ひとまと め にした 緊 急 避 難 セット 。

リビングや玄関に置いても違和感のないスタイリッシュなデザイン。
燃えにくい㈶日本防炎協会認定品の生地を使用。反射テープで夜間の避難時に自分の位置を知らせます。

反射テープ付で夜間の避難時
に自分の位置を知らせます。

Home Maintenance Tools

万一の場合に備え、避難に必要なものを揃えた
緊急避難セット。2人用。

4959

緊急避難セット 2人用 ＫＮＥ-500W

¥50,000（税抜）

■製品サイズ／
（非常持出袋）
約幅300×高さ400×奥行
（マチ）140mm
■製品重量／約7,420ｇ ■JAN／4969402049597

緊急避難セット ＫＮＥ-200

¥20,000（税抜）

■製品サイズ／
（非常持出袋）
約幅270×高さ370×奥行
（マチ）
140mm
■製品重量／約3,430ｇ ■JAN／4969402049627

セット内容

セット内容

●非常持出袋
（日本防炎協会認定品）
●ヘルメット×2●保存飲料水500ｍｌ×4●保存食
（スーパーバランス8本入）
×2●缶入カンパン100ｇ×2●6ＷＡＹマルチレスキューラジオ
（アルカリ単四乾電池3本付）
●折りたたみポリタンク10Ｌ●ポケットコート×2●防寒・保温
シート×2●非常用ローソク
（マッチ付）
●緊急トイレパック×5●ＬＥＤアルミライト
（単三電池
1本付）
●ＩＤホイッスル●ロープ5ｍ●救急セット●取手付ごみ袋30Ｌ×2●防災メモ×2●
ボールペン●ミニ14徳ツール●非常用圧縮3点セット×2●使い捨てスリッパ×2●ブルー
シート1.8×1.8ｍ●ダストマスク×2●ウエットティッシュ×2●簡便エアーマット×2

4962

●非常持出袋
（防炎ターポリン製）
●ヘルメット●保存飲料水500ｍｌ×2●缶入カンパン
100ｇ●保存食
（スーパーバランス）
●ＬＥＤラ
Ｄラジオライト
（アルカリ単四電池3本付）
●非常
用給水バッグ5Ｌ●ポンチョ●緊急トイレパック×2●ＩＤホイッスル●救急セット●防寒・保温
シート●防災メモ●ボールペン●軍手とタオルの圧縮セット●使い捨てスリッパ●ブルー
シート1.8×1.8ｍ●ウエットテッシュ●非常用ローソク
（マッチ付）
●ダストマスク●取手付ご
み袋30L×2

Gardening Tools

Gardening Tools

vol.16

防炎オリジナル非常持出袋

リビングや玄関に置いても違和感のない
スタイリッシュなデザイン。
主材質に防炎・撥水性の高い「防炎ターポリン」を使用。
あらゆる場面の避難に対応します。

TOOL SELECTION

もしも の 時 の 為 に 、必 要 な も の を

万一の場合に備え、避難に必要なものを揃えた
緊急避難セット。2人用。

4960

4963

¥40,000（税抜）

¥15,000（税抜）

緊急避難セット 2人用 ＫＮＥ-400W

■製品サイズ／
（非常持出袋）
約幅300×高さ400×奥行
（マチ）140mm
■製品重量／約6,420ｇ ■JAN／4969402049603

緊急避難セット ＫＮＥ-150

■製品サイズ／
（非常持出袋）
約幅270×高さ370×奥行
（マチ）
140mm
■製品重量／約2,940ｇ ■JAN／4969402049634

セット内容

セット内容

Outdoor Tools

●非常持出袋
（日本防炎協会認定品）
●ヘルメット×2●保存飲料水500ｍｌ×4●保存食
（スーパーバランス8本入）
×2●缶入カンパン100ｇ×2●6ＷＡＹレスキューラジオ
（アルカリ
単四乾電池×3●折りたたみポリタンク10Ｌ●ＬＥＤアルミライト
（単三電池1本付）
●ポケッ
トコート×2●緊急トイレパック×2●ＩＤホイッスル●救急セット●防寒・保温シート×2●取手
付ごみ袋30Ｌ×2●防災メモ×2●ボールペン●ミニ14徳ツール●軍手とタオル圧縮セット
×2●使い捨てスリッパ×2●ブルーシート1.8×1.8ｍ●ダストマスク×2●ウェットティッシュ×
2●非常用ローソク
（マッチ付）

vol.16

反射
テープ付

防炎・撥水オリジナル非常持出袋

Home Maintenance Tools

防災セット

●非常持出袋
（防炎ターポリン製）
●缶入カンパン100ｇ●保存飲料水500ｍｌ×2●保存
食
（スーパーバランス）
●ＬＥＤラジオライト
（アルカリ単四乾電池3本付）
●非常用給水バッ
グ5Ｌ●ポンチョ●緊急トイレパック●ＩＤホイッスル●救急セット●防寒・保温シート●取手
付ごみ袋30Ｌ×2●防災メモ●ボールペン●すべり止め付軍手●使い捨てスリッパ●ブ
ルーシート1.8×1.8ｍ●ウエットティッシュ●ダストマスク●フェイスタオル

Outdoor Tools

TOOL SELECTION

Emergency Set

4964

¥30,000（税抜）

¥12,000（税抜）

緊急避難セット ＫＮＥ-300

■製品サイズ／
（非常持出袋）
約幅300×高さ400×奥行
（マチ）140mm
■製品重量／約4,930ｇ ■JAN／4969402049610

●非常持出袋
（日本防炎協会認定品）
●ヘルメット●保存飲料水500ｍｌ×3●缶入カンパ
ン100ｇ×2●保存食
（スーパーバランス）
×1●6ＷＡＹレスキューラジオ
（単四電池3本付）
●折りたたみポリタンク10Ｌ●ポケットコート●緊急トイレパック×2●ＩＤホイッスル●救急
セット●防寒・保温シート●取手付ごみ袋30Ｌ×2●防災メモ●ボールペン●軍手とタオル
の圧縮セット●使い捨てスリッパ●ブルーシート1.8×1.8ｍ●ウェットティッシュ●非常用
ローソク
（マッチ付）
●ダストマスク

緊急避難セット ＫＮＥ-120

■製品サイズ／
（非常持出袋）
約幅270×高さ370×奥行
（マチ）
140mm
■製品重量／約2,840ｇ ■JAN／4969402049641

セット内容

セット内容

Emergency Tools
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4961

●非常持出袋
（防炎ターポリン製）
●保存飲料水500ｍｌ×2●保存食
（スーパーバランス）
●懐中電灯
（単一電池2本付）
●非常用給水バッグ5Ｌ●ポンチョ●ＩＤホイッスル●救急
セット●防寒・保温シート●取手付ごみ袋30Ｌ×2●防災メモ●ボールペン●すべり止め付
軍手●使い捨てスリッパ●ブルーシート1.8×1.8ｍ●ウェットティッシュ●ダストマスク●フェ
イスタオル

Emergency Tools

万一の場合に備え、避難に必要なものを揃えた
緊急避難セット。

24

vol.16

防災セット

ひとまと め にした 緊 急 避 難 セット 。

vol.16

4291

¥15,000（税抜）

¥12,000（税抜）

緊急避難セット ＫRA-150

■梱包／6 ■製品サイズ／
（非常持出袋）
約幅400×高さ405×厚さ
（マチ）70mm

■箱サイズ／約305×225×240mm ■製品重量／約2,850ｇ ■JAN／4969402042925

セット内容

緊急避難セット ＫRD-300

■箱サイズ／約560×370×280mm ■製品重量／約6,450ｇ ■JAN／4969402042963

■箱サイズ／約370×290×250mm ■製品重量／約3,800ｇ ■JAN／4969402042956

●非常持出袋
（日本防炎協会認定品）
●ダイナモスイングラジオライト
（単四電池2本付）
●14徳ナイフ
●ブルーシート1.8×1.8m●LEDアルミライト
（単三電池2本付）
●折りたたみポリタンク10L●保存飲料
水
（500ml）
●缶入カンパン
（100g）
×2●防寒・保温シート●ポケットコート
（大人用）
●ホイッスル●ヘル
メット●緊急トイレパック×2●ロープ5m●非常用圧縮3点セット●ミニキャンドルランタン●スペアキャンド
ル×6●マッチ●救急セット
（綿棒12本、
カットガーゼ8枚、紙テープ10m、伸縮包帯、
ガーゼマスク、
ピン
セット、
ハサミ）
●防災メモ●ボールペン

4195

緊急避難セット ＫEC-1000

¥10,000（税抜）

■梱包／8 ■製品サイズ／
（非常持出袋）
約幅390×高さ465mm

■箱サイズ／約240×310×85mm ■製品重量／約1,300ｇ ■JAN／4969402041959

セット内容

●非常持出袋
（日本防炎協会認定品）
●ダイナモスイングラジオライト
（単四電池2本付）
●14徳ナイフ
●ブルーシート1.8×1.8m●LEDアルミライト
（単三電池2本付）
●折りたたみポリタンク10L●保存飲料
水
（500ml）
×2●缶入カンパン
（100g）
×2●防寒・保温シート×2●ポケットコート
（大人用）
×2●ホイッス
ル●ヘルメット×2●緊急トイレパック×5●ロープ5m●非常用圧縮3点セット×2●ミニキャンドルランタン
●スペアキャンドル×6●マッチ●簡便エアーマット×2●使い捨て防じんマスク×2●救急セット
（綿棒12
本、
カットガーゼ8枚、紙テープ10m、伸縮包帯、
ガーゼマスク、
ピンセット、
ハサミ）
●防災メモ●ボールペン

■梱包／4 ■製品サイズ／
（非常持出袋）
約幅400×高さ405×厚さ
（マチ）70mm

セット内容

セット内容

Gardening Tools

¥30,000（税抜）

■梱包／2 ■製品サイズ／
（非常持出袋）
約幅335×高さ450×厚さ
（マチ）200mm

Outdoor Tools

●非常持出袋ナップサック型（日本防炎協会認定品）●ミニダイナモラジオライト●サバイバルシート●
ポンチョ●保存飲料水（500ml）●缶入カンパン
（100g）●IDホイッスル●非常用給水バッグ5L●す
べり止付軍手●綿棒4本・ポケットティッシュ1個●使い捨てマスク●ウエットティッシュ●防災メモ

4196

緊急避難セット ＫEC-800

¥8,000（税抜）

■梱包／8 ■製品サイズ／
（非常持出袋）
約幅390×高さ465mm

■箱サイズ／約240×310×85mm ■製品重量／約1,250ｇ ■JAN／4969402041966

セット内容

4294

4293

¥25,000（税抜）

¥20,000（税抜）

■箱サイズ／約370×290×250mm ■製品重量／約3,450ｇ ■JAN／4969402042949

■箱サイズ／約370×290×250mm ■製品重量／約3,100ｇ ■JAN／4969402042932

緊急避難セット ＫRD-250

■梱包／4 ■製品サイズ／
（非常持出袋）
約幅400×高さ405×厚さ
（マチ）70mm

緊急避難セット ＫRD-200

■梱包／4 ■製品サイズ／
（非常持出袋）
約幅400×高さ405×厚さ
（マチ）70mm

●非常持出袋（日本防炎協会認定品）●LEDラジオライト
（単四電池3本付）●14徳ナイフ●ブルー
シート1.8×1.8m●非常用ローソク
（マッチ付）
●非常用給水バッグ5L●保存飲料水
（500ml）
●缶入
カンパン
（100g）
×2●防寒・保温シート●ポケットコート●ホイッスル●すべり止付軍手●ヘルメット●緊
急トイレパック●救急セット
（綿棒12本、
カットガーゼ8枚、紙テープ10ｍ、伸縮包帯、
ガーゼマスク、
ピン
セット、
ハサミ）
●防災メモ

●非常持出袋ナップサック型
（日本防炎協会認定品）
●LEDラジオライト
（単四電池3本付）
●サバイバ
ルシート●ポンチョ●保存飲料水
（500ml）
●缶入カンパン
（100g）
●IDホイッスル●非常用給水バッグ
5L●すべり止軍手●綿棒4本・ポケットティッシュ1個●使い捨てマスク●ウエットティッシュ●防災メモ

4197

緊急避難セット ＫEC-500

¥5,000（税抜）

■梱包／8 ■製品サイズ／
（非常持出袋）
約幅390×高さ465mm

■箱サイズ／約240×310×85mm ■製品重量／約1,350ｇ ■JAN／4969402041973

セット内容

セット内容

●非常持出袋
（日本防炎協会認定品）
●ダイナモスイングラジオライト
（単四電池2本付）
●14徳ナイフ
●ブルーシート1.8×1.8m●非常用ローソク
（マッチ付）●折りたたみポリタンク10L●保存飲料水
（500ml）
●缶入カンパン
（100g）
×2●防寒・保温シート●ポケットコート●ホイッスル●ヘルメット●緊
急トイレパック●フェイスタオル●すべり止付軍手●救急セット
（綿棒12本、
カットガーゼ8枚、紙テープ
10m、伸縮包帯、
ガーゼマスク、
ピンセット、
ハサミ）
●防災メモ

セット内容

Emergency Tools
25

●非常持出袋
（日本防炎協会認定品）
●懐中電灯
（単一電池2本付）
●保存飲料水
（500ml）
●缶入カ
ンパン
（100g）
×2●非常用給水バッグ5L●防寒・保温シート●ポンチョ●ブルーシート1.8×1.8m●非
常用ローソク
（マッチ付）●ホイッスル●すべり止付軍手●救急セット
（綿棒12本、
カットガーゼ8枚、紙
テープ10m、伸縮包帯、
ガーゼマスク、
ピンセット、
ハサミ）
●防災メモ

4295

¥50,000

（税抜）

■箱サイズ／約305×225×240mm ■製品重量／約2,750ｇ ■JAN／4969402042918

Gardening Tools

緊急避難セット ＫRD-500W

■梱包／6 ■製品サイズ／
（非常持出袋）
約幅400×高さ405×厚さ
（マチ）70mm

Outdoor Tools

4296

●非常持出袋
（日本防炎協会認定品）
●FM・AMポケットラジオ
（単四電池2本付）
●懐中電灯
（単一電
池2本付）
●保存飲料水
（500ml）
●缶入カンパン
（100g）
×2●ブルーシート1.8×1.8m●非常用ローソ
ク
（マッチ付）
●非常用給水バッグ5L●防寒・保温シート●ポンチョ●ホイッスル●すべり止付軍手●救急
セット
（綿棒12本、
カットガーゼ8枚、紙テープ10m、伸縮包帯、
ガーゼマスク、
ピンセット、
ハサミ）
●防災メモ

緊急避難セット ＫRA-120

セット内容

Home Maintenance Tools

4292

Home Maintenance Tools

TOOL SELECTION

もしも の 時 の 為 に 、必 要 な も の を

Emergency Tools

TOOL SELECTION

Emergency Set

●非常持出袋ナップサック型（日本防炎協会認定品）●懐中電灯（単一電池2本付）●保存飲料水
（500ml）
●缶入カンパン
（100g）
●サバイバルシート●ポンチョ●非常用給水バッグ5L●すべり止付軍
手●使い捨てマスク●綿棒4本・ポケットティッシュ●防災メモ

26

YRO16

い つ で も 持 ち 出 せる 場 所 で 保 管 で きる
A 4 ファイル サ イズ の B O X 入 。

YRO16

非常持出用のミニマムセット。コンパクトサイズで机の引き出しにも収納可能。

リュック使用時

ショルダー使用時

メッシュポケット付

反射テープ付

TOOL SELECTION

オリジナル2WAYバッグ

防災セット

リュックやショルダーとして使用できるバッグに、
避難時に必要なアイテムをセットした緊急避難、帰宅支援防災セット。
+RPH0DLQWHQDQFH7RROV

+RPH0DLQWHQDQFH7RROV
*DUGHQLQJ7RROV

4191

4192

4298

¥5,000（税抜）

¥4,000（税抜）

¥20,000

緊急避難セット ECN-500

■梱包／12 ■製品サイズ／
（避難用ナップサック）
約幅350×高さ450mm

■箱サイズ／約240×310×85mm ■製品重量／約500ｇ ■JAN／4969402041911

セッ
ト内容

●避難用ナップサック●LEDアルミライト
（単三電池2本付）
●サバイバルシート●ポンチョ●非常用給水バッ
グ5L●IDホイッスル●コンパス●すべり止付軍手●綿棒4本・ポケットティッシュ●使い捨てマスク2枚●ウエッ
トティッシュ●防災メモ●ボールペン

緊急避難セット ECN-400

■梱包／12 ■製品サイズ／
（避難用ナップサック）
約幅350×高さ450mm

■箱サイズ／約240×310×85mm ■製品重量／約450ｇ ■JAN／4969402041928

セッ
ト内容

●避難用ナップサック●ルミカライト6インチイエロー●IDホイッスル●サバイバルシート●ポンチョ●すべり止付
軍手●非常用給水バッグ5L●コンパス●使い捨てマスク2枚●綿棒4本・ポケットティッシュ●ウエットティッ
シュ●防災メモ●ボールペン

エマージェンシーツールキット EMK-200
（税抜）

■梱包／4 ■製品サイズ／
（ケース）
約幅270×高さ370×厚さ
（マチ）
150mm

■箱サイズ／約305×385×215mm ■製品重量／約2,350ｇ ■JAN／4969402042987

4297

エマージェンシーツールキット EMK-150

¥15,000（税抜）

■梱包／4 ■製品サイズ／
（ケース）
約幅270×高さ370×厚さ
（マチ）
150mm

■箱サイズ／約305×385×215mm ■製品重量／約1,950ｇ ■JAN／4969402042970

セッ
ト内容

セッ
ト内容

●エマージェンシーバッグ●折りたたみヘルメット●保存飲料水
（500ml）
●保存食
（スーパーバランス8本入）
●LEDラジオライト
（単四電池3本付）
●ルミカライト6インチイエロー●ポケットコート●サバイバルシート●IDホ
イッスル●非常用給水バッグ5L●緊急トイレパック●軍手とタオル●綿棒4本、
ポケットティッシュ●使い捨てマ
スク●ウエットティッシュ●防災メモ●ボールペン

●エマージェンシーバッグ●ミニダイナモラジオライト●保存飲料水
（500ml）
●保存食
（スーパーバランス8本
入）
●ルミカライト6インチイエロー●ポケットコート●サバイバルシート●IDホイッスル●ロープ5m●非常用給
水バッグ5L●緊急トイレパック●軍手とタオル●綿棒4本、
ポケットティッシュ●使い捨てマスク●ウエットティッ
シュ●防災メモ●ボールペン

*DUGHQLQJ7RROV

TOOL SELECTION

Emergency Set

非常時に必要なアイテムをスマートに収納。万一の緊急時に役立つ防災キットです。

Emergency Tools

緊急避難セット ECN-350

4194

緊急避難セット ECN-300

¥3,500（税抜）

¥3,000（税抜）

■箱サイズ／約240×310×85mm ■製品重量／約380ｇ ■JAN／4969402041935

■箱サイズ／約240×310×85mm ■製品重量／約330ｇ ■JAN／4969402041942

■梱包／12 ■製品サイズ／
（避難用ナップサック）
約幅350×高さ450mm

■梱包／12 ■製品サイズ／
（避難用ナップサック）
約幅350×高さ450mm

セッ
ト内容

セッ
ト内容

●避難用ナップサック●ルミカライト6インチイエロー●IDホイッスル●サバイバルシート●ポンチョ●すべり止付
軍手●使い捨てマスク2枚●綿棒4本・ポケットティッシュ●ウエットティッシュ●防災メモ

●避難用ナップサック●ルミカライト6インチイエロー●サバイバルシート●ポンチョ●すべり止付軍手●使い捨
てマスク2枚●綿棒4本・ポケットティッシュ●防災メモ

4495

エマージェンシーツールキット EMK-100

¥10,000

（税抜）

■梱包／10 ■製品サイズ／
（ケース）
約幅300×高さ200×厚さ
（マチ）
110mm

■箱サイズ／約320×120×220mm ■製品重量／約1,100ｇ ■JAN／4969402044950

4496

エマージェンシーツールキット EMK-80

¥8,000（税抜）

■梱包／10 ■製品サイズ／
（ケース）
約幅300×高さ200×厚さ
（マチ）
110mm

■箱サイズ／約320×120×220mm ■製品重量／約900ｇ ■JAN／4969402044967

セッ
ト内容

セッ
ト内容

●エマージェンシーバッグ●サバイバルシート●ポンチョ●LEDラジオライト
（単四電池3本付）
●コンパス●ID
ホイッスル●14徳ナイフ●ミニキャンドルランタン●スペアキャンドル6個●マッチ●ロープ5m●すべり止付軍
手●綿棒4本・ポケットティッシュ●防災メモ

●エマージェンシーバッグ●サバイバルシート●ポンチョ●LEDライト
（単四電池3本付）
●コンパス●IDホイッ
スル●14徳ナイフ●ミニキャンドルランタン●スペアキャンドル6個●マッチ●すべり止付軍手●綿棒4本・ポ
ケットティッシュ●防災メモ

Emergency Tools

2XWGRRU7RROV

2XWGRRU7RROV
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vol.16

Emergency
Foods 非常用食料品
(PHUJHQF\)RRGV

防災セット

TOOL SELECTION

そ の まま お いしく食 べられ ま す。

日 常 食 や レ ジャ ーなど 幅 広くご 活 用ください 。

vol.16

主食

段ボールサイズ／長さ410×幅310×高さ200㎜
荷姿／段ボールサイズ／1箱に50袋入

148

特定
原材料等

27品目

kcal

特定
原材料等

27品目

kcal

不使用

98

特定
原材料等

27品目

kcal

不使用

¥5,000

■材質／ポリエステル
（アルミ加工）■㈶日本防炎協会認定品 ■JAN／4969402042017

■材質／防炎ターポリン ■JAN／4969402040402

■製品サイズ／約幅300×高さ400×奥行
（マチ）
140mm ■重量／約700ｇ

6年

7004

（税抜）

■製品サイズ／約幅270×高さ370×奥行
（マチ）
140mm ■重量／約420ｇ

やわらかごはん 【50袋入】
内容量／1袋 200g
¥21,500（税抜） ■■ケース重量／約11.1kg

6年

7001

白 粥 【50袋入】

内容量／1袋 230g
¥21,500（税抜） ■■ケース重量／約12.6kg

6年

7002

梅 粥 【50袋入】

内容量／1袋 230g
¥22,500（税抜） ■■ケース重量／約12.6kg

惣菜
409

254

kcal

Gardening Tools

9644

4085

4141

¥6,000（税抜）

¥3,800（税抜）

¥1,800（税抜）

■材質／ポリエステル
（アルミ加工）■重量／約590g

■材質／ポリエステル
（アルミ加工）■重量／約450g

非常持出袋 リュック型

■㈶日本防炎協会認定品

非常持出袋C ナップサック型

■製品サイズ／約幅400×高さ405×奥行70mm

■製品サイズ／約幅390×高さ465mm

■㈶日本防炎協会認定品

■㈶日本防炎協会認定品

■材質／ポリエステル
（シルバーコーティング）■重量／約90g

6年

7017

【50袋入】
超しっとりコッペパン

¥27,500

（税抜） ■内容量／1袋 100g

■ケース重量／約5.5kg

101

Outdoor Tools

7008

エレベータ内の省スペースに設置
取り外し可能センサーライト

※平常時は消灯していますが、扉を
開けると人感センサーが反応して
ライトが点灯します。
（手持ちライト
としてもお使いいただけます。）

※エレベーター以外でもオフィスのデッドスペース
に配置するなど様々な場所でご利用いただけ
ます。

6年

Emergency Tools

ユニポンチョ

FM/AMラジオ

ホイッスル

缶入カンパン

サバイバルシート

ルミカライト

保存飲料水

■JAN／4969402044875

軍手

ポケットティッシュ

■ケース重量／約10.1kg

300

86

kcal

6年

内容量／1切 75g
¥23,000（税抜） ■■ケース重量／約4.8kg

kcal

6年

きんぴらごぼう 【50袋入】

7010

158

199

335

133

内容量／3本 90g
¥23,000（税抜） ■■ケース重量／約5.6kg

7012

kcal

6年

内容量／1袋 125g
¥27,500（税抜） ■■ケース重量／約8.6
ｋg

セッ
ト内容

●防災備蓄キャビネット●センサーライト
（単三電池3本+予備電池3本付）●緊急トイレパック5個●ユニポン
チョ●FM/AMポケットラジオ
（単四電池2本+予備電池2本付）●ホイッスル●保存飲料水（500ml）4本●缶
入カンパン
（100g）
×2缶●サバイバルシート2枚●ルミカライト×2本●軍手×1双●ポケットティッシュ×2個

¥27,500

6年

鯖味噌煮 【50袋入】

（税抜） ■内容量／1袋 180g

【50袋入】
デミソース煮込みハンバーグ

おでん 【50袋入】

■材質／
（キャビネット）
ステンレス ■重量／
（キャビネット）
約7,500g
（内容品含）
約10,800g

豚 汁 【50袋入】

7013

内容量／1袋 100g
¥27,500（税抜） ■■ケース重量／約6.1kg

6年

筑前煮 【50袋入】

内容量／1袋 90g
¥27,500（税抜） ■■ケース重量／約5.6kg

暗闇で扉を開ける為の説明が
光ります。

エレベーター用防災備蓄キャビネット A-700

■製品サイズ／
（キャビネット本体）
約幅273×奥行207×高さ702mm

7009

6年

7007

7005

4487

¥150,000（税抜）

■ケース重量／約11.1kg

kcal

【50袋入】
ウインナーソーセージ

kcal

緊急トイレパック

¥27,500

（税抜） ■内容量／1袋 200g

kcal

内容量／1袋 80g
¥27,500（税抜） ■■ケース重量／約5.1kg

蓄光サイン

6年

【50袋入】
やわらかナポリタンスパゲティ

286

kcal

163

kcal

7018

鮭 粥 【50袋入】

内容量／1袋 230g
¥22,500（税抜） ■■ケース重量／約12.6kg

段ボールサイズ／長さ410×幅310×高さ200㎜
荷姿／段ボールサイズ／1箱に50袋入／おでんは25袋入×2

105

kcal

6年

7003

Home Maintenance Tools

¥8,500

非常持出袋 防炎・撥水タイプ 反射テープ付

（税抜）

Gardening Tools

Home Maintenance Tools

4040

非常持出袋 防炎タイプ 反射テープ付

■製品サイズ／約幅355×高さ450×奥行200mm

kcal

反射テープ付で夜間の避難時
に自分の位置を知らせます。

4201

非常持出袋 大型リュックタイプ

107

Outdoor Tools

反射テープ付で夜間の避難時
に自分の位置を知らせます。

不使用

92

7011

kcal

6年

肉じゃが 【50袋入】

内容量／1袋 130g
¥27,500（税抜） ■■ケース重量／約7.6kg

7014

kcal

6年

野菜カレー 【50袋入】

内容量／1袋 200g
¥27,500（税抜） ■■ケース重量／約11.1kg

7006

特定
原材料等

27品目
不使用

6年

ぜんざい 【50袋入】

内容量／1袋 150g
¥27,500（税抜） ■■ケース重量／約8.6kg

Emergency Tools

TOOL SELECTION

Emergency Set

【お召し上がり方】開封してそのまま、もしくは封を切らず湯せんで5分温めてお召し上がりください。
※電子レンジを使用する場合は、皿などに移し替えて3分温めてください。
※写真はイメージです。予告なくパッケージ及び商品内容が変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

29

30

