非常用備蓄食料
注）
食品、
飲料水は箱単位の為、
出荷個数単位にてご注文ください。 例：❻=出荷個数（1箱）

保存用ビスコ
●ビスコは1933年(昭和8年)に発売し、80年以上になるロングセラーのビ

保存期間

スケットです。昔からある安心感や、子供にも配慮されたやさしさ、シンプ

5年

ルで素朴なおいしさで、幅広い年代層に支持されています。発売後、多くの
行政様、法人様の災害用保存食として採用されております。特に、帰宅困難
者対策として評価を頂いております。
●1袋でご飯軽く1.7杯分※の300kcalを摂取可能です。
※ご飯軽く１杯分：100g=168kcalにて計算
【参考：文部科学省「五訂増補日本食品標準成分表」より】

●原材料に含まれるアレルギー物質
（28品目中）乳、小麦
ビスコは鶏卵を使用しておりません。
●アレルギーの原因食物について

保存用ビスココンパクトタイプ（60食）
1袋（5枚入×3袋）
×60袋

12,000円（税抜価格）1

箱寸法／443×308×180mm
質量／4.6kg
カロリー／300kcal

ビスコ保存缶
5枚×6袋

保存用ビスココンパクトタイプ（1食）
440円（税抜価格）10

箱寸法／521×209×127mm
質量／2.87kg
カロリー(1袋)／100kcal
カロリー(1缶)／600kcal

1袋(5枚入×3袋)化粧箱入

240円（税抜価格）50

箱寸法／470×330×162mm
質量／5.5kg
カロリー／300kcal

液体ミルク
保存期間

6ヶ月

アイクレオ 赤ちゃんミルク
125ml

200円（税抜価格）24

箱寸法／221×214×94mm
質量／3.6kg
カロリー／85kcal
※本品の保存期間は製造日からの期間です。
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●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

非常用備蓄食料
非常用備蓄食料

カンパン・ビスケット・クラッカー類
保存期間

5年

hokkaのカンパン保存缶
110g

200円（税抜価格）24

箱寸法／475×325×125mm
質量／4.7kg
カロリー／421kcal

缶入カンパン
約100g

缶入ミルクビスケット

250円（税抜価格）24

箱寸法／480×324×125mm
質量／4.5kg
カロリー／405kcal

缶入ミニクラッカー

250円（税抜価格）24

約75g

箱寸法／480×324×125mm
質量／3.9kg
カロリー／361kcal

250円（税抜価格）24

約75g

箱寸法／480×324×125mm
質量／3.9kg
カロリー／371kcal

保存期間

5年

災害対策用備蓄乾パン
64食(5枚、115g)×2缶

18,000円（税抜価格）1

箱寸法／500×260×375mm
質量／18kg
カロリー／474kcal

保存用大型ビスケット
80食(6枚、66g)×2缶

災害備蓄用クラッカー

29,600円（税抜価格）1

箱寸法／490×260×370mm
質量／14kg
カロリー／301kcal

イメーカーKatadyn社が日本向けに開発・製

10年

16,800円（税抜価格）1

箱寸法／500×265×370mm
質量／10.25kg
カロリー／439kcal

●アルパインエアはアメリカの大手フリーズドラ

保存期間

35食(26枚、90g)×2缶

造している長期保存の非常食です。

保存期間

25年

●独自のフリーズドライ技術で水分を最大９８％

保存期間

除 去し、酸 素を取り除き専 用 のエナメルコー

25年

ティング缶に封入することで、
１０年／２５年の
超長期保存を可能にしております。
●合成着色料、化学調味料、合成保存料を使用

パイロットブレッドクラッカー

しない”安心・安全な長期保存の非常食”です。

4,200円（税抜価格）6

910g

サバイバルフーズ クラッカー
910g

箱寸法／470×330×190mm
質量／約8kg
カロリー／403kcal
食数／10食
保管環境／10年：5℃〜35℃、
25年：24℃以下

4,000円（税抜価格）1

箱寸法／ø159×178mm
質量／1.3kg
カロリー／432kcal
食数／約10食
常温保存で25年間の保存が可能です。

特定原材料等（アレルギー物質）27品目不使用クッキー
保存期間

5年

●ココナッツ風味といちご味があります。
●アレルギー物質（特定原材料等）27品目は使用しておりません。いちご味は幼児期の食物アレルギーに多くみられるナッツ類も使用しておりません。
●風味と食感を長期保存するために、アルミ蒸着袋と脱酸素剤を使用し、常温での備蓄が可能です。

尾西のライスクッキー（ココナッツ風味）
48g(8枚)
箱寸法／360×450×195mm
質量／約4.2kg
カロリー／276kcal

220円（税抜価格）48

尾西のライスクッキー（いちご味）
48g(8枚)

240円（税抜価格）48

箱寸法／360×450×195mm
質量／約4.2kg
カロリー／263kcal

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。
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非常用備蓄食料
注）
食品、
飲料水は箱単位の為、
出荷個数単位にてご注文ください。 例：❻=出荷個数（1箱）

アルファ米
保存期間

5年

白飯
100g
5kgセット

赤飯
280円（税抜価格）50
11,000円（税抜価格）1

100g
5kgセット

わかめごはん
340円（税抜価格）50
14,000円（税抜価格）1

100g
5kgセット

きのこごはん
320円（税抜価格）50
13,000円（税抜価格）1

100g
5kgセット

340円（税抜価格）50
14,000円（税抜価格）1

箱サイズ（個袋）／422×307×198mm
質量（個袋）
／6.15kg
箱サイズ（炊き出し）／343×333×180mm
質量（炊き出し）
／6.45kg
カロリー／366kcal

箱サイズ（個袋）／422×307×198mm
質量
（個袋）／6.15kg
箱サイズ（炊き出し）／343×333×180mm
質量
（炊き出し）
／6.45kg
カロリー／355kcal

箱サイズ（個袋）／422×307×198mm
質量（個袋）
／6.15kg
箱サイズ（炊き出し）／343×333×180mm
質量（炊き出し）
／6.45kg
カロリー／361kcal

箱サイズ（個袋）／422×307×198mm
質量（個袋）
／6.15kg
箱サイズ（炊き出し）／343×333×180mm
質量（炊き出し）
／6.45kg
カロリー／362kcal

山菜おこわ

たけのこごはん

ドライカレー

アレルギー対応五目ごはん

380円（税抜価格）50

100g
5kgセット

14,800円（税抜価格）1

箱サイズ（個袋）／422×307×198mm
質量（個袋）
／6.15kg
箱サイズ（炊き出し）／343×333×180mm
質量（炊き出し）
／6.45kg
カロリー／359kcal

100g
5kg

340円（税抜価格）50

14,000円（税抜価格） 1

箱サイズ（個袋）／422×307×198mm
質量（個装）
／6.15kg
箱サイズ（炊き出し）／343×333×180mm
質量（炊き出し）
／6.45kg
カロリー／359kcal

100g
5kgセット

340円（税抜価格）50

14,000円（税抜価格）1

箱サイズ（個袋）／422×307×198mm
質量
（個袋）／6.15kg
箱サイズ（炊き出し）／343×333×180mm
質量
（炊き出し）
／6.45kg
カロリー／361kcal

100g
5kgセット

340円（税抜価格）50
14,000円（税抜価格）1

箱サイズ（個袋）／422×307×198mm
質量（個袋）／6.15kg
箱サイズ（炊き出し）／343×333×180mm
質量（炊き出し）
／6.45kg
カロリー／370kcal

おかゆ３品は、

歯ぐきで
つぶせる

白がゆ

梅がゆ
260円（税抜価格）50

42g

42g
2kgセット

箱サイズ（個袋）／422×307×168mm
質量（個袋）
／3.4kg
カロリー／150kcal

日本介護食品協議会の規格を満
たした食品。
日常の食事から介護食まで幅広
くお使い頂ける、食べやすさに
配慮した食品です。

塩こんぶがゆ
280円（税抜価格）50
11,000円（税抜価格） 1

箱サイズ（個袋）／422×307×168mm
質量（個袋）
／3.4kg
箱サイズ（炊き出し）／342×332×216mm
質量（炊き出し）
／4.0kg
カロリー／151kcal

46g

280円（税抜価格）50

箱サイズ（個袋）／422×307×198mm
質量（個装）
／3.6kg
カロリー／164kcal

NPO法人日本アジアハラール協会
日本国内の企業の製品・サービス
にハラール（イスラム法に従って
「許された」の意）認証を発行する
事業を行い日本に渡航・滞在する
ハラール イスラム教徒の利便に寄与するこ
認証マーク とを目的とする協会。

チキンライス
100g
5kgセット

えびピラフ
340円（税抜価格）50
14,000円（税抜価格）1

箱サイズ（個袋）／422×307×198mm
質量（個袋）
／6.15kg
箱サイズ（炊き出し）／343×333×180mm
質量（炊き出し）
／6.45kg
カロリー／356kcal

100g

松茸ごはん
380円（税抜価格）50

100g

400円（税抜価格）50

日本災害食学会
健康二次災害の発生防止に役立て
ることを目的とし、災害食の規格
化を進めている団体。
※掲載しているアルファ米は全て
日本災害食学会 認証品です。

認証マーク
箱サイズ（個袋）／422×307×198mm
質量（個袋）
／6.15kg
カロリー／357kcal

箱サイズ（個袋）／422×307×198mm
質量（個袋）
／6.15kg
カロリー／366kcal

おにぎり
（わかめ・昆布・鮭・五目おこわ）
42g（わかめ・昆布・鮭）
45g（五目おこわ）

各220円（税抜価格）50

箱サイズ／382×317×113mm
質量／（わかめ・昆布・鮭）2.9kg
（五目おこわ）3.1kg
カロリー／151kcal（わかめ）、150kcal（昆布）
152kcal（鮭）、168kcal（五目おこわ）
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●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

非常用備蓄食料
非常用備蓄食料

安心米
保存期間

5年

白飯
100g
5kgセット

五目ご飯
280円（税抜価格）50
11,000円（税抜価格）1

15

100g
5kgセット

ひじきご飯

わかめご飯
340円（税抜価格）50
14,000円（税抜価格）1

15

100g
5kgセット

320円（税抜価格）50
13,500円（税抜価格）1

15

100g
5kgセット

350円（税抜価格）50
14,100円（税抜価格）1

15

箱サイズ・質量(個食50袋)／420×305×180mm・6.3kg
箱サイズ・質量(個食15袋)／310×190×155mm・1.9kg
カロリー(個食)／368kcal
箱サイズ・質量（炊き出し）／335×325×190mm・6.4kg
カロリー(炊き出し)／364kcal

箱サイズ・質量（個食50袋）／420×305×180mm・6.3kg
箱サイズ・質量（個食15袋）／310×190×155mm・1.9kg
カロリー（個食）／361kcal
箱サイズ・質量（炊き出し）／335×325×190mm・6.4kg
カロリー（炊き出し）／361kcal

箱サイズ・質量（個食50袋）／420×305×18mm・6.3kg
箱サイズ・質量（個食15袋）／310×190×155mm・1.9kg
カロリー（個食）／364kcal
箱サイズ・質量（炊き出し）／335×325×190mm・6.4kg
カロリー（炊き出し）／364kcal

箱サイズ・質量（個食50袋）／420×305×180mm・6.3kg
箱サイズ・質量（個食15袋）／310×190×155mm・1.9kg
カロリー（個食）／361kcal
箱サイズ・質量（炊き出し）／335×325×190mm・6.4kg
カロリー（炊き出し）／361kcal

きのこご飯

山菜おこわ

野菜ピラフ

ドライカレー

100g
5kgセット

350円（税抜価格）50 15

14,100円（税抜価格）1

100g
5kgセット

箱サイズ・質量（個食50袋）／420×305×180mm・6.3kg
箱サイズ・質量（個食15袋）／310×190×155mm・1.9kg
カロリー（個食）／366kcal
箱サイズ・質量（炊き出し）／335×325×190mm・6.4kg
カロリー（炊き出し）／366kcal

350円（税抜価格）50 15

350円（税抜価格）50 15

100g

14,000円（税抜価格）1

箱サイズ・質量（個食50袋）／420×305×180mm・6.3kg
箱サイズ・質量（個食15袋）／310×190×155mm・1.9kg
カロリー（個食）／364kcal
箱サイズ・質量（炊き出し）／335×325×190mm・6.4kg
カロリー（炊き出し）／364kcal

箱サイズ・質量(個食50袋)／420×305×180mm・6.3kg
箱サイズ・質量(個食15袋)／310×190×155mm・1.9kg
カロリー(個食)／362kcal

350円（税抜価格）50

100g

15

箱サイズ・質量(個食50袋)／420×305×180mm・6.3kg
箱サイズ・質量(個食15袋)／310×190×155mm・1.9kg
カロリー（個食）／362kcal

●白がゆ・梅がゆは、注水線が2本に
なりました。
加水量の選択により、おかゆとやわ
らかご飯の2通りの食べ方ができ
るようになりました。

とうもろこしご飯
100g
5kg

白がゆ

340円（税抜価格）50
14,000円（税抜価格）1

15

2kgセット

箱サイズ・質量（個食50袋）／430×305×180mm・6.3kg
箱サイズ・質量（個食15袋）／310×190×155mm・1.9kg
カロリー（個食）／365kcal
箱サイズ・質量（炊き出し）／335×325×190mm・6.4kg
カロリー（炊き出し）／365kcal

日本災害食学会
認証マーク取得品

41g

梅がゆ
280円（税抜価格）50
11,000円（税抜価格）1

30

箱サイズ・質量（個食50袋）／420×305×170mm・3.2kg
箱サイズ・質量（個食30袋）／385×255×145mm・2.2kg
カロリー（個食）／147kcal
箱サイズ・質量（炊き出し）／335×325×200mm・3.8kg
カロリー（炊き出し）／147kcal（食塩を使用した場合）
カロリー（炊き出し）／154kcal（梅調味粉末を使用した場合）

安心米全製品（個食・炊き出しタイプ）

280円（税抜価格）50

42g

30

箱サイズ・質量（個食50袋）／420×305×170mm・3.2kg
箱サイズ・質量（個食30袋）／385×255×145mm・2.2kg
カロリー（個食）／154kcal

ハラール認証
マーク取得品

白飯・五目ご飯・わかめご飯・ひじきご飯・白がゆ・梅がゆ
（個食・炊き出しタイプ）

安心米アソートセット

安心米９食セット

安心米バラエティセット
3,000円（税抜価格）4

内容品：①白飯×３
②わかめご飯×２
③ひじきご飯×２
④きのこご飯×２

箱寸法／170×80×283mm（1箱あたり）
356×305×190mm（外箱：4箱入り）
質量／5.4kg（外箱）

5,000円（税抜価格）2
内容品：①白飯×３
②五目ご飯×３
③山菜おこわ×３
④梅がゆ×３
⑤おこげ（ぜんざい）×２

箱寸法／305×175×151mm（1箱あたり）
365×330×170mm（外箱：2箱入り）
質量／3.8kg（外箱）

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。
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非常用備蓄食料
注）
食品、
飲料水は箱単位の為、
出荷個数単位にてご注文ください。 例：❻=出荷個数（1箱）

米飯各種
保存期間

保存期間

5年

7年

AST新・備玄米リゾット
カレー・和風・トマト
240g

長期保存玄米ご飯
カレーピラフ 和風 ケチャップライス

各450円（税抜価格）25

230g

箱寸法／172×505×167mm
質量／7kg
カロリー（カレー）／307kcal
カロリー（和風）／306kcal
カロリー（トマト）／307kcal

各460円（税抜価格）50

箱寸法／402×307×202mm
質量／12kg
カロリー(カレーピラフ)／305kcal
カロリー(和風)／306kcal
カロリー(ケチャップライス)305kcal

保存期間

7年
●水もお湯もいらなく、調理不要でそのまま食べることが
できます。
●食物アレルギー特定原材料28品目と貝類不使用です。

７年保存レトルト食品
カレーピラフ 五目ごはん
ホワイトシチューリゾット
コーンピラフ わかめご飯 トマトリゾット
各480円（税抜価格）50

230g

箱寸法／490×275×220mm
質量／13.5kg
カロリー（カレーピラフ）／327kcal
カロリー（五目ごはん）／306kcal
カロリー(ホワイトシチューリゾット)／306kcal
カロリー（コーンピラフ）／320kcal
カロリー（わかめご飯）／115kcal
カロリー（トマトリゾット）／306kcal

おいしいごはん
海鮮カレーごはん 和風鯛ごはん
洋風トマトごはん 和風ちりめんごはん
海の幸ごはん 野菜ごはん 五目ごはん
280g

各490円（税抜価格）25

箱寸法／325×305×170mm
質量／約7.8kg
カロリー（海鮮カレーごはん）／171kcal
カロリー（和風鯛ごはん）／176kcal
カロリー（洋風トマトごはん）185kcal
カロリー（和風ちりめんごはん）／182kcal
カロリー（海の幸ごはん）／162kcal
カロリー（野菜ごはん）185kcal
カロリー（五目ごはん）／168kcal
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●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

非常用備蓄食料
非常用備蓄食料

おかゆ各種
保存期間

5年

美味しい防災食 白粥
230g

320円（税抜価格）50

箱寸法／450×295×210mm
質量／12.5kg
カロリー／84kcal

美味しい防災食 梅粥
230g

美味しい防災食 鮭粥

350円（税抜価格）50

230g

箱寸法／450×295×210mm
質量／12.5kg
カロリー／95kcal

災害食用梅粥

350円（税抜価格）50

200g

箱寸法／450×295×210mm
質量／12.5kg
カロリー／101kcal

250円（税抜価格）40

箱寸法／415×230×173mm
質量／9.0kg
カロリー／101kcal

保存期間

6年

ロングライフフーズ 白粥
230g

430円（税抜価格）50

箱寸法／415×315×205mm
質量／12.6kg
カロリー／92kcal

だしがゆ（小豆）
200g

420円（税抜価格）20

箱寸法／375×340×81mm
質量／4.8kg
カロリー／88kcal

ロングライフフーズ 梅粥
230g

450円（税抜価格）50

ロングライフフーズ 鮭粥
230g

箱寸法／415×315×205mm
質量／12.6kg
カロリー／98kcal

箱寸法／415×315×205mm
質量／12.6kg
カロリー／107kcal

だしがゆ（鮪）
200g

450円（税抜価格）50

だしがゆ（こんぶ）

420円（税抜価格）20

200g

箱寸法／375×340×81mm
質量／4.8kg
カロリー／78kcal

420円（税抜価格）20

箱寸法／375×340×81mm
質量／4.8kg
カロリー／67kcal

●鰹節専門店にんべんが作ったかつお節だしの
やさしい風味が広がるかつお節入りのだしが
ゆです。
●こだわりのおいしさをそのまま閉じ込め、非常
時には調理不要でそのまま食べられます。
●色々な味を楽しめるよう鮪、昆布、小豆、鶏、鮭
の5種類の味をご用意。
●化学調味料、保存料、着色料を一切使用せず優
しい味に仕上がっていますので、小さなお子様

だしがゆ（鶏）
200g

420円（税抜価格）20

箱寸法／375×340×81mm
質量／4.8kg
カロリー／82kcal

だしがゆ（鮭）
200g

からお年寄りまで、幅広く召し上がっていただ
けます。

420円（税抜価格）20

箱寸法／375×340×81mm
質量／4.8kg
カロリー／79kcal
●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。
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非常用備蓄食料
注）
食品、
飲料水は箱単位の為、
出荷個数単位にてご注文ください。 例：❻=出荷個数（1箱）

パン類
●オリジナルブレンドの小麦粉を使用し、普段食べてい

保存期間

るようなパンが非常時にも食べられます。

5年

味は全部で5種類あるので、食べ飽きません。

生命のパン
プチヴェール 黒まめ オレンジ
ココア ホワイトチョコ&ストロベリー
100g

箱寸法／480×327×127mm
質量／4.9kg
カロリー（プチヴェール）／371kcal
カロリー（黒まめ）／375kcal
カロリー（オレンジ）／381kcal
カロリー（ココア）／350kcal
カロリー（ホワイトチョコ&ストロベリー）
／339kcal

せんいのめぐみパン
約110g（2本）

450円（税抜価格）50

箱寸法／560×340×260mm
質量／6.9kg
カロリー／524kcal

新・食・缶ベーカリー
エッグフリー オレンジ コーヒー 黒糖
100g

各500円
（税抜価格）24

（税抜価格）24
各500円

箱寸法／315×465×125mm
質量／4.4kg
カロリー（エッグフリー）／337kcal （オレンジ）／348kcal
カロリー（コーヒー）／351kcal （黒糖）／361kcal

パンカン！
チョコチップ

レーズン

100g

コーヒーナッツ
各380円（税抜価格）24

箱寸法／470×320×120mm
質量／4.5kg
カロリー（チョコチップ）／380kcal （レーズン）
／336kcal
カロリー（コーヒーナッツ）／379kcal

保存期間

6年

尾西のひだまりパン
プレーン メープル チョコ

超しっとりコッペパン
各280円（税抜価格）36

70g

100g

550円（税抜価格）50

箱寸法／600×340×180mm
質量／5.5kg
カロリー／409kcal

箱寸法／516×326×229mm
質量／約4.6kg
カロリー（プレーン）／257kcal
カロリー（メープル）／251kcal
カロリー（チョコ）／251kcal

保存期間

7年

長期保存パン ぱん革命
ブルーベリー 北海道濃厚ミルク チョコレート
100g

各430円（税抜価格）50

箱寸法／550×360×170mm
質量／約6.5kg
カロリー(ブルーベリー)／308kcal
カロリー(北海道濃厚ミルク)／308kcal
カロリー(チョコレート)／304kcal
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●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

７年保存レトルトパン
ブルーベリー ミルクブレッド チョコレート
100g
箱寸法／525×465×215mm
質量／7kg
カロリー(ブルーベリー)／375kcal
カロリー(ミルクブレッド)／372kcal
カロリー(チョコレート)／371kcal

各430円
（税抜価格）50

非常用備蓄食料
非常用備蓄食料

栄養補助食品
保存期間

保存期間

10年

7年

●プレーン味、
にんじん味、紫いも味、各１本入りです。

●おからパウダー配合なので、食物繊維が豊富です。

●耐温度域−20℃〜８０℃なので、屋外倉庫や車の中にも安心して備蓄できます。
●食物アレルギー特定原材料２8品目と貝類不使用品です。

超長期10年保存クッキー
90g

7年保存米粉クッキー

420円（税抜価格）25

61.5g(3本)

370円（税抜価格）50

箱寸法／550×340×200mm
質量／8.5kg
カロリー／330kcal

箱寸法／250×175×195mm
質量／2.59kg
カロリー／450kcal

バランススティック
セサミエスプレッソ マーマレードチーズ
スイートストロベリー
60g

（税抜価格）100
各350円

箱寸法／約410×400×165mm
質量／7kg
カロリー(セサミエスプレッソ)／310kcal
カロリー(マーマレードチーズ)／302kcal
カロリー(スイートストロベリー)／306kcal

保存期間

保存期間

保存期間

7年

6年

5年

●レトルトパウチ食品の
ため、長期保存が可能
です。
（気密性容器に密
閉し、加圧加熱殺菌）
●コンパクト設計で携帯
にも便利です。
●しっとり、サクサク、老
若男女美味しく召し上
がれます。

●加圧加熱殺菌により7年の長期保存が可能になりました。
●1食あたりのカロリーが高く、栄養バランスに優れています。

バランスクッキー
プレーン チョコレート レーズン
60g(2本)

各350円（税抜価格）100

6g×8本

300円（税抜価格）30

箱寸法／290×225×180mm
質量／約2.1kg
カロリー／200kcal（1本あたり25kcal）

ココア味・全粒粉各2袋

280円（税抜価格）20

箱寸法／303×245×125mm
質量／2.3kg
カロリー(ココア味2本)／200kcal
カロリー(全粒粉2本)／200kcal

箱寸法／405×300×200mm
質量／6.6kg
カロリー(プレーン)／300.6kcal
カロリー(チョコレート)／303.6kcal
カロリー(レーズン)／302.4kcal

尾西のミルクスティック

スーパーバランス6YEARS

くるくるカスタード
20g

200円（税抜価格）50

箱寸法／322×225×175mm
質量／約2.4kg
カロリー／92kcal（1袋あたり）

ＥＮＥ ＢＡＲ
（エネバ ー ）
70ｇ（3本入）
300円（税抜価格）100
プレーン・チーズ・ハニーレモン各1本
箱寸法／522×359×195mm
質量／約9kg
カロリー(プレーン)／117kcal
カロリー(チーズ)／109kcal
カロリー（ハニーレモン）／108kcal

災害食用ハイハイン

野菜1日これ1本 長期保存用

（税抜価格）24
20g（2枚×6個装）240円

1本（190g）
×30缶

箱寸法／422×282×270mm
質量／1.2kg
カロリー／78kcal（1袋あたり）

箱寸法／325×268×110mm
質量／6.9kg
カロリー(1本あたり)／83kcal

4,500円（税抜価格）1

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。
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非常用備蓄食料
注）
食品、
飲料水は箱単位の為、
出荷個数単位にてご注文ください。 例：❻=出荷個数（1箱）

味噌汁・スープ類
保存期間

5年

ほうれん草のみそ汁
7g

即席みそ汁

たまごスープ

250円（税抜価格）50

7g

250円（税抜価格）50

140円（税抜価格）200

10g

箱寸法／330×300×150mm
質量／1.0kg
カロリー／25kcal
※1食あたり160mℓのお湯が必要です。

箱寸法／330×300×150mm
質量／1.1kg
カロリー／27kcal
※1食あたり160mℓのお湯が必要です。

箱寸法／355×305×370mm
質量／3.6kg
カロリー／34kcal
※1食あたり160mℓのお湯が必要です。

即席卵スープ

即席オニオンスープ

即席野菜スープ

7g

140円（税抜価格）200

6g

箱寸法／355×305×370mm
質量／3.3kg
カロリー／25kcal
※1食あたり160mℓのお湯が必要です。

140円（税抜価格）200

140円（税抜価格）200

6g

箱寸法／355×305×370mm
質量／2.9kg
カロリー／19kcal
※1食あたり160mℓのお湯が必要です。

箱寸法／355×305×370mm
質量／2.8kg
カロリー／13kcal
※1食あたり160mℓのお湯が必要です。

ポケットワン おみそ汁
ポケットワン コーンスープ
ポケットワン わかめスープ
9.5g（おみそ汁） 各150円（税抜価格）60
9.8g（コーンスープ）
9.5g（わかめスープ）
箱寸法／225×395×190mm
質量／2.0kg
カロリー（おみそ汁・コーンスープ）
／32kcal
カロリー（わかめスープ）／28kcal
※1食あたり150mℓのお湯が必要です。

容器付き非常用保存食50食分
（左）ほうれん草のおみそ汁 （右）たまごスープ
各12,500円
（税抜価格）1

7g（1食分）

箱寸法／350×230×180mm
質量／1.8kg
カロリー(ほうれん草のおみそ汁)／24kcal
カロリー(たまごスープ)／27kcal
※1食あたり160mℓのお湯が必要です。

野菜たっぷりスープ
160g

各300円（税抜価格）30

箱寸法／400×217×178mm
質量／5.3kg
カロリー(トマトのスープ)／67kcal
カロリー(かぼちゃのスープ)／81kcal
カロリー(豆のスープ)／86kcal
カロリー(きのこのスープ)／50kcal

けんちん汁（左）、とん汁（右）
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約20食分

各3,900円（税抜価格）1

寸法／φ135×180mm
質量(けんちん汁)／0.4kg
質量(とん汁)／0.5kg

カロリー(けんちん汁)／46kcal
カロリー(とん汁)／66kcal
※3ℓのお湯が必要です。

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

●常温でもおいしいスープです。
●野菜・豆・穀類をふんだんに使い、食べ応えがあり
ます。

非常用備蓄食料
非常用備蓄食料

美味しい防災食シリーズ
保存期間

5年
ホワイトシチュー
250g

520円（税抜価格）36

さつま芋のレモン煮
100g

520円（税抜価格）50

ソフト金時豆
80g

520円（税抜価格）50

箱寸法／430×330×180mm
質量／10kg カロリー／185kcal

箱寸法／450×295×210mm
質量／6kg カロリー／197kcal

箱寸法／450×295×210mm
質量／5kg カロリー／184kcal

さば味噌煮

いわしの煮付

ハンバーグ煮込み

150g

520円（税抜価格）50

150g

520円（税抜価格）50

100g

520円（税抜価格）50

箱寸法／450×295×210mm
質量／8.5kg カロリー／325kcal

箱寸法／450×295×210mm
質量／8.5kg カロリー／302kcal

箱寸法／450×295×210mm
質量／6kg カロリー／128kcal

肉じゃが

筑前煮

豚汁

130g

520円（税抜価格）50

90g

520円（税抜価格）50

180g

520円（税抜価格）50

箱寸法／450×295×210mm
質量／7.5kg カロリー／166kcal

箱寸法／450×295×210mm
質量／5.5kg カロリー／100kcal

箱寸法／450×295×210mm
質量／10kg カロリー／106kcal

きんぴらごぼう

ポークカレー

牛丼の具

75g

520円（税抜価格）50

箱寸法／450×295×210mm
質量／4.7kg カロリー／92kcal

200g

520円（税抜価格）50

120g

520円（税抜価格）50

箱寸法／450×295×210mm
質量／11kg カロリー／178kcal
※ご飯は付いておりません。

箱寸法／450×295×210mm
質量／7kg カロリー／178kcal
※ご飯は付いておりません。

野菜カレー

やわらかナポリタンスパゲッティ

ロングライフフーズシリーズ
保存期間

6年
備蓄やわらかご飯
200g

430円（税抜価格）50

200g

550円（税抜価格）50

200g

550円（税抜価格）50

箱寸法／410×310×200mm
質量／11.1kg カロリー／148kcal

箱寸法／410×310×200mm
質量／11.1kg カロリー／224kcal

箱寸法／410×310×200mm
質量／11.1kg カロリー／254kcal

ウィンナーソーセージ

鯖味噌煮

きんぴらごぼう

90g（3本）

460円（税抜価格）50

75g

460円（税抜価格）50

80g

550円（税抜価格）50

箱寸法／410×310×200mm
質量／5.1kg カロリー／286kcal

箱寸法／410×310×200mm
質量／4.8kg カロリー／227kcal

箱寸法／410×310×200mm
質量／5.1kg カロリー／101kcal

筑前煮

肉じゃが

手作りデミソース煮込みハンバーグ

120g

550円（税抜価格）50

155g

550円（税抜価格）50

100g

550円（税抜価格）50

箱寸法／410×310×200mm
質量／7.1kg カロリー／86kcal

箱寸法／410×310×200mm
質量／8.6kg カロリー／199kcal

箱寸法／410×310×200mm
質量／6.1kg カロリー／300kcal

おでん

豚汁

ぜんざい

250g

550円（税抜価格）50

箱寸法／410×310×200mm×2
質量／14kg カロリー／138kcal

180g

550円（税抜価格）50

箱寸法／410×310×200mm
質量／10.1kg カロリー／103kcal

150g

550円（税抜価格）50

箱寸法／410×310×200mm
質量／8.6kg カロリー／133kcal

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。
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非常用備蓄食料
注）
食品、飲料水は箱単位の為、
出荷個数単位にてご注文ください。 例：❻=出荷個数（1箱）

長期保存缶詰
●国内唯一の5年保存規格の缶詰です。食品自主衛生管理認証工場(HACCP)で製造。耐食性に優れた2ピース型

保存期間

オールアルミ缶を採用し、内容物の酸化を抑制。温めなくても美味しく召し上がれます。

5年

さんま味噌煮
80g

国産鶏の炙り焼き

牛肉大和煮

400円（税抜価格）48

520円（税抜価格）48

80g

箱寸法／315×235×80mm
質量／5.2kg
カロリー／201.4kcal

80g

箱寸法／315×235×80(×2)mm
質量／5.2kg
カロリー／138kcal

480円（税抜価格）48

箱寸法／315×235×80(×2)mm
質量／5.2kg
カロリー／127kcal

缶詰（イージーオープン缶）
保存期間

3年

いわし味付
220円（税抜価格）24

100g

140g

250円（税抜価格）24

190g

まぐろ油漬（ライトツナ・フレーク）
230円（税抜価格）24

200円（税抜価格）24

70g

箱寸法／223×271×100mm
質量／3.2kg
カロリー／190kcal

箱寸法／317×241×104mm
質量／5.0kg
カロリー／342kcal

箱寸法／317×241×126mm
質量／6.2kg
カロリー／469kcal

箱寸法／317×241×68mm
質量／2.4㎏
カロリー／217kcal

コンビーフ

やきとり 塩味

やきとり たれ味

朝からフルーツ パイミン

80g

385円（税抜価格）24

箱寸法／201×346×96mm
質量／2.3kg
カロリー／184kcal

きんぴらごぼう
45g

240円（税抜価格）24

箱寸法／235×310×70mm
質量／2.0kg
カロリー／54kcal
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さば味噌煮

さんま味付

70g

160円（税抜価格）24

箱寸法／316×239×69mm
質量／2.6kg
カロリー／118kcal

ごもく豆
70g

240円（税抜価格）24

箱寸法／235×310×70mm
質量／2.6kg
カロリー／81kcal

75g

箱寸法／316×239×69mm
質量／2.7kg
カロリー／144kcal

切り干しだいこん
65g

240円（税抜価格）24

箱寸法／235×310×70mm
質量／2.5kg
カロリー／95kcal

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

160円（税抜価格）24

箱寸法／413×277×77mm
質量／5.8kg
カロリー／90kcal

ひじき
65g

160円（税抜価格）24

190g

240円（税抜価格）24

箱寸法／235×310×70mm
質量／2.5kg
カロリー／67kcal

かぼちゃいとこ煮
60g

240円（税抜価格）24

箱寸法／235×310×70mm
質量／2.4kg
カロリー／69kcal

非常用備蓄食料
非常用備蓄食料

保存期間

6年

ロングライフフーズ Ｅ

ロングライフフーズ Ａ
15,500円（税抜価格）1
内容品：①やわらかご飯×３
④梅粥×１
⑦ウインナーソーセージ×３
⑩きんぴらごぼう×２
⑬肉じゃが×１

②白粥×１
⑤コッペパン×２
⑧ぜんざい×３
⑪おでん×２
⑭鯖味噌煮×１

③鮭粥×２
⑥野菜カレー×３
⑨煮込みハンバーグ×3
⑫豚汁×１
⑮筑前煮×１

8,000円（税抜価格）1
内容品：①やわらかご飯×2 ②白粥×4
④梅粥×１
⑤ウインナーソーセージ×2
⑦豚汁×１
⑧おでん×1
⑩煮込みハンバーグ×1

③鮭粥×２
⑥鯖味噌煮×１
⑨ぜんざい×1

箱寸法／360×290×120mm
質量／約4.5kg
付属品／紙皿、箸、スプーン、
ポリ袋

箱寸法／370×250×160mm
質量／約5.4kg
付属品／紙皿、箸、スプーン、
ポリ袋

保存期間

7年

7年保存レトルト食品セット(約３日分)

7年保存アレルギー対応レトルト食品セット(約３日分)
4,140円（税抜価格）4

内容品：①７年保存レトルト食品 コーンピラフ×１ 箱寸法／233×205×170mm
（1箱あたり）
②７年保存レトルト食品 五目ごはん×１
490×435×195mm
③７年保存レトルト食品 カレーピラフ×１
（外箱：4箱入り）
④７年保存クッキー チーズ味×１
質量／約3.2kg（1箱あたり）
⑤７年保存クッキー ココナッツ味×１
約14kg
（外箱）
⑥７年保存クッキー パンプキン味×１
⑦７年保存レトルトパン ミルクブレッド×１
⑧７年保存レトルトパン ブルーベリー×１
⑨７年保存レトルトパン チョコレート×１
⑩７年保存水 500ml×３

保存期間

保存期間

10年

10年

4,440円（税抜価格）4
内容品：①７年保存レトルト食品 コーンピラフ×１ 箱寸法／233×205×170mm
（1箱あたり）
②７年保存レトルト食品 五目ごはん×１
490×435×195mm
③７年保存レトルト食品 カレーピラフ×１
（外箱：4箱入り）
④７年保存レトルト食品 トマトリゾット×１
質量／約3.5kg
（1箱あたり）
⑤７年保存レトルト食品 わかめご飯×１
約15.2kg（外箱）
⑥７年保存レトルト食品 ホワイトシチューリゾット×１
⑦７年保存米粉クッキー×３
⑧７年保存水 500ml×３

チキンシチュー＆クラッカーセット
39,800円（税抜価格）1
内容品：①クリーミーチキンシチュー×３
②パイロットブレッドクラッカー×３
箱寸法／470×330×190mm
質量／約8kg
水分量／150ml／1食

保存期間

25年

野菜シチュー＆クラッカーセット
36,800円（税抜価格）1
内容品：①野菜シチュー×３
②パイロットブレッドクラッカー×３
箱寸法／470×330×190mm
質量／約7.5kg
水分量／110ml／1食

野菜ロティーニパスタ＆クラッカーセット
3日間食糧セット

37,100円（税抜価格）1
19,800円（税抜価格）1

内容品：①パイロットブレッドクラッカー×２
②クリーミーチキンシチュー×１
③野菜シチュー×１
④野菜入りマッシュルームピラフ×１
⑤ミネストローネスープ×１
⑥牛乳入り蜂蜜リンゴシリアル×２
⑦ミックス温シリアル×１
箱寸法／318×110×370mm
質量／約3.5kg
水分量／168ml／1食平均

内容品：①野菜ロティーニパスタ×３
②パイロットブレッドクラッカー×３
箱寸法／470×330×190mm
質量／約7.5kg
水分量／110ml／1食
●クラッカー(主食)+シチュー(副食)がセットになっております。
●保存期間は10年／25年の2タイプがございます。
（保管環境／10年：5℃〜35℃、25年：24℃以下）
●食数60食セットになります。

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。
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非常用備蓄食料
注）
食品、
飲料水は箱単位の為、
出荷個数単位にてご注文ください。 例：❻=出荷個数（1箱）

その他米飯類・麺類
保存期間

保存期間

4年

5年

カレーライスセット

ビーフカレーライスセット

18,800円（税抜価格）1
内容品：①備蓄用ビーフカレー3kg×2袋
②アルファ米30食分（3㎏）×１
③カレー容器（蓋付）
×30個
④スプーン×30本 ⑤おたま×1本
⑥しゃもじ×１本 ⑦開封用カッター×１本
⑧針金入りビニール紐×1本
⑨衛生手袋×１組 ⑩作り方説明書
箱寸法／470×345×245mm
質量／10.2kg
カロリー／272kcal（ビーフカレー）366kcal
（白飯）

19,800円（税抜価格）1
200g（ビーフカレー）×30食
100g（アルファ米白飯）×30食
箱寸法／395×343×280mm
質量／11kg
カロリー／166kcal
（ビーフカレー）
366kcal
（アルファ米白飯）

L L ヒートレスカレー
180円（税抜価格）30

200g
箱寸法／277×507×80mm
質量／約6.9kg
カロリー／173kcal

※写真はイメージです。
ご飯は付いておりません。

常備用カレー職人（３食パック）
甘口、中辛 170g×3食

各365円（税抜価格）10

常備用カレー職人（１袋箱）
中辛 170g

箱寸法／302×201×227mm
質量／約6kg
カロリー／甘口109kcal 中辛108kcal

箱寸法／540×349×250mm
質量／17.3kg
カロリー／108kcal

山菜玄米めん

カレーうどん
400円（税抜価格）30

箱寸法／450×360×190mm
質量／4.7kg
カロリー／309kcal

135円（税抜価格）80

災害対策の準備に最適なメニューです。
●温めずに常温のままでもおいしくなめら
かな口当たりです。
●カレーソースとして幅広いアレンジが楽
しめます。

美味しい非常食
フォー（米めん）
400円（税抜価格）30

箱寸法／455×320×335mm
質量／4.8kg
カロリー／256kcal

●子供から大人まで支持されるカレーは、

56.4g
450円（税抜価格）50
箱寸法／565×345×290mm
質量／5kg カロリー／183kcal
※1食あたり約320mℓのお湯が必要です。

その場deパスタ
和風
トマト
コーンクリーム
各360円（税抜価格）50

●同封の粉末スープをふりかけ、お湯を注いで３分（水の場合20分）
お待ちいただくだけで食べられます。

25

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

箱寸法／480×330×210mm
質量／約5.5kg
カロリー／208kcal
（和風）
241kcal（トマト）
254kcal（コーンクリーム）
湯または水の必要数／150ml

非常用備蓄食料
非常用備蓄食料

保存水
保存期間

保存期間

7年

5年

富士ミネラルウォーター
500mℓ
1ℓ
1.5ℓ
2ℓ

150円（税抜価格）24
200円（税抜価格）12
250円（税抜価格）8
300円（税抜価格）6

箱寸法(500mℓ)／370×250×217mm
質量(500mℓ)／約13.6kg
箱寸法(1ℓ)／342×259×292mm
質量(1ℓ)／約13.5kg
箱寸法(1.5ℓ)／320×190×315mm
質量(1.5ℓ)／約12.8kg
箱寸法(2ℓ)／272×220×315mm
質量(2ℓ)／約13kg

災害備蓄用天然水 5年保存水
500mℓ
2ℓ

120円（税抜価格）24
280円（税抜価格）6

箱寸法(500mℓ)／250×375×220mm
質量(500mℓ)／13kg
箱寸法(2ℓ)／188×333×316mm
質量(2ℓ)／13kg

純天然アルカリ保存水
500mℓ
2ℓ

170円（税抜価格）24
340円（税抜価格）6

箱寸法(500mℓ)／380×270×210mm
質量(500mℓ)／13.1kg
箱寸法(2ℓ)／315×185×322mm
質量(2ℓ)／12.8kg

黒部7年保存水
500mℓ
2ℓ

170円（税抜価格）24
340円（税抜価格）6

箱寸法(500mℓ)／369×249×220mm
質量(500mℓ)／13.78kg
箱寸法(2ℓ)／270×218×316mm
質量(2ℓ)／13.14kg

保存期間

保存期間

保存期間

10年

12年

15年

黒部12年保存水

カムイワッカ 麗水

あんしん水
500mℓ
1.5ℓ
2ℓ

エマージェンシーウォーター
250円（税抜価格）24
400円（税抜価格）10
480円（税抜価格）6

箱寸法(500mℓ)／370×250×220mm
質量(500mℓ)／約13kg
箱寸法(1.5ℓ)／410×190×320mm
質量(1.5ℓ)／約16kg
箱寸法(2ℓ)／285×225×320mm
質量(2ℓ)／約13kg

500mℓ
1.5ℓ
2ℓ

240円（税抜価格）24
380円（税抜価格）8
450円（税抜価格）6

箱寸法(500mℓ)／375×250×220mm
質量(500mℓ)／約13kg
箱寸法(1.5ℓ)／324×191×317mm
質量(1.5ℓ)／約13kg
箱寸法(2ℓ)／330×185×320mm
質量(2ℓ)／約13kg

500mℓ
2ℓ

220円（税抜価格）24
440円（税抜価格）6

箱寸法(500mℓ)／370×250×210mm
質量(500mℓ)／13kg
箱寸法(2ℓ)／270×220×320mm
質量(2ℓ)／13kg

500mℓ
2ℓ

300円（税抜価格）24
500円（税抜価格）6

箱寸法(500mℓ)／370×250×228mm
質量(500mℓ)／13.7kg
箱寸法(2ℓ)／330×192×327mm
質量(2ℓ)／12.7kg

保存期間

5年
粉末茶を入れて振るだけで、
お茶として召し上がれます。
非常食に不足しがちな食物
繊維も豊富に含まれております。

振ってチャチャチャ
220円（税抜価格）24

500mℓ
箱寸法／255×370×230mm
質量／約13kg
内容品／保存水500mℓ×24本、粉末茶スティック1.5g×24本、取扱説明書×1

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。
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調理器具
かまど

LP ガス仕様

灯油仕様

LP ガス仕様（安全装置付）

基本セット（各サイズ共通付属品）
①アルミふた
②バーナー（LPG用及び灯油用）
③平釜
（アルミ製）
④カバー3枚
（ステンレス製）
⑤ロストル（ステンレス製）
⑥かまど
（足：アルミ製）
⑦揚ザル（ステンレス製）
※800、900サイズのみ
⑧すくい網
⑨収納袋（テント地）
※900サイズはキャスター付

強い火力と高いコストパ
フォーマンスで現場から
圧倒的な支持。

型式

EG600A

質量（kg）

価格

EG900A-C

EGP600A

LPガス（安全装置付）

EGP800A

EGP900A-C

LPガス

LPガス

灯油

灯油

灯油

820φ×H550

950φ×H737

820φ×H550

650φ×H460

820φ×H550

950φ×H737

23（収納袋込み）

41（収納袋込み）

66（収納袋込み）

43（収納袋込み）

36（収納袋込み）

50（収納袋込み）

68（収納袋込み）

120

80

80

120

34

80

約4（約55杯分）

約10（約135杯分）

312,000円

384,000円

（税抜価格）

（税抜価格）

まかないくん30型

約15（約200杯分） 約10（約135杯分）

576,000円
（税抜価格）

34
約4（約55杯分）

442,000円
（税抜価格）

392,000円
（税抜価格）

191,000円（税抜価格）

⑨シートカバー
⑩説明書

82,000円（税抜価格） 169,000円（税抜価格）

①ふた付き鍋
④火バサミ
②かまど
（ステンレス製・ ⑤しゃもじ
キャスター付）
⑥水杓
③部材袋
⑦すくい網

（税抜価格）

398,000円（税抜価格）

基本セット
⑧軍手
⑨シートカバー
⑩説明書

98,000円（税抜価格） 172,000円（税抜価格）

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

596,000円

（税抜価格）

寸法／770φ×H959mm
質量／69kg
鍋容量／満量120ℓ、
調理量85ℓ

基本セット
⑧軍手

484,000円

298,000円（税抜価格）
寸法／645φ×H815mm
質量／39.3kg
鍋容量／満量60ℓ、
調理量50ℓ

基本セット
①ふた付き鍋
④火バサミ
②かまど
（ステンレス製・ ⑤しゃもじ
キャスター付）
⑥水杓
③部材袋
⑦すくい網

約10
（約135杯分） 約15（約200杯分）

まかないくん85型

まかないくん50型

寸法／550φ×H713mm
質量／28.3kg
鍋容量／満量38ℓ、調理量28ℓ
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EGS800A

LPガス

満量時鍋容量（ℓ）
炊飯能力（升）

EG800A

パワフルな火力と維持コス
ト減を実現。

650φ×H460

熱源
収納寸法（mm）

屋外でのご利用に、
より安全・
安心な自動点火・立ち消え安
全装置付。

①ふた付き羽釜
④部材袋
②かまど
（ステンレス製・ ⑤火バサミ
キャスター付）
⑥しゃもじ
③テーブル
⑦水杓

⑧すくい網
⑨軍手
⑩シートカバー
⑪説明書

119,000円（税抜価格） 175,000円（税抜価格）

調理器具
かまど

調理器具

2台重ね積み収納例

ロケットF型（LPG-薪両用）

エコノミーU型（LPG-薪両用）
312,000円（税抜価格）

寸法／940φ×H755mm
質量／約48kg

211,000円（税抜価格）
寸法／610φ×H565mm
質量／約29kg

ガス消費量／26.8kW
燃料／LPGガスボンベ（別途）、
薪も使用可
釜入水量／81ℓ

セット内容

ガス消費量／13.4kW
燃料／LPGガスボンベ（別途）、
薪も使用可
釜入水量／37ℓ

セット内容

①ステンレス製カマド
（キャスター付、2段重ね可能）
（ステンレス製ロストル兼底板、把手兼キャスター受4個
・ガスバーナーストッパー付）
②ステンレス製丸ふた
（被せタイプ・平釜引掛用金具付）
③アルミ製平釜

⑤ステンレス製炭バサミ
⑥着火用ライター
⑦ゴムホース付ガス圧力調整器
⑧ステンレス製網杓子
⑨炊飯器カバー

④専用強力ロングバーナー（安定板・点火棒付）

①ステンレス製カマド
（キャスター付）
（ロストル兼用ステンレス製底材・把手2個・
バーナー口ぶた・ガスバーナーストッパー付）
②アルミ製平釜
③ステンレス製丸ふた
（被せタイプ・平釜引掛用金具付）

⑤ステンレス製網杓子
⑥着火用ライター
⑦ゴムホース付ガス圧力調整器
⑧ステンレス製炭バサミ

④専用強力ガスバーナー（安定板・パイロット付）

※

が必要です。 ガス圧力調整器・耐圧ホースに貼付された交換期限シールをご確認下さい。

キッチンシステム
●災害などにより電気・ガスの供給が停止してしまった状況や、加熱設備のない屋外・野外においても迅速に
炊き出しを行うことが可能です。
●炊飯はもちろん汁物、煮物、
揚げ物、
炒め物、
蒸し物、茹で物などあらゆる調理が可能です。
※一部オプションパーツが必要なものもあります。

能力

炊飯

100人分22分間
（10kg／1人当たり100g・洗米前）

加熱

60ℓ 25分間
（20℃〜100℃）

熱量

灯油
（タンク容量10ℓ） 炊飯8回分

使用燃料

炊飯、汁物、煮物、炒め物、蒸し物

用途
サニテーション

レスキューキッチンシステム K-2
720,000円（税抜価格）

31,500kcal／h
液燃式自動点火バーナー（火力調整範囲45％〜100％）

熱源

調理器具部材質

SUS304

電源

発電機
（85W以上）
または家庭用100V

寸法

W550×L1100×H940mm

乾燥質量

95kg

●普段はベンチとして、
発災直後にはかまどに変身します。
●45リットルの寸胴鍋を置くことができます。
●五徳を設けており、
安全で燃焼効率の良い強い火力を得ることができます。
●避難活動の際に、温かい食事の提供や寒い時に身体を温めることができます。

防災かまどベンチ
ABS-BEK-1（二人掛け）
ABS-BEK-2（三人掛け）

280,000円（税抜価格）
380,000円（税抜価格）

脚部／コンクリートぎせき研磨仕上げ
五徳部／鋳鉄
座板／オレンジウッド
簡易脚部／銅管メッキ処理 特殊塗装仕上げ

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。
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調理器具
炊飯袋
●お湯の中で30分煮沸
し、外に出して5〜10
分蒸らすだけでOK。
●ご使用後、焼却しても
ダイオキシンなどの
有害ガスは発生しま
せん。

●お米を洗わずに袋に詰め、約20分
間沸騰させるだけでご飯が炊き
上がります。米の表面に付着した
ぬか類は袋の小さな穴から排出
され、再び袋に入りません。水と
手間を大幅に節約でき、袋は繰り
返し3回まで使用できます。

ハイゼックス包装食

簡易炊飯袋〈お袋のワザ〉
（100g用）
450円（税抜価格）
1,500円（税抜価格）

10枚入
50枚入

2,000袋入パック（輪ゴム付）

15,000円（税抜価格）

材質／耐圧ポリエチレン

材質／ポリエステル不織布製
竹串（留め具）
・計量カップ付

食器

園児用食器セット

ナチュラルパルプ食器セット
17,000円（税抜価格）

内 容 品 ／ 1 0 0 人 用：ボウル 1 6 0 mℓ×1 0 0 、ボウル
2 8 0 mℓ×1 0 0 、ボウ ル 6 5 0 mℓ×1 0 0 、プレート
17cm×100、スプーン×100、割箸×100、コップ
205mℓ×100

17,500円（税抜価格）
内 容 品 ／ 1 0 0 人 用：ボウル 2 8 0 mℓ×1 0 0 、ボウル
6 5 0 mℓ×1 0 0 、プレート2 0 c m×1 0 0 、プレート
24cm×100、スプーン×100、割箸×100、コップ
205mℓ×100

エコロジー食器セット
18,000円（税抜価格）
内 容 品 ／ 1 0 0 人 用：パ ル プ モ ー ルドど ん ぶ り小
210mℓ×100、
スプーン×100、
パルプモールドプレー
ト×100、パルプモールドどんぶり角750mℓ×100、
箸×100

調理器具

アルミクッカーコンボ

マルチステンレスクッカー M-5510

15,273円（税抜価格）

23,000円（税抜価格）

内容品／ポット、ライスクッカー、フライパン
ザル、内蓋、
メジャーカップ

内容品／22cm鍋、18cm鍋、22cmフライパン
取っ手×2、
バスケット

エクストリーム®
ホイールクーラー/50QT（アイスブルー）

54QT
ステンレススチールベルト®
クーラー（シルバー）
26,182円（税抜価格）

10,728円（税抜価格）
サイズ／使用時：約580×460×1060mm
収納時：約580×460×450mm
容量／約47ℓ
質量／約7kg
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サイズ／600×420×410mm
容量／約51ℓ
質量／約7.5kg

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

アルパインクッカー
18+20パンセット
7,500円（税抜価格）
内容品／18サイズクッカー、
20サイズクッカー
20サイズフライパン

イワタニカセットフー＜風まるⅡ＞
8,000円（税抜価格）
最大発熱量：約3.5kW (3,000kcal/h)
連続燃焼時間／約66分
本体サイズ／357×278×115mm
本体質量／2.2kg

非常用浄水器
浄水器
●第1処理の糸巻きフィルターで5ミクロン以上の不純物を除去。
第2処理の活性炭フィルターで色・臭い・残留塩素を除去。
第3処理の逆浸透膜フィルターで細菌・ウイルス・重金属・農薬・有機物などを除去。

調理器具

3つのフィルターでTDS値100mg／ℓ以下の水を造ることができます。
（水道水質基準はTDS値500mg／ℓ以下）
※原水により上記水質を満たせない場合もあります。

非常用浄水器

アクエース AQ-１２０ＲＭＴ
1,200,000円（税抜価格）
駆動方式／電気モーター
電源：単相交流 100V
消費電力：900W
原水／淡水のみ
飲用水造水量／1分間あたり最大2ℓ(1日最大2800ℓ)

処理方法／第1処理：糸巻きフィルター1本
第2処理：活性炭フィルター1本
第3処理：逆浸透膜フィルター1本
取水能力／揚程高最大6m
本体寸法／W600×D330×H770mm
乾燥質量／56kg

ＡＱＵＡＮＥＸＴ
型式
駆動方式
原水
造水量

AKGR1-BP
AKGR1-SP
AKER2-BP
ガソリンエンジン
AC100V
河川水・井戸水・プール水等 海水・河川水・井戸水・プール水等 河川水・井戸水・プール水等
3.5ℓ/m〜4.2ℓ/m
5.6ℓ/m 〜 6.9ℓ/m
210ℓ/h〜252ℓ/h
336ℓ/h 〜 414ℓ/h
RO膜 2本
RO 膜 3 本
PPフィルター・活性炭フィルター

分離膜
前処理
本体寸法 (mm) W950×D450×H800 W1075×D560×H990 W950×D450×H800
本体質量 (kg)
約55
約80
約45
付属品
取水ポンプ・取水ホース
価格
別途御見積り

ＡＫＧＲ１-ＢＰ

ＡＫGＲ1-SＰ

ＡＫＥＲ２-ＢＰ

手動式浄水器

●持ち運びができる軽量設計です。
手動の為、電源が不要です。

●逆浸透膜で人体に有害な化学物質

●手押しスマートポンプでプールや

も除去可能です。

河川等から飲料水を作ることがで

●劣悪環境下での運用を想定し、生
物が生きられない野外水も利用で

きます。

ＡＫＨＲ6‐ＢＹ
550,000円（税抜価格）

プの併用が可能です。
（SPX）

レスキューアクア 911
150,000円（税抜価格）

シクロクリーン ポータブルSP／SPX
SP
SPX

原水／風呂水・プール水・澄んだ河川・井戸水等
分離膜／RO膜
前処理／PPフィルター・活性炭フィルター
浄水能力／1.0〜1.4ℓ／分
寸法／φ480×H850mm
質量／約16kg

原水／風呂水・雨水・井戸水・河川・池沼水等
型式／PO-911
浄水能力／約400㎖／分
フィルター／逆浸透膜方式
寸法／W296×D223×H510mm(収納時)
質量／約7kg
別売オプション／モーターユニット（AC100V）

●専用シャワー（オプション）
でさらに
多機能になります。

●手押しスマートポンプと電源ポン

きます。

●電源不要の手動式です。

140,000円（税抜価格）
180,000円（税抜価格）

原水／上水道の水源となる河川水、湖沼水、
井戸水、プール、防火水槽水など
浄水能力／毎時100ℓ（SP）／毎時150ℓ（SPX）
フィルター／活性炭、不織布、中空糸膜
（常用使用圧0.10〜0.2MPa）
寸法／W550×D370×H230mm
質量／約6.3kg（SP）／約11kg
（SPX）

●プール水、雨水など様々な水を浄水
可能です。

コッくん飲めるゾウミニ MJMI-02
29,800円（税抜価格）
浄水能力／約300ℓ／時
加圧方式／手動式(専用エアーポンプ)
容量／約18ℓ
寸法／W220×D330×H500mm

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。
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非常用浄水器
手動式浄水器

●RO（逆浸透膜）フィ
ルターを2本搭載し
て、業界トップクラス
●大型キャスターが

の浄水能力を確保。

ついたフレームに

●電源不要の手動
式です。

浄水ポンプと12ℓ

●河川、井戸などほ

タンクを装備。
●浄水ポンプと12ℓタンクを背負子にセッ

スムーズに移動で

とん ど の 水 を 浄

トした持ち運びの楽な浄水器です。

きる浄水器です。

水可能です。

手動式浄水器 mizu-Q500

手動式浄水器 mizu‐Q800
285,000円（税抜価格）

94,800円（税抜価格）
取水ホースの長さ／1.5m
浄水能力／3ℓ／分
寸法／W270×D380×H700mm
質量／3.5kg

コッくん 飲めるゾウRO MJRO-02

取水ホースの長さ／4m
浄水能力／8ℓ／分
寸法／W470×D370×H930mm
質量／10.5kg

携帯用ストロー浄水器 mizu-Q

129,000円（税抜価格）
浄水能力／56ℓ／時
加圧方式／手動式（蓄圧タンク方式）
容量／12ℓ
寸法／W260×D360×H600mm

2,300円（税抜価格）
浄水能力／1本でコップ約500杯(100ℓ)分
※粉末除菌剤付

給水袋・給水容器・水タンク
●注出入口は広口
(口内径33mm)なの
で太いホースが使え
ます。
●ネジキャップ式なの
で確実に止水できま
す。
●提げる、背負う
(リュック式)の二通り
の使用ができます。

非常用広口給水袋６ℓ

シンクになるウォーターコンテナ10L

750円（税抜価格）100
容量／6ℓ
寸法／未使用時
満タン時
質量／68g

食品衛生法の食品・添加物等の規格基準に
適合しています。
※この商品は100枚/箱ロット商品です。

320×375mm
310×330×195mm

抗菌広口ショルダー
水コン16

抗菌ジグザグ
ウォータータンク8

1,700円（税抜価格）
容量／16ℓ
寸法／240×300×270mm
質量／400g

1,300円（税抜価格）

1,200円（税抜価格）
容量／8ℓ
寸法／250×200×320mm
質量／250g

容量／10ℓ（4ℓ シンク時）
寸法／約320×225×230mm
質量／約220g

折りたたみポリ容器
①ハンディジャグ

1,050円（税抜価格）

材質／ポリエチレン

②キュービジャグ

非常用飲料水タンク

容量／5ℓ

1,475円（税抜価格）

材質／ポリエチレン

2,600円（税抜価格）
材質／ポリエチレン
容量／20ℓ

容量／10ℓ

●耐荷重300kg超で強度抜群です。
●最大15段積重ねて保管することが
できます。

200ℓ

70ℓ

コッくんウォータータンクセット

テトラサーバー飲料用
84,000円（税抜価格）

200ℓ
容量/200ℓ

寸法／W1200×D1060×H1000mm

質量／4.5kg

34,000円（税抜価格）

70ℓ
容量/70ℓ
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寸法／W750×D650×H610mm

質量／1.3kg

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

5,700円（税抜価格）
容量／20ℓ
ロネジ径／65mm
寸法／W250×D320×H360mm

