


 

￥3,980（税別）

￥5,280（税別） ￥3,980（税別）

ROSY丸洗い寝袋（６/グリーン）
72600611 JAN:4981325531218

■総重量：（約）1.35kg
■適正温度目安：6℃まで
■適合胸囲：（約）96cmまで
■サイズ：（約）75×185cm

■収納サイズ：（約）24×24×39cm
■主素材：［表素材］モイスポリ
　　　　　［肌面素材］モイスポリ
　　　　　［中　綿］ダイナチューブファイバー
　

洗濯機で丸洗いできる寝袋／同一品番連結可能（ダブルサイズ可能）
収納ケース付き

丸洗いスランバーシュラフ（2）
72602010 JAN:4981325499778

■総重量：（約）1.8kg
■適正温度目安：2℃まで
■適合胸囲：（約）102cmまで
■サイズ：（約）80×190cm

■収納サイズ：（約）27×27×38cm
■主素材：［表素材］モイスポリ
　　　　　［肌面素材］モイスポリ
　　　　　［中　綿］ダイナチューブファイバー

洗濯機で丸洗いできる寝袋／同一品番連結可能（ダブルサイズ可能）
収納ケース付き

とりあえず逃げるを想定した30点セット 防災バッグ30

丸洗いできるからいつでも清潔 ロゴス寝袋



￥1,980（税別）

￥2,980（税別）

￥9,980（税別）

￥1,980（税別）

￥5,280（税別）

￥500（税別）5L 10L

さらにあると心強い商品をラインナップ プラスワン商品

防災に必要な情報をいち早く収集 緊急時に使えるTV・ラジオ



￥2,980（税別）

￥2,980（税別）

￥3,480（税別）

こどもにも避難意識をもってもらおう 子供用防災バッグ10

仕事場などに置いておきたいヘルメットセット 防災ヘルメットセット10

衝撃・炎から大事な頭を守る 防災帽子



￥4,980（税別）

￥3,980（税別）

車での被災や避難がないとも限らない 車中泊用防災バッグ25

車に1つ、便利に防災 7in1セーフティーカーチャージャー



緊急時にも役立つ、電源がなくても点灯、スマホ充電できるランタン

クランクチャージランタン（スマホ対応）

パワーバンク機能装備！ 
緊急時にも役立つ、電源がなくても点灯、スマホ充電できるランタン。

電池不要の蓄電式！便利な2電源
<手巻き蓄電＆USB蓄電>

電源が無くてもOK！緊急時・災害時に役立つ手巻き蓄電

パワーバンク機能装備でスマートフォンに充電可能！ 明るさ2段階！安全、静か、環境にやさしいLEDランタン

4,780円(税抜き)

USBにつなぐか上部のクランクハンドルをまわせば発電できる、電池不要のランタン。ためた
電気をスマホにチャージできるため非常時にも活躍する。調光は強と弱の2段階。テントでの
使用はもちろん、家庭のリビング用ライトやベッドサイト、防災アイテムにも。
★260lm　★手巻き蓄電（電源不要）　★USB蓄電　★防滴

本体のハンドルを起こして回すと手巻き蓄電、または、USBケーブルで繋ぐとPC等か
ら本体に蓄電できます。乾電池不要です。

災害時など電源の確保が困難な際にも、手巻き蓄電で使用することができます。
防災アイテムとして、1台備えておくと安心です。
★手回し蓄電の使用時間目安
1分間手回し蓄電→（約）強／10～14分、弱／1時間点灯
※使用上支障のない明るさを維持できる時間です。明るさは徐々に低下します。

パワーバンク機能を装備しているので、USB出力ポートからスマートフォンヘ充電で
きます。スマートフォン約1台分（※理論値）の充電が可能です。
※充電能力は、スマートフォンのバッテリー容量を約2,000mAhとして計算した理論
値です。
※充電用USBケーブルは付属していません。外部USB機器に付属しているケーブル
をご使用ください。

明るさは強／弱の2段階。プッシュボタンで切り替えが可能。ヤケドや引火の危険が
なく安全。LEDなので「長寿命」で「静か」。環境にやさしいランタンです。



neos ノンタッチヘッドライト

触れずにON・OFF！ノンタッチモード搭載のヘッドライト

夜間や、子供も使いやすいバックベルト式

便利な赤色モードをはじめ、強弱、点滅など明かりのバリエーションも豊富です。

1,380円(税抜き)

汚れた手やグローブ着用時でも、手をかざすだけで簡単に点灯・消灯ができるノンタッチモ
ードが搭載されているから、どんなシーンでもすぐに明るさを確保できます。また、ノンタッチ
モードから通常モードに変えることも可能です。

使う前に調整しておくと、使用時はカチッと差し込むだけ、暗闇でもスムーズに装着できます。

夜間、テントからのトイレ移動時に眩しさを感じさせない赤色光だと、就寝中の人に迷惑をかけることなく使用が可能です。また、点滅仕様は緊急時のサインになります。
【セレクトボタン長押しで選べる２種類のモード】
短く押せば、下記のように、明かりが変化します。　●通常モード：強点灯→弱点灯→点滅→消灯　●赤色モード：点灯→点滅→消灯

ハンドトーチ

ヘッドライト

（スマホ充電）3電源
クランクソーラーラジオライト

電池がなくてもOK！ライト、ラジオ、スマホ充電、
緊急時にも役立つ3つの機能がこの1台に。

電池が無くてもOK! 
緊急時に役立つ手巻き蓄電、ソーラー蓄電

パワーバンク機能装備！
スマートフォンに充電可能

安全、静か、環境に
やさしいLEDライト

5,400円(税抜き)

ソーラーパネル、USB、手巻きで蓄電できる、クランクソーラーラジオライト。小型ながらライ
ト、ラジオ、スマホ充電の機能が搭載されており、非常時にも役立つアイテムとなっています。
わずか３分の手巻きで、ライトとしてなら約30分、ラジオとしてなら約1時間使用可能。

災害時など電池や電源の確保が困難な際にも手巻き
蓄電とソーラー蓄電で使用することができます。

USB出力ポートからスマートフォンヘ充電できます。 ヤケドや引火の危険がなく安全。LEDなので「長寿命」で
「静か」。環境にやさしいライトです。

【通常　強点灯】 【通常　弱点灯】 【通常　赤色点灯】
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スマートフォンの充電から自動車のバッテリー上がりまで対応！

 /多機能バッテリー

クイックバッテリーチャージャー アクティブ(品番：JSA211)

業界初！安全性の高い新型バッテリー、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用モデル！

16000mAh

持ち運びに便利なコンパクトモデル！

25,000円(税抜き)

リン酸鉄リチウムイオン電池は、熱分解温度が高く、熱暴走の心配がなく、発火・爆発することのない非常に安全性に優れているバッテリーです。鉛二次電池と比較しても圧倒的な高出
力放電が可能なので、自動車・重機・産業機械など高出力電力を必要とするシステムにも利用されています。

サイズ

重量

バッテリー容量

出力

本体充電方法

LEDパネルライト

ピーク電流

作動温度

製品保証期間

180×70×70（mm）

約950g 

16000mAh

5V-2A （USB２系統）

家庭用コンセント（100V）
自動車シガーソケット（12V）

暖色～白色まで３色カラー切替が可能
(6500K,5000K,4000K)

400A

5℃～60℃

お買い上げ日より12ヶ月

サイズ

重量

バッテリー容量

出力

本体充電方法

LEDライト

ピーク電流

作動温度

製品保証期間

140×80×20（mm） 

約350g 

6000mAh 

5V-2A（USB１系統）

家庭用コンセント（100V）
自動車シガーソケット（12V）

通常点灯、SOS点滅など
点灯パターン切替が可能

300A 

5℃～60℃ 

お買い上げ日より6ヶ月

クイックバッテリーチャージャー・アルミニウム（シルバー）(品番：JSC302S)
16,000円(税抜き)

●スマートフォン・タブレットの充電に（iPhoneなら約２～３回のフル充電が可能）
●夜間に役立つLEDライト付き！通常点灯、SOS点滅の切替が可能！
●バイク、自動車のバッテリー上がり救出に（12V車専用品、ガソリン車3,000ccまで、ジャンプスタートが可能）
●自動車ジャンプスタート時のプラス、マイナス逆接続でのショート、
　本体充電不足時におけるリチウムイオンバッテリーの変形・発熱・発火を防止する保護回路付き
　セーフティ・モジュール・ジャンパーケーブルを採用！
●本体の充電は家庭用コンセント、自動車シガーソケットどちらでもOK!
●持ち運び、収納に便利な専用ケース付き。
●別掲載の商品、ソーラーチャージャーと組み合わせることで、災害やアウトドアなど、本体充電が
　出来ない時にも太陽光で蓄電が可能！

●スマートフォン・タブレットの充電に（iPhoneなら最大７回のフル充電が可能）
●夜間に役立つLEDパネル照明付き！ランタン型で持ち運び、固定もラクラク。
●防滴４０ｍｍ径のフルレンジBluetoothスピーカーを搭載。スマートフォンとの接続で音楽
　やラジオが大音量で楽しめる！
●バイク、自動車のバッテリー上がり救出に
　（12V車専用品、ガソリン車6000cc、ディーゼル車3,000ccまでジャンプスタートが可能）
●自動車ジャンプスタート時のプラス、マイナス逆接続でショートしない保護回路付き
　セーフティ・モジュール・ジャンパーケーブルを採用！
●本体の充電は家庭用コンセント、自動車シガーソケットどちらでもOK!
●持ち運び、収納に便利な専用ケース付き。
●別掲載の商品、ソーラーチャージャーと組み合わせることで、災害やアウトドアなど、
　本体充電が出来ない時にも太陽光で蓄電が可能！

6000mAh

まさかの
バッテリー上がりに USB充電 LEDライト

装備

まさかの
バッテリー上がりに USB充電 LEDライト

装備



ソーラーチャージャー

ソーラーパネル５枚でパワフル充電！携帯出来る発電所！

必要な機能を厳選したコンパクト多機能バッテリー

サイズ（展開時）

サイズ（収納時）

重量

最大出力

電力出力形状

防塵・防水 規格

製品保証期間

1090×247×22 mm

190×247×45 mm

約1060g

ソーラーパネル 最大25W
DC:16V USB:5V-1.6A

USB出力ポート×１
クイックバッテリーチャージャー専用
充電ケーブル

IP65

お買い上げ日より90日間 

ソーラー・チャージャー (品番：JSF007)
12,000円(税抜き)

●太陽光で各種デジタル端末をUSB充電可能！
●別売りのクイックバッテリーチャージャー本体に蓄電可能！
※参考充電時間　バッテリーチャージャーアクティブ　　約４～５時間
 　　 バッテリーチャージャーアルミニウム　約1.5～２時間
    　  （最大発電効率発揮時）
●折りたためば９．７インチタブレットと同等サイズ
●小物類を収納できる背面ポケット付き
●発電状況が確認できるパイロットランプ搭載！
●IP６５規格の防塵防滴シールド施工 
※天候によって発電状況が変化します。 

LED搭載　モバイルソーラーバッテリー
6,000円(税抜き)

●スマートフォン・タブレットの充電に（iPhoneなら約３～４回のフル充電が可能）
●夜間に役立つLEDパネル照明付き！モード切替で点灯パターンを変更可能。
●ソーラーパネル搭載！１時間あたり350ｍAの充電が可能（最大効率発揮時）
●本体シリコンカバー、カラビナ、USB充電ケーブル　付属

サイズ

重量

バッテリー容量

出力

LEDパネルライト

165.8×74×15ｍｍ

235ｇ

8000mAh

5V-2A（USB２系統）

４モード選択式
①100%点灯
②25％点灯
③フラッシュ
④SOS点灯

8000mAh まさかの
バッテリー上がりに USB充電 LEDライト

装備
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OFFICE IZAMESHIは、日常に寄り添い、自然と防災意識を

高める備蓄として、ごはん、おかず、デザートなど、バラエティに

富んだ親しみやすいラインナップを用意しています。

勤務中に災害にあったとき、
社員が帰宅できるまで社内待機する時間、その目安を1.5日と考えました。
あわてて外に飛び出さず、情報を収集し、安全を確認したうえで帰宅する。

まずは、その1.5日を安心して過ごせるだけの水と食料、
毛布、トイレを身近に確保しておくことが大切です。

みんなで選び、みんなで考える

日常的に食べられる「食事」を目指し、味にもこだわっ
ています。特に、プレミアムシリーズである「IZAMESHI 

Deli」は、素材本来の味を活かした、食べておいしい、
からだにおいしいメニューがそろっています。

いつでも食べたい、おいしい保存食



OFFICE IZAMESHI ラインナップ

＊出荷単位は３箱です。

＊出荷単位は３箱です。

＊出荷単位は３箱です。

和食セット
3,800円 (税抜き)
W93 D317 H262mm

梅と生姜の
サバ味噌煮ほっこりけんちん汁

素材を活かした
鶏ごぼう丼 黒みつきなこ餅 7年保存水500ml 2

カロリー

147

376

103

318

223

0

1,167kcal

メニュー

ふわふわ玉子粥

素材を活かした鶏ごぼう丼

ほっこりけんちん汁

梅と生姜のサバ味噌煮

黒みつきなこ餅

7年保存水500ml 2

合計

ライトセット
3,800円 (税抜き)
W93 D317 H262mm

梅しらす雑炊
きのこと鶏の
玄米スープごはん

名古屋コーチン入り
つくねと野菜の和風煮

あずきマフィン 7年保存水500ml 2

カロリー

167

112

513

147

369

0

1,308kcal

メニュー

梅しらす雑炊

きのこと鶏の玄米スープごはん

和風出汁のカレー丼

名古屋コーチン入り
つくねと野菜の和風煮

あずきマフィン

7年保存水500ml 2

合計

ボリュームセット
3,800円(税抜き)
W93 D317 H262mm

大豆たっぷり
カレーリゾット

トロトロねぎの
塩麹チキン

りんごが決め手の
生姜焼き

出汁のきいた
牛丼 チーズマフィン 7年保存水500ml 2

カロリー

257

531

212

289

377

0

1,666kcal

メニュー

大豆たっぷりカレーリゾット

出汁のきいた牛丼

トロトロねぎの塩麹チキン

りんごが決め手の生姜焼き

チーズマフィン

7年保存水500ml 2

合計

和風出汁の
カレー丼

ふわふわ玉子粥

付属品 (紙皿3枚、割り箸1膳、先割れスプーン1本、5年保証ウェットティッシュ1パック)

付属品 (紙皿3枚、割り箸1膳、先割れスプーン1本、5年保証ウェットティッシュ1パック)

付属品 (紙皿3枚、割り箸1膳、先割れスプーン1本、5年保証ウェットティッシュ1パック)



3personセット
11,000円 (税抜き)
W279 D317 H262mm
＊出荷単位は1箱です。

60

＊出荷単位は1箱です。

トイレセット 50人分
47,000円 (税抜き)
W279 D317 H262mm

＊出荷単位は1箱です。

ブランケットセット 10人分
33,500円 (税抜き)
W279 D317 H262mm

抗菌性凝固剤

排便袋

持ち運び袋

寒さをしのぐ 上にかぶせる

人を運ぶ 助けを待つ

大豆たっぷり
カレーリゾット

りんごが決め手の
生姜焼き

トロトロねぎの
塩麹チキン

カロリー

1,666

1,308

1,167

4,141kcal

メニュー

ボリュームセット

ライトセット

和食セット

使用例

使用イメージ[  内容物  ]

合計

きのこと鶏の
玄米スープごはん

名古屋コーチン入り
つくねと野菜の和風煮

梅と生姜の
サバ味噌煮

出汁のきいた
牛丼

和風出汁の
カレー丼

素材を活かした
鶏ごぼう丼

チーズマフィン あずきマフィン 7年保存水
500ml 6

梅しらす雑炊

10

ふわふわ玉子粥 ほっこりけんちん汁 黒みつきなこ餅

5

52

付属品 (紙皿3枚、割り箸1膳、先割れスプーン1本、5年保証ウェットティッシュ1パック) 3

ブランケットは防虫、防カビ、防湿、省スペース効果のある
真空パックにより、長期保持がしやすくなっています。

成人による一日の平均的なトイレ回数５回を
目安に、トイレ５回分を１人分としています。

10人分の予備も
含まれます。



７年間おいしさそのまま

自然が育てた天然の弱アルカリイオン水を

非加熱でそのままボトリング

2015年モンドセレクション金賞受賞

７年間おいしさそのまま

自然が育てた天然の弱アルカリイオン水を

非加熱でそのままボトリング

2015年モンドセレクション金賞受賞



地下300mから汲み上げた
加熱殺菌不要の純度。

不純物がないからできる
7年という長期保存。

島根県金城の自然が育んだ
豊富なミネラル。

日常の食生活をサポートする
弱アルカリイオン水。

●原材料名:水（鉱泉水） ●賞味期限:製造より7年 ●内容量:
500ml／2000ml ●栄養成分表示（100mlあたり）:エネルギー 
0kcal、たんぱく質 0ｇ、脂質 0ｇ、炭水化物 0ｇ、食塩相当量 0.01
ｇ、カルシウム 2.0mｇ、マグネシウム 0mｇ、カリウム 0.04mｇ

地下300m、花崗岩の下で大自然が長年かけてつくり出した「7年保
存水」は、不純物をほとんど含まないため加熱殺菌が不要。つまり、
加熱によって、水の美味しさであるミネラル分が失われることがありま
せん。自然の成分をそのまま残す純天然水は、加熱処理した水と違
い、なめらかな口あたりと水本来の美味しさをお楽しみいただけます。

島根県金城（かなぎ）町は、豊かな自然に囲まれた温泉地帯。昔から雨
が多く、地表から吸い込まれた水が大自然の濾過作用により、天然のミ

質の温泉地帯としても知られ「飲んで良し、入浴して良し。」の湯として
親しまれています。また、公的機関の分析調査により放射性ヨウ素・放
射性セシウム不検出の安全性も実証されています。
※分析機関：財団法人 日本食品分析センター

「7年保存水」は、pH値8.2～8.4の弱アルカリ性。水分補給とリフ
レッシュにおすすめです。アルカリイオン水は電気分解によって人
工的に作ることもできますが、人工的なアルカリイオン水は時間と
共にpH値が下がっていきます。一方、「7年保存水」は非加熱のま
まボトリングしており、水の成分が変化することがないため、7年経過
してもpH値に変化がない純天然のアルカリイオン水なのです。

「7年保存水」は、数百年～数千年の歳月をかけて地下300mか
ら噴出した不純物をほとんど含まない高品質な地下水を、外気に
触れることなく無菌状態でボトリングしています。その結果、公的
機関での分析検査でも、7年経過した製品の「pH値」「硬度」「ミ
ネラル成分」にほぼ変化が無く、不純物も検出されないことが実
証されています。「7年経っても美味しさ・成分そのまま」の長期保
存可能な製品です。

7年保存水 500ml / 2L

いざという時の
必需品

¥300（税別価格）4549373001185（635-185）

¥150（税別価格）

2L

500ml 4549373001178（635-183）

箱販売（6本入り）もございます

箱販売（24本入り）もございます

地下300mから汲み上げた
加熱殺菌不要の純度。

不純物がないからできる
7年という長期保存。

島根県金城の自然が育んだ
豊富なミネラル。

日常の食生活をサポートする
弱アルカリイオン水。

●原材料名:水（鉱泉水） ●賞味期限:製造より7年 ●内容量:
500ml／2000ml ●栄養成分表示（100mlあたり）:エネルギー 
0kcal、たんぱく質 0ｇ、脂質 0ｇ、炭水化物 0ｇ、食塩相当量 0.01
ｇ、カルシウム 2.0mｇ、マグネシウム 0mｇ、カリウム 0.04mｇ

地下300m、花崗岩の下で大自然が長年かけてつくり出した「7年保
存水」は、不純物をほとんど含まないため加熱殺菌が不要。つまり、
加熱によって、水の美味しさであるミネラル分が失われることがありま
せん。自然の成分をそのまま残す純天然水は、加熱処理した水と違
い、なめらかな口あたりと水本来の美味しさをお楽しみいただけます。

島根県金城（かなぎ）町は、豊かな自然に囲まれた温泉地帯。昔から雨
が多く、地表から吸い込まれた水が大自然の濾過作用により、天然のミ

質の温泉地帯としても知られ「飲んで良し、入浴して良し。」の湯として
親しまれています。また、公的機関の分析調査により放射性ヨウ素・放
射性セシウム不検出の安全性も実証されています。
※分析機関：財団法人 日本食品分析センター

「7年保存水」は、pH値8.2～8.4の弱アルカリ性。水分補給とリフ
レッシュにおすすめです。アルカリイオン水は電気分解によって人
工的に作ることもできますが、人工的なアルカリイオン水は時間と
共にpH値が下がっていきます。一方、「7年保存水」は非加熱のま
まボトリングしており、水の成分が変化することがないため、7年経過
してもpH値に変化がない純天然のアルカリイオン水なのです。

「7年保存水」は、数百年～数千年の歳月をかけて地下300mか
ら噴出した不純物をほとんど含まない高品質な地下水を、外気に
触れることなく無菌状態でボトリングしています。その結果、公的
機関での分析検査でも、7年経過した製品の「pH値」「硬度」「ミ
ネラル成分」にほぼ変化が無く、不純物も検出されないことが実
証されています。「7年経っても美味しさ・成分そのまま」の長期保
存可能な製品です。

7年保存水 500ml / 2L

いざという時の
必需品

¥300（税別価格）4549373001185（635-185）

¥150（税別価格）

2L

500ml 4549373001178（635-183）

箱販売（6本入り）もございます

箱販売（24本入り）もございます



シマホだからできる
イザメシスペシャル防災ボックス。

持ち運びに便利な肩掛け仕様のうえ、箱を簡易テーブルとしても活用可能。

紙皿とスプーンも同梱していますので、緊急時に重宝します。自宅や会社での備蓄用はもちろん、

お世話になっている方へのギフトとしてもお役立てください。

持ち運びに便利な肩掛け仕様のうえ、箱を簡易テーブルとしても活用可能。



※原材料はセット内容の原材料表記をご参照ください。

IZAMESHI Deli × 8
PAPER SPOON × 4
PAPER DISH × 2

イザメシ
キャリーボックスDeli

［IZAMESHI Deli × 8］きのこと鶏の玄米スープごはん、濃厚トマトの
スープリゾット、大豆たっぷりカレーリゾット、梅と生姜のサバ味噌煮、ト
ロトロねぎの塩麹チキン、名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風
煮、ごろごろ野菜のビーフシチュー、りんごが決め手の生姜焼き

紙皿×2、スプーン×4
箱寸法（持ち手除く）：W34.5×D33.3×H6cm

¥5,000（税別価格） 4549373003547（635-765）

IZAMESHI Deli × 8
IZAMESHI DON × 3
PAPER SPOON × 4
PAPER DISH × 3

イザメシ
キャリーボックスDeli DON

［IZAMESHI Deli × 8］きのこと鶏の玄米スープごはん、濃厚トマトの
スープリゾット、大豆たっぷりカレーリゾット、梅と生姜のサバ味噌煮、ト
ロトロねぎの塩麹チキン、名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風
煮、ごろごろ野菜のビーフシチュー、りんごが決め手の生姜焼き
［IZAMESHI DON × 3］牛丼、鶏ごぼう丼、カレー丼

紙皿×3、スプーン×4
箱寸法（持ち手除く）：W52.4×D35×H6.3cm

¥8,000（税別価格） 4549373003554（635-766）







for Cabinet

for Niche space

Uniform height module

パーツフィット

防災備蓄品は、はたらく場所の主役ではありません。
はたらく場所のかたちに合わせて、さまざまな組み合わせができる部品、それがPARTS-FITです。

はたらく場所にフィットする。

グッドデザイン賞  公益財団法人日本産業デザイン振興会が主催する、総合的なデザインの推奨制度です。グッドデザインベスト100は、審査委員会により特に高い評価を得た100件です。
iFデザイン賞  ドイツ・ハノーバー工業デザイン協会が毎年主催し、全世界の工業製品を対象に優れた工業デザインに与えられる世界的に権威ある工業デザイン賞です。
Pentawards（ペントアワード）  2007年にベルギーで設立されたペントアワードは、パッケージデザインに特化した、世界的に権威のあるコンペティションです。



保管場所に困っていた防災備蓄品が、キャビネット・倉庫へ無駄なく収納できます。
また、更新や移転の際にも無理のない組み替えが可能です。段ボールケースの
『奥行き（D317mm）』、『高さ（H260mm）』は統一し、『幅（W）』をキャビネットの幅（W900mm）を12等分し、
その倍数の5サイズで設定する、寸法体系を採用しました。

防災備蓄に適した寸法体系
キレイにそろうモジュール設計

段ボールケースのデザインを工夫

使用時に適した3層グラフィックを採用

6／12size
（W421mm）

4／12size
（W280mm）

3／12size
（W209mm）

2／12size
（W139mm）

1／12size
（W68mm）

発見（大分類）

識別（中分類）

管理（小分類）

●カラータグとアイコン
離れた所（距離2～3mの位置）から
大勢の人が見る状況で大分類を認識

●文字（大・中）
キャビネットの前（距離1～2mの位置）に
立った状況で中分類を認識

●文字（中）・ラベル
手に取れる距離にいる状況で
「物品の詳細や使い方」を確認
「使用期限・賞味期限」の確認

使用期限・賞味期限以外の管理項目は、
カンタン編集・印字ソフト〈合わせ名人4〉のテンプレートを使って
オリジナルラベルを作成することができます。

無償！カンタン編集・印字ソフト

合わせ名人 検索

H2
10

0m
m

W900mm

D450mm

※D400mmにも収納できます。
※棚板を6枚使用しています。

推奨ラベル：KPC-E121-20

6 4 3 2 1

D317mm

H260mm

注意事項
●保存期間は賞味期限/使用期限を基準としています。
●賞味期限/使用期限は、製造時点の年数であり、お届け時にその年数を保証するものではありません。
●同一の注文でも商品、数量によって賞味期限/使用期限に差が出ることもあります。



Corner type

Flat type

エレキャビ

社員やお客様など大切な人々が日々使うエレベーター。
万が一の際、復旧までの時間を支えるエレキャビです。

エレベーターにそなえる。



●使用時

●使用時

コンパクトな
コーナータイプ。

壁面設置できる
フラットタイプ。

非常用食料
10（製造より5年保存）

袋式トイレ（自立タイプ）
10（製造より10年保存）

710mmの手すり

（底面図）

（背面寸法）

550

458

80

700

550

600

ポケットティッシュ 5

手回し充電ライト 非常用飲料水 50mℓ
10（製造より5年保存）

交換用 粘着パッド

●外寸法/1片：W34 34 2
※初回設置分は本体に
　付属しています。

¥500（税抜）DRK-EV1

交換用飲料水
50 10袋入

●外寸法/1袋（10個入）：
　W198 160 40
●賞味期限/製造より5年保存

¥940（税抜）DR-EBGW50M

交換用食料
50 10個入

●外寸法/
　ケース：W70 60 177
●賞味期限/製造より5年保存

¥3,500（税抜）DR-EBGFD10

ケミカルライト

●外寸法/φ18 190　
●連続使用/12時間
●発光色/イエロー
●使用期限/製造より5年保存

¥200（税抜）DR-TCL2

交換用救急用品

●外寸法/W227 167 30
●セット内容/消毒液（指定医薬部外品・
　製造より4年保存）、救急絆創膏（一般医療機器）、
　包帯、医療脱脂綿（一般医療機器）、
　ウェットティッシュ（製造より５年保存）

¥2,550（税抜）DR-EBGQ1

粘着パッド 期限が切れた商品を交換できる様に、
セット内容の単品をご用意いたしました。

セット内容 交換用

コーナータイプ フラットタイプ

救急用品
（製造より4年保存）

アルミブランケット
2

2
（製造より5年保存）

救助笛
（ツインウェーブ）

DR-ECO101 DR-EBGW50M DR-EBGFD10 DRK-NT3 DR-RSAB594

DRK-WS1NW DR-EBGQ1 DR-TCL2

ポンチョ

2

ボタンを押すと開きます。 扉を閉じる時は、付属の鍵を使用します。

加振試験実施済み
専用の固定板（付属品）を使用して、壁面に取り付けます。加振試験（新潟県中越地震（震度7

相当））を実施し、挙動の確認を行いました。

専用の開閉機構
ボタン部は、段差の少ないシンプルデザイン。扉を一度開けてしまうと
専用の鍵（付属品）がないと閉めることができません。

ソナエルWebサイトで
加振実験ムービーを
ご覧いただけます。強力マグネット

裏面

磁力
固定

粘着パッド
固定板

●オプション

●サイズ比較 ●セット内容（コーナータイプ・フラットタイプ共通）

プイターナーコ 〉ibacele〈 トッネビャキ災防用ーターベレエ

●外寸法/W270 161 700　●材質/スチール　●仕様/鍵付き
●製品色/CS…シャンパンシルバー　●本体質量/5.8kg　●内容物質量/2.2kg　
●総質量/8kg　

プイタトッラフ 〉ibacele〈 トッネビャキ災防用ーターベレエ

●外寸法/W550 80 600　●材質/スチール　●仕様/鍵付き
●製品色/CS…シャンパンシルバー　●本体質量/8.3kg　●内容物質量/2.2kg　
●総質量/10.5kg　

¥176,000（税抜）DRK-EC2CS

¥155,000（税抜）DRK-EC1CS

IMV（株）にて

※背面スポンジ除く

19
1 191

270

161161

 ●     

 ●     

32

袋式トイレ 自立タイプ

●入り数/1回分
● 1 1枚・
　 1個・取扱説明書
●使用期限/製造より10年保存

¥500（税抜）DRK-NT3 6432-1226

※設置には施工工事が必要です。（別途費用が発生します）
　なお、エレベーターの形状、設置場所によっては設置できない場合があります。
※設置にまつわる費用につきましては都度お見積いたしますのでご相談ください。

注意事項
●保存期間は賞味期限/使用期限を基準としています。
●賞味期限/使用期限は、製造時点の年数であり、お届け時にその年数を保証するものではありません。
●同一の注文でも商品、数量によって賞味期限/使用期限に差が出ることもあります。



〒338-8511 埼玉県さいたま市中央区上落合8-3-32
FAX. 048-851-7732　URL.http://www.shimachu.co.jp/

株式会社島忠法人営業部
お問合せは
コチラ▼

TEL048-851-7731
第1版 このカタログの記載内容は2020年1月現在のものです。●製品の色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。　●製品の仕様は予告なく変更することがあります。

●本カタログに掲載の価格は全て税抜きです。


