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収 納 時 は コン パクト に

緊 急 時 に 対 応 で きる 簡 易ト イレで す。

❶ユニトイレ安心

アルミフレーム
工具無しで組立可能。

❷ガイドポリ

使い捨てのガイドポリ。汚れ
たら交換。

収納・携帯に
便利なバッグ付

❸マンホールガイド

ガイドポリをマンホールに落と
し込む為のメッシュガイドです。

Home Maintenance Tools

マンホール
対応
簡易トイレ

❺ユニテントDX

■お召し上がり方
開封してそのまま、もしくは封を切らずにそのまま湯せんで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、皿等に移し替えて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
となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

賞味期限

7016

LLF備蓄食標準Aセット

¥15,500（税抜）

5年

【1人用3日分】

1日目
総カロリー

2,120
kcal

■段ボールサイズ／約370×250×160mm ■1ケースの重量／約5.4kg
■付属品／紙皿、
箸、
スプーン、
ポリ袋

2日目
Gardening Tools

総カロリー

2,113
kcal

3日目
総カロリー

1,666
kcal

4598

純天然アルカリ７年保存水 ５００ｍｌ
（24本入）

¥3,840（税抜）
Outdoor Tools

■容量／500ｍ
ｌ■ケース重量／約13kg

パン1本 + 野菜カレー +ウィンナーソーセージ + ぜんざい
朝 （409kcal）
（335kcal）
（286kcal）
（133kcal）
白粥 + 肉じゃが + きんぴらごぼう
昼 （92kcal）
（199kcal）
（101kcal）
鮭粥 + おでん + ハンバーグ煮込み
夜 （107kcal）
（158kcal）
（300kcal）
パン1本 + 豚汁 + ウィンナーソーセージ
朝 （409kcal）
（105kcal）
（286kcal）
+ 野菜カレー + ハンバーグ煮込み
昼 備蓄やわらかご飯
（148kcal）
（335kcal）
（300kcal）

◎設営、収納が簡単なパーソナルテント。
◎天井部は1mmメッシュで通気性抜群。
◎小物入れに便利なメッシュポケット付。

4924

非常用簡易トイレセット
（テント付）EST-2000

¥20,000（税抜）

■サイズ／パーソナルテン
ト：
（使用時）
約120×120×195cm（収納時）
約φ56×D6cm

段ボール便座：W330×D355×H385mm

❹マンホール調整プレート
広げるだけの簡単設置。
マンホールサイズ:200〜
600mm迄対応

◎６００ｍｍ以下のマンホールを簡易トイレとして
利用できます。
◎ユニテントDXサイズ/約110×110×H190㎝

4208

ユニトイレ マンホール対応セット MS-DX001

¥46,500（税抜）

■梱包重量(2梱包)／
【トイレ/テント】約7kg【マンホール調整プレート】約12kg

■梱包サイズ／
【トイレ/テント】約53×30×80㎝
【マンホール調整プレート】約92×51×8㎝

セッ
ト内容

①ユニトイレ安心 ②ガイドポリ2枚 ③マンホールガイド④マンホール調整プレート ⑤ユニテントDX

■製品重量／TPS-80：1,650g

■材質／パーソナルテン
ト：ナイロン、
グラスファイバー
■JAN／4969402049245

パーソナルテント：1,100g
段ボール便座：段ボール

セッ
ト内容

吸水紙の
携帯トイレ

●パーソナルテント●緊急用簡易トイレセットTPS-80
［緊急トイレパック
（排便袋1枚・凝固剤1袋）
×
12個、
ユニポンチョ、非常用簡易トイレ
（洋式便座タイプ）
、汚物袋2枚、
ポケットティッシュ4個］

+ 鯖味噌煮 + 筑前煮+ ぜんざい
夜 備蓄やわらかご飯
（148kcal）
（163kcal）
（86kcal）
（133kcal）
+ ハンバーグ煮込み + 野菜カレー
朝 備蓄やわらかご飯
（300kcal）
（335kcal）
（148kcal）
梅粥 + おでん + ぜんざい
昼 （98kcal）
（158kcal）
（133kcal）
鮭粥 + きんぴらごぼう + ウィンナーソーセージ
夜 （107kcal）
（101kcal）
（286kcal）

発熱剤を使用し、火や電気のない場所でも少量の水さえあれば手軽
にお湯をつくることができます。紙製なので軽量で、折り畳んで保管
ができ、スペースも取りません。災害時やアウトドアでも使うことがで
きます。

◎小さく収納できて場所をとらない
個人用トイレ。
◎コンパクトにたためて収納場所を
とりません。
◎テント生地は遮光生地を使用
して使用者のプライバシーを守り
ます。

◎断水時、
ご家庭のトイレに装着できます。
（バケツ等でも代用できます。）
◎渋滞時の車内などでも利用可能。
（単体でも使用できます。）
◎吸水材により、外側のフイルムが破れても外に漏らしません。
◎使用後は可燃ごみとして焼却。
（有害物質が発生しない素材を使用し
ています。
）

42150001

4211

¥90,000

¥380（税抜）

■材質／
（フレーム）
溶融亜鉛メッキ、
（シート）
ポリエステル
（遮光生地）
、

■仕様／
（吸水材）
約1,500cc ■材質／
（防水材）
ポリエチレンフイルム
（吸水材）
綿状紙パルプ

パーソナルトイレ TO-P1

モーリアンヒートパックは火や電気を使わずいつでもどこでも水を注
ぐだけで高温の蒸気を発生させることができ、15〜20分維持する高温
の蒸気で飲食物を簡単に加熱することができます。

Gardening Tools

vol.16

◎ダンボール製で簡単に組み立てできる洋式
便座タイプの簡易トイレセット。
◎大人2〜3日用のセットです。

TOOL SELECTION

非常用簡易トイレ

Home Maintenance Tools

Emergency Toilet

非常用食料品

緊急時対応携帯トイレ らくらくトイレパック

（税抜）

■用時サイズ／約1.2×1.2×2.0ｍ

（便座）
アルミ
・ポリプロピレン樹脂

■梱包／100 ■製品サイズ／約480×610mm
（吸水材）
約440×600×10mm

Outdoor Tools

TOOL SELECTION

Emergency Foods

（内面材）
ポリプロピレン不織布
（紐）
ポリエチレン ■JAN／4969402042116

セッ
ト内容

●テント本体
（フレーム・シート）
●便座、杭、
ロープ

Emergency Tools

42060001
¥350（税抜）

セッ
ト内容 ●発熱剤28ｇ×1 ●加熱用袋Ｍ
（227×280ｍｍ）
×1

42060002

モーリアンヒートパックＭ（発熱剤3個入）
¥750（税抜）

セッ
ト内容 ●発熱剤28ｇ×3 ●加熱用袋Ｍ
（227×280ｍｍ）
×1
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収納時

モーリアンヒートパック Ｍ

49220003

湯沸しＢＯＸ
（発熱剤３個入）

¥2,000（税抜）

箱を使用して和式トイレとして使用できます。

4494

非常時用簡易トイレキット STX-700

¥7,000（税抜）

■梱包／6 ■箱サイズ／約240×125×310mm ■使用目安／大人4人×2日

■湯沸しボックスサイズ／幅117×奥行60×高さ148mm ■容量／500ｍ
ｌ

■製品重量／約1,650g ■JAN／4969402044943

セッ
ト内容
●湯沸しボックス●アルミ袋●底板●飲料水用ポリ袋●発熱剤
（28ｇ）
×3個

●らくらく
トイレパック×12●消臭剤×5●汚物袋45L×2●ユニポンチョ●ポケットティッシュ×6

Emergency Tools

ロッカーなどに収納できるA4サイズ。

セッ
ト内容

32
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ダンボール製で簡単に組立てできる洋式便座タイプの簡易トイレです。

緊急避難用品

書棚やロッカーにぴったり収まるＢ5サイズＢＯＸ入り。
収納性、携帯性に優れた防災用折りたたみヘルメットです。
ファイルケース型パッケージなので、
コンパクトに収納ができます。

vol.16
10005 №101 グレー
10004 №101 ホワイト

10006 №101 オレンジ

10007 №101 ライム

10004

Home Maintenance Tools

折りたたみヘルメット №101 ホワイト

4493

4492

¥8,000（税抜）

¥5,000（税抜）

緊急用簡易トイレセット TPS-80

■梱包／10 ■製品サイズ／
（組立サイズ）
約幅330×奥行355×高さ385mm

■箱サイズ／約350×615×65mm ■製品重量／1,650g ■JAN／4969402044936

使用目安

●大人2〜3日分
（トイレパック1個の吸水量:約500cc）

緊急トイレパックセット TPS-50

■梱包／12 ■箱サイズ／約265×185×65mm

■製品重量／610g ■JAN／4969402044929

使用目安

■梱包／10 ■製品サイズ／
（収納時）
約45×358×197mm
（立体時）
約201×263×145mm
■ヘルメッ
トサイズ／52〜61㎝
（サイズ調整可能）■製品重量／370g
■厚生労働省保護帽規格
「飛来・落下物用」国家検定合格品

収納性、携帯性に優れた防災用折りたたみヘルメットです。
ひもを引くだけでヘルメットに
早変わり。

●大人2〜3日分
（トイレパック1個の吸水量:約500cc）

セッ
ト内容

セッ
ト内容

●緊急トイレパック
（排便袋×1、凝固剤×1）
×12個●ユニポンチョ●非常用簡易トイレ
（洋式便座タ
イプ）
●汚物袋×2●ポケットティッシュ4個

●緊急トイレパック
（排便袋×1、凝固剤×1）
×12個●ユニポンチョ●持ち運び袋2枚●ポケット
ティッシュ4個●クイックトイレ
（和式簡易トイレ）

水が無くてもすぐ使える使い捨て簡易トイレセット。

¥5,000（税抜）

前後から
内側へ
押すだけ

TOOL SELECTION

Emergency Evacuation Supplies

非常用簡易トイレ

Home Maintenance Tools

TOOL SELECTION

Emergency Toilet

4467 №100 グレー

▶

4468 №100 オレンジ

4469 №100 ライム

4466

折りたたみヘルメット №100 ホワイト

アウトドアや車載用として便利なミニパックセット。

¥5,000（税抜）

Gardening Tools

4466 №100 ホワイト

■ヘルメッ
トサイズ／52〜61㎝
（サイズ調整可能）■製品重量／430g
■厚生労働省保護帽規格
「飛来・落下物用」国家検定合格品

Gardening Tools

■梱包／10 ■製品サイズ／
（収納時）
約80×345×195ｍｍ
（立体時）
約208×275×145ｍｍ

外部の音が聞こえる
耳穴付

4491

¥3,000（税抜）

¥2,500（税抜）

緊急トイレパックセット ETP-30S

■梱包／20 ■箱サイズ／約150×95×95mm

■製品重量／330g ■JAN／4969402096775

使用目安

緊急トイレパックセット TPS-25

■梱包／20 ■箱サイズ／約150×95×95mm

■製品重量／290g ■JAN／4969402044912

使用目安

●大人2日分
（トイレパック1個の吸水量:約500cc）

●大人1日分
（トイレパック1個の吸水量:約500cc）

セッ
ト内容

セッ
ト内容

●緊急トイレパック
（排便袋×1、凝固剤×1）
×10個●ポケットティッシュ×2個●持ち運び袋×1

●緊急トイレパック
（排便袋×1、
凝固剤×1）
×6個●ユニポンチョ●ポケットティッシュ2個●持ち運び
袋×1枚

29566

¥2,600（税抜）

¥2,300（税抜）

■材質／ABS樹脂 ■仕様／スチロールライナー入

■材質／ABS樹脂 ■厚生労働省保護帽検定合格品

ヘルメット №170F

■サイズ／頭まわりサイズ:約53〜61㎝ ■製品重量／約364g
■厚生労働省保護帽検定合格品 ■用途:飛来・落下物用、
墜落時

保護用、電気用

90480

ヘルメット №110

セイフティクッション ES（大）

■サイズ／頭まわりサイズ:約53〜64㎝ ■製品重量／約364g

■サイズ／約490×280mm
（小学校低学年以上）■材質／表地・

■用途:飛来・落下物用、
墜落時保護用、電気用

№170Ｆ、№110が収納可能。
※その他、寸法：Ｗ230×Ｈ290×Ｄ150ｍｍまでのヘルメットが収納できます。

¥3,150（税抜）

裏地・芯:ポリエステル
（難燃加工）■㈶日本防炎協会認定品

90481

セイフティクッション EJ（小）
¥2,950（税抜）

Outdoor Tools

Outdoor Tools

9677

35262

■サイズ／約430×240mm
（小学校低学年以下）■材質／表地・

裏地・芯:ポリエステル
（難燃加工）■㈶日本防炎協会認定品

空気弁付

◎

Emergency Tools

4566

ショルダー付で
防災バッグとしても
使用可能。

もみがら炭入簡易トイレ グリーンマナー（100袋セット）
¥20,000（税抜）

4304

■梱包／10 ■箱サイズ／約400×270×180mm

ヘルメット収納ケース HSC-1

■製品重量／3,500g ■1袋あたりの吸水量／約500cc

¥2,500

使用目安

（税抜）

●大人2〜3日分
（トイレパック1個の吸水量:約500cc）

■製品サイズ／245×320×160ｍｍ ■重量／約100g

セッ
ト内容

●グリーンマナーH×100袋●ポリ袋45L×100枚

33

■材質／ポリエステル ■JAN／4969402043045

デスク回りや壁面などに吊り下げて保管できます。

90263

防じんメガネ PBM-1CB

¥450（税抜）

Emergency Tools

◎

「もみがら炭入簡易トイレ」
水分を高分子ゲルで吸水ゲル化し、外側にモミガラ炭の層を形成す
ることにより消臭効果を発揮します。
もみがら炭が油分も吸収するので、アウトドアレジャーでの食べ残
しなどの処理にも最適です。

■サイズ／約高さ90×幅200×奥行58mm
■材質／フレーム:PVC

レンズ:ポリカーボネイト ■重量／約90g

■JAN／4571163260595

34

¥350（税抜）

¥3,000（税抜）

■材質／アルミ蒸着ポリエステル ■重量／約50g

■重量／約750g ■JAN／4969402099882

■JAN／4969402040617
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4311

備蓄用毛布 コンパクト

コンパクト毛布用カバー ブルーグレー

■サイズ／約140×200㎝ ■材質／ポリエステル

■サイズ／約320×250×75mm ■重量／約50g ■材質／綿

¥1,500（税抜）

■JAN／4969402043113

タオル、軍手、Tシャツの圧縮3点セット。

手でほぐすだけですぐ使えます。

90484

90483

90482

¥500（税抜）

¥1,350（税抜）

¥3,300（税抜）

軍手とタオル

4312

コンパクト毛布用カバー クリームピンク
¥1,500

（税抜）

■サイズ／約320×250×75mm ■重量／約50g ■材質／綿

非常用圧縮7点セット

非常用圧縮3点セット

■サイズ／
（圧縮サイズ）
約95×65×25mm
（タオルサイズ）
約340×850mm
■材質／綿

■サイズ／（圧縮サイズ）約130×290×35㎜
（バスタオルサイズ）約600×1200㎜
（タオルサイズ）約340×850㎜ ■材質／綿、不織布

■サイズ／
（圧縮サイズ）
約100×140×22mm
（タオルサイズ）
約340×850mm
■材質／綿

セッ
ト内容
●バスタオル●軍手●タオル●Tシャツ●スリッパ●巾着袋
●さらし（白手ぬぐい）

■JAN／4969402043120

540㎜

740㎜

1/4 以下の容量で
省スペース！

300㎜

290 ㎜

390㎜

Gardening Tools

85153

非常用圧縮難燃毛布ふりーも
（10枚入）EB-305BOX
¥45,000（税抜）

■サイズ／約120×200㎝
（1枚）■材質／ポリエステル
■重量／
（1枚）
約630g

〈従来の一般的な箱サイズ〉

ウイルス・細菌を含む
飛沫・花粉を

ウイルス・細菌を含む
飛沫・花粉を

カット

カット

99％

250㎜
5㎏

15〜17 ㎏

肌触りの良いフリース素材

Home Maintenance Tools

Home Maintenance Tools

9988

■商品サイズ／約縦2,130×横1,320mm

救急用品

保管しやすいコンパクトタイプ。
フリース素材で
ふっくら・あたたか

4062

サバイバルシート

First Aid Supplies

［備蓄毛布コンパクト］
開封後、枕やクッションとして使用できる
専用カバーです。

〈ウォームテンダーライト
の箱サイズ〉

99％

41700003

不織布毛布（オレンジ）10枚入

¥34,000（税抜）

■梱包サイズ／約Ｗ390×Ｄ290×Ｈ250ｍｍ

Gardening Tools

vol.16

このシートを毛布の代用として使うことにより
身体を保温できます。

避難用毛布 ＆ マット

鼻にぴったりフィット
するワイヤー入。

■使用時サイズ／約1,400×2,000ｍｍ
（+-50ｍｍ）
■重量／1枚約450ｇ ■
（財）
日本防炎協会認定品

■梱包サイズ／
（10枚入）
約310×43.5×22.5㎝
■
（財）
日本防炎協会認定品

収納ケース付

厚さは通常の毛布の1/3
保管スペースをとらず運搬も容易なパック毛布。
カビ、
細菌を防ぎ長期保存も安心かつ衛生的です。
Outdoor Tools

¥58,000（税抜）

¥2,000（税抜）

■使用時サイズ／約1400×1900ｍｍ ■材質／ポリエステル

■材質／ポリエステル ■重量／約900g

■重量／約1.3ｋ
ｇ■
（財）
日本防炎協会認定品

¥960（税抜）

¥880（税抜）

使い捨てクリーンマスク こども用 ＫＣＭ-５０

■1箱入数／50枚 ■サイズ／約85×125ｍｍ ■材質／不織布 ■JAN／4571163263084

■JAN／4571163262889

9984

■梱包サイズ／約560×760×300ｍｍ

90568

■1箱入数／1箱入数 ■サイズ／約縦95×横175mm ■材質／不織布

4241

難燃パック毛布 1.3ｋｇ 10枚入

90567

クリーンマスク（60枚入）ＫPＭ-6０

◎適応温度目安
15℃以上
◎ダブルジッパー付
温度調節可能

Outdoor Tools

TOOL SELECTION

Emergency Blanket ＆ Mat

封筒型シュラフ（寝袋）

■使用サイズ／約幅75×長さ190㎝

器具がなくても自分で
膨らませることができます。

Emergency Tools

86196
レッド

86191
グリーン

4592

86192

86191

¥1,500（税抜）

¥1,700（税抜）

¥2,650（税抜）

■材質／ポリエチレン、
ナイロン ■重量／約270g

■収納サイズ／約560×140×130ｍｍ

■収納サイズ／約700×400×90ｍｍ

簡便エアーマット

■サイズ／
（使用時）
約195×58×5㎝
（個装サイズ）
約16×12×3㎝
■付属品／ス
トロー
（膨らます用）
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86193
ブルー

86194
ブルー

折りたたみクッションマット シングル

■使用サイズ／約181×56×15ｍｍ

■材質／発砲ポリエチレン ■重量／約188ｇ

■付属品／収納袋、
ゴムバンド×2 ■JAN／4969402861922

86195
レッド

折りたたみクッションマット ダブル

■使用サイズ／約200×140×15ｍｍ

■材質／発砲ポリエチレン ■重量／約513ｇ

■付属品／収納キャリーバッグ ■JAN／4969402861915

次亜塩素酸水がセットに
なった常備用サイズ。
本棚に保管できるサイズです。

14292042

41700019

¥1,380（税抜）

¥500（税抜）

おう吐物緊急処理本棚キット TU-125

エイドチーム-2

■箱サイズ／幅133×奥行60×高さ191mm

■ケースサイズ／約115×76×30ｍｍ

セッ
ト内容
●次亜塩素酸水50ppm
（ウイルスカットEX クリアケア）
180ml×1本●紙製チリトリ・ホーキ×各1枚●プラス
チック手袋×1双●使い捨てエプロン×1枚●ペーパータオル×2枚●個包装マスク×1枚●廃棄用ビニール袋
×2枚●取扱いマニュアル×1枚

セッ
ト内容
●絆創膏Ｍ×5●綿棒×10●コットンパフ×3●ワンタッチ包帯×1●爪切り●毛抜き●ハサミ

Emergency Tools

86192
グリーン
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