのこごはん  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：198（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：6.15㎏　
●熱量：359㎉　●内容量：100g　●必要水量：160㎖　●できあがり量：
260g

WT2 436

¥	17,000（税別）［1袋あたり ¥340（税別）］

保存期限

5年

A

梅がゆ  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：168（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：3.4㎏　
●梅しそ付　●熱量：151㎉　●内容量：42g　●必要水量：200㎖　●で
きあがり量：242g

WT2 118

¥	14,000（税別）［1袋あたり ¥280（税別）］

白がゆ  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：168（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：3.4㎏　
●食塩付　●熱量：150㎉　●内容量：42g　●必要水量：203㎖　●でき
あがり量：245g

WT2 119

¥	13,000（税別）［1袋あたり ¥260（税別）］

保存期限

5年
保存期限

5年

A A

おかゆ  炊き出しセット（50食分）
アルファ米

●ケースサイズ：216（H）×332（W）×342（D）㎜　●ケース重量：4㎏　 
●食塩・梅しそ付　●熱量：149㎉（付属梅しそ使用時152㎉）　●内容量：
2㎏　●必要水量：10ℓ　●できあがり量：12㎏

WT2 120

¥	11,000（税別）

保存期限

5年

A

塩昆布がゆ  個食（1食分） 50
アルファ米

●ケースサイズ：168（H）×307（W）×422（D）㎜　●ケース重量：3.6㎏　
●塩昆布付　●熱量：164㎉　●内容量：46g　●必要水量：200㎖　●で
きあがり量：246g

WT2 519

¥	14,000（税別）［1袋あたり ¥280（税別）］

保存期限

5年

A



食物アレルギー（特定原材料等）28品目不使用の商品です。ただし、製造工場内で28品目のいずれかを含む商品を製造している場合がございます。A食物アレルギー（特定原材料等）28品目不使用の商品です。ただし、製造工場内で28品目のいずれかを含む商品を製造している場合がございます。A
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ビーフカレーライスセット  30食
アルファ米

●ケースサイズ：280（H）×343（W）×395（D）㎜　●ケース重量：11㎏　 
●セット内容：ビーフカレー200g・アルファ米白飯100g×各30袋／スプーン
30本付　●熱量：［ビーフカレー］166㎉（1食分200gあたり）・［白飯］366㎉　
●できあがり量460g　●食物アレルギー特定原材料7品目対応不使用品

WT2 121

¥	19,800（税別）

保存期限

5年

賞味期限5年の美味しいカレーライスセットです。
本品は7大アレルギー物質（えび、かに、小麦、そ
ば、卵、乳成分、落花生）を使用しておりません。

ビーフカレーは温
めなくてもお召し
上がりいただけま
す。出来上がった
アルファ米と一緒
に配れて配膳が便
利です。

尾西のごはんシリーズ【AY】
アルファ米  和風メニューセット

●ケースサイズ：152（H）×168（W）×236（D）㎜　●ケース重量：1.52㎏　
●セット内容：五目ごはん・わかめごはん・山菜おこわ・赤飯　各3袋、合計
12袋

WT2 122

¥	4,300（税別）

レギュラー品 5

オフィス用非常食セット

●セットサイズ：69（H）×218（W）×288（D）㎜／［ケース（5セット入）］232（H）
×304（W）×396（D）㎜　●セット重量：1.6㎏／［ケース（5セット入）］8.32㎏　
●セット内容：五目ごはん・わかめごはん・ドライカレー（各1袋、合計3袋）／
長期保存水（500㎖×2本）

WT2 124

¥	8,250（税別）［1セットあたり ¥1,650（税別）］

尾西のごはんシリーズ【CY】
アルファ米  和風・洋風  組み合わせメニューセット

●ケースサイズ：152（H）×168（W）×236（D）㎜　●ケース重量：1.52㎏　
●セット内容：五目ごはん・わかめごはん・ドライカレー・チキンライス　各3
袋、合計12袋

WT2 123

¥	4,300（税別）

保存期限

5年

保存期限

5年

保存期限

5年

便利な詰め合わせ、アルファ米12袋セットです。

A4判の箱なので本棚やデスクに収納できます。

便利な詰め合わせ、アルファ米12袋セットです。

A

アレルギー対応品 5

オフィス用非常食セット

●セットサイズ：69（H）×218（W）×288（D）㎜／［ケース（5セット入）］232（H）
×304（W）×396（D）㎜　●セット重量：1.6㎏／［ケース（5セット入）］8.32㎏　
●セット内容：赤飯・わかめごはん・田舎ごはん（各1袋、合計3袋）／長期保
存水（500㎖×2本）

WT2 125

¥	8,250（税別）［1セットあたり ¥1,650（税別）］

保存期限

5年

A4判の箱なので本棚やデスクに収納できます。

　そもそも「デンプン」は面白い特性を持つ物質です。
生の状態だと消化しにくい状態（専門的に言うとβデンプン）です
が、熱を加えると消化しやすい状態（αデンプン）に変化します。
　お米も生のままだと食べにくく消化しにくい状態ですが、熱を加え
る（炊飯する）と食べやすく消化に良い“ごはん”になります。
　普段皆さんがよく食べている“ごはん”ですが、放っておくと硬く
ポロポロとした状態になります。
　これは、消化しやすい状態から再び“消化しにくい状態（＝βデン
プン）”に戻ってしまったからです。（この現象を「老化」といいます）
　冷えて硬くポロポロとした“ごはん”に熱を加えると、再び消化に
良い状態になります。

　さて、アルファ米ですが、炊飯したごはんから水分を抜いて消化し
やすい状態のままにして保存が可能になった“ごはん”です。食べる
前に水分を加え、元の“ごはん”にしてから食べます。このような特
徴があるので、非常食だけでなくアウトドア用の携行食や宇宙食とし
ても利用されています。

（参考：尾西食品㈱HPより）

アルファ米とは・・・

アルファ食品の安心米シリーズ

個食タイプ

炊き出しセット

お湯または水を注いでできあがり。
１食分の個袋タイプで食器いらず（スプーン付）。

大人数向けで50食分を一括で炊き出しできます。
２分割（25食）の炊き出しも可能で便利です。

白飯  炊き出しセット  50食（25食×2）
アルファ化米

●ケースサイズ：190（H）×335（W）×325（D）㎜　●ケース重量：6.4㎏　
●熱量：364㎉【100gあたり】　●内容量：5.05㎏　●必要水量：8.5ℓ

WT2 128

¥	11,000（税別）

保存期限

5年

A

保存期限

5年

白飯  個食（1食分） 50
アルファ化米

●ケースサイズ：180（H）×420（W）×305（D）㎜　●ケース重量：6.3㎏　
●熱量：368㎉　●内容量：100g　●必要水量：170㎖

WT2 129

¥	14,000（税別）［1袋あたり ¥280（税別）］

保存期限

5年

わかめご飯  個食（1食分） 50
アルファ化米

●ケースサイズ：180（H）×420（W）×305（D）㎜　●ケース重量：6.3㎏　
●熱量：364㎉　●内容量：100g　●必要水量：170㎖

WT2 131

¥	16,000（税別）［1袋あたり ¥320（税別）］

A

A

わかめご飯  炊き出しセット  50食（25食×2）
アルファ化米

●ケースサイズ：190（H）×335（W）×325（D）㎜　●ケース重量：6.4㎏　
●熱量：364㎉【100gあたり】　●内容量：5㎏　●必要水量：8.5ℓ

WT2 130

¥	13,500（税別）

保存期限

5年

A



食物アレルギー（特定原材料等）28品目不使用の商品です。ただし、製造工場内で28品目のいずれかを含む商品を製造している場合がございます。A食物アレルギー（特定原材料等）28品目不使用の商品です。ただし、製造工場内で28品目のいずれかを含む商品を製造している場合がございます。A

2726 ※商品名の後にある○内の数字は出荷単位です数字の記載のない商品の出荷単位は、１になります。※商品名の後にある○内の数字は出荷単位です数字の記載のない商品の出荷単位は、１になります。
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きのこご飯  炊き出しセット  50食（25食×2）
アルファ化米

●ケースサイズ：190（H）×335（W）×325（D）㎜　●ケース重量：6.4㎏　
●熱量：366㎉【100gあたり】　●内容量：5㎏　●必要水量：8.5ℓ

WT2 132

¥	14,100（税別）

保存期限

5年

きのこご飯  個食（1食分） 50
アルファ化米

●ケースサイズ：180（H）×420（W）×305（D）㎜　●ケース重量：6.3㎏　
●熱量：366㎉　●内容量：100g　●必要水量：170㎖

WT2 133

¥	17,500（税別）［1袋あたり ¥350（税別）］

保存期限

5年

五目ごはん  炊き出しセット  50食（25食×2）
アルファ化米

●ケースサイズ：190（H）×335（W）×325（D）㎜　●ケース重量：6.4㎏　
●熱量：361㎉【100gあたり】　●内容量：5㎏　●必要水量：8.5ℓ

WT2 134

¥	14,000（税別）

保存期限

5年

五目ごはん  個食（1食分） 50
アルファ化米

●ケースサイズ：180（H）×420（W）×305（D）㎜　●ケース重量：6.3㎏　
●熱量：361㎉　●内容量：100g　●必要水量：170㎖

WT2 135

¥	17,000（税別）［1袋あたり ¥340（税別）］

保存期限

5年

山菜おこわ  炊き出しセット  50食（25食×2）
アルファ化米

●ケースサイズ：190（H）×335（W）×325（D）㎜　●ケース重量：6.5㎏　
●熱量：364㎉【100gあたり】　●内容量：5㎏　●必要水量：6.5ℓ

WT2 136

¥	14,000（税別）

保存期限

5年

山菜おこわ  個食（1食分） 50
アルファ化米

●ケースサイズ：180（H）×420（W）×305（D）㎜　●ケース重量：6.3㎏　
●熱量：364㎉　●内容量：100g　●必要水量：130㎖

WT2 137

¥	17,500（税別）［1袋あたり ¥350（税別）］

保存期限

5年

A A

A

A

A

A

A

A

ひじきごはん  炊き出しセット  50食（25食×2）
アルファ化米

●ケースサイズ：190（H）×335（W）×325（D）㎜　●ケース重量：6.4㎏　
●熱量：361㎉【100gあたり】　●内容量：5㎏　●必要水量：8.5ℓ

WT2 140

¥	14,100（税別）

保存期限

5年

保存期限

5年

ひじきごはん  個食（1食分） 50
アルファ化米

●ケースサイズ：180（H）×420（W）×305（D）㎜　●ケース重量：6.3㎏　
●熱量：361㎉　●内容量：100g　●必要水量：170㎖

WT2 141

¥	17,500（税別）［1袋あたり ¥350（税別）］

とうもろこしご飯  個食（1食分） 50
アルファ化米

●ケースサイズ：180（H）×420（W）×305（D）㎜　●ケース重量：6.3㎏　
●熱量：365㎉　●内容量：100g　●必要水量：170㎖

WT2 521

¥	17,000（税別）［1袋あたり ¥350（税別）］

保存期限

5年

保存期限

5年

A

A

とうもろこしご飯  
炊き出しセット  50食（25食×2）

アルファ米

●ケースサイズ：190（H）×335（W）×325（D）㎜　●ケース重量：6.4㎏　
●熱量：365㎉【100gあたり】　●内容量：5㎏　●必要水量：8.5ℓ

WT2 520

¥	14,000（税別）

ドライカレー  個食（1食分） 50
アルファ化米

●ケースサイズ：180（H）×420（W）×305（D）㎜　●ケース重量：6.3㎏　
●熱量：362㎉　●内容量：100g　●必要水量：170㎖

WT2 142

¥	17,500（税別）［1袋あたり ¥350（税別）］

保存期限

5年

A

野菜ピラフ  個食（1食分） 50
アルファ化米

●ケースサイズ：180（H）×420（W）×305（D）㎜　●ケース重量：6.3㎏　
●熱量：362㎉　●内容量：100g　●必要水量：170㎖

WT2 143

¥	17,500（税別）［1袋あたり ¥350（税別）］

保存期限

5年

A



食物アレルギー（特定原材料等）28品目不使用の商品です。ただし、製造工場内で28品目のいずれかを含む商品を製造している場合がございます。A食物アレルギー（特定原材料等）28品目不使用の商品です。ただし、製造工場内で28品目のいずれかを含む商品を製造している場合がございます。A

2928 ※商品名の後にある○内の数字は出荷単位です数字の記載のない商品の出荷単位は、１になります。※商品名の後にある○内の数字は出荷単位です数字の記載のない商品の出荷単位は、１になります。
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梅がゆ  個食（1食分） 50
アルファ化米

●ケースサイズ：170（H）×420（W）×305（D）㎜　●ケース重量：3.2㎏　
●熱量：154㎉　●内容量：42g　●必要水量：230㎖

WT2 145

¥	14,000（税別）［1袋あたり ¥280（税別）］

保存期限

5年

白がゆ  個食（1食分） 50
アルファ化米

●ケースサイズ：170（H）×420（W）×305（D）㎜　●ケース重量：3.2㎏　
●熱量：147㎉　●内容量：41g　●必要水量：230㎖

WT2 147

¥	14,000（税別）［1袋あたり ¥280（税別）］

保存期限

5年

白がゆ  炊き出しセット（50食入）
アルファ化米

●ケースサイズ：200（H）×335（W）×325（D）㎜　●ケース重量：3.8㎏　
●熱量：147㎉【100gあたり】　●内容量：2.15㎏　●必要水量：10ℓ

WT2 146

¥	11,000（税別）

非常食安心セット  9食入り 4

安心米アソートセット

●ケースサイズ：190（H）×356（W）×305（D）㎜　●ケース重量：5.4㎏　
●セット内容：白飯×3袋／ひじきご飯・わかめご飯・きのこご飯×各2袋

WT2 148

¥	12,000（税別）［1セットあたり ¥3,000（税別）］

梅がゆ 50
フリーズドライごはん

●ケースサイズ：370（H）×425（W）×245（D）㎜　●ケース重量：2.5㎏　
●熱量：83㎉　●内容量：22g　●必要水量：160㎖

WT2 149

¥	16,000（税別）［1袋あたり ¥320（税別）］

保存期限

5年

保存期限

5年

保存期限

5年

一度に50食分ができあがります。（食器付）

キャビネットや引き出しに無理なく収まるA4サイズ、
3日分の主食備蓄セットです。
食物アレルギーの方も安心してお召し上がりいただけ
ます。

国産米を使用して「フリーズドライ製法」で作りまし
た。熱湯（5分）又は水（10分）を加えるだけですぐ
お粥が食べられます。

小梅粥 50
フリーズドライごはん

●ケースサイズ：370（H）×425（W）×245（D）㎜　●ケース重量：2.2㎏　
●熱量：60㎉　●内容量：17g　●必要水量：160㎖

WT2 150

¥	18,000（税別）［1袋あたり ¥360（税別）］

水もどりあんこ餅 50
フリーズドライ製品

●ケースサイズ：345（H）×465（W）×240（D）㎜　●ケース重量：7.8㎏　
●熱量：375㎉　●内容量：餅80g／粉末あん40g（1食分）

WT2 151

¥	22,500（税別）［1袋あたり ¥450（税別）］

保存期限

5年

保存期限

5年

国産米を使用して「フリーズドライ製法」で作りまし
た。熱湯（5分）又は水（10分）を加えるだけですぐ
お粥が食べられます。

数秒、水に浸すだけで食べられるお餅です。やわらか
いお餅ですので、「お子様」でも「お年寄りの方」で
も安心して食べられます。

水もどりあべ川餅 50
フリーズドライ製品

●ケースサイズ：345（H）×465（W）×240（D）㎜　●ケース重量：6.2㎏　
●熱量：363㎉　●内容量：餅80g／きなこ30g／砂糖6ｇ（1食分）

WT2 152

¥	22,500（税別）［1袋あたり ¥450（税別）］

保存期限

5年

数秒、水に浸すだけで食べられるお餅です。やわらか
いお餅ですので、「お子様」でも「お年寄りの方」で
も安心して食べられます。

A

AA

AA

アルファー食品のアレルギー対策
　アレルギー対応商品は専用工場にて、食物アレルゲンを持ち込まないよう細心の注意
を払って製造しています。さらに下記のような取り組みを行うことで特定原材料等28品
目のコンタミネーション防止に万全を期しています。

◎原材料検査：�製品に使用する原材料のアレルゲン検査（特定原材料7品目）を行って
おります。

◎製 造 工 場：特定原材料を持ち込まない環境（製造工場）を維持しています。
◎製 品 検 査：製造ロット毎にアレルゲン検査を実施しております。 水もどりいそべ餅 50

フリーズドライ製品

●ケースサイズ：345（H）×465（W）×240（D）㎜　●ケース重量：7.5㎏　
●熱量：356㎉　●内容量：餅80g／粉末タレ5g／焼海苔3g（1食分）

WT2 153

¥	22,500（税別）［1袋あたり ¥450（税別）］

保存期限

5年

数秒、水に浸すだけで食べられるお餅です。やわらか
いお餅ですので、「お子様」でも「お年寄りの方」で
も安心して食べられます。 　フリーズドライ（英語: freeze drying）とは、水分を含んだモノを

マイナス30℃程度まで急速に凍結し、さらに減圧して真空状態で水
分を昇華させて乾燥させる技術です。
　始まりは、乾燥血液の製造に使われ、その後食品加工の分野にも
応用され現在に至ります。
フリーズドライ食品のメリットは・・・
　・乾燥による形状や風味の変化が少ない
　・ビタミンなどの栄養成分の損失が少ない
　・水や熱湯が浸入しやすくいので溶けやすく、復元性も良い
　・軽く、輸送しやすい
　・酵素や微生物の作用が抑制され、長期保存ができる
一方、デメリットもあります。
　・食材によっては食感や色などテクスチャーが変化する
　・他の乾燥食品技術に比べ設備投資やエネルギーコストが大きい

　ほかの食品も同様にメリット・デメリットがあるので、それぞれの
特徴を組み合わせてバランスよく非常食を備蓄されるとよいと思い
ます。 （参考：ウィキペディア、㈱コスモス食品HPより）

フリーズドライとは・・・



食物アレルギー（特定原材料等）28品目不使用の商品です。ただし、製造工場内で28品目のいずれかを含む商品を製造している場合がございます。A食物アレルギー（特定原材料等）28品目不使用の商品です。ただし、製造工場内で28品目のいずれかを含む商品を製造している場合がございます。A

3130 ※商品名の後にある○内の数字は出荷単位です数字の記載のない商品の出荷単位は、１になります。※商品名の後にある○内の数字は出荷単位です数字の記載のない商品の出荷単位は、１になります。
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1食ボックスセット  カレーライス 12
レトルト（レスキューフーズ）

●ケースサイズ：147（H）×345（W）×390（D）㎜　●ケース重量：8㎏　 
●セット内容：白いご飯／ビーフカレー／発熱セット／レンゲ／紙ナプキン

WT2 154

¥	11,040（税別）［1セットあたり ¥920（税別）］

1食ボックスセット  牛丼 12
レトルト（レスキューフーズ）

●ケースサイズ：147（H）×345（W）×390（D）㎜　●ケース重量：8㎏　 
●セット内容：白いご飯／牛丼の素／発熱セット／レンゲ／紙ナプキン

WT2 155

¥	12,720（税別）［1セットあたり ¥1,060（税別）］

保存期限

5年
保存期限

3年

保存期限

3年
保存期限

3年

1食ボックスセット  シチュー＆ライス 12
レトルト（レスキューフーズ）

●ケースサイズ：147（H）×345（W）×390（D）㎜　●ケース重量：8㎏　 
●セット内容：白いご飯／ビーフシチュー／発熱セット／レンゲ／紙ナプキン

WT2 156

¥	11,520（税別）［1セットあたり ¥960（税別）］

1食ボックスセット  
和風ハンバーグライス 12

レトルト（レスキューフーズ）

●ケースサイズ：147（H）×345（W）×390（D）㎜　●ケース重量：8㎏　 
●セット内容：白いご飯／和風ハンバーグ／発熱セット／レンゲ／紙ナプキン

WT2 157

¥	12,240（税別）［1セットあたり ¥1,020（税別）］

保存期限

3年
保存期限

3年

保存期限

3年
保存期限

3年

1食ボックスセット  中華丼 12

レトルト（レスキューフーズ）

●ケースサイズ：147（H）×345（W）×390（D）㎜　●ケース重量：8㎏　 
●セット内容：白いご飯／中華丼／発熱セット／レンゲ／紙ナプキン

WT2 158

¥	12,000（税別）［1セットあたり ¥1,000（税別）］

1日セット  ライト 6

レトルト（レスキューフーズ）

●ケースサイズ：260（H）×495（W）×330（D）㎜　●ケース重量：11.7㎏　
●セット内容：白いご飯×1／栗五目ご飯×1／お粥×1／ビーフカレー×1／とり
そぼろ×1／みそ汁×1／発熱剤・発熱溶液・レンゲ・紙ナプキン×各3　●熱
量：1,074㎉

WT2 159

¥	18,660（税別）［1セットあたり ¥3,110（税別）］

1日セット  カロリーアップ 6

レトルト（レスキューフーズ）

●ケースサイズ：260（H）×495（W）×330（D）㎜　●ケース重量：18.1㎏　
●セット内容：白いご飯×3／ビーフカレー×1／ポテトツナサラダ×2／ウイン
ナーと野菜のスープ煮×1／牛丼の素×1／鶏肉うま煮×1／みそ汁×1／ビー
フシチュー×1／つくねと野菜のスープ×1／発熱剤・発熱溶液・レンゲ・紙ナ
プキン×各3　●熱量：2,411㎉

WT2 161

¥	29,700（税別）［1セットあたり ¥4,950（税別）］

1日セット  スタンダード 6

レトルト（レスキューフーズ）

●ケースサイズ：260（H）×495（W）×330（D）㎜　●ケース重量：14.5㎏　
●セット内容：白いご飯×1／栗五目ご飯×1／お粥×1／ビーフカレー×1／ポ
テトツナサラダ×1／とりそぼろ×1／鶏肉うま煮×1／みそ汁×1／ウインナー
と野菜のスープ煮×1／発熱剤・発熱溶液・レンゲ・紙ナプキン×各3　●熱
量：1,487㎉

WT2 160

¥	23,460（税別）［1セットあたり ¥3,910（税別）］

レスキューフーズ
レスキューフーズとは、防災の必需品。35年の防衛省向け非常食の製造技術から生
まれた温かい「非常食」がレスキューフーズ。
作り方はとっても簡単。火も水も使わない、温かくて美味しい非常食です。

缶詰・レトルト食品とは・・・
　缶詰の定義は、品質表示基準（JAS法）、食品缶詰の表示に関する公正競争規約、食品衛生法などで決められ
ています。
　それらに掲げられた定義を総合しまとめてみると、「缶詰、びん詰とは、食品を缶又はびんに詰めて密封したのち、
加熱殺菌を施し、長期の保存性を与えた食品である。」ということになります。
　一方、レトルト食品の定義については、品質表示基準（JAS法）、食品衛生法の規格基準などで決められています。
　これらを総合してまとめてみますと、合成樹脂フィルムやこれとアルミはくなどをはり合わせた光を通さない材
質のパウチ（袋）または成形容器を用い、内容物を詰めて完全に密封（ヒートシール）し、加圧加熱殺菌（レトル
ト殺菌）を行った袋詰または成形容器詰食品のことだといえます。

　どちらも食品を容器に入れて加熱殺菌をします。こうすることで、食中毒を起こす細菌を死滅させて、保存性を
高めています。また、乾燥食品と比べて栄養価の損失が少なく、食感もよい食品が多いのも特徴です。

（参考：公益社団法人「日本缶詰びん詰レトルト食品協会」HPより）



3332 ※商品名の後にある○内の数字は出荷単位です数字の記載のない商品の出荷単位は、１になります。※商品名の後にある○内の数字は出荷単位です数字の記載のない商品の出荷単位は、１になります。
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保存期限

5年

さば味噌煮 50
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：210（H）×450（W）×295（D）㎜　●ケース重量：8.6㎏　
●内容量：150g

WT2 162

¥	25,000（税別）［1袋あたり ¥500（税別）］

美味しい防災食
美味しい防災食は常温で美味しく食べら
れる長期保存食です。

ハンバーグ煮込み 50
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：210（H）×450（W）×295（D）㎜　●ケース重量：6.1㎏　
●内容量：100g

WT2 164

¥	25,000（税別）［1袋あたり ¥500（税別）］

肉じゃが 50
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：210（H）×450（W）×295（D）㎜　●ケース重量：7.6㎏　
●内容量：130g

WT2 165

¥	25,000（税別）［1袋あたり ¥500（税別）］

豚汁 50
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：210（H）×450（W）×295（D）㎜　●ケース重量：10.1㎏　
●内容量：180g

WT2 166

¥	25,000（税別）［1袋あたり ¥500（税別）］

保存期限

5年

保存期限

5年
保存期限

5年

保存期限

5年

いわしの煮付け 50
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：210（H）×450（W）×295（D）㎜　●ケース重量：8.6㎏　
●内容量：150g

WT2 163

¥	25,000（税別）［1袋あたり ¥500（税別）］

筑前煮 50
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：210（H）×450（W）×295（D）㎜　●ケース重量：5.6㎏　
●内容量：90g

WT2 167

¥	25,000（税別）［1袋あたり ¥500（税別）］

きんぴらごぼう 50
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：210（H）×450（W）×295（D）㎜　●ケース重量：4.8㎏　
●内容量：75g

WT2 168

¥	25,000（税別）［1袋あたり ¥500（税別）］

保存期限

5年
保存期限

5年

ポークカレー 50
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：210（H）×450（W）×295（D）㎜　●ケース重量：11.1㎏　
●内容量：200g

WT2 169

¥	25,000（税別）［1袋あたり ¥500（税別）］

保存期限

5年

牛丼の具 50
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：210（H）×450（W）×295（D）㎜　●ケース重量：7.1㎏　
●内容量：120g

WT2 170

¥	25,000（税別）［1袋あたり ¥500（税別）］

鮭粥 50
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：210（H）×450（W）×295（D）㎜　●ケース重量：12.6㎏　
●内容量：230g

WT2 171

¥	17,500（税別）［1袋あたり ¥350（税別）］

ホワイトシチュー 36
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：180（H）×430（W）×330（D）㎜　●ケース重量：10.1㎏　
●内容量：250g

WT2 172

¥	25,000（税別）［1袋あたり ¥500（税別）］

保存期限

5年

保存期限

5年
保存期限

5年



食物アレルギー（特定原材料等）28品目不使用の商品です。ただし、製造工場内で28品目のいずれかを含む商品を製造している場合がございます。A食物アレルギー（特定原材料等）28品目不使用の商品です。ただし、製造工場内で28品目のいずれかを含む商品を製造している場合がございます。A

3534 ※商品名の後にある○内の数字は出荷単位です数字の記載のない商品の出荷単位は、１になります。※商品名の後にある○内の数字は出荷単位です数字の記載のない商品の出荷単位は、１になります。
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蓄
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蓄
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料
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さつま芋のレモン煮 50
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：210（H）×450（W）×295（D）㎜　●ケース重量：6.1㎏　
●内容量：100g

WT2 173

¥	25,000（税別）［1袋あたり ¥500（税別）］

保存期限

5年
保存期限

5年

ソフト金時豆 50
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：210（H）×450（W）×295（D）㎜　●ケース重量：5.1㎏　
●内容量：80g

WT2 174

¥	22,500（税別）［1袋あたり ¥450（税別）］

梅粥 50
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：210（H）×450（W）×295（D）㎜　●ケース重量：12.6㎏　
●内容量：230g

WT2 176

¥	17,500（税別）［1袋あたり ¥350（税別）］

らーめん 50
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：290（H）×565（W）×345（D）㎜　●ケース重量：6㎏　 
●内容量：70.3g

WT2 181

¥	22,500（税別）［1袋あたり ¥450（税別）］

保存期限

5年

保存期限

5年

わかめうどん 50
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：290（H）×565（W）×345（D）㎜　●ケース重量：6㎏　 
●内容量：70.5g

WT2 182

¥	22,500（税別）［1袋あたり ¥450（税別）］

保存期限

5年

保存期限

5年

白粥 50
レトルト（美味しい防災食）

●ケースサイズ：210（H）×450（W）×295（D）㎜　●ケース重量：12.6㎏　
●内容量：230g

WT2 175

¥	16,000（税別）［1袋あたり ¥320（税別）］

保存期限

25年

保存期限

25年
保存期限

25年

洋風とり雑炊（大） 6

サバイバルフーズ

●ケースサイズ：199（H）×487（W）
×324（D）㎜　●ケース重量：6.2㎏　 
●内容量：408g（10食分）／缶　●熱
量：378㎉／100gあたり

WT2 200

¥	51,000（税別）
［1缶あたり ¥8,500（税別）］

洋風えび雑炊（大） 6

サバイバルフーズ

●ケースサイズ：199（H）×487（W）
×324（D）㎜　●ケース重量：6.2㎏　 
●内容量：408g（10食分）／缶　●熱
量：409㎉／100gあたり

WT2 202

¥	51,000（税別）
［1缶あたり ¥8,500（税別）］

チキンシチュー（大） 6

サバイバルフーズ

●ケースサイズ：199（H）×487（W）
×324（D）㎜　●ケース重量：6.2㎏　 
●内容量：422g（10食分）／缶　●熱
量：433㎉／100gあたり

WT2 204

¥	50,400（税別）
［1缶あたり ¥8,400（税別）］

洋風とり雑炊（小） 6

サバイバルフーズ

●ケースサイズ：135（H）×318（W）
×212（D）㎜　●ケース重量：2.3㎏　 
●内容量：100g（約2.5食分）／缶　
●熱量：378㎉／100gあたり

WT2 201

¥	18,000（税別）
［1缶あたり ¥3,000（税別）］

洋風えび雑炊（小） 6

サバイバルフーズ

●ケースサイズ：135（H）×318（W）
×212（D）㎜　●ケース重量：2.3㎏　 
●内容量：100g（約2.5食分）／缶　
●熱量：409㎉／100gあたり

WT2 203

¥	18,000（税別）
［1缶あたり ¥3,000（税別）］

チキンシチュー（小） 6

サバイバルフーズ

●ケースサイズ：135（H）×318（W）
×212（D）㎜　●ケース重量：2.3㎏　 
●内容量：104g（約2.5食分）／缶　
●熱量：433㎉／100gあたり

WT2 205

¥	18,000（税別）
［1缶あたり ¥3,000（税別）］

サバイバルフーズの大缶製品は1缶あたり
約2.5ℓの湯水が必要です。
サバイバルフーズの小缶製品は�
1缶あたり約650㎖の�
湯水が必要です。
※クラッカーを除く。

サバイバルフーズは国内生産で
25年保存のおいしい備蓄食です。

保存期限

25年
保存期限

25年

野菜シチュー（大） 6

サバイバルフーズ

●ケースサイズ：199（H）×487（W）
×324（D）㎜　●ケース重量：4.8㎏　 
●内容量：344g（10食分）／缶　●熱
量：416㎉／100gあたり

WT2 206

¥	45,600（税別）
［1缶あたり ¥7,600（税別）］

クラッカー（大） 6

サバイバルフーズ

●ケースサイズ：199（H）×487（W）
×324（D）㎜　●ケース重量：8.2㎏　 
●内容量：910g（10食分）／缶　●熱
量：475㎉／100gあたり

WT2 208

¥	24,000（税別）
［1缶あたり ¥4,000（税別）］

野菜シチュー（小） 6

サバイバルフーズ

●ケースサイズ：135（H）×318（W）
×212（D）㎜　●ケース重量：2.2㎏　 
●内容量：84g（約2.5食分）／缶　
●熱量：416㎉／100gあたり

WT2 207

¥	16,800（税別）
［1缶あたり ¥2,800（税別）］

クラッカー（小） 6

サバイバルフーズ

●ケースサイズ：135（H）×318（W）
×212（D）㎜　●ケース重量：3.1㎏　 
●内容量：227g（約2.5食分）／缶　
●熱量：475㎉／100gあたり

WT2 209

¥	14,400（税別）
［1缶あたり ¥2,400（税別）］



保存期限

3年
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うの花炒り 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：140（H）×235（W）×310（D）㎜　
●ケース重量：5㎏　●内容量：65g　●熱量：
91㎉

WT2 215

¥	11,520（税別）
［1缶あたり ¥240（税別）］

いわし  梅湯 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：140（H）×235（W）×310（D）㎜　
●ケース重量：5.8㎏　●内容量：90g　●熱量：
186㎉

WT2 214

¥	11,520（税別）
［1缶あたり ¥240（税別）］

かぼちゃ いとこ煮 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：140（H）×235（W）×310（D）㎜　
●ケース重量：4.8㎏　●内容量：60g　●熱量：
69㎉

WT2 216

¥	11,520（税別）
［1缶あたり ¥240（税別）］

保存期限

25年
保存期限

25年

チキンシチューの
ファミリーセット（大）

サバイバルフーズ

●ケースサイズ：199（H）×487（W）
×324（D）㎜　●ケース重量：6.7㎏　
●内容量：クラッカー（910g×3缶）
／チキンシチュー（422g×3缶）

WT2 210

¥	37,200（税別）

野菜シチューの
ファミリーセット（大）

サバイバルフーズ

●ケースサイズ：199（H）×487（W）
×324（D）㎜　●ケース重量：6.5㎏　
●内容量：クラッカー（910g×3缶）
／野菜シチュー（344g×3缶）

WT2 212

¥	34,800（税別）

チキンシチューの
ファミリーセット（小）

サバイバルフーズ

●ケースサイズ：135（H）×318（W）
×212（D）㎜　●ケース重量：2.7㎏　
●内容量：クラッカー（227g×3缶）
／チキンシチュー（104g×3缶）

WT2 211

¥	16,200（税別）

野菜シチューの
ファミリーセット（小）

サバイバルフーズ

●ケースサイズ：135（H）×318（W）
×212（D）㎜　●ケース重量：2.6㎏　
●内容量：クラッカー（227g×3缶）
／野菜シチュー（84g×3缶）

WT2 213

¥	15,600（税別）

保存期限

3年
保存期限

3年

切り干しだいこん 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：140（H）×235（W）×310（D）㎜　
●ケース重量：5㎏　●内容量：65g　●熱量：
95㎉

WT2 217

¥	11,520（税別）
［1缶あたり ¥240（税別）］

きんぴらごぼう 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：140（H）×235（W）×310（D）㎜　
●ケース重量：4㎏　●内容量：45g　●熱量：
54㎉

WT2 218

¥	11,520（税別）
［1缶あたり ¥240（税別）］

ごもく豆 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：140（H）×235（W）×310（D）㎜　
●ケース重量：5.2㎏　●内容量：70g　●熱量：
81㎉

WT2 219

¥	11,520（税別）
［1缶あたり ¥240（税別）］

保存期限

3年
保存期限

3年
保存期限

3年

さといも いか風味 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：140（H）×235（W）×310（D）㎜　
●ケース重量：5.2㎏　●内容量：70g　●熱量：
54㎉

WT2 220

¥	11,520（税別）
［1缶あたり ¥240（税別）］

さんま 甘露煮 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：140（H）×235（W）×310（D）㎜　
●ケース重量：5.8㎏　●内容量：90g　●熱量：
140㎉

WT2 221

¥	11,520（税別）
［1缶あたり ¥240（税別）］

ひじき 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：140（H）×235（W）×310（D）㎜　
●ケース重量：5㎏　●内容量：65g　●熱量：
67㎉

WT2 223

¥	11,520（税別）
［1缶あたり ¥240（税別）］

まめこんぶ 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：140（H）×235（W）×310（D）㎜　
●ケース重量：4.8㎏　●内容量：60g　●熱量：
74㎉

WT2 224

¥	11,520（税別）
［1缶あたり ¥240（税別）］

むらさきはま豆 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：140（H）×235（W）×310（D）㎜　
●ケース重量：5.2㎏　●内容量：70g　●熱量：
125㎉

WT2 225

¥	11,520（税別）
［1缶あたり ¥240（税別）］

たけのこ かか煮 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：140（H）×235（W）×310（D）㎜　
●ケース重量：4.5㎏　●内容量：55g　●熱量：
28㎉

WT2 222

¥	11,520（税別）
［1缶あたり ¥240（税別）］

保存期限

3年
保存期限

3年

保存期限

3年
保存期限

3年
保存期限

3年

保存期限

3年

たけのこやわらか煮 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：142（H）×242（W）×318（D）㎜　
●ケース重量：5.4㎏　●内容量：70g　●熱量：
36㎉

WT2 226

¥	8,160（税別）
［1缶あたり ¥170（税別）］

たっぷり五目野菜豆 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：142（H）×242（W）×318（D）㎜　
●ケース重量：5.4㎏　●内容量：70g　●熱量：
75㎉

WT2 227

¥	8,160（税別）
［1缶あたり ¥170（税別）］

切り干し大根うま煮 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：142（H）×242（W）×318（D）㎜　
●ケース重量：5.4㎏　●内容量：70g　●熱量：
56㎉

WT2 228

¥	8,160（税別）
［1缶あたり ¥170（税別）］

保存期限

3年
保存期限

3年
保存期限

3年
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牛すきやき風 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：142（H）×242（W）×318（D）㎜　
●ケース重量：5.4㎏　●内容量：70g　●熱量：
77㎉

WT2 229

¥	12,000（税別）
［1缶あたり ¥250（税別）］

とりそぼろ 24  
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：90（H）×320（W）×240（D）㎜　
●ケース重量：2.3㎏　●内容量：70g　●熱
量：122㎉

WT2 232

¥	4,440（税別）
［1缶あたり ¥185（税別）］

牛肉すきやき 24  
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：90（H）×320（W）×240（D）㎜　
●ケース重量：2.3㎏　●内容量：70g　●熱
量：70㎉

WT2 233

¥	5,280（税別）
［1缶あたり ¥220（税別）］

ポテトサラダ 24  
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：70（H）×315（W）×235（D）㎜　
●ケース重量：3.2㎏　●内容量：100g　●熱
量：205㎉

WT2 234

¥	6,000（税別）
［1缶あたり ¥250（税別）］

きんぴらごぼう 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：142（H）×242（W）×318（D）㎜　
●ケース重量：4.4㎏　●内容量：50g　●熱量：
75㎉

WT2 230

¥	8,160（税別）
［1缶あたり ¥170（税別）］

ひじきふっくら煮 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：142（H）×242（W）×318（D）㎜　
●ケース重量：5.4㎏　●内容量：70g　●熱量：
83㎉

WT2 231

¥	8,160（税別）
［1缶あたり ¥170（税別）］

保存期限

3年

保存期限

3年
保存期限

3年
保存期限

3年

保存期限

3年
保存期限

3年

鶏肉うま煮 24  
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：90（H）×320（W）×240（D）㎜　
●ケース重量：2.3㎏　●内容量：70g　●熱
量：77㎉

WT2 235

¥	6,600（税別）
［1缶あたり ¥275（税別）］

牛肉大和煮 24  
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：90（H）×320（W）×240（D）㎜　
●ケース重量：2.3㎏　●内容量：70g　●熱
量：73㎉

WT2 237

¥	8,160（税別）
［1缶あたり ¥340（税別）］

保存期限

3年
保存期限

3年

コンビーフ 24  
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：106（H）×330（W）×300（D）㎜　
●ケース重量：7.2㎏　●内容量：100g　●熱
量：243㎉

WT2 238

¥	19,680（税別）
［1缶あたり ¥410（税別）］

保存期限

3年

やきとり  たれ 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：120（H）×320（W）×240（D）㎜　
●ケース重量：4.3㎏　●内容量：65g　●熱量：
96㎉

WT2 241

¥	7,680（税別）
［1缶あたり ¥160（税別）］

やきとり  塩味 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：120（H）×320（W）×240（D）㎜　
●ケース重量：4.3㎏　●内容量：65g　●熱量：
78㎉

WT2 242

¥	7,680（税別）
［1缶あたり ¥160（税別）］

つくね  タレ 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：120（H）×320（W）×240（D）㎜　
●ケース重量：5.5㎏　●内容量：60g　●熱量：
84㎉

WT2 243

¥	7,680（税別）
［1缶あたり ¥160（税別）］

ウィンナーソーセージ 24  
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：224（H）×282（W）×212（D）㎜　
●ケース重量：8㎏　●内容量：105g　●熱量：
244㎉

WT2 239

¥	14,400（税別）
［1缶あたり ¥300（税別）］

牛肉大和煮 24  
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：160（H）×280（W）×210（D）㎜　
●ケース重量：5.6㎏　●内容量：87g　●熱量：
133㎉

WT2 240

¥	17,760（税別）
［1缶あたり ¥370（税別）］

保存期限

3年

保存期限

3年
保存期限

3年

保存期限

3年
保存期限

3年

つくね  こしょう味 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：120（H）×320（W）×240（D）㎜　
●ケース重量：5.5㎏　●内容量：40g　●熱量：
73㎉

WT2 244

¥	7,680（税別）
［1缶あたり ¥160（税別）］

保存期限

3年

さんま  蒲焼 60  （30×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：200（H）×320（W）×220（D）㎜　
●ケース重量：8.5㎏　●内容量：100g　●熱
量：216㎉

WT2 245

¥	14,400（税別）
［1缶あたり ¥240（税別）］

さば  照焼 60  （30×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：200（H）×320（W）×220（D）㎜　
●ケース重量：8.5㎏　●内容量：100g　●熱
量：132㎉

WT2 246

¥	10,800（税別）
［1缶あたり ¥180（税別）］

さばみそ煮 48  （24×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：260（H）×320（W）×240（D）㎜　
●ケース重量：13㎏　●内容量：190g　●熱
量：126～252㎉

WT2 247

¥	11,040（税別）
［1缶あたり ¥230（税別）］

保存期限

3年
保存期限

3年
保存期限

3年
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いわし  蒲焼 60  （30×2箱）
お惣菜缶詰

●ケースサイズ：180（H）×320（W）×220（D）㎜　
●ケース重量：8㎏　●内容量：90g　●熱量：
185㎉

WT2 248

¥	10,800（税別）
［1缶あたり ¥180（税別）］

保存期限

3年

フルーツミックス 48  （24×2箱）
フルーツ缶詰

●ケースサイズ：236（H）×280（W）×210（D）㎜　
●ケース重量：9㎏　●内容量：130g　●熱量：
91㎉

WT2 249

¥	7,200（税別）
［1缶あたり ¥150（税別）］

パイン&みかん 48  （24×2箱）
フルーツ缶詰

●ケースサイズ：236（H）×280（W）×210（D）㎜　
●ケース重量：9㎏　●内容量：130g　●熱量：
92㎉

WT2 250

¥	7,200（税別）
［1缶あたり ¥150（税別）］

厚切りパイン 48  （24×2箱）
フルーツ缶詰

●ケースサイズ：236（H）×280（W）×210（D）㎜　
●ケース重量：9㎏　●内容量：130g　●熱量：
92㎉

WT2 251

¥	7,200（税別）
［1缶あたり ¥150（税別）］

みかん（国産） 48  （24×2箱）
フルーツ缶詰

●ケースサイズ：236（H）×280（W）×210（D）㎜　
●ケース重量：9㎏　●内容量：140g　●熱量：
88㎉

WT2 252

¥	7,200（税別）
［1缶あたり ¥150（税別）］

保存期限

3年
保存期限

3年

保存期限

3年
保存期限

3年
新・食・感ベーカリー
レトルトパウチ黒糖パン 30

保存パン

●ケースサイズ：260（H）×350（W）×485（D）㎜　
●ケース重量：4.6㎏　●内容量：1袋 100g

WT2 194

¥	15,000（税別）
［1袋あたり ¥500（税別）］

手軽で便利、すぐ美味しい！ 保存期限

5年

ひだまりパン プレーン 36
保存パン

●ケースサイズ：229（H）×516（W）×326（D）㎜　
●ケース重量：4.55㎏　●内容量：1個 70g　
●熱量：268㎉

WT2 183

¥	オープン（税別）

ひだまりパン チョコ 36
保存パン

●ケースサイズ：229（H）×516（W）×326（D）㎜　
●ケース重量：4.55㎏　●内容量：1個 70g　
●熱量：267㎉

WT2 185

¥	オープン（税別）

ひだまりパン メープル 36
保存パン

●ケースサイズ：229（H）×516（W）×326（D）㎜　
●ケース重量：4.55㎏　●内容量：1個 70g　
●熱量：266㎉

WT2 184

¥	オープン（税別）

保存期限

5年

長期保存なのにふんわり食感。袋入りなので、ゴミ処理が簡単です。

黒豆 24
WT2 195

ホワイト&
ストロベリー 24

WT2 198

ココア 24
WT2 196

プリヴェール  
24

WT2 199

オレンジ 24
WT2 197

保存期限

5年
保存期限

5年
保存期限

5年

保存期限

5年

缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感です。

脱酸素剤および防腐剤を使用せず、高温真空殺菌で5年保存を可能にしています。

原材料に「卵」を使用せず、パン本来の
ほのかな甘みでお子さまからお年寄りま
で食べやすい味に仕上げました。

Egg Free  プレーン 24
WT2 186

コーヒー 24
WT2 187

コーヒーのコクを染み込ませた香り豊か
な味わいです。

黒糖 24
WT2 188

黒糖独特の風味を楽しめる味わいです。

オレンジ 24
WT2 189

フレッシュで爽やかなオレンジ風味と
ピールの楽しい食感です。

イチゴ 24
WT2 190

幾重にも練込んだイチゴは爽やかな味わ
いです。

ミルク 24
WT2 191

お口にたっぷり広がるミルクの風味はシ
ンプルで懐かしい味です。

チョコレート 24
WT2 192

チョコレートの深い味わいがプラスされ、
大好評です。

キャラメル 24
WT2 193

昔なつかしのほろ苦いキャラメル風味で
す。

ほんのり甘く懐かし
い味わいで、誰にで
も好まれます。

ストロベリーの爽や
かな風味にホワイト
チョコがプラスされ
て、 絶 妙 な ハ ー モ
ニーになりました。

本格カカオの香りが
うれしい、味わい深
いココアのおいしさ
です。

バラの様な形の「芽
キャベツ」です。栄
養価のバランスに優
れ、自然な甘みが味
わえます。

オレンジピールの香り
が食欲をそそり、女性
には1番人気のおしゃ
れな味です。

新・食・缶ベーカリー
保存パン

●ケースサイズ：125（H）×315（W）×465（D）㎜　
●ケース重量：4.4㎏　●内容量：1缶 100g

¥	12,000（税別）
［1缶あたり ¥500（税別）］

生命のパン
保存パン

●ケースサイズ：127（H）×480（W）×327（D）㎜　
●ケース重量：4.6㎏　●内容量：1缶 100g

¥	12,000（税別）
［1缶あたり ¥500（税別）］

保存期限

3年
保存期限

3年

保存期限

3年
保存期限

3年

保存期限

5年
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災害備蓄用クラッカー 70

●ケースサイズ：370（H）×500（W）×265（D）㎜　●ケース重量：10.3㎏　
●内容量：140g（13枚目安）2本入り　●熱量：455㎉

WT2 253

¥	16,800（税別）

保存期限

5年

保存用乾パン 60

●ケースサイズ：190（H）×365（W）×260（D）㎜　●ケース重量：5.3㎏　
●内容量：5枚（75g）／1食　●熱量：323㎉

WT2 254

¥	9,600（税別）

保存期限

5年

保存用ビスケット 60

●ケースサイズ：190（H）×365（W）×260（D）㎜　●ケース重量：6.3㎏　
●内容量：4枚（92g）／1食　●熱量：391㎉

WT2 255

¥	9,600（税別）

缶入り乾パン 24

●ケースサイズ：120（H）×485（W）×325（D）㎜　●ケース重量：4.4㎏　
●内容量：100g　●熱量：408㎉

WT2 256

¥	6,000（税別）［1個あたり ¥250（税別）］

保存期限

5年
保存期限

5年

保存期限

5年
保存期限

5年

缶入りミルクビスケット 24

●ケースサイズ：125（H）×465（W）×324（D）㎜　●ケース重量：3.9㎏　
●内容量：75g　●熱量：361㎉

WT2 257

¥	6,000（税別）［1缶あたり ¥250（税別）］

缶入りミニクラッカー 24

●ケースサイズ：125（H）×465（W）×324（D）㎜　●ケース重量：3.9㎏　
●内容量：75g　●熱量：369㎉

WT2 258

¥	6,000（税別）［1缶あたり ¥250（税別）］

保存用ミレービスケット 48  （12×4）

●ケースサイズ：520（H）×420（W）×325（D）㎜　●ケース重量：17.2㎏　
●内容量：200g　●熱量：860㎉

WT2 259

¥	26,400（税別）［1缶あたり ¥550（税別）］

ライスクッキー  ココナッツ風味 48  （24×2箱）

●ケースサイズ：195（H）×360（W）×450（D）㎜　●ケース重量：4.2㎏　
●内容量：8枚入（48g）/箱　●熱量：276㎉

WT2 260

¥	10,560（税別）［1箱あたり ¥220（税別）］

保存期限

5年

保存期限

5年

高知県のお土産で評判のミレービスケットの保存食です。
ノンフライなので、幼児からお年寄りまで安心です。
卵・牛乳・バター不使用

ライスクッキー  いちご味 48  （24×2箱）

●ケースサイズ：195（H）×360（W）×450（D）㎜　●ケース重量：4.2㎏　
●内容量：8枚入（48g）/箱　●熱量：263㎉

WT2 261

¥	11,520（税別）［1箱あたり ¥240（税別）］

保存用ビスコ（コンパクトタイプ） 60

●ケースサイズ：180（H）×443（W）×308（D）㎜　●ケース重量：4.6㎏　
●内容量：1袋（5枚入×3）　●熱量：294㎉

WT2 262

¥	12,000（税別）

保存期限

5年

保存期限

5年

本商品の原材料には、幼児期の食物アレルギーに多く
みられるナッツ類も含めたアレルギー物質（特定原材
料等）28品目を使用しておりません。

日頃食べているビスコの包装形態を工夫し、
食べなれたビスコのおいしさを長期保存す
ることが可能になりました。

ビスコ保存缶 40

●ケースサイズ：274（H）×438（W）×521（D）㎜　●ケース重量：11.5㎏　
●内容量：1缶（5枚入×6）　●熱量：588㎉

WT2 263

¥	17,600（税別）［1缶あたり ¥440（税別）］

カロリーメイト  ロングライフ
（チョコレート味） 60

栄養補助食品

●ケースサイズ：115（H）×325（W）×230（D）㎜　●ケース重量：3㎏　●内
容量：1個（48.5g）　●熱量：200㎉

WT2 264

¥	7,200（税別）［1箱あたり ¥120（税別）］

保存期限

5年

保存期限

3年

日頃食べているビスコの包装形態を工夫し、食べなれたビスコ
のおいしさを長期保存することが可能になりました。

高齢者や小さなお子さまにも食べやすい
栄養調整食品です。

A



食物アレルギー（特定原材料等）28品目不使用の商品です。ただし、製造工場内で28品目のいずれかを含む商品を製造している場合がございます。A食物アレルギー（特定原材料等）28品目不使用の商品です。ただし、製造工場内で28品目のいずれかを含む商品を製造している場合がございます。A
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ポカリスウェット  パウダー 100

栄養補助食品

●ケースサイズ：165（H）×268（W）×500（D）㎜　●ケース重量：8.9㎏　
●内容量：74g（1ℓ用）　●熱量：288㎉

WT2 265

¥	13,000（税別）［1袋あたり ¥130（税別）］

えいようかん 20
栄養補助食品

●ケースサイズ：103（H）×365（W）×200（D）㎜　●ケース重量：6.7㎏　
●内容量：60g（5本）　●熱量：171㎉/本

WT2 266

¥	10,000（税別）［1個あたり ¥500（税別）］

保存期限

5年

熱中症対策に最適です。 保存期限

1.5年

チョコえいようかん 20
栄養補助食品

●ケースサイズ：103（H）×365（W）×200（D）㎜　●ケース重量：6.2㎏　
●内容量：55g（5本）　●熱量：197㎉/本

WT2 267

¥	12,000（税別）［1個あたり ¥600（税別）］

AST  新・備  パワーブースト
ようかん 20  （1袋6本入×20）

栄養補助食品

●ケースサイズ：130（H）×380（W）×360（D）㎜　●ケース重量：6.5㎏　
●内容量：270g（45g×6本入）　●熱量：275㎉（100gあたり）

WT2 268

¥	9,000（税別）［1袋あたり ¥450（税別）］

保存期限

3年

保存期限

5年

保存期限

3年

保存期限

5年

携帯に便利な密封容器入りなので、低温保存の必要
がなく、夏でも冬でも柔らかなまま召し上がれます。

国産生乳から生まれた高カルシウムの保存食です。
1袋で200㎉が手軽に補給できます。

チューブ入りチョコ 15
栄養補助食品

●ケースサイズ：110（H）×197（W）×170（D）㎜　●ケース重量：1.5㎏　
●内容量：80g/本

WT2 269

¥	7,800（税別）［1本あたり ¥390（税別）］

尾西のミルクスティック  プレーン 30
栄養補助食品

●ケースサイズ：180（H）×290（W）×225（D）㎜　●ケース重量：2.1㎏　
●内容量：1袋8本入　●熱量：200㎉／袋

WT2 270

¥	9,000（税別）［1袋あたり ¥300（税別）］

A A

A

保存期限

5年
保存期限

5年

防災備蓄食  みそ汁
（10食パック） 200（20食×10入）

備蓄  スープ類

●ケースサイズ：370（H）×355（W）×305（D）㎜　●ケース重量：3.6㎏　
●内容量：10g　●熱量：34㎉

WT2 271

¥	24,000（税別）［1袋あたり ¥120（税別）］

防災備蓄食  卵スープ
（10食パック） 200（20食×10入）

備蓄  スープ類

●ケースサイズ：370（H）×355（W）×305（D）㎜　●ケース重量：3.6㎏　
●内容量：7g　●熱量：25㎉

WT2 272

¥	24,000（税別）［1袋あたり ¥120（税別）］

保存期限

5年
保存期限

5年

防災備蓄食  オニオンスープ
（10食パック） 200（20食×10入）

備蓄  スープ類

●ケースサイズ：370（H）×355（W）×305（D）㎜　●ケース重量：3.6㎏　
●内容量：6g　●熱量：18㎉

WT2 273

¥	24,000（税別）［1袋あたり ¥120（税別）］

安心缶けんちん汁セット  30食
汁物

●ケースサイズ：289（H）×171（W）×326（D）㎜　●ケース重量：7.5㎏　
●セット内容：けんちん汁缶詰（1号缶／3㎏）×2缶／味噌汁カップ（蓋付）×30
個／割箸×30膳／缶切り×1個／おたま×1本／作り方説明書×1枚

WT2 126

¥	7,000（税別）

保存性に優れた缶詰と備品一式をセットにしました。
＊本品は温めてお召し上がりください。

（加熱用調理器具が必要です）

安心缶豚汁セット  30食
汁物

●ケースサイズ：289（H）×171（W）×326（D）㎜　●ケース重量：7.5㎏　
●セット内容：豚汁缶詰（1号缶／3㎏）×2缶／味噌汁カップ（蓋付）×30個／割
箸×30膳／缶切り×1個／おたま×1本／作り方説明書×1枚

WT2 127

¥	8,100（税別）

保存性に優れた缶詰と備品一式をセットにしました。
＊本品は温めてお召し上がりください。

（加熱用調理器具が必要です）

保存用豚汁（20食）
備蓄  スープ類

●サイズ：［本体］
180（H）×φ135（W）㎜
●ケース重量：0.5㎏

WT2 275

¥	3,900（税別）

保存用けんちん汁（20食）
備蓄  スープ類

●サイズ：［本体］
180（H）×φ135（W）㎜
●ケース重量：0.4㎏

WT2 274

¥	3,900（税別）

保存期限

2.5年
保存期限

2.5年
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山菜玄米めん 30
米粉めん

●ケースサイズ：190（H）×450（W）×360（D）㎜　●ケース重量：4.7㎏　
●内容量：85g（出来上がり量335g）　●必要水量：250㎖　●熱量：309㎉

WT2 290

¥	オープン（税別）

災害用ハイハイン 24

●ケースサイズ：270（H）×422（W）×282（D）㎜　●ケース重量：1.2㎏　
●内容量：20g　●熱量：78㎉／袋

WT2 522

¥	オープン（税別）

0ヵ月～1歳まで。
最新の母乳研究
の成果をもとに、
栄養成分の量と
バランスを母乳
に近づけた粉ミ
ルクです。

保存期限

18ヶ月

たんぱく質を高度に酵素消化
したミルクアレルギー治療用
のミルクです。

アレルゲン性を低減しながら、「栄養
バランス」「風味」「溶け」を改善し
たミルクアレルギー用のミルクです。

調乳専用加熱キット 12
調乳専用加熱キット

●ケースサイズ：170（H）×370（W）×270（D）㎜　●ケース重量：3.5㎏　
●内容品：加熱外箱／加熱袋×2枚（1枚は予備）／発熱剤×4個／紙コップ×4
個／スパウト袋×1個／マドラー×4個

WT2 280

¥	16,800（税別）［1セットあたり ¥3,550（税別）］

ミルクのお湯が簡単！便利！に作れます。水を注ぐだけの簡単方
法。70℃以上のお湯が火を使わずに準備できます。

ハイハインは1972
年の発売以来、か
らだにやさしい赤
ちゃんのおやつと
して安心と安全を
お届けしています。
すうっと溶ける口
どけで、消化吸収
の良いおせんべい
です。

温かくてのどごしの良い玄米粉めんと、こだわりの
鰹だしを合わせました。食べやすくて「ほっ」とす
る山菜具材の食感をお楽しみください。

大缶、小缶
写真兼用
写真は大缶です。

アレルギー対応
兼用写真
写真はMA-miです。

A A

保存期限

1.5年

保存期限

5年
保存期限

5年

はぐくみ（大缶） 8

粉ミルク

●ケースサイズ：187（H）×283（W）
×555（D）㎜　●ケース重量：8.9㎏　
●内容量：810g

WT2 276

¥	20,800（税別）
［1缶あたり ¥2,600（税別）］

ニュー MA-1 8

アレルギー対応粉ミルク
WT2 278

●ケースサイズ：168（H）×283（W）×555（D）㎜　●ケース重量：8.7㎏　
●内容量：800g

¥	24,800（税別）［1缶あたり ¥3,100（税別）］

はぐくみ（小缶） 12
粉ミルク

●ケースサイズ：128（H）×325（W）
×430（D）㎜　●ケース重量：5.6㎏　
●内容量：300g

WT2 277

¥	11,760（税別）
［1缶あたり ¥980（税別）］

MA-mi 8

アレルギー対応粉ミルク
WT2 279

　食物アレルギーとは、食物に含まれる原因物質（アレルゲン：主にたんぱ
く質）を摂取すると「異物」と認識し自分の身体を防御するために過剰な反
応を起こすことです。
　主な症状として、（軽い症状）かゆみ・じんましん・唇や瞼の腫れ・嘔吐・
ぜんそく、（重篤な症状）意識障害・アナフィラキシーショックなどが挙げ
られます。特にアナフィラキシーショックは、生命にかかわる事態になるこ
ともあります。

現在、消費者庁では食品表示基準という法令で、
・ 発症数や重篤度の高さなどから『特定原材料』として表示を義務付けた原

因物質7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）
・ 特定原材料と比較して症例数や重篤な症状は少ないものの『特定原材料に

準ずるもの』と位置づけ表示を推奨する原因物質21品目（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）

を定めています。

また、食物アレルギーの主要な原因物質には卵、乳、小麦の割合が多いので
すが、年代によって原因物質の種類や順位が異なることも報告されています。

（参考：消費者庁HP「アレルギー表示について」、日本小児アレルギー学会食物アレ
ルギー委員会「食物アレルギー診療ガイドライン2016」）

食物アレルギーについて
飲むおんせんvail
10年保存
2リットル 6

長期保存水

●ケースサイズ：325（H）×335（W）×200
（D）㎜　●ケース重量：13㎏

WT2 285

¥	オープン（税別）

飲むおんせんvail
10年保存
500㎖ 24

長期保存水

●ケースサイズ：230（H）×378（W）×260
（D）㎜　●ケース重量：13㎏

WT2 287

¥	オープン（税別）

飲むおんせんvail
10年保存
1.5リットル 8

長期保存水

●ケースサイズ：325（H）×360（W）×190
（D）㎜　●ケース重量：13㎏

WT2 286

¥	オープン（税別）

飲むおんせんvail
10年保存
300㎖ 20

長期保存水

●ケースサイズ：170（H）×338（W）×275
（D）㎜　●ケース重量：7㎏

WT2 288

¥	オープン（税別）

災害時に何より必要になるのが飲料水。「富士ミネラルウォーター非常用5年保存水」は長い歴史
で培った品質保持技術で、衛生かつ長期保存に耐え、日本人に好まれる水質です。「富士ミネラ
ルウォーター」は日本で最初にミネラルウォーターを製造販売した会社として、皆様に安心・安全
をお届けします。

富士ミネラルウォーター
品質と安全第一で選ばれ続ける、おいしい非常用保存水

保存期限

10年

2リットル

2リットル

1リットル

1.5リットル

1.5リットル

500㎖

500㎖ 300㎖

富士ミネラルウォーター
非常用5年保存水  2リットル 6

長期保存水

●ケースサイズ：315（H）×272（W）×220（D）㎜　●ケース重量：13㎏

WT2 281

¥	1,800（税別）［1個あたり ¥300（税別）］

富士ミネラルウォーター
非常用5年保存水  1.5リットル 8

長期保存水

●ケースサイズ：315（H）×320（W）×190（D）㎜　●ケース重量：12.8㎏

WT2 282

¥	2,000（税別）［1個あたり ¥250（税別）］

富士ミネラルウォーター
非常用5年保存水  1リットル 12

長期保存水

●ケースサイズ：292（H）×342（W）×259（D）㎜　●ケース重量：13.5㎏

WT2 283

¥	2,400（税別）［1個あたり ¥200（税別）］

富士ミネラルウォーター
非常用5年保存水  500㎖ 24

長期保存水

●ケースサイズ：217（H）×370（W）×250（D）㎜　●ケース重量：13.6㎏

WT2 284

¥	3,600（税別）［1個あたり ¥150（税別）］

保存期限

5年
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救
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手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。耐用期間8年。ケースに入
れたまま、すぐに使用可能です。

いざという時にあわてないように、定期的なトレーニングが大
切です。

誰でも簡単に正しい手当が
できる、応急マニュアル付
きの救急箱です。収納に便
利なA4箱型タイプです。

デスクや鞄に常備できるポーチタイプの救急セットです。

AEDトレーナーと訓練用人形の
セットモデルです。

気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身に付けられる、シンプルな
構造の簡易模擬人体（トルソー）です。

サマリタンPAD  350P
AEDサマリタン  8年保証パック

●サイズ：48（H）×200（W）×184（D）㎜　●重量：1.1㎏　●付属品：キャリ
ングケース／レスキューセット／AEDステッカー／操作説明DVD　●医療機
器承認番号：22800BZI00030000

WT2 291

¥	246,800（税別）
350P-T
AEDトレーナー

●付属品：リモコン／トレーナー用パッドパック／トレーナー用交換用電極(2
セット)／充電用ACアダプタ／ソフトキャリーケース

WT2 292

¥	95,000（税別）

救急戦隊
救急箱

●サイズ：125（H）×240（W）×310（D）㎜　●応急手当の基本となる「傷」・
「骨折」・「やけど」これら3種類の手当てに合わせた内容品がポーチに入って
います。

WT2 296

¥	オープン（税別）

災害個人用救急セット2ポーチ
救急箱

●サイズ：［箱］75（H）×200（W）×140（D）㎜　●内容品：カット綿×1／ガー
ゼ×1／三角巾×1／伸縮包帯×1／綿棒×10／絆創膏（S×8枚・M×12枚）／
ウエットタオル×2／ハサミ×1

WT2 297

¥	2,200（税別）

JAMY-P + 350P-T
AEDトレーナーセット

●セット内容：蘇生法教育モデル1体／ＡＥＤトレーナー1台

WT2 293

¥	116,000（税別）
●サイズ：［収納ケース］220（H）×660（W）×360（D）㎜　●重量：［箱］4.2㎏　●付属品：
フェースマスク2枚（1枚は本体に装着済み）／ディスポ肺・気道部一式2セット（1セットは本体に装
着済み）／キューマスク5個／収納用バック1個　※ウェア付は専用ウェア1着

JAMY-P  ウェア付
蘇生法教育簡易モデル
WT2 295

¥	24,800（税別）

JAMY-P
蘇生法教育簡易モデル
WT2 294

¥	23,800（税別）

救う
緊急用電源
発電機／蓄電池／燃料関連

非常用照明
LED照明／ハロゲン照明

ライトスタンド
延長ケーブル

消防団 
操法大会 

用品

水難対策 
用品

止水板／土のう・水のう
防水シート／長靴

通信機器
トランシーバー

メガホン

避難所 
用品
運営備品

消防装備品
ゴーグル／帽子

活動服／レインウェア
消防装備備品／ベルト

防災服／防火服
防火靴／啓蒙活動備品

救急・ 
救命用品

AED ／救急箱
衛生用品

救急・救命備品

救助機具
救助工具

カッター・チェンソー

搬送用具
避難車／担架
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入浴できない時の清拭、おむつ交換時のおしり拭き（介護）、お
手ふき、汗ふき、災害時や緊急時の備蓄用に。ノンアルコール、
弱酸性、水99％でお肌にやさしいタイプです。

処理用品と防護具が一式揃ったセットです。

アルミ製の収納箱に救急用品を詰め合わせたセットです。 アルミ製の収納箱に救急用品を詰め合わせたセットです。

ウェットタオルワイド 16

●重量：［箱］9.5㎏　●1袋30枚入り（1枚：600×300㎜）

WT2 300

¥	10,240（税別）［1袋あたり ¥640（税別）］

嘔吐物処理セット
嘔吐物処理セット

●サイズ：［箱］90（H）×120（W）×210（D）㎜　●内容品：抗菌消臭剤×1／
凝固剤×1／長袖エプロン×1／マスク×1／手袋M×1・L×1／シューズカバー
×1／ペーパータオル×10／ポリ袋×2

WT2 301

¥	4,500（税別）

災害多人数用救急箱N-1（20人用）
救急箱

●サイズ：［箱］465（H）×285（W）×240（D）㎜　●内容品：カット綿×3／
ガーゼ×3／三角巾×8／滅菌タオル包帯×1／伸縮包帯×6／綿棒×100／清
浄綿×25／サージカルテープ×1／マスク×5／滅菌済救急絆創膏×6／絆創膏

（S×12枚・M×18枚）／消毒液×1／電子体温計×1／止血帯×1／副木×大
中小各1／ハサミ×1／ピンセット×1

WT2 298

¥	38,000（税別）

災害多人数用救急箱N-1（50人用）
救急箱

●サイズ：［箱］560（H）×305（W）×305（D）㎜　●内容品：ガーゼ×10／三
角巾×20／滅菌タオル包帯×6／伸縮包帯×6／粘着性伸縮包帯×4／清浄綿
×25／サージカルテープ×3／滅菌済救急絆創膏×18／絆創膏（S×16枚・M
×24枚）／消毒液×2／電子体温計×1／止血帯×2／副木×大中小各2／ハサ
ミ×3／ピンセット×3／メモ帳×2／ボールペン×3

WT2 299

¥	78,000（税別）

保存期限

5年

有効期限

7年

保存期限

5年

不衛生な環境や排泄物からの伝染病発生や悪臭の
二次災害を防止します。

袋から取り出してすぐに使えるように折りたたんであります。

SS-P3EX
抗菌消臭剤

●サイズ：180（H）×42φ（W）㎜　●内容量：150㎖　●抗菌消臭剤は「安全
性」「抗菌力」「持続性」「消臭力」に優れています。

WT2 302

¥	950（税別）
すぐ使える三角巾（大）

●サイズ：150（H）×105（W）×105（D）㎜

WT2 303

¥	370（税別）

保温や防暑（断熱）に

滅菌仕様

●サイズ：1,250（W）×2,250（D）㎜　●用途：金色を外側に、銀色を内側に
して負傷者をくるみ、体温を保持します。夏の炎天下では、銀色を外側にす
ると、防暑・断熱の効果があります。

救急アルミックシート
WT2 304

¥	1,000（税別）

救急アルミックシート  
（滅菌）

WT2 305

¥	1,200（税別） 保存期限

3年

長期備蓄のために開発されたトイレットペーパーです。通常の
長さの4倍（200ｍ巻き）。真空パックしているので衛生的です。

10年保存トイレットペーパー 12

●サイズ：［箱］250（H）×360（W）×245（D）㎜　●重量：［箱］5㎏　●素材：
再生紙　●寸法：巾114㎜×200m　●4ロール（1ロール200m巻）×3パック

WT2 306

¥	4,000（税別）［1個あたり ¥375（税別）］

テープ式  おむつ 3

紙おむつ

●重量：［箱］12.6㎏　●Ｓサイズ：1袋34枚入×3袋　●Ｍサイズ：1袋30枚
入×3袋　●Ｌサイズ：1袋26枚入×2袋

WT2 307

¥	14,400（税別）［1個あたり ¥4,800（税別）］

パンツ式  おむつ  長時間 4

紙おむつ

●重量：［箱］8.8㎏　●ＭＬサイズ：1袋20枚入×4袋　●ＬＬサイズ：1袋18枚
入×4袋

WT2 308

¥	13,600（税別）［1個あたり ¥3,400（税別）］

トリアージタグ
●タグサイズ：110（H）×232（L）　●ケースサイズ：80（H）×260（W）×140

（D）㎜　●入数50枚／箱

WT2 309

¥	28,000（税別）

トリアージシート
●ケースサイズ：200（H）×880（W）×610（D）㎜　●ケース重量：19.5㎏　
●シートサイズ：5.4m×5.4m

WT2 310

¥	82,000（税別）

保存期限

10年
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カセットボンベで電気をつくる。 片手で持ち運べる最軽量モデル。

EU9iGB
ガス発電機

●サイズ：524（H）×365（W）×262（D）㎜　●重量：19.5㎏　●定格出力：
900VA　●使用燃料：LPG（液化ブタン／東邦金属製推奨）カセットガス×2本

WT2 311

¥	110,000（税別）

EU9i
インバーター発電機

●サイズ：379（H）×451（W）×242（D）㎜　●重量：13㎏　●定格出力：
900VA　●使用燃料：ガソリン　●燃料タンク：2.1ℓ　●並列運転可能

WT2 312

¥	128,000（税別）

EU9i  entry
インバーター発電機

●サイズ：379（H）×451（W）×242（D）㎜　●重量：13㎏　●定格出力：
900VA　●使用燃料：ガソリン　●燃料タンク：2.1ℓ

WT2 313

¥	123,000（税別）

EU18i
インバーター発電機

●サイズ：425（H）×509（W）×290（D）㎜　●重量：21.1㎏　●定格出力：
1.8kVA　●使用燃料：ガソリン　●燃料タンク：3.6ℓ

WT2 314

¥	208,000（税別）

EU24i（車輪付き）
インバーター発電機

●サイズ：570（H）×658（W）×482（D）㎜　●重量：55.9㎏　●定格出力：
2.4kVA　●使用燃料：ガソリン　●燃料タンク：12.7ℓ　※サイズは車輪付
きモデル

WT2 315

¥	265,000（税別）
EG25i
インバーター発電機

●サイズ：481（H）×430（W）×448（D）㎜　●重量：29.9㎏　●定格出力：
2.5kVA　●使用燃料：ガソリン　●燃料タンク：8.1ℓ

WT2 316

¥	198,000（税別）

EU26i
インバーター発電機

●サイズ：489（H）×622（W）×379（D）㎜　●重量：35.2㎏　●定格出力：
2.6kVA　●使用燃料：ガソリン　●燃料タンク：5.9ℓ　※サイズはハンドル
折りたたみ時

WT2 317

¥	298,000（税別）

EU28iS（車輪付き）
インバーター発電機

●サイズ：570（H）×658（W）×482（D）㎜　●重量：61.2㎏　●定格出力：
2.8kVA　●使用燃料：ガソリン　●燃料タンク：12.7ℓ　※サイズは車輪付
きモデル

WT2 318

¥	348,000（税別）

EU55iS
インバーター発電機

●サイズ：721（H）×848（W）×700（D）㎜　●重量：118.1㎏　●定格出
力：5.5kVA　●使用燃料：ガソリン　●燃料タンク：18ℓ

WT2 319

¥	560,000（税別）

EF900iS
インバーター発電機

●サイズ：380（H）×450（W）×240（D）㎜　●重量：12.7㎏　●定格出力：
0.9kVA　●使用燃料：ガソリン　●燃料タンク：2.5ℓ　●並列運転可能

WT2 321

¥	128,000（税別）

EF1600iS
インバーター発電機

●サイズ：445（H）×490（W）×280（D）㎜　●重量：20㎏　●定格出力：
1.6kVA　●使用燃料：ガソリン　●燃料タンク：4.2ℓ

WT2 322

¥	198,000（税別）

EF2000iS
インバーター発電機

●サイズ：461（H）×527（W）×419（D）㎜　●重量：32㎏　●定格出力：
2.0kVA　●使用燃料：ガソリン　●燃料タンク：6.0ℓ

WT2 323

¥	248,000（税別）
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IEG900BG-M
ガス発電機

●サイズ：390（H）×400（W）×330（D）㎜　●重量：22㎏　●定格出力：
0.9kVA　●使用燃料：LPG（液化ブタン）カセットガス×2本

WT2 324

¥	162,590（税別）

IEG900M-Y
インバーター発電機

●サイズ：380（H）×450（W）×240（D）㎜　●重量：12.7㎏　●定格出力：
0.9kVA　●使用燃料：ガソリン　●燃料タンク：2.5ℓ　●並列運転可能

WT2 325

¥	146,000（税別）

IEG1600M-Y
インバーター発電機

●サイズ：445（H）×490（W）×280（D）㎜　●重量：20㎏　●定格出力：
1.6kVA　●使用燃料：ガソリン　●燃料タンク：4.2ℓ

WT2 326

¥	210,000（税別）

CUBOX  2.2kWh
移動式蓄電池システム

●サイズ：442（H）×260（W）×724.4（D）㎜　●重量：53㎏　●定格出力：
1,000VA　●入力：AC100V　●充電時間（約80%以上充電）：約8時間　 
●蓄電容量：2200Wh

WT2 327

¥	1,600,000（税別）

CUBOX  mini
移動式蓄電池システム

●サイズ：120（H）×453（W）×330（D）㎜　●重量：16㎏　●定格出
力：500VA　●入力：AC100V　●充電時間（約80%以上充電）：約6時間　 
●蓄電容量：550Wh

WT2 329

¥	315,000（税別）

CUBOX  3.3kWh
移動式蓄電池システム

●サイズ：512（H）×260（W）×724.4（D）㎜　●重量：68㎏　●定格出力：
1,000VA　●入力：AC100V　●充電時間（約80%以上充電）：約12時間　
●蓄電容量：3300Wh

WT2 328

¥	1,900,000（税別）

混合ガソリン 4

保存用燃料缶詰
WT2 332

¥	4,200（税別）
［1缶あたり ¥1,050（税別）］

軽油缶詰 4

保存用燃料缶詰
WT2 331

¥	3,800（税別）
［1缶あたり ¥950（税別）］

レギュラー
ガソリン 4

保存用燃料缶詰
WT2 330

¥	3,800（税別）
［1缶あたり ¥950（税別）］

¥	7,200（税別）
［1缶あたり ¥900（税別）］

白灯油缶詰 8

保存用燃料缶詰
WT2 333

保存期限

3年

○対人、対物賠償保険付
○給油セット（じょうご・缶切り付き）
○内容量：1缶／ 1ℓ

GT-5
ガソリン携行缶

●サイズ：120（H）×272（W）×372（D）㎜　●容量：5ℓ

WT2 334

¥	7,000（税別）

GM-10
ガソリン携行缶

●サイズ：158（H）×308（W）×428（D）㎜　●容量：10ℓ

WT2 335

¥	8,300（税別）

GM-20
ガソリン携行缶

●サイズ：257（H）×308（W）×428（D）㎜　●容量：20ℓ

WT2 336

¥	9,000（税別）

ノズルケースセット
ガソリン携行缶オプション品
WT2 337

¥	1,000（税別）
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Nomad360
自立式投光器（LED）

●光度・連続稼働時間：高モード（7,000ルーメン・約3時間）・中モード
（2,100ルーメン・約9時間）・低モード（700ルーメン・約24時間）　●バッテ
リー充電時間：約7時間

WT2 340

¥	410,000（税別）

PH305N
ハロゲン投光器

●重量：2.8㎏　●定格消費電力：300W

WT2 341

¥	13,200（税別）

LET-305K
30W  LED投光器

●重量：3.5㎏　●定格消費電力：30W

WT2 343

¥	35,000（税別）

シャインボール
100W

LEDバルーンライト

●重量：8㎏　●定格消費電
力：110W　●ランプ全光束
(1m)：13,000　●付属品：
灯具カバー・三脚カバー

WT2 338

¥	158,000（税別）

シャインボール
200W

LEDバルーンライト

●重量：8㎏　●定格消費電
力：210W　●ランプ全光束
(1m)：26,000　●付属品：
灯具カバー・三脚カバー

WT2 339

¥	188,000（税別）

瞬時点灯・長寿命、軽量コンパクト
で優れたコストパフォーマンス

バルーン投光器と同
様の360度照射。ラ
イト、伸縮ポール、
三脚、電源が一体で
1人で持ち運び可能
です。収納時もコン
パクトは筒形になり
ます。明るさは用途
に応じて3段階の切
り替えが可能。

●重量：1.9㎏
●縮長810～伸長1,700㎜
●耐荷重：6㎏

CTA-1
ワークライトスタンド
WT2 342

¥	13,200（税別）

LEV-1005KD
100W  LED投光器

●重量：7.5㎏　●定格消費電力：100W

WT2 344

¥	98,000（税別）

PHCX-305SN
防災用ハロゲンライトセット

●ケースサイズ：210（H）×325（W）×1,150（D）㎜　
●ケース重量：13.3㎏　●内容品：灯体×2【300W
耐振型ハロゲン灯】／三脚スタンド×1／5mVCT防雨
型延長コード×1／交換球×2／2灯取付アーム×1

WT2 347

¥	60,000（税別）

LLAX-10KS

防災用120W
LEDボールライトセット

●灯体用ケースサイズ：605（H）×520（W）×505（D）㎜　●三脚セット用
ケースサイズ：185（H）×220（W）×1,425（D）㎜　●セット重量：21㎏　 
●内容品：灯体×1【120WLED灯・360度】／三脚スタンド×1／
10mVCT防雨型延長コード×1　※灯体と三脚・延長コードは別梱包です

WT2 349

¥	186,000（税別）

照明セットがプラ段収納ケースに
オールインワン。
段済み対応も可能。

照明セットがプラ段収納ケースに
オールインワン。
段済み対応も可能。

●重量：5.6㎏
●縮長1,295～伸長1,985㎜
●耐荷重：15㎏

CBX-3N
（LED投光器用）

ハイブライドスタンド
WT2 345

¥	24,000（税別）

LEF-30B
30W  LED充電ライト

●サイズ：275（H）×294（W）×363（D）㎜　●重量：6.1㎏　●全光束：
2,400Lm　●点灯時間：連続約8時間　●充電時間：約3時間

WT2 346

¥	173,400（税別）

LWAX-10KS

防災用30W
LEDケイ・ライトセット

●ケースサイズ：210（H）×325（W）×1,150（D）㎜　●ケース
重量：10.6㎏　●内容品：灯体×2【30WLED灯】／三脚スタ
ンド×1／10mVCT防雨型延長コード×1／2灯取付アーム×1

WT2 348

¥	74,000（税別）

雨中でも安心の屋外防雨型のマルチスタンドタイプ。バッテリー
も着脱式電池パックで取り換えが簡単です。バッテリー残量も
確認できます。保管も便利なプラ段収納ケース付きです。

照明セットがプラ段収納ケースに
オールインワン。
段済み対応も可能。

LWH-011K
LED補助灯

●重量：0.9㎏　●仕様：バッテリー時点灯時間（約4時間）　●AC電源接
続時は常時充電します（充電時間／約4.5時間）　●屋外防雨型　●照明
LED5W

WT2 350

¥	オープン（税別）

不意の停電や発電機の燃料切れで給電がストップした時に瞬時
に自動点灯、補助灯として効果を発揮します。
通常のバッテリーライトとしても使用できます。
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DSG-30K
段積みリール（ケーブルタイプ）

●サイズ：328.5（H）×328.5（W）×201（D）㎜　●重量：9.1㎏　●仕様：
100Vコンセント×4

WT2 351

¥	19,400（税別）

SS-30
コードリール

●サイズ：326（H）×230（W）×181（D）㎜　●重量：5.6㎏　●仕様：100V
コンセント×4

WT2 352

¥	11,890（税別）

BE-30K
コードリール

●サイズ：355（H）×275（W）×219（D）㎜　●重量：7.8㎏　●仕様：100V
コンセント×3

WT2 353

¥	26,300（税別）

S-30U4

USBポート付
コードリール

●サイズ：326（H）×230（W）×181（D）㎜　●重量：5.7㎏　●仕様：100V
コンセント仕様×2／USBポート×4　※全てのUSB機器の充電を保証するも
のではありません。本製品の使用にあたり、各種データ消失に関する損害や
修理について当社では責任を負いかねます。

WT2 354

¥	13,600（税別）

イーバックチェア  
MK4-JP

階段避難車

●サイズ：102（H）×52（W）×22（D）㎜（収納時）　●重量：9.5㎏　●最大荷
重：182kg　●最大使用角度：28～40度　※ご使用の有無にかかわらず、2
年毎のメンテナンス（Vベルト交換）を、推奨致します。

WT2 355

¥	199,000（税別）

収納時のスペースを考えました。最大5段までの段積み収納可能。 各種100V電源延長にご使用ください。

各種100V電源延長にご使用ください。 災害時における避難所での携帯電話やスマートフォンなどのモ
バイル端末の充電ができるUSBポートを装備。

災害時、非常時に、歩行困難な方
を階段を使用して、安全・円滑・
迅速に避難させることができます。

キャリダン  CD-8
非常用避難車

●サイズ：270（H）×1,106（W）
×425（D）㎜（収納時）　
●重量：24㎏　
●最大荷重：180kg　
●最大使用角度：40度

WT2 356

¥	198,000（税別）

キャリダン用キャビネット
非常用避難車

●サイズ：1,150（H）×510（W）×280（D）㎜　
●材質：スチール

WT2 357

¥	42,000（税別）

災害時にエレベーターが使えない状況下で歩行困難の方を乗せ、
通路・階段を安全に避難させることができます。

パタット担架
軽量簡易担架

●サイズ：600（W）×1850（D）㎜　●重量：1.6㎏　●最大強度：100kg　
●折りたたみ寸法：600×600㎜

WT2 358

¥	14,000（税別）

パタッと開けば完成。
シンプルな構造でど
なたでも使えます。

キャリーフ
布担架

●サイズ：650（W）×1,700（D）㎜　●主材料：複合高機能不織布　
●収納袋付

WT2 361

¥	8,000（税別）

大人用おんぶひも
担架

●サイズ：680（W）×700（D）㎜
●重量：0.8㎏　●収納袋付

WT2 359

¥	24,800（税別）

災害時の人命救助の為に開発されました。階段昇降時に、両手
が使えるので、安心です。

救助担架フレスト
担架

●サイズ：68（W）×1,900（D）㎜　●重量：1.7㎏　●収納袋付

WT2 360

¥	34,000（税別）

無理な姿勢をとることなく、要援護者に安心感を提供し、安全
に搬送出来ます。

収納袋

レスキューミニ
救助工具格納箱

●サイズ：700（H）×150（W）×250（D）㎜　●総重量：19㎏　
●収納内容：4ｔ油圧ジャッキ／ショベルミニ／万能オノ／ボル
トクリッパー／1.3kgハンマー／ネイルハンマー／バール／折
込ノコギリ／ゴーグル／ＬＥＤヘッドランプ／単三乾電池（4本）
／すべり止め軍手

WT2 364

¥	76,000（税別）

各自治会の防災組織や、マンション、工場、オフィスビル、
学校、ホテル、病院等の自主防災用として最適です。
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レスキュー 12
救助工具格納箱

●サイズ：1,000（H）×150（W）×300（D）㎜　●総重量：30㎏　●収納内容
（25点）：平バール（大・小）／ハンマー（大・小）／バチツルハシ／パンタグラフ
ジャッキ／油圧ジャッキ／万能オノ／懐中電灯／誘導ライト／防じんマスク／
ゴーグル／ホイッスル／スコップ／工具収納用ツールボックス（ドライバー（＋・
－））／大型カッターナイフ／プライヤー／ボルトクリッパー／折込ノコギリ／手
袋／モンキーレンチ／ハンディーソー／乾電池単一（2本）／乾電池単二（2本）

WT2 362

¥	150,000（税別）

レスキュー工具セット（アルミトランク式）
救助工具格納箱

●サイズ：140（H）×450（W）×330（D）㎜　●総重量：10.4㎏　●収納内
容：ハンマー／ネイルハンマー／万能オノ／ボルトクリッパー／コンビレンチ
／バール／折込ノコギリ／ドライバー（＋・－）／モンキーレンチ／プライヤー
／ペンチ／カッターナイフ／すべり止め軍手／コンベックス2ｍ（ストップ付）

WT2 365

¥	32,000（税別）

ハスクバーナー  K770  RESCUE
エンジンカッター

●サイズ：391（H）×618（W）×221（D）㎜　●重量：104㎏　●排気量：74㏄　
●切断深度：100㎜

WT2 366

¥	268,000（税別）

レスキュースリム
救助工具格納箱

●サイズ：1,000（H）×180（W）×120
（D）㎜　●総重量：16㎏　●収納内容：
パンダジャッキ／平バール／大ハンマー／
アッキス万能オノ／ゴーグル／スベリ止め
軍手／防じんマスク

WT2 363

¥	42,600（税別）

災害時に必要な用具を収納（スリム化）。オフィス、マンション、
集会場、施設管理事務所、守衛所、自主防災組織に。

各種工具類をコンパクトに収納。マジックテープで固定してあ
る為取り出しが簡単。

（移動時もバラバラになりません）

非常時に必要な工具をコ
ンパクトに収納しました。

新ダイワ  E3034S-AC/350H
オートチョークチェンソー

●重量：3.8㎏　●排気量：34.4㏄　●ガイドバー：35㎝

WT2 369

¥	63,800（税別）

スチール  TS410
エンジンカッター

●重量：9.5㎏　●排気量：66.7cc　●切断深度：100㎜

WT2 367

¥	199,000（税別）

スチール  MSA200C-BQ
電動チェンソー

●重量：3.3㎏　●バッテリー電圧・容量（Ah）：36V・6.0Ah　●ガイドバー：
35㎝

WT2 368

¥	74,800（税別）

VXD-30
業務型デジタルトランシーバー

●サイズ：100（H）×56（W）×31（D）㎜
●重量：約260g
●運用時間：13～16時間
※同封の申請書に記入し、申請するだけで、
簡単に登録できます。登録申請書一式が同封
されております。登録申請諸費用は含まれて
おりません。【登録申請⇒登録状（申請から15
日程度で交付）⇒利用開始⇒開設届を提出】

WT2 370

¥	57,800（税別）

FTH-314/
FTH-314L
ロングアンテナ

特定小電力トランシーバー

●サイズ：80（H）×47（W）×22（D）㎜（本体のみ）
●重量：約83g
●運用時間：約30時間（送受信：12秒、待受：48秒の割合で使用した場合）

WT2 371

［FTH-314］¥19,800（税別）

［FTH-314Lロングアンテナ］¥19,800（税別）

騒音の中でも確実な通信を保証する
業務用ハイパワーデジタルトランシー
バーです。資格不要、簡単な登録手続
きでご使用いただけます。電波が届く
範囲目安：市街地1㎞・建屋1階～ 10
階（環境により変化）

完全防水・防塵性能搭載の
特定小電力トランシーバー。
アルカリ単三乾電池1本で使
用可能。電波が届く範囲目
安：市街地200ｍ～ 300ｍ・
建屋1階～ 2階（環境により
変化）

ER-1103（ホイッスル、サイレン他）
防滴メガホン  3W

●サイズ：257.8（H）×137（W）×210（D）㎜　●重量：610g　●定格出力：
3W　●電源：単三乾電池×4本

WT2 373

¥	8,800（税別）

ER-1106（ホイッスル、サイレン他）
防滴メガホン  6W

●サイズ：266（H）×154（W）×250（D）㎜　●重量：660g　●定格出力：
6W　●電源：単三乾電池×6本

WT2 374

¥	12,800（税別）

ER-604W
ショルダーメガホン  6W

●サイズ：258（H）×102（W）×216（D）㎜　●重量：1.6㎏　●定格出力：
6W　●電源：単三乾電池×8本

WT2 375

¥	22,000（税別）
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ER-2830W
ワイヤレスメガホン  30W  ホイッスル付

●サイズ：351φ（H）×512（D）㎜　●重量：3.8㎏　●定格出力：30W　●電
源：単一乾電池×10本　●800MHｚ帯ワイヤレス対応（別売）

WT2 376

¥	44,000（税別）

TD-501G（ホイッスル、サイレン他）
かる～いホン  4.5W

●サイズ：205（H）×228（W）×109（D）㎜　●重量：400g（乾電池別）　 
●定格出力：4.5W　●電源：単三乾電池×4本

WT2 377

¥	16,000（税別）

TS-533L（ホイッスル、サイレン他）
レイニーメガホン  ルミナスメガPlus

●サイズ：112.5（H）×112.5（W）×230（D）㎜　●重量：580g（乾電池別）　 
●定格出力：4.5W　●電源：単三乾電池×6本

WT2 378

¥	20,800（税別）

防災伝言シート
●サイズ：650（H）×210（W）×210（D）㎜　●セット内容：伝言シート(600×
800㎜×25シート）／ホワイトボードマーカー×8

WT2 471

¥	34,000（税別）

火点表示用標的
標的

●ステンレス製　●高さ2,000㎜　●重量：20㎏

WT2 379

¥	オープン（税別）

操法訓練向け

スーパーストリーム管槍  
PP-65A・EXS・L

管鎗

●重量：1.8㎏　●付属：管鎗バンド

WT2 380

¥	20,000（税別）

飛びの差が、安全放水を強力にサポート
します。

プロコンペS・H・U・N【瞬】  
NV-65PCX・S

噴霧ノズル

●重量：0.8㎏

WT2 381

¥	30,000（税別）

従来モデルより飛距離とパワーがアッ
プ。棒状放水時の目安となる「最適位置
マーク」を採用。グローブをした状態で
もしっかりと持てるバンパーを採用。

NEW  LF-18  75×6m
（AC両ハンドル接手付）
75×10m

（ACエキスパン接手付）

吸管

●呼称：φ75　●重量：約2㎏/m

WT2 382

［75×6m］¥100,300（税別）

［75×10m］¥166,800（税別）

従来の組立水槽と異なり、支持枠や支柱
がなくても水を入れるだけで自立して水
槽になります。組立時間がかからず、軽
量コンパクトな水槽です。

アクアフレックス  AF-200
自立型水槽

●サイズ：600（H）×2,100（W）　●重量：11㎏
（本体）　●容量：2,070ℓ　●標準付属品：給
排水用金具ＡＣ町野65×1／吸管支持スタンド×1

WT2 383

¥	106,800（税別）

操法定番仕様です。

NK-2
角型水槽

●サイズ：800（H）×1,760（W）×1,760（D）㎜　
●重量：約57㎏（本体）　●容量：2,500ℓ

WT2 384

¥	225,000（税別）

フレームのジョイントを差し込み、水槽
枠を組立て、フレーム内側のステンレス
金具を水槽枠に掛けるだけで設置完了。

フレームはオールアルミで錆に強く軽量
です。ワンタッチ式なので2人で広げる
だけの簡単設置です。

KA-2500
角型水槽

●サイズ：800（H）×1,824（W）×1,824（D）㎜　
●重量：約57㎏（本体）　●容量：2,500ℓ

WT2 385

¥	220,000（税別）

ワンタッチアルミ水槽  
WS2.5-A2

角型水槽

●サイズ：800（H）×1,800（W）×1,800（D）㎜　
●重量：22㎏　●容量：2,500ℓ

WT2 386

¥	224,200（税別）

早く、きれいにホースを巻けます。

タコマンV2
ホース巻取機

●サイズ：590（H）×520（W）×400（D）㎜

WT2 387

¥	29,200（税別）



65

救
う

※商品名の後にある○内の数字は出荷単位です数字の記載のない商品の出荷単位は、１になります。64 ※商品名の後にある○内の数字は出荷単位です数字の記載のない商品の出荷単位は、１になります。

救
う

消
防
団
操
法
大
会
用
品

消
防
装
備
品

超薄羊革の素材に補強なし、フィット感
を最優先する消防アスリートへの最適モ
デル。

薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよ
りさらに細やかな作業性とフィット感を
重視したモデル。

吸管枕木
●材質：ゴム

WT2 388

¥	5,000（税別）

R-MAX1
羊皮手袋

●サイズ：S・M・L・LL・SS　●色：黒・シル
バーホワイト　●素材：羊革　●革の厚さ：0.45
～0.55㎜

WT2 389

¥	2,593（税別）
RS-940W・BK
羊皮手袋

●サイズ：S・M・L・LL・SS　●色：黒・ホワイ
ト　●素材：羊革　●革の厚さ：0.5～0.6㎜

WT2 390

¥	2,500（税別）

5枚組（指・1・2・3・4）
ポンプ車操法向け

操法用ゼッケン
WT2 391

¥	12,600（税別）

4枚組（指・1・2・3）
小型可搬ポンプ 操法向け

操法用ゼッケン
WT2 392

¥	10,500（税別）

「補」
操法用ゼッケン
WT2 393

¥	3,350（税別）

アシックス  消防操法用靴  
GEL119-R-Ⅲ

操法用シューズ

●サイズ：24.5～29.0㎝ワイド（3E相当）　●重
量：約395g（26.5㎝）

WT2 394

¥	9,800（税別）

消防団操法大会最適ホースです。高速通
水、軽量コンパクトで搬送性、伸展性に
優れたホースです。

コンペ  1・2線用
操法最適ホース

●呼称：65　●使用圧：1.3MPa　●標準長さ：
20.2±0.1m　●質量：290±10g/m

WT2 395

¥	47,000（税別）

消防団操法大会最適ホースです。高速通
水、搬送性、伸展性に優れ、筒先での低
反動性と余裕部形成性を大幅に改善しま
した。

コンペ  3線用
操法最適ホース

●呼称：65　●使用圧：1.3MPa　●標準長さ：
20.2±0.1m　●質量：300±10g/m

WT2 396

¥	47,000（税別）
VP-WT
保安帽

●材質：FRP

WT2 398

¥	11,000（税別）

TX765B
編上靴

●JSAA  A種認定品  先芯・踏み抜き防止板入り　
●サイズ：22.0㎝～28.0㎝(5㎜刻み）・29㎝・
30㎝（特寸対応）

WT2 399

¥	10,000（税別）

YG-6100CL
ゴーグル

●重量：108g　●機能：UVカット　●レンズ交
換可　●マスク併用可

WT2 400

¥	5,500（税別）

YG-6000BB
ゴーグル

●重量：104g　●機能：UVカット　●レンズ交
換可　●マスク併用可

WT2 401

¥	3,100（税別）

FT2000K
アポロキャップ

●色：ネイビー・ブルー　●サイズ：S～3L　※
メッシュタイプもございます。※名入れ、ワッペ
ン式（別途お見積）対応可。ご相談ください

WT2 406

¥	4,000（税別）

冬用  TX2000T
（ブルー）

新基準消防団員活動服  上衣
WT2 402

¥	10,000（税別）

夏用  TX2020T
（濃紺）

新基準消防団員活動服  上衣
WT2 404

¥	10,000（税別）

冬用  TX2000PJ
（ブルー）

新基準消防団員活動服  ズボン

●色：ブルー・ネイビー　※女性用もございます。詳細はお問合せください。

WT2 403

¥	9,000（税別）

夏用  TX2020PJ
（濃紺）

新基準消防団員活動服  ズボン

●色：ブルー・ネイビー　※女性用もございます。詳細はお問合せください。

WT2 405

¥	9,000（税別）

グッドフィックFV
レインウェア

●素材・表地：ナイロン100%（透湿性ポリウレタンコーティング）　●サイズ：
Ｍ・L・LL・3L

WT2 407

¥	10,000（税別）

TX460
レインウェア

●素材・表地：ナイロン100%
●サイズ：M・L・LL・3L・4L
●色：オレンジ・イエロー

WT2 409

¥	9,500（税別）
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TX9040MS
防災服  上衣
WT2 410

¥	10,000（税別）

TX303E
防災服  ズボン

●詳細はお問合せください。

WT2 411

¥	8,000（税別）

TS型  
ガイドライン対応型

防火帽（銀）

●材質：（帽体）FRP／（シールド）ポリ
カーボネイト

WT2 413

¥	26,800（税別）

エミューファイター  
SG-AO型  ガイドライン対応型

防火靴

●サイズ：22.5cm～29cmまで0.5cm刻み　●甲被：加硫ゴム　●表底：
耐油性加硫ゴム

WT2 416

¥	30,200（税別）

TFVベルト
防火衣用ベルト

●仕様：反射ライン入り　●バックル（団マーク入り）

WT2 417

¥	5,000（税別）

エミューファイター
多機能防火衣
FIRE  LIGHT-FV型

防火服  上衣
WT2 414

¥	68,500（税別）

エミューファイター
多機能防火衣
FIRE  LIGHT-FV型ズボン

防火服  ズボン

●サイズ：M・L・LL・3L　●生地：テイジン・エクスファイアDENIM／アラ
ミド100%／撥水加工・制電糸織込み　●色：ネイビー（ベース部）・オレン
ジ・イエロー（配色部）　※受注生産品

WT2 415

¥	46,000（税別）

動きやすさ、機能性及び視認性を重視したデザイン

SP型・
ファイター型

しころ

●ファイター型（ロング）定価9,850
／SP型（ショート）定価8,300　※ガ
イドライン対応型はお問合せ下さい。

WT2 418

¥	別途お見積

法被
※この商品の詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。

WT2 419

¥	別途お見積

先芯・踏抜き防止板入り

TX431
救命胴衣

●色：オレンジ　●浮力：8.3kgf　
●サイズ：胸囲120㎝まで／適応
体重85㎏まで　●大サイズ別途
対応　※国土交通省型承認品

WT2 420

¥	7,000（税別）

ボックスウォール  5m
止水板

●サイズ（1枚あたり）：528（H）×705（W）×680（D）㎜　●重量（1枚あたり）：
3.4㎏　●最大せき止め高：500㎜　●内容品：ボックスウォール8枚　●付
属品：バネクランプ（1枚に1個付属）

WT2 422

¥	250,000（税別）
パネル式ウォーターフェンス
止水板

●サイズ（1パネルあたり）：300（H）×480（W）㎜×長さ　※受注生産品　設
置場所に応じた長さにて製造します。　※構造上2mからの製造になります。

WT2 423

¥	別途お見積

防火服・救助服・活動服（イベント用）
子供用

※受注生産品。別途お問い合わせ下さい。

WT2 421

¥	別途お見積

用途：作業用救命胴衣
（小型船舶兼用）

地面に置くだけで洪水から守る土のうに代わる次世代緊急洪水
防護システムです。特殊な工具を必要とせず、かかる水圧を利
用して固定するのでアンカーボルト等の固定も不要です。

側面にパネルを封入し、断面が三角形状で安定します。折りた
たみ式で簡単に収納でき、保管場所も取りません。

ダッシュバッグ 50
10袋×5

水のう

●サイズ：［箱］500（H）×430（W）×330（D）㎜　●吸水前寸法・質量：600
×360×8㎜／0.4㎏　●吸水後寸法・質量：520×300×155㎜／15㎏

WT2 424

¥	40,000（税別）

保存期限

4年

スーパーダッシュバッグ 20  10袋×2
水のう

●サイズ：［箱］170（H）×450（W）×400（D）㎜　●吸水前寸法・質量：400
×360×15㎜／0.27㎏　●吸水後寸法・質量：400×360×150㎜／20㎏

WT2 425

¥	30,000（税別）

吸水くん  S・L 50
吸水シート

●サイズ：［S］280（H）×490（W）×3（D）㎜／［L］390（H）×490（W）×7（D）
㎜　●ケース重量：［S］4㎏／［L］11㎏　●吸水量：［S］3ℓ／［L］9ℓ

WT2 426

［S］¥20,000（税別）

［L］¥37,500（税別）
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水
難
対
策
用
品

土のう袋の最大の弱点である紫外線から守る為にUV剤の
添加と色をつけることにより、長時間の使用が可能になり
ました。（約2.5 ～ 3倍）箱入り土のう袋（2号）  

PE9×9  200枚入

●寸法：48㎝×62㎝　●材質：ポリエチレン　
●打込：約9×9／インチ以上　●色：ナチュラ
ルホワイトで砂を入れる目安となるライン入り

WT2 427

¥	18,000（税別）
［1枚あたり ¥90（税別）］

土のう袋  
PP12×12  200枚入

●寸法：48㎝×60㎝　●材質：ポリプロピレン　
●打込：約12×12／インチ以上　●色：ホワイ
トベージュ

WT2 428

¥	24,000（税別）
［1枚あたり ¥120（税別）］ UV土のう袋  200枚入

●寸法：48㎝×62㎝　●打込：約10×10／インチ以上　●色：みどり

WT2 429

¥	30,000（税別）［1枚あたり ¥150（税別）］

SBパイル（1号）  
16φ×1200㎜

土のうパイル
WT2 430

¥	800（税別）

SBハンマー
32φ×690㎜

土のうパイル用ハンマー
WT2 431

¥	5,500（税別）

掛矢やハンマーを使わずに
SBパイルを簡単に打込めます。

土のうステーション
●サイズ：［組立寸法］1,200（H）×800（W）×1,000（D）㎜／［収納寸法］1,250

（H）×1,050（W）×200（D）㎜　●材質：［フレーム］スチール／［ネット］ス
チール／［カバーシート］ポリエステル（防水・防炎）

WT2 432

¥	225,000（税別）

#3000
防水シート

●サイズ：3,600（W）×5,400（D）㎜

WT2 433

¥	5,000（税別）

#2500
防水シート

●サイズ：3,600（W）×5,400（D）㎜

WT2 434

¥	4,000（税別）

かるらく快適くん  災害用SP
胴付長靴

●素材：ナイロン　●カラー：オレンジ　●サイズ：S、M、L、XL

WT2 435

¥	43,000（税別）

緊急用の土のう置き場です。ボルトナットを締めるだけで簡単
に組立可能です。

足部がソックスタイプになっているのでお好みの安全靴が使用
可能です。また丸洗いできるため、衛生的です。

支える非常用 
トイレ

防災倉庫

炊き出し 
用品避難所 

用品
日用品／毛布

防寒具／運営備品

テント
大型テント

貯水用具 
・水槽

浄水器／水槽
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テ
ン
ト

ミスタークイックテント イージーアップ・テント（アルミフレーム）

NW-3030WT2 442 ¥	158,000（税別）
DXA30WT2 444 ¥	129,000（税別）

TA-36WT2 443 ¥	187,000（税別）

DXA45WT2 445 ¥	179,000（税別）

DXA60WT2 446 ¥	219,000（税別）

オプション  共通電動送風機

品番 WT2 437 WT2 438 WT2 439 WT2 440 WT2 441
型式 MQ-342-A MQ-442-A MQ-462-A MQ-562-A 共通電動送風機
寸法（W×L×H） 3×4×2 4×4×2.5 4×6×2.5 5×6×2.7
収納時（m）（W×L×H） 0.8×0.8×0.35 0.8×0.8×0.5 0.85×0.85×0.5 0.95×0.9×0.5
床面積（㎡） 12（約7畳） 16（約10畳） 24（約15畳） 30（約18畳）
収容人数（人） 6～8人 8～10人 12～16人 15～20人
本体質量（約㎏） 40 55 75 95
定価 1,100,000 1,155,000 1,540,000 1,650,000 180,000

● 標準付属品：手動ポンプ／床保護シート／補強ロープ10本／ペグ10本／ハンマー／作業用手袋4双／土のう袋20枚／補修パーツ1式／付属品収納BOX

※テント他サイズ、天幕他色、三方幕、四方幕等ご用意しておりますので、お問合せください。

すべてのパーツが連結した一体式テントです。
2人で簡単に設営ができます。

設営・収納時の天幕の着脱が不要な一体型テントです。

●サイズ：間口300×奥行300×軒高186～222×全高317～353（㎝）　
●重量：38.1㎏

●サイズ：間口300×奥行300×軒高212×全高346（㎝）　●重量：23㎏

●サイズ：間口600×奥行300×軒高186～222×全高317～353（㎝）　
●重量：50㎏

●サイズ：間口450×奥行300×軒高212×全高346（㎝）　●重量：30㎏

●サイズ：間口600×奥行300×軒高212×全高346（㎝）　●重量：40㎏

画像はDXA45です。
画像は左 TA-36、
右 NW-3030です。

せいけつさん  1回分×240回セット
携帯トイレ

●ケースサイズ：30（H）×170（W）×100（D）㎜　●ケース重量：13㎏　 
●セット内容：抗菌消臭剤×1／凝固剤×1／ポリ袋×1／結束タイ×1

WT2 447

¥	84,000（税別）［1回分 ¥350（税別）］

せいけつさん  10回分
水不要トイレ

●ケースサイズ：50（H）×175（W）×235（D）㎜　●ケース重量：7㎏　 
●セット内容：抗菌消臭剤×1／凝固剤×10／ポリ袋×10／収納袋×1／ポケッ
トティッシュ×10／結束タイ×10

WT2 448

¥	3,000（税別）

せいけつさん  20回分
水不要  既存トイレ用

●ケースサイズ：90（H）×210（W）×195（D）㎜　●ケース重量：15㎏　 
●セット内容：抗菌消臭剤×1／凝固剤×20／ポリ袋×20／収納袋×2／ボック
スティッシュ×1／テープ×1

WT2 449

¥	5,000（税別）

保存期限

7年

保存期限

7年
保存期限

7年

せいけつさん  50回分
水不要  既存トイレ用

●ケースサイズ：170（H）×290（W）×430（D）㎜　●ケース重量：4㎏　 
●セット内容：抗菌消臭剤×1／凝固剤×50／ポリ袋×50／収納袋×5／おが
粉×1／ボックスティッシュ×2／テープ×2／紙コップ×2

WT2 450

¥	9,000（税別）

せいけつさん  100回分
水不要  既存トイレ用

●ケースサイズ：190（H）×290（W）×430（D）㎜　●ケース重量：7㎏　 
●セット内容：抗菌消臭剤×1／凝固剤×100／ポリ袋×100／収納袋×10／
おが粉×2／ボックスティッシュ×3／テープ×3／紙コップ×3

WT2 451

¥	18,000（税別）

保存期限

7年
保存期限

7年

マク・クイックシェルターは、
緊急・災害時に素早く簡単に
設営できる画期的なハイブ
リッドエアテントです。
災害対策本部や救護所をは
じめとする幅広い用途に即
応力を発揮いたします。

緊急・災害時に即応力発揮
画期的なハイブリッドエアテント 　災害時の不衛生なトイレ環境や排泄物からの伝染

病発生などによる二次災害防止のために開発された、
抗菌消臭剤「SS-P3EX」と汚物を固める凝固剤「バイ
オボンド」、「汚物専用ポリ袋」などがセットになった緊
急・災害用トイレ処理セットです。

水・不要せいけつさんとは？
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携帯トイレ（サニタクリーンシリーズ）
　さまざまなトイレにかぶせるだけで利用でき、後処
理も簡単です。便や尿の水分をすばやく凝固する高
速吸水凝固シートを便袋に圧着した、手軽な携帯用ト
イレです。防臭・抗菌効果に優れ、折り返すだけで便
器として使用できます。

簡単トイレ  1枚入り
携帯トイレ（サニタクリーンシリーズ）

●ケースサイズ：315（H）×415（W）×515（D）㎜　●ケース重量：約7.5㎏　
●内容品：サニタクリーン便袋1枚

WT2 452

¥	220（税別）

簡単トイレ  3枚入り
携帯トイレ（サニタクリーンシリーズ）

●ケースサイズ：315（H）×485（W）×760（D）㎜　●ケース重量：約12㎏　
●内容品：サニタクリーン便袋3枚／密閉式収納袋

WT2 453

¥	830（税別）

マイレット  S-100
非常用トイレ

●サイズ：［箱］185（H）×240（W）×170（D）㎜　●重量：［箱］2.4㎏　●内
容品：排便袋100枚／抗菌性凝固剤100個／持ち運び袋10枚

WT2 457

¥	15,000（税別）

インスタントイレ処理セット2P 100

携帯トイレ

●セット内容：ポリエチレン製印刷手提げ袋／高分子吸収シート／ポリブチレ
ンテレフタレート印刷断臭袋／ストッパーバンド

WT2 461

¥	64,000（税別）［単品価格 ¥320（税別）］

インスタントイレ  マイバック小
携帯トイレ

●サイズ：260（H）×320（W）×100（D）㎜　●内容品：ラップインインスタン
トイレ処理セット4P（20回分）／ポケットティッシュ20回分／ノロエース80㎖1
本（エタノール製剤消毒液）／パンフレット1枚

WT2 512

¥	4,600（税別）

インスタントイレ  マイバック大
非常用トイレ

●サイズ：420（H）×320（W）×110（D）㎜　●内容品：ラップインインスタン
トイレ本体1台／ラップインインスタントイレ処理セット4Ｐ（24回分）／ポケット
ティッシュ24回分／ノロエース80㎖1本（エタノール製剤消毒液）／パンフレッ
ト1枚

WT2 513

¥	10,000（税別）

インスタントイレ本体
トイレ便座

●ケースサイズ：50（H）×360（W）×320（D）㎜　●ケース重量：750g　●組
立サイズ：310（H）×320（W）×360（D）㎜　●便座穴の幅・奥行き：140×260
㎜　●垂直耐圧：200㎏

WT2 458

¥	4,900（税別） インスタンテント
トイレ用テント

●サイズ：520×40㎜（収納時）　●組立サイズ：1,850（H）×1,000（W）㎜

WT2 459

¥	4,900（税別）

防災訓練など、イベントのノベルティ用としてもご活用ください。 コンパクト設計で備蓄スペースを最小限にできます。

洋式トイレでご使用する場合はこちらをお選び下さい。

軽量でコンパクトに保管可能。
組み立ても2つのパーツを差し
込むだけで簡単です。水洗い
も可能です。

袋から出せば
ワンタッチで開きます。

屋外でご使用する場合はこちらをお選び下さい。密着チャックで、臭気を外に逃がさない収納袋付。

簡単トイレ  20枚入り
携帯トイレ（サニタクリーンシリーズ）

●ケースサイズ：450（H）×325（W）×550（D）㎜　●ケース重量：約13㎏　
●内容品：サニタクリーン便袋20枚

WT2 454

¥	3,000（税別）

組織用セット（200回分）
携帯トイレ（サニタクリーンシリーズ）

●ケースサイズ：465（H）×565（W）×360（D）㎜　●ケース重量：16㎏　
●内容品：サニタクリーン便袋（1パック20枚）×10パック／受けネット1個／使
用済収納大袋10枚／トイレ用脱臭剤10本（1本あたり20回分）

WT2 455

¥	46,000（税別）

●ケースサイズ：365（H）×330（W）×475（D）㎜　●ケース重量：約7.5㎏　
●内容品：サニタクリーン便袋10枚・受けネット1個

企業・団体・防災組織など多人数に対応できる、洋式便器用の
備蓄用セットです。

洋式便器用
携帯トイレ（サニタクリーンシリーズ）
WT2 456

¥	3,200（税別）

受けネットとサニタクリーン便袋を洋式便器に取付けるだけで、
断水時などの水のない状況でもトイレとして利用できる、取り
扱いがとても簡単なセットです。便座カバーを兼ねることで衛
生的にも安心です。

便座の下に受けネットを取付ておきます

利用する度にサニ
タクリーン便袋を
新たに便座に取付
けます。

保存期限

10年
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マンホール利用型  洋風便器（折り畳み式）
災害用トイレ

●サイズ：［箱］520（H）×810（W）×200（D）㎜／［本体］440（H）×770（W）×
100（D）㎜　●重量：［箱］12.5㎏／［本体］10㎏

WT2 464

¥	80,000（税別）

簡易水洗型  クイックトイレ洋風便器
災害用トイレ

●サイズ：［箱］670（H）×425（W）×770（D）㎜／［本体］760（H）×380（W）×
750（D）㎜　●重量：［箱］15㎏／［本体］12㎏

WT2 465

¥	85,000（税別）

貯蔵型  洋風便器（折り畳み式）QH1100用
災害用トイレ

●サイズ：［箱］250（H）×800（W）×650（D）㎜／［本体］420（H）×750（W）×
610（D）㎜　●重量：［箱］15㎏／［本体］12㎏　●貯留容量：150ℓ　●手す
り付き

WT2 466

¥	80,000（税別）

ボックストイレ 5

●サイズ：［箱］430（H）×250（W）×660（D）㎜　●重量：［箱］11㎏　●内容
品：本体／底板／便座／フタ／排便収納用ポリ袋3枚／結束バンド3本

WT2 460

¥	15,000（税別）［1個あたり ¥3,000（税別）］

アスパック毛布 10
パック毛布

●サイズ：［箱］530（H）×720（W）×370（D）㎜／［本体］1,400×2,000㎜　 
●重量：［箱］約20㎏／［本体］1.6㎏　●素材：難燃ポリエステル／PET再生ポ
リエステル

WT2 472

¥	80,000（税別）

アスパックフリース毛布 10

●サイズ：［箱］510（H）×400（W）×300（D）㎜／［本体］1,400×2,000㎜　 
●重量：［箱］約12㎏／［本体］1㎏　●素材：難燃ポリエステル／再生ポリエス
テル

WT2 473

¥	60,000（税別）

折り畳み式で
コンパクト設計。

水洗タイプで、便器が汚れにくく、悪臭発散防止のオートフラッ
パー付。

ボックストイレの材質は、超耐水ボード紙なので強度が違いま
す。24時間浸水後でも、150㎏の耐荷重があります。

タオル2枚をコンパクトサイズに圧縮加工しました。 肌着等を圧縮加工。非常時の備えや、旅行などの携帯品として
も便利です。

品番 WT2 462 WT2 463
品名 QH-1100 QH-1800

本
体

サイズ（㎜）W850×D1,100×H1,920 W1,200×D1,800×H1,920
重量（㎏） 32 45

梱
包

サイズ（㎜）W910×D150×H1,960 W1260×D150×H1,960
重量（㎏） 37 52

クイックハウス  建屋（折り畳み式）
QH-1100WT2 462 ¥	165,000（税別）

QH-1800WT2 463 ¥	255,000（税別）

◆組立簡単で工具が不要
　（参考組立時間5分）
◆厚み11cmのコンパクト設計
◆ アルミ材の使用で長時間の

備蓄でも反らない
◆電池式センサーライト搭載
◆鍵付きで安心

貯蔵型  洋風便器（折り畳み式）QH1800用
災害用トイレ

●サイズ：［箱］250（H）×1,100（W）×650（D）㎜／［本体］420（H）×1,000
（W）×610（D）㎜　●重量：［箱］22㎏／［本体］19㎏　●貯留容量：220ℓ　
●手すり付き

WT2 467

¥	88,000（税別）

コンパクトタオルセット 2

●サイズ：18（H）×70（W）×110（D）㎜／［タオルサイズ］330×800㎜　 
●材質：綿／レーヨン

WT2 468

¥	500（税別）

コンパクト肌着セット  女性用
●サイズ：28（H）×100（W）×140（D）㎜　●内容品：Ｔシャツ／ブリーフ（女
性用はショーツ）／靴下／タオル　各1

WT2 470

¥	2,500（税別）

コンパクト肌着セット  男性用
WT2 469

男性用 女性用

アルミ蒸着フリース毛布 10

●サイズ：［箱］540（H）×400（W）×250（D）㎜／［本体］1,400×2,000㎜　 
●重量：［箱］約8㎏／［本体］0.6㎏　●素材：難燃ポリエステル／アルミ熱転
写加工

WT2 474

¥	66,000（税別）

EB-201 1

コンパクト圧縮毛布

●サイズ：2,000（H）×120（W）㎜　●素材：ポリエステル100%　●重量：
約930g　●ケースサイズ：52（H）×300（W）×220（D）㎜

WT2 475

¥	5,000（税別）

机にしまえるA4
サイズ箱の非常用
圧縮毛布です。

WT2 472

WT2 473

WT2 474

WT2 475
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救急アルミックシート
アルミックシート

●シートサイズ：2,250（H）×1,250（W）㎜　●梱包サイズ：120（H）×150
（W）㎜

WT2 476

¥	1,000（税別）

エマージェンシーブランケット（1人用）

●材質：ポリエステル　●使用時サイズ：約213×142㎝　●収納時サイズ：
約20.5×12×2.5㎝　●重量：約82g

WT2 477

¥	800（税別）

ロール＆リラックス  エアーベッド 4

●サイズ：［箱］155（H）×545（W）×155（D）㎜／［本体］188（L）×99（W）×22
（H）㎝　●空気袋（枕）付

WT2 529

¥	オープン（税別） マイルディシート  ①1.8m ②20m巻き
マイルディシート
WT2 481

①¥2,400（税別）　②¥27,900（税別）

アルミ製
折畳式リヤカー
●耐荷重：300㎏　●使用寸法：全長
1,960×幅1,140×高845㎜　●折りた
たみ時：全長1,200×幅550×高845㎜　
●重量：約39㎏

WT2 488

¥	190,000（税別）

保温や防暑（断熱）に、軽量・超薄アルミシート
○保温効果：金色面を外側にする
○断熱効果：銀色面を外側にする

ノーパンクタイヤ使用。保管もコンパクトに折りたたんで収納
できます。

ブレーキ付の折りたたみ式静
音台車です。

体熱の90％を反射させて体温を維持します。しなやかな素材で
音も静か。繰り返しの使用が可能です。

断熱、保温性に優れた幅910×厚さ8
㎜の薄型マット。用途に応じて対応
できる1.8mと20m巻き2種類の長さ
があります。

アウトドア・レジャー用のベッドよりも、さらに強固なフレーム。
身長のある方でもご利用いただけるよう、サイズを2種類用意し
ました。

ポンプ不要！　収納袋（エアーバック）
を使って簡単に空気が入れられます。

KB-1900
KB-2000

アルミ折畳式  簡易ベッド

［KB-1900用］●サイズ：460（H）×1,900（W）×630（D）㎜　●収納サイズ：
260（H）×950（W）×180（D）㎜　［KB-2000用］●サイズ：460（H）×2,000

（W）×700（D）㎜　●収納サイズ：260（H）×1,000（W）×180（D）㎜

WT2 483

¥	オープン（税別）

¥	オープン（税別） DSK-R301B2

レスキューキャリー  
「SONAE」

●積載荷重：300㎏　●天板サイ
ズ：900（W）×600（D）㎜　●ハンド
ル高さ：861㎜

WT2 489

¥	22,000（税別）

品番 WT2 485 WT2 486 WT2 487

型式 QP-2121-Low（H） QP-2727-Low（H） QP-2121-Roof

サイズ W2,100×D2,100×H1,400（1,800）㎜ W2,700×D2,700×H1,400（1,800）㎜ W2,100×D2,100×H1,800㎜

床面積 4.4㎡ 7.3㎡ 4.4㎡

重量委 6（7）kg 8（9）kg 9.5kg

収納サイズ 1,300（1,420）×φ170㎜ 1,550（1650）×φ190㎜ 1,530×φ200㎜

生地 ポリエステル150d（裏面シルバーコート）防炎加工品

ポール グラスファイバー

※（　）欄はH1,800㎜仕様になります。

プライバシー確保の安心スペースに。独自の接合方法で素早く容易に設置できます。（2人で約1分の簡単設置）

QP-2121-Low

QP-2121-H

クイックパーテーション
WT2 485

¥	26,000（税別）

¥	35,000（税別）

QP-2727-Low

QP-2727-H

クイックパーテーション
WT2 486

¥	30,000（税別）

¥	38,000（税別）

QP-2121-Roof
クイックパーテーション
WT2 487

¥	45,000（税別）

LOW

H H

LOW

スタンダードタイプ（介助型）
アルミ製スタンダード車いす

●サイズ：885（H）×950（L）×595（D）㎜　●折りたたみサイズ：665（H）×
300（L）×595（D）㎜　●重量：11.4㎏　●耐荷重：100㎏

WT2 491

¥	55,000（税別）

施設・病院にオススメの自走用車いす。折りたたみ式で、収納
時にスペースをとりません。

DSK-R306B2（金網付）

レスキューキャリー 
「SONAE」

●積載荷重：300㎏　●天板サイ
ズ：900（W）×600（D）㎜　●ハンド
ル高さ：861㎜

WT2 490

¥	33,000（税別）

ブレーキ・金網カゴ付の固定
式静音台車です。
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フジストッカー  FS、FSⅡ、FSA
防災倉庫
WT2 492

¥	別途お見積
各種・大型タイプ
物置
WT2 493

¥	別途お見積

レスキューアクア  911
携行用浄水器

●サイズ：510（H）×296（W）×223（D）㎜　●重量：7㎏　●浄水能力：約
400㎖/分（60ストローク/分、水温24℃時）

WT2 494

¥	150,000（税別）

きゃりーぴゅあぴゅあ®
キャリー型浄水器

●サイズ：660（H）×460（W）×310（D）㎜　
●重量：約13.5㎏　●浄水能力：4ℓ/分

WT2 496

¥	290,000（税別）

きゃりーぴゅあぴゅあ®Jr．
キャリー型浄水器

●サイズ：550（H）×370（W）×230（D）㎜　
●重量：約6.3㎏　●浄水能力：2～4ℓ/分

WT2 497

¥	135,000（税別）

“もしも”の時にキャリーを開けたら1分で浄水できます。衝撃に強く、移動もらくらく。手押しポンプで1日に600ℓの安
心な水を製造できます。

組立て不要、水を入れるだけで立ち上がります。

身近にある風呂水・雨水・井戸
水・河川等から簡単に「安心・
安全な飲料水」が作れます。

マリンテナー
応急給水タンク

●容量：500ℓ　●サイズ：450（H）×800（W）×1,200（D）㎜　●総重量：
約8㎏

WT2 498

¥	147,000（税別）

車両積載用給水タンク
応急給水設備

●容量：500ℓ　●サイズ：400（H）×1,200（W）×1,000（D）㎜　●総重量：
約7㎏

WT2 500

¥	209,000（税別）

マリンテナー給水架台セット
応急給水設備

●セット内容：マリンテナーMT-1型（500ℓ）／専用架台／蛇口付給水器（カム
ロックタイプ）／シート兼格納袋／セット用格納袋

WT2 499

¥	456,000（税別）

テトラサーバー 70ℓ飲料用
給水タンク

●容量：70ℓ　●サイズ：610（H）×750（W）×650（D）㎜　●重量：約1.3㎏　
●材質：PVCターポリン（飲料水対応）

WT2 501

¥	34,000（税別）

ハンディージャグ（5ℓ）
キュービージャグ（10ℓ）

折りたたみポリ容器（食品衛生法適合）
WT2 503

¥	1,050（税別）

¥	1,475（税別）

組立て不要、水を入れるだけで立ち上がります。満水時、大人
25人分/日の飲料水を提供できます。

容器は葦・ケナフなどを使い、土にかえる素材なので焼却・廃
棄も安心です。

カップラーメン用としてなら、
約50食分のお湯が沸かせます。

食器セット（エコロジー）

●内容品：どんぶり小×100／どんぶり角×100／プレート×100／フォーク×
100／スプーン×100／割り箸×100

WT2 511

¥	18,000（税別）

災害対策用  
大型ケトル
●容量：8.7ℓ　●材質：アルミニウム

（アルマイト仕上げ）

WT2 523

¥	13,650（税別）

味里鍋
●容量：4.5ℓ　●材質：アルミニ
ウム（アルマイト仕上げ）　●サイ
ズ：φ24cm（把手含まず）

WT2 524

¥	2,200（税別）






