
セット内容
防災リュック… ……………………………1
静音防寒シート（オレンジ）… ……………1
ホイッスルライト… ………………………1
携帯簡易トイレ……………………………5
エイドチーム………………………………1
非常用食器折り紙…………………………1
軍手……………………………………1組
不織布マスク………………………………5
非常用給水袋5L… ………………………1
パワーチャージライト＆ＦＭラジオ………1
持ち運び簡単エアー枕……………………1
立体スポンジアイマスク…………………1
耳栓……………………………………1組

静音防寒寝袋（オレンジ）…………………1
歯ブラシ……………………………………1
歯磨き粉……………………………………1
コップ（2色アソート）………………………1
不織布スリッパ…………………………1組
ロープ3ｍ…………………………………1
防災用ウェットティッシュ…………………1
ATクッションブラケットピンク……………1
災害時用エアーマット……………………1
エアーポンプ（手動タイプ）………………1
モバイルバッテリー…10000mAh… ……1
ウェット手袋… ……………………………1

セット内容
防災リュック… …………………………… 1
静音防寒シート（オレンジ）… …………… 1
緊急用呼子笛…………………………… 1
携帯簡易トイレ…………………………… 2
エイドチーム……………………………… 1
非常用食器折り紙………………………… 1
軍手…………………………………… 1組
不織布マスク……………………………… 3
非常用給水袋5L… ……………………… 1
2WAYランタンライト…………………… 1
ハイパワーアルカリ単3（3本組）………… 1

セット内容
防災リュック… …………………………… 1
静音防寒シート（オレンジ）… …………… 1
緊急用呼子笛…………………………… 1
携帯簡易トイレ…………………………… 3
エイドチーム……………………………… 1
非常用食器折り紙………………………… 1
軍手…………………………………… 1組
不織布マスク……………………………… 4
非常用給水袋5L… ……………………… 1
パワーチャージライト＆ＦＭラジオ……… 1
持ち運び簡単エアー枕…………………… 1
立体スポンジアイマスク………………… 1

持ち運び簡単エアー枕…………………… 1
立体スポンジアイマスク………………… 1
耳栓…………………………………… 1組
静音防寒寝袋（オレンジ）………………… 1
歯ブラシ…………………………………… 1
歯磨き粉…………………………………… 1
コップ（2色アソート）……………………… 1
不織布スリッパ………………………… 1組
ロープ3ｍ………………………………… 1
防災用ウェットティッシュ………………… 1

耳栓…………………………………… 1組
静音防寒寝袋（オレンジ）………………… 1
歯ブラシ…………………………………… 1
歯磨き粉…………………………………… 1
コップ（2色アソート）……………………… 1
不織布スリッパ………………………… 1組
ロープ3ｍ………………………………… 1
防災用ウェットティッシュ………………… 1
災害時用エアーマット…………………… 1
エアーポンプ（手動タイプ）……………… 1
ウェット手袋… …………………………… 1

税込￥33,000 ￥30,000（税別）
大型防災40点セット
052161

防災セット
132215 K0222

防災士監修

●商品サイズ/防災リュック：340×440×150mm

税込￥22,000 ￥20,000（税別）
大型防災35点セット
052160
●商品サイズ/防災リュック：340×440×150mm

税込￥16,500 ￥15,000（税別）
大型防災31点セット
052159
●商品サイズ/防災リュック：340×440×150mm

※セット部材に一部変更が生じる場合がございます。

※セット部材に一部変更が生じる場合がございます。
※セット部材に一部変更が生じる場合がございます。

エイドチームセット内容
綿棒……………………10
ばんそうこう…………… 5
ワンタッチホータイ… … 1
コットン… ……………… 3
爪切り…………………… 1
ピンセット… …………… 1
はさみ…………………… 1
ケース…………………… 1

いざという時も安心のエイドチーム入！手回し式で電
池切れの心配
のないライト
＆ラジオ

簡易トイレ
5セット入

エアーマット、
エアー枕、防
寒寝袋、耳栓、
アイマスクで
安眠

モバイルバッ
テリー入

手回し式で電
池切れの心配
のないライト
＆ラジオ

簡易トイレ
3セット入

エアーマット、
エアー枕、防
寒寝袋、耳栓、
アイマスクで
安眠

エイドチーム入！

簡易トイレ
2セット入

エアー枕、防
寒寝袋、耳栓、
アイマスクで
安眠

光量が強く、長持ちする
ランタンライト

エイドチーム入！



税込￥5,500 ￥5,000（税別）
帰宅困難者支援12点セット
052152

税込￥8,800 ￥8,000（税別）
簡易防災30点セット
052158 税込￥5,500 ￥5,000（税別）

簡易防災15点セット
052157

●商品サイズ/非常用持出袋：355×450mm
●包装形態/PP袋入

●商品サイズ/非常用持出袋：355×450mm
●包装形態/PP袋入

税込￥3,300 ￥3,000（税別）
簡易防災9点セット
052156
●商品サイズ/非常用持出袋：355×450mm
●包装形態/PP袋入

税込￥2,200 ￥2,000（税別）
帰宅困難者支援7点セット
052150
●商品サイズ/マチ付連絡袋：240×350×20mm
●包装形態/PP袋入

税込￥3,300 ￥3,000（税別）
帰宅困難者支援11点セット
052151
●商品サイズ/マチ付連絡袋：240×350×20mm
●包装形態/PP袋入

帰宅困難者支援セット
通勤カバンの中に入るコンパクトなセット

セット内容
非常用持出袋……………………………………… 1
非常用アルミシート………………………………… 1
ホイッスル（ひも付）………………………………… 1
携帯簡易トイレ……………………………………… 1
ばんそうこう（2枚）… ……………………………… 1
非常用食器折り紙…………………………………… 1
不織布マスク………………………………………… 1
LED懐中電灯………………………………………… 1
単1乾電池（2本組）… ……………………………… 1

セット内容
非常用持出袋……………………………………… 1
非常用アルミシート………………………………… 1
ホイッスル（ひも付）………………………………… 1
携帯簡易トイレ……………………………………… 1
ばんそうこうセット（5枚、綿棒10本）… …………… 1
非常用食器折り紙…………………………………… 1
不織布マスク………………………………………… 1
非常用給水袋5L… ………………………………… 1
LED懐中電灯………………………………………… 1
単1乾電池（2本組）… ……………………………… 1
持ち運び簡単エアー枕……………………………… 1
立体スポンジアイマスク…………………………… 1
耳栓……………………………………………… 1組
防災用ウェットティッシュ…………………………… 1

セット内容
非常用持出袋……………… 1
非常用アルミシート………… 1
ホイッスル（ひも付）………… 1
携帯簡易トイレ……………… 2
エイドチーム………………… 1
非常用食器折り紙…………… 1
軍手……………………… 1組
不織布マスク………………… 3
非常用給水袋5L… ………… 1
LED懐中電灯………………… 1

単1乾電池（2本組）… ……… 1
持ち運び簡単エアー枕……… 1
立体スポンジアイマスク…… 1
耳栓……………………… 1組
歯ブラシ……………………… 1
歯磨き粉……………………… 1
コップ（2色アソート）………… 1
不織布スリッパ…………… 1組
ロープ3ｍ…………………… 1
防災用ウェットティッシュ…… 1

簡易トイレ
2セット入

簡易トイレ入 簡易トイレ入エイドチーム入！

※セット部材に一部変更が生じる場合がございます。※セット部材に一部変更が生じる場合がございます。※セット部材に一部変更が生じる場合がございます。

セット内容
マチ付連絡袋………………………………………… 1
非常用アルミシート………………………………… 1
ばんそうこう（2枚）… ……………………………… 1
非常用食器折り紙…………………………………… 1
不織布マスク………………………………………… 1
持ち運び簡単エアー枕……………………………… 1
立体スポンジアイマスク…………………………… 1
耳栓……………………………………………… 1組
非常用アルミ防寒寝袋……………………………… 1
不織布スリッパ…………………………………… 1組
防災用ウェットティッシュ…………………………… 1

セット内容
マチ付連絡袋………………………………………… 1
ばんそうこう（2枚）… ……………………………… 1
非常用食器折り紙…………………………………… 1
不織布マスク………………………………………… 1
非常用アルミ防寒寝袋……………………………… 1
不織布スリッパ…………………………………… 1組
防災用ウェットティッシュ…………………………… 1

小さく収納で
きるエアーマッ
ト、エアー枕

毛布代わりにも
なる防寒寝袋

どこでもコップ
になる折り紙

どこでもコップ
になる折り紙

セット内容
マチ付連絡袋………………………………………… 1
ばんそうこう（2枚）… ……………………………… 1
非常用食器折り紙…………………………………… 1
不織布マスク………………………………………… 1
持ち運び簡単エアー枕……………………………… 1
立体スポンジアイマスク…………………………… 1
耳栓……………………………………………… 1組
非常用アルミ防寒寝袋……………………………… 1
不織布スリッパ…………………………………… 1組
防災用ウェットティッシュ…………………………… 1
災害時用エアーマット（200×60×6cm）… ……… 1
エアーポンプ（手動タイプ）………………………… 1

エアー枕、防寒寝袋、耳
栓、アイマスクで安眠

どこでもコップ
になる折り紙

※セット部材に一部変更が生じる場合がございます。 ※セット部材に一部変更が生じる場合がございます。 ※セット部材に一部変更が生じる場合がございます。

●商品サイズ/マチ付連絡袋：240×350×20mm
●包装形態/PP袋入



●材質/凝固剤：高吸水性樹脂、排便袋：PE

トイレストック50回
052225

●材質/凝固剤：高吸水性樹脂、排便袋：PE

トイレストック100回
052226

●材質/凝固剤：高吸水性樹脂、排便袋：PE、消臭袋：PE

トイレストック 消臭袋付50回
052244

●材質/凝固剤：高吸水性樹脂、排便袋：PE、消臭袋：PE

トイレストック 消臭袋付100回
052245

税込￥380 ￥346（税別）
●商品サイズ/190×150×5mm
●材質/不織布（レーヨン・ポリプロピレン）
●包装形態/アルミ袋

ウェット手袋シャンプー
052215 税込￥264 ￥240（税別）

●商品サイズ/105×70×27mm
●材質/PP、スチロール樹脂
●包装形態/ヘッダー付PP袋

歯ブラシコップセット
052240

税込￥160 ￥146（税別）
●商品サイズ/232×151mm
●材質/不織布複合PEI・XPE
●包装形態/ヘッダー付PP袋

携帯簡易トイレ 10回分
076392

税込￥902 ￥820（税別）
●商品サイズ/2100×930mm
●材質/アルミ蒸着＋PE ●包装形態/チャック付袋

静音防寒寝袋（オレンジ）
052149税込￥902 ￥820（税別）

●商品サイズ/1200×1200mm
●材質/アルミ蒸着＋PE ●包装形態/チャック付袋

静音防寒ポンチョ（オレンジ）
052148税込￥462 ￥420（税別）

●商品サイズ/1000×2000mm
●材質/アルミ蒸着+PE ●包装形態/PP袋

静音防寒シート　　
052035

税込￥220 ￥200（税別）
●商品サイズ/90×140×12mm
●材質/水、エタノール、グリセリン等 ●包装形態/裸

5年保証 超・防災用
ウェットティッシュ20枚入
051255

コンパクトに
収納できる！

コンパクトに
収納できる！

コンパクトに
収納できる！

寝袋タイプで足まであったか！両手が使えるポンチョタイプ！静音タイプなので周りを気にせず
使用できる

日本防災士機構 防災士監修！　長期保存、非常時に使える水不要トイレ

オレンジ色で避難時でも
よく目立ちます

オレンジ色で
避難時でも
よく目立ちます

オレンジ色で
避難時でも
よく目立ちます

フード付

水のない環境でも、髪や頭皮を清潔にする
ウェットシート

ケースがコップになる歯磨きセット！

非常時に備えて安心
トイレ不足の不安が軽減

●手袋だから使いやすく、
驚くほどサッパリと清潔に
●サッパリ感は災害時のスト
レスや心のケアにも効果的

業界最長、「５年保証」の防
災用のウェットティッシュ

●静音タイプなので避難所な
どでも周りの目を気にせず使
用できます。

●静音タイプなので避
難所などでも周りの目を
気にせず使用できます。

●除菌効果の高いウェットティッシュを採用
●防災用グッズ、家庭用常備品として最適

052225…セット内容

凝固剤

使用例

税込￥4,675 ￥4,250（税別）

税込￥9,130 ￥8,300（税別）

税込￥7,150 ￥6,500（税別）

税込￥13,970 ￥12,700（税別）



税込￥3,575 ￥3,250（税別）
●商品サイズ/40×165×40mm
●材質/ABS ●包装形態/化粧箱

電子ホイッスル
052146

税込￥440 ￥400（税別）
●商品サイズ/120×80×35mm
●材質/絆創膏：塩ビ、綿棒：綿＋ＰＰ、パフ：綿、包

帯：不織布、その他：鋳物 ●包装形態/化粧箱

エイドチーム
052155

税込￥264 ￥240（税別）
●商品サイズ/315×110×53mm
●材質/PP、PＳ ●包装形態/ヘッダー付きOPP袋

LED懐中電灯（3色アソート）
051875

口をつけずに音を鳴らせるので衛生的！

税込￥8,943 ￥8,130（税別）
●商品サイズ/175×285×5ｍｍ（折畳時）、
　348ｘ285ｘ3ｍｍ（展開時）
●材質/PET、EVA ●包装形態/化粧箱

折りたたみ式ポータブル
ソーラー充電器 10W
052032 税込￥4,477 ￥4,070（税別）

●商品サイズ/180×115×20ｍｍ（折畳時）、
　290ｘ180ｘ5ｍｍ（展開時）
●材質/PET、EVA ●包装形態/化粧箱

折りたたみ式ポータブル
ソーラー充電器　5W
052033

災害時やアウトドアに便利なソーラー充電器！パワフルで長時間使用に適した
懐中電灯！

大音量

税込￥16,500 ￥15,000（税別）

携帯しやすい
プラスチック
ケース入

思わぬ怪我にも安心の
救急セット

セット内容
綿棒…………………………… 10
エイトバン……………………… 5
ワンタッチホータイ… ………… 1
コットン… ……………………… 3
爪切り…………………………… 1
ピンセット… …………………… 1
はさみ…………………………… 1
ケース…………………………… 1

67
cm

35cm

190ｃｍのゆったりサイズ

パッと広がってすぐに使える万能テント

災害時やアウトドア、車中泊にも
おすすめ！

コンパクトに
収納できる！

コンパクトに
収納できる！

コンパクトに
収納できる！

コンパクトに
収納できる！

●商品サイズ/組立時：約800×420×1000～2000ｍｍ
●材質/鉄、ステンレス、ABS、PVC 

間仕切りパーテーション台 
200 クリップ2個組付
051358

●商品サイズ/1000×2000×0.4ｍｍ

＜別売＞ 専用不織布
051359 税込￥550 ￥500（税別）

●商品サイズ/展開時：約2000×600×60mm、160×
210×60mm ●材質/PE、PA ●包装形態/OPP袋

災害時用エアーマット
052040●商品サイズ/使用時：1900×670×350ｍｍ、収納

時：約250×180×1050mm
●材質/ポリエステル、鉄 ●包装形態/PP袋

折りたたみ式簡易ベッド
051438

●商品サイズ/展開時：1880×850×25mm、収納
時：φ150×630ｍｍ ●材質/ポリエステル

エアーマット自動膨張タイプ
052239

●商品サイズ/組立時：1200×1200×1900ｍｍ
●材質/ポリエステル、鉄 ●包装形態/PP袋

多目的ワンタッチテント
051511

重量1kg

重量1.35kg

重量5.7kg

耐荷重100kg

避難所にも最適！ 仮眠用や災害時
の備品として

バルブを回すと自然に膨らむ！

避難所の間仕切りや着替えのついたてに最適

※本体5セット＋
専用不織布8枚使用

間仕切りパーテーション2台を専用不
織布でつないでコーナーの連結やス
ペース拡大ができます

80cm

200～
100cm

42cm

背負うこともできる

セット内容

約58cm

120cm

120cm

190cm

税込￥5,610 ￥5,100（税別）

税込￥1,980 ￥1,800（税別）

税込￥2,508 ￥2,280（税別）

税込￥6,655 ￥6,050（税別）


