緊急

防災グッズ特集

大地震に備えましょう！
常温で保存ができ、お湯を入れて15分、水を入れても60分でご飯が
できます。B/田舎ごはんは特定アレルゲン物質27品目不使用です。

おいしく食べやすく、長期保存にこだわったソフトなパン。
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46K-5[A-E] 生命のパン あんしん

￥４４０

●A/プチヴェール・B/オレンジ・C/ココア・D/ホワイトチョコ&ストロベリー・E/黒まめ
●保存5年 ●175g ●商品：φ76×113mm ●裸：24個 【★卵・乳・小麦】
[JPN85-45U]

D

45K-3[A-D] 尾西のアルファ米

￥３４０

●A/五目ごはん・B/田舎ごはん・C/ドライカレー・D/チキンライス ●パッケージ：
152×160×70mm ●裸：50個 [JPN90-50S]

5年の長期保存が可能な保存水です。

糖分補給の
キャンディ入り
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46K-6 ブルボン 缶入カンパン
46K-7 ブルボン 缶入ミニクラッカー
46K-8 ブルボン 缶入ミルクビスケット

￥２５０

地域別送料（税抜）

４ケース以下

５ケース以上

関東・関西・東海・信越・北陸

６５０円/ケース

３５０円/ケース

中国
東北・四国

７５０円/ケース

４５０円/ケース

８５０円/ケース

４５０円/ケース

九州

１０５０円/ケース

５５０円/ケース

北海道

１３５０円/ケース

１１００円/ケース

別途

47K-7 北アルプス保存水500mL 1ケース24本入

￥３,６００

●鉱水 ●保存5年 ●商品：φ68×208mm ●発送用段ボール箱 [JPN90-50T]

●保存5年 ●φ77×115mm ●24個 【★乳・小麦】 [JPN88-48T]

沖縄・離島

47K-6 あんしん保存水 500mL 1ケース24本入

※１商品毎の送料です。２Ｌ・500mLの抱き合わせではありません。
※事業所（１階）向けの送料です。
個別宅配・ビルの上階の納品はお問合せください。

別途

￥３,３８０

●保存5年 ●パッケージ：250×370×222mm ●発送用段ボール箱 [JPN75-35V]
※1ケースごとに地域別送料が別途必要となります。

47K-8 北アルプス保存水2L 1ケース6本入 (56100)

￥１,８８０

●保存5年 ●パッケージ：182×330×320mm ●発送用段ボール箱 [JPN65-25V]
※1ケースごとに地域別送料が別途必要となります。

◎上記表示価格に消費税は含まれておりません。ご購入の際には別途消費税が掛かります。

緊急

防災グッズ特集

大地震に備えましょう！

緊急時の気温の変化や雨風から身を守る防寒用シートです。非常用品
として！山や海のレジャー用品に！

銀面は外側に向けると熱と光を反射し、金面は熱と光を吸収する為、
両面を使い分けができます。

51K-4 レスキューシート (67791)

51K-3 リバーシブルアルミブランケット (5106)

￥１８０

●アルミ蒸着ポリエステル（PET） ●取扱説明書 ●50g ●商品：2130×1370mm
●パッケージ：115×95×18mm ●PP袋：300個 ●名入：外袋/50-24-12-300-S
（10×30mm） [CHN73-33S]

ソーラーとダイナモによる充電で、電池がなくても使用可能です。プラグ
イン携帯電話充電機能を搭載。iPhone5/6への充電はお手持ちの純正
ケーブルにて可能です。

48K-6 マルチパワーステーション2 (5605)

●アルミ・PET ●取扱説明書 ●56g ●商品：1400×2200mm ●パッケージ：
140×95×20mm ●ポリ袋：200個 [CHN65-25U]

災害時にも安心な電源不要のダイナモラジオライト。携帯電話充電も
可能です。

￥９,０００

●ABS ●LEDライト3灯・LEDランタン4灯・AM/FMラジオ・サイレン・イヤホンジャッ
ク・スピーカー・プラグイン携帯電話充電（iPhone6まで、スマホ、携帯） ●ショル
ダーストラップ・充電用ケーブル・コネクター4種、防災マニュアル・取扱説明書・保
証書 ●445g ●ソーラー・ダイナモ・AC/USB（アダプター別）・アルカリ単3×3（別）
●商品：φ69×343mm ●パッケージ：85×96×375mm ●化粧箱：12個 ●名入：
60-96-16-100-S （6×100mm） [CHN70-30S]

便座やバケツにセットし、便や尿を凝固剤でゼリー状に固めて臭いを閉
じ込めます。1枚で数回使用できます。

51K-7 緊急トイレ袋2枚セット (KB01-01)

￥３００

￥６００

●PE・高分子吸水樹脂 ●110g ●商品：660×500mm ●パッケージ：160×140×
10mm ●ポリ袋：150個 [JPN75-35S]

49K-7 ダイナモ充電器FMラジオLEDライト (77700)

￥１,９８０

●ABS ●LEDライト3灯・FMラジオ・携帯電話充電 ●取扱説明書 ●120g ●ダイ
ナモ ●商品：117×54×45mm ●パッケージ：74×50×127mm ●化粧箱：60個
●名入：50-48-12-120-S （3×30mm） [CHN70-30S]

コック式で便利！コンパクトに収納でき、アウトドアにも使えます。

52K-6 折りたたみウォーターバッグ (WB-350)

￥３５０

●PP・PE ●86g ●3L ●商品：使用時/210×170×170mm・収納時/210×170×60
mm ●パッケージ：220×190×60mm ●ポリ袋：144個 [CHN70-30S]

◎上記表示価格に消費税は含まれておりません。ご購入の際には別途消費税が掛かります。

緊急

防災グッズ特集

大地震に備えましょう！
販売収益の一部は、認定NPO「ピースウィンズ・ジャパン」にお
ける東日本大震災に対応した復興支援活動に寄付されます。

●非常袋（日本）●AM/FMラジオライト●ライト用
電池単4×3本●ブルーシート2畳用●防寒シート
●ホイッスル●簡易トイレ（日本）●給水袋5L（タ
イ）●絆創膏2サイズ40枚（日本）●タオル●軍手
●ゴミ袋45L10枚●ポリラップ15cm20m（日本）●
防災用ウエットティッシュ20枚（日本）●カイロ2コ
（日本）●マスク2枚●ティッシュ2コ（日本）●防災
コンパクトガイド（日本）
40K-2 PWJ 非常持出しセット18点 (G18-088)

￥５,０００

●非常袋/ポリエステル ●1410g ●商品：非常袋/380×450×10mm ●パッケー
ジ：353×262×140mm ●段ボール箱：8個 ●名入：非常袋/70-60-17-50-S
（100×200mm） [CHN75-35S]

蓄光シール（付属）を化粧箱に貼れば、突然の停電にも。

●非常袋●ダイナモLEDライト●リバーシブルアル
ミシート●レインコート● IDホイッスル&カラビナリ
ング●給水袋3L（タイ） ●簡易トイレ●絆創膏（日
本）&綿棒（タイ） ●軍手●防災用ウエットティッ
シュ（日本） ●マスク●防災の心得（日本） ●蓄光
シール

43K-5 非常持出12点セット (CS-30)

￥３,０００

●持出袋/ポリエステル ●取扱説明書 ●630g ●商品：持出袋/335×390mm ●
パッケージ：310×240×85mm ●化粧箱：10個 ●名入：箱/70-60-17-100-S
（50×100mm） [CHN75-35U]

会社やカバンに常備！必要最小限のコンパクトセットです。

●ポーチ●ミニライト●コンパクトFMラジオ●単4
電池2本●防寒シート●ホイッスル●簡易トイレ
（日本） ●万能ナイフ●救急セット（日本） ●防災
用ウエットティッシュ（日本）

44K-3 携帯用避難セット10点 (KP10-300)

￥３,０００

●ポーチ/ポリエステル ●468g ●商品：ポーチ/190×140×50mm ●パッケージ：
200×155×50mm ●無地箱：20個 ●名入：ポーチ/70-60-17-50-S （50×150mm）
[CHN75-35S]

◎上記表示価格に消費税は含まれておりません。ご購入の際には別途消費税が掛かります。

緊急

防災グッズ特集

固い床の上や冷たい地面の上で、体への負担を軽減する非常時の簡
易ベッドです。空気入付で簡単に膨らませます。

大地震に備えましょう！
災害時に必要なTシャツと下着をひとつに圧縮、コンパクトで非常用に
保管・持ち運びに便利です。手でほぐすとすぐに使えます。

A/男性用

50K-7 コンパクトエアーベッド (CA-170)

￥１,７００

●リニア低密度PE ●空気入れ ●260g ●商品：550×1950×60mm ●パッケー
ジ：260×170×40mm ●ポリ袋：48個 [JPN75-35S]

53K-3[A-B]

B/女性用

非常用圧縮下着セット

￥１,７００

●綿100 ●Tシャツ（Lサイズ/バングラデシュ製）・パンツ（Lサイズ/ベトナム製）
●パッケージ：A/110×70×29mm・B/110×70×28mm ●PP袋：100個 [JPN7030S]

軽くボトルを押し絞るだけで汚れた水をキレイに浄水。軽量コンパクトで
携帯性に優れ、細菌類やカビ類、濁りを除去します。

52K-3 携帯用浄水器 スーパーデリオス (83310)

￥３,７８０

●ポリエーテルサルフォン多孔質中空糸膜・繊維状活性炭・ボトル/PE ●浄水・消
臭・ろ過能力約200L ●ポーチ ●58g ●300mL ●商品：233×70×50mm ●パッ
ケージ：235×80×50mm ●化粧箱：50個 [JPN90-50S]

介護、災害、病気やケガなどで入浴できない時、スポーツの後など、水
なしで簡単に、汚れやニオイをふきとる水のいらないシャンプー＆ボ
ディソープ。

５

406K-10 極厚除菌アルコールウェット30枚入

￥１５０

●不織布 ●ウェットティッシュ（200×200mm）30枚 ●パッケージ：
165×110×50mm ●ポリパック：120個 ●名入：外袋フラップ/60-15-16-3000-O
（60×95mm） [JPN70-30S]

メントール配合、シトラス・フローラルの香りが爽やかなウエットティッ
シュです。

６

53K-5 水のいらないシャンプー200mL (709972)
53K-6 水のいらないボディソープ200mL (709989)

422K-5
￥９００

●200mL ●商品：φ47×190mm ●パッケージ：48×48×192mm ●無地箱（添）：
60個 [JPN70-30S]

リフレッシュウエットティッシュ 10枚 (WT-003)

￥７０

●不織布（メントール配合） ●ウエットティッシュ（150×200mm）10枚 ●26g ●商
品：70×135×10mm ●裸：500個 ●名入：外袋フラップ/40-26-22-1000-凸版
（42×80mm） [JPN70-30S]

◎上記表示価格に消費税は含まれておりません。ご購入の際には別途消費税が掛かります。

