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地震による負傷者のおよそ3～5割は、家具類の転倒や落下が原因です。家具類の下敷きにならないよう配置し、
器具による家具類の転倒、落下防止対策を行えば、ケガのリスクを低くすることができます。
また、地震が起こると、家具類の転倒・落下・移動により火災が発生する場合があります。ストーブや水槽のヒーター
など、熱を発する器具に家具類が転倒等をした場合や、家具類の収容物（本棚の本など）が落下することでも、
火災が発生する危険がありますので対策を行いましょう。

地震負傷者の3～5割は家具類の転倒・落下が原因

家具の転倒防止に役立つ対策アイテム

風水害の対策アイテム

防災時に大切な書類を守ります

2次災害をおこさないために

５０枚入

1,480円1,480円
（税込1,598円）（税込1,598円）

JAN:4573330635458JAN:4573330635458
（約）5.4×3.6m（約）5.4×3.6m
ブルーシートブルーシート

980円980円
JAN:4582319179159JAN:4582319179159

1０枚入

228円228円
（税込246円）（税込246円）

JAN:4582319179142JAN:4582319179142
（約）62×48cm（約）62×48cm
簡易土のう袋簡易土のう袋

環境に配慮したリサイクル材配合環境に配慮したリサイクル材配合

（税込1,058円）（税込1,058円）

10枚入

50枚入

398円398円
JAN:4582319179166JAN:4582319179166

JAN:4582319179173JAN:4582319179173

（約）62×48cm（約）62×48cm
強力土のう袋強力土のう袋

紫外線に強いＵＶ剤配合紫外線に強いＵＶ剤配合

（税込429円）（税込429円）

1,880円1,880円
（税込2,030円）（税込2,030円）

（約）11×10㎝（約）11×10㎝

取付け範囲30～40ｃｍ
ＫＴＢ－３０（２本入り）　
ホワイト 1,093円1,093円

（税込1,180円）（税込1,180円）JAN:4905009434640JAN:4905009434640

取付け範囲６０～１００ｃｍ

ＫＴＢ－４０（２本入り）　
ホワイト

1,463円1,463円
（税込1,580円）（税込1,580円）JAN:4905009434664JAN:4905009434664

取付け範囲４０～６０ｃｍ

ＫＴＢ－６０（２本入り）　
ホワイト

1,278円1,278円
（税込1,380円）（税込1,380円）JAN:4905009434657JAN:4905009434657

家具転倒防止棒家具転倒防止棒

天井や家具を傷付けずしっかり固定
工具不要で取付けが簡単です
天井や家具を傷付けずしっかり固定
工具不要で取付けが簡単です

スイッチ断ボールⅢ 2,760円2,760円
（税込2,980円）（税込2,980円）JAN:4560494850025JAN:4560494850025

感震ブレーカー感震ブレーカー

震度５強以上の地震を感知してブレーカーを落とします

この重りが
地震で落下

ＴＳＬ００１
ライトグレー 462円462円

（税込498円）（税込498円）JAN:4903757271241JAN:4903757271241

開き戸ロック開き戸ロック

キャビネットの扉をロックし
中身の飛び出しを防止します
素材を痛めにくい
粘着テープ使用

セーフティストッパー２個入 778円778円
（税込840円）（税込840円）JAN:4560261140199JAN:4560261140199

戸開き防止具戸開き防止具

タンスの引き出しや
開き扉をロックします

半透明　４枚入

978円978円
（税込1,056円）（税込1,056円）

JAN:4906477112108JAN:4906477112108

タックフィット
連結シート
タックフィット
連結シート

強力粘着で上下左右に分かれた家具を
連結します

室内の備え

室外の備え

豆知識
防災

※使用例
※使用例

※使用例

※使用例 ※使用例

1 2

災害前にお部屋の安全対策を！

ご家庭の家具の転倒を防止するためには
家具固定用品の取付けが重要になります

シンプルで
使いやすい！
シンプルで
使いやすい！

３２kg

テンキータイプ
耐火試験１時間合格品

設計標準使用期限5年 設計標準使用期限10年 設計標準使用期限10年

約２２ℓ

電池寿命10年
音声式

電池寿命10年
音声式

29,800円29,800円
（税込32,184円）（税込32,184円）

3,980円3,980円
（税込4,298円）（税込4,298円）

JAN:0049074023829JAN:0049074023829

JAN:4549077209016JAN:4549077209016

耐火金庫耐火金庫

熱式火災警報器熱式火災警報器

セントリーセントリー

ＪＦ０８２ＥＴＪＦ０８２ＥＴ
（約）幅42×奥行49
高さ35㎝
（約）幅42×奥行49
高さ35㎝

受注後１０～１４日でお届け　詳しくはサービスカウンターにて

Ａ４－１Ｋ

約５０ｋｇ

ワンキーロックタイプ
耐火時間：約１時間

14,800円14,800円
（税込15,984円）（税込15,984円）

キングキング

JAN:4952417114411JAN:4952417114411

家庭用耐火金庫家庭用耐火金庫
（約）幅48×奥行42
高さ37㎝
（約）幅48×奥行42
高さ37㎝

自宅での
貴重品の保管に
自宅での
貴重品の保管に

設置の義務化から約10年経過しました
電池寿命は約10年、本体交換をおすすめします
設置の義務化から約10年経過しました
電池寿命は約10年、本体交換をおすすめします

お宅の消火器、使用有効期限は大丈夫ですか？お宅の消火器、使用有効期限は大丈夫ですか？

容量約５ℓ

耐火試験３０分合格
Ｂ５サイズ収納可能

5,800円5,800円
（税込6,264円）（税込6,264円）

セントリー

JAN:0049074022457JAN:0049074022457

ポータブル
耐火保管庫
ポータブル
耐火保管庫

ヤマトプロテック

FM1000X
JAN:4931554007381JAN:4931554007381

蓄圧式消火器 3型蓄圧式消火器 3型

耐火金庫

受注後7～10日でお届け　詳しくはサービスカウンターにて

お買い上げ消火器と同数を無料にてお引取り致します

火災報知器・消火器

ポリカーボネイト製
のハトメ付

ポリカーボネイト製
のハトメ付

3,980円3,980円
（税込4,298円）（税込4,298円）

3,028円3,028円
（税込3,270円）（税込3,270円）

ヤマトプロテック

FM1200X
JAN:4931554007398JAN:4931554007398

蓄圧式消火器 4型蓄圧式消火器 4型

3,686円3,686円
（税込3,980円）（税込3,980円）

ヤマトプロテック

FM3000NX
JAN:4931554008142JAN:4931554008142

蓄圧式消火器 10型蓄圧式消火器 10型

4,980円4,980円
（税込5,378円）（税込5,378円）JAN:4549077208989JAN:4549077208989

煙式火災警報器煙式火災警報器

※使用例 ※使用例

無料宅配



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑲ ⑳ ㉑

㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚

㉒ ㉓ ㉔

①① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

㉑ ㉕㉒ ㉓ ㉔

ＣＢ－ＫＺ－１－Ａ 4,980円4,980円
（税込5,378円）（税込5,378円）JAN:4901140907456JAN:4901140907456

カセットコンロ風まるカセットコンロ風まる

ST-Y419

2,280円2,280円
（税込2,462円）（税込2,462円）

JAN:4540943384462JAN:4540943384462

788円788円
（税込851円）（税込851円）

JAN:4580178913297JAN:4580178913297

398円398円
（税込429円）（税込429円）

JAN:4580178913280JAN:4580178913280

1,580円1,580円
（税込1,706円）（税込1,706円）

JAN:495371274195JAN:495371274195

簡単火起し付コンロ簡単火起し付コンロ
（約）幅46.5×奥行30×高さ43/71cm（約）幅46.5×奥行30×高さ43/71cm バーベキュー木炭バーベキュー木炭

フィールド
チャッカー
フィールド
チャッカー

4,980円4,980円
（税込5,378円）（税込5,378円）

JAN:4983771855160JAN:4983771855160

車中泊用
防災バッグ２５点セット
車中泊用
防災バッグ２５点セット

もしもの時の車中泊に
役立つアイテムが揃います
もしもの時の車中泊に
役立つアイテムが揃います

①エアーベッド（空気入れ付）
②プラカップ（３Ｐ）
③歯ブラシ（３本）
④スプーンフォークセット（３Ｐ）
⑤お皿（３枚）
⑥アルミブランケット（３P）
⑦ラバー手袋
⑧保温・保冷トートバッグ
⑨バケツ（２．５ℓ）
⑩エア枕
⑪懐中電灯（単3電池3本別売）
⑫携帯トイレ（３個）
⑬携帯スリッパ（３Ｐ）
⑭サイドサンシェード（２Ｐ）
⑮リアサンシェード
⑯トレー（白）
⑰ティッシュ
⑱給水バッグ（５ℓ）

3,980円3,980円
（税込4,298円）（税込4,298円）

JAN:4983771855597JAN:4983771855597

防災バッグ
３０点セット
防災バッグ
３０点セット

実際の避難生活に合った
アイテムが揃います
実際の避難生活に合った
アイテムが揃います ①リュックサック

②ホイッスル
③2ＷＡＹドライバー
④ミニカッターナイフ
⑤圧縮袋
⑥予備袋
⑦筆記用具セット
⑧歯ブラシ（３本）
⑨綿棒
⑩マスク（３枚）
⑪携帯トイレ（３個）
⑫ポリ袋４５ℓ
⑬紙皿（3枚）
⑭プラカップ（5P）
⑮割り箸（5膳）
⑯スプーン・フォークセット
⑰懐中電灯（単3電池3本別売）

もしもの時に備えて
多めにストックしましょう
もしもの時に備えて
多めにストックしましょう

478円478円
（税込516円）（税込516円）

JAN:4901140923838JAN:4901140923838
３本組カセットボンベカセットボンベ 単１×４本

マレーシア産

網1枚
火起こし器1個

6kg 3kg

813円813円
（税込878円）（税込878円）JAN:4984824811294JAN:4984824811294

単２×４本 628円628円
（税込678円）（税込678円）JAN:4984824811331JAN:4984824811331

単3×10本

２本お得 760円760円
（税込820円）（税込820円）JAN:4984824869455JAN:4984824869455

単4×10本
２本お得 760円760円

（税込820円）（税込820円）JAN:4984824869462JAN:4984824869462

いざという時の長期保存が可能ですいざという時の長期保存が可能です
従来のアルカリ乾電池に比べて更に長持ち従来のアルカリ乾電池に比べて更に長持ち

エボルタ電池エボルタ電池

電池

避難セット

バーベキューコンロ・木炭・ガスコンロ

3 4

⑱ラバー手袋
⑲薬ケース
⑳布テープ
㉑レインポンチョ
㉒EVAサンダル
㉓アルミシート
㉔アルミブランケット
㉕エア枕
㉖非常用給水バッグ
㉗ラップ
㉘アルミホイル
㉙ボディタオル
㉚ティッシュ

セット内容

セット内容
⑲ポリ袋（３枚）
⑳アルミホイル
㉑ひざ掛け
㉒マスク（３枚）
㉓アルミシート
㉔レインポンチョ
㉕防災セットバッグ

災害前、必需品を準備しましょう！

万が一に備えて、長期保存できる備蓄品を！
身の安全を確保し、避難するための日頃からの準備を

2ℓ

１ケース（１２個）で４人家族
１日分の備蓄となります（１人１食１缶）
１ケース（１２個）で４人家族
１日分の備蓄となります（１人１食１缶）

災害備蓄用の小型ビスケット災害備蓄用の小型ビスケット お湯や水を適量加えるだけで
炊き立ての状態に戻ります
お湯や水を適量加えるだけで
炊き立ての状態に戻ります

やわらかなパンで、
ふんわりした食感です
やわらかなパンで、
ふんわりした食感です

缶入
賞味期限：製造から５年
１００ｇ氷砂糖入り

１００ｇ

238円238円
（税込257円）（税込257円）

JAN:4901830520002JAN:4901830520002
カンパンカンパン

保存期間
７年間

保存期間
5年間

298円298円
（税込321円）（税込321円）

JAN:4580210375014JAN:4580210375014

フリーズドライ
ビスケット
フリーズドライ
ビスケット

68円68円
（税込73円）（税込73円）

JAN:4580347721159JAN:4580347721159
富士山天然水富士山天然水

2ℓ

150円150円
（税込162円）（税込162円）

JAN:4939505120417JAN:4939505120417

サーフ
長期保存水
サーフ
長期保存水

５０ｇ/２個入
保存期間：５年間

約１食分

398円398円
（税込429円）（税込429円）

JAN:4979058858047JAN:4979058858047

サバイバルパンⅡサバイバルパンⅡ
備蓄保存用パン備蓄保存用パン

三立三立

サタケサタケ

チョコチップチョコチップ

必要な量だけ注げる蛇口付きの水タンク必要な量だけ注げる蛇口付きの水タンク

10ℓ

698円698円
（税込753円）（税込753円）

JAN:4980356010297JAN:4980356010297 20ℓ

798円798円
（税込861円）（税込861円）

JAN:4980356000908JAN:4980356000908
ウォッシャブルタンクウォッシャブルタンク

飲料水・非常食

豆知識
防災

「キャリングケース付」「キャリングケース付」

風防付きで
火が消えにくい
コンロです

風防付きで
火が消えにくい
コンロです

使用推奨
期限10年

使用したら補充を忘れなく

緊急時の必需品をまとめたセットです

もしもの時に常備を

長期保存が可能な飲料水と備蓄食品

ローリングストックのポイントは日常生活で
消費しながら備蓄を続ける事が大切です

ローリングストックを続けるには
備蓄食品を選ぶ3つのポイント

保存食の選び方の基準は常温で長期間保存できるもの、
調理が不要なもの、カロリー・栄養価が十分なもの、高齢
者・幼児の食用品として適する物等が挙げられます。

例： 無洗米、アルファ化米、缶詰パン、乾パン等

飲料、食料の賞味期限を保つことで、いざというときにも
日常生活に近い食生活を送れるように備蓄しておきま
しょう。

飲料水はもちろんのこと食事の準備やトイ
レなどあらゆる場面で必要となります。前
もって準備しておきましょう。

※1ケース（2ℓ×6本）の場合
　3ケース(36ℓ)の備蓄が必要です

安心量質
栄養バランス
の良いもの

少しの量で
満足が得られるもの

日ごろ食べ
なれたもの

水と食料を備蓄する

3日分

最低でも

3ℓ
1人1日

備蓄する量必要な飲料水 例えば４人家族なら

36ℓ3ℓ
1人1日

3日分
最低でも

4人
家族人数

× × ＝

水を確保しましょう

災害時は水の確保から
ウォータータンクで

災害時の水の用途は様々です

※使用例

298円298円
（税込321円）（税込321円）

JAN:4531717310145JAN:4531717310145

マジックライス
白米
マジックライス
白米

火力が強く、火持ちも良い火力が強く、火持ちも良い木炭の着火が手間いらずになります木炭の着火が手間いらずになります 木炭の
火起こしに
木炭の
火起こしに

折りたたみ時

※端を丸めて枕
　部分を作れます

※使用例



連続運転時間：約7時間

本体重量：約４１ｋｇ
ＡＣ出力コンセント２口

ＡＣ１００Ｖ ２０ＡＡＣ１００Ｖ ２3Ａ

燃料：無鉛ガソリン

各50,741円各50,741円
（税込各54,800円）（税込各54,800円）

ＥＦ２３Ｈ

JAN:4997789235609JAN:4997789235609 JAN:4997789235500JAN:4997789235500

（約）幅51×奥行42×高さ43cm（約）幅51×奥行42×高さ43cm
発電機発電機

野外での電源確保に便利です野外での電源確保に便利です ガソリンの持ち運びには
定められたガソリン携帯缶を
ご使用ください

ガソリンの持ち運びには
定められたガソリン携帯缶を
ご使用ください

60Hz
連続運転時間：約８時間
５０Ｈｚ

５ℓ

2,180円2,180円
（税込2,354円）（税込2,354円）

JAN:4582319236593JAN:4582319236593

10ℓ

2,380円2,380円
（税込2,570円）（税込2,570円）

JAN:4582319236609JAN:4582319236609

20ℓ

2,580円2,580円
（税込2,786円）（税込2,786円）

JAN:4582319236616JAN:4582319236616

ガソリン携行缶ガソリン携行缶

2,297円2,297円
（税込2,480円）（税込2,480円）JAN:4967576249263JAN:4967576249263

（約）幅191×奥行73
高さ22cm
（約）幅191×奥行73
高さ22cm

コンパクトエアベッドコンパクトエアベッド

省スペースだから車や
避難所でも使用できます
レジャー、キャンプでも
使用できます

省スペースだから車や
避難所でも使用できます
レジャー、キャンプでも
使用できます

ポンプ付

1,463円1,463円
（税込1,580円）（税込1,580円）JAN:4905564803486JAN:4905564803486

（約）190×140cm（約）190×140cm
ベリー暖ポンチョベリー暖ポンチョ
非常用簡易防寒具非常用簡易防寒具

保温性を高め、
低温から体を
守ります

保温性を高め、
低温から体を
守ります

739円739円
（税込798円）（税込798円）JAN:4969919200177JAN:4969919200177

水が要らない非常用トイレ水が要らない非常用トイレ

ゼリー状に素早く固め、臭いを包みます
使い方簡単！ ヒモを切り取ってしばる蓄便袋便凝固剤１個で
大人１回分の便・尿を凝固します

ゼリー状に素早く固め、臭いを包みます
使い方簡単！ ヒモを切り取ってしばる蓄便袋便凝固剤１個で
大人１回分の便・尿を凝固します

凝固剤、トイレ袋、持ち帰り袋各５枚

老眼鏡

クリア

各4,980円各4,980円
（税込各5,378円）（税込各5,378円）

JAN:4580322490445JAN:4580322490445

ブラック JAN:4580322490407JAN:4580322490407

ブルー JAN:4580322490438JAN:4580322490438

ワイン JAN:4580322490414JAN:4580322490414

アドレンズ
ライフワンライフワン

片目ごとに度数調節ができるメガネ
度数－４．０から＋５．０まで調節可能
片目ごとに度数調節ができるメガネ
度数－４．０から＋５．０まで調節可能

単３電池１本使用

5枚入

タンク容量約１８０㎖

ＹＥＷ４Ｒ２　ホワイト 7,389円7,389円
（税込7,980円）（税込7,980円）JAN:4940577417121JAN:4940577417121

（約）幅6.7×奥行4.6×高さ13.0cm（約）幅6.7×奥行4.6×高さ13.0cm

（約）幅5.5
奥行1.9
高さ9.8cm

（約）幅5.5
奥行1.9
高さ9.8cm

（約）幅6.8
奥行2.6
高さ12cm

（約）幅6.8
奥行2.6
高さ12cm

携帯ウォシュレット携帯ウォシュレット

いつでもどこでも使えるおしり洗浄機いつでもどこでも使えるおしり洗浄機

ＢＦ－１５８ＢＫ－Ｗ

（約）幅12.3×長さ8×縦21.5cm（約）幅12.3×長さ8×縦21.5cm

単１エボルタ電池２本使用（付属）

1,371円1,371円
（税込1,480円）（税込1,480円）JAN:4984824859616JAN:4984824859616

付属の電池で連続約１２０時間使用可能付属の電池で連続約１２０時間使用可能

ＬＥＤ懐中電灯ＬＥＤ懐中電灯

ＤＯＰ－ＨＤ１０３　黒

防水仕様
ＩＰＸ４（防沫形）
付属品：ヘッドバンド

1,371円1,371円
（税込1,480円）（税込1,480円）

JAN:4901087189762JAN:4901087189762

朝日電器
ＬＥＤヘッドライト６５ｌｍＬＥＤヘッドライト６５ｌｍ

Ｅ－ＰＬ０１

６０ルーメン 単３電池４本使用（別売）

980円980円
（税込1,058円）（税込1,058円）

JAN:4582319200662JAN:4582319200662

スイッチで３パターン
（点灯、ランタン、点灯＋ランタン）
の切り替えができます

スイッチで３パターン
（点灯、ランタン、点灯＋ランタン）
の切り替えができます

置いて使えば
ランタンにもなります
置いて使えば
ランタンにもなります

収納できる
軽量ＬＥＤライト
収納できる
軽量ＬＥＤライト

ＬＣ－Ｓ１６Ｄ２

１６０ルーメン

点灯時間約５．５時間
単４電池３本使用（別売）

1,834円1,834円
（税込1,980円）（税込1,980円）

JAN:4540943387272JAN:4540943387272

明るさを感知して自動で
ＯＮ・ＯＦＦ
明るさを感知して自動で
ＯＮ・ＯＦＦ

光センサー付
ＬＥＤヘッドライト
光センサー付
ＬＥＤヘッドライト

Ｅ－ＬＬ０１

ランタン５０ルーメンライト３０ルーメン
単３電池３本使用（別売）

単4電池2本使用（別売）
ワイドFM対応
連続使用時間
約110時間

ワイドFM対応
連続使用時間
約240時間

単3電池4本
使用（付属）
出力5V
800mA

単３電池2本使用（別売）

1,280円1,280円
（税込1,382円）（税込1,382円）

JAN:4582319236029JAN:4582319236029

ランタンにもなる
ＬＥＤライト
ランタンにもなる
ＬＥＤライト

もしもの時に
水を入れて
すぐ使えます

もしもの時に
水を入れて
すぐ使えます

・未開封であれば
 ２０年の長期保存が
 可能で非常用の
 備えとしておすすめ
 です

・未開封であれば
 ２０年の長期保存が
 可能で非常用の
 備えとしておすすめ
 です

・付属のスポイトで
 水を注ぐだけで
 発電する電池です

・付属のスポイトで
 水を注ぐだけで
 発電する電池です

ＮＷＰ-３-Ｄ 水色／白色 570円570円
（税込615円）（税込615円）JAN:4902205408246JAN:4902205408246

ナカバヤシ
水電池３本セット水電池３本セット

ＥＲ－Ｐ３６Ｆ

980円980円
（税込1,058円）（税込1,058円）JAN:4901087204502JAN:4901087204502

ＥＲ－Ｃ３７Ｆ

1,180円1,180円
（税込1,274円）（税込1,274円）JAN:4901087204533JAN:4901087204533

非常時や携帯用にも邪魔にならないコンパクトサイズ非常時や携帯用にも邪魔にならないコンパクトサイズ

大きな数字で見やすい 
ＡＭ／ＦＭポケットラジオ
大きな数字で見やすい 
ＡＭ／ＦＭポケットラジオ

大きな数字で見やすい 
ＡＭ／ＦＭコンパクトラジオ
大きな数字で見やすい 
ＡＭ／ＦＭコンパクトラジオ

1,480円1,480円
（税込1,598円）（税込1,598円）JAN:4580256083379JAN:4580256083379

非常時にスマホをすぐ
充電できます
非常時にスマホをすぐ
充電できます

モバイル
チャージャー
モバイル
チャージャー
ＱＸ－００２　
ホワイト
ＱＸ－００２　
ホワイト

ヘルメット取付け
パーツ４個付

トイレ

ライト

発電機

ラジオ バッテリー
ベッド・ポンチョ メガネ

5 6

豆知識
防災

セット内容（5回分）

５回分　

水の勢いが2段階で選べます

標準

ソフト

電池や絆創膏などの小物が収納できます電池や絆創膏などの小物が収納できます

災害後、避難生活に備えて！
トイレ対策や寒さ対策も重要となります
状況に応じて対応できるようしっかりと準備を！

ポンプは押しても
引いても給気する
ダブルアクション
ポンプ

ポンプは押しても
引いても給気する
ダブルアクション
ポンプ

断水被害や避難所でトイレが使えない場合に

停電時にも使える灯りを準備しましょう

ライフラインが復旧するまでの動力源

災害時の情報収集のために 電池の代わりに
避難所生活で必要な備え 見えない不便を解消

●避難所での生活は、ルールを守り、避難者もできる範囲で役割を分担し助け合いながら
　生活しましょう。他の人の居住スペースに立ち入ったり、のぞいたり、大声を上げたりする
　のはマナー違反です。きめられた場所以外での喫煙も他の方の迷惑となります。周りの方
　への心配りも必要です。
●ペットをつれての避難の際、動物が苦手な方やアレルギーの方もいる事を気をつけましょ
　う。衛生的な管理を行い、避難所のルールを守り、飼い主の責任で世話をおこないます。

●急激な環境の変化で、体調を崩さ
　ないように気をつけましょう。
●夏は適切な水分補給を行い、冬は
　効率的に暖をとれるように心がけま
　しょう。

避難所でのこころがけ
避難所での生活 体調管理が重要

お取り寄せ商品

※使用例

※使用例

※使用例

※使用例

ハンズフリーで照らしますヘッド部が上下９０度可動する
ので手元も照らすことが可能です
ハンズフリーで照らしますヘッド部が上下９０度可動する
ので手元も照らすことが可能です



防災用品の保管にピッタリ

約1.06坪

受注商品

お持ち帰り商品

組立式 棚板１枚付

床面積3.5㎡

約0.39坪床面積1.27㎡

棚板３枚付

（標準屋根一般型タイプ）
ＢＮＤ-２２１５Ｗ

ＤＣＭ-８９

ＤＣＭ-８９
1枚

ＤＣＭ-９１５

ＤＣＭ-９１５

ＢＧ-１７７ＡＦＭＷ

ＢＮＤ-２２１５ＷＢＧ-１７７ＡＦＭＷ

（約）幅２２８×奥行１８０
高さ２１１㎝
（約）幅２２８×奥行１８０
高さ２１１㎝

（約）幅１７３×奥行８４
高さ１９０㎝
（約）幅１７３×奥行８４
高さ１９０㎝

123,200円123,200円
（税込133,056円）（税込133,056円）

82,950円82,950円
（税込89,586円）（税込89,586円）

防災機材倉庫　

JAN:4904780162001JAN:4904780162001

JAN:4904780195566JAN:4904780195566

グランプレステージグランプレステージ

Mr.ストックマンMr.ストックマン

7,980円7,980円
（税込8,618円）（税込8,618円）

3,980円3,980円
（税込4,298円）（税込4,298円）

JAN:4582319257789JAN:4582319257789

14,800円14,800円
（税込15,984円）（税込15,984円）JAN:4582319257796JAN:4582319257796

JAN:4983771500992JAN:4983771500992

（約）幅８２．８×奥行４９．３
高さ９３．４㎝
（約）幅８２．８×奥行４９．３
高さ９３．４㎝

（約）幅９２．８×奥行４９．３
高さ１５３．４㎝
（約）幅９２．８×奥行４９．３
高さ１５３．４㎝

スチール収納庫スチール収納庫

防災用品の格納に特化した専用設計です防災用品の格納に特化した専用設計です

配送・組立日はサービスカウンターでご確認ください。

扉の文字は変更可能です※文字数、大きさにより追加費用がかかります（別途お見積り）

標準組立代１８，３６０円（税込）
半ブロック12個別途必要 アンカー工事代別途

標準組立代９，７２０円（税込）
半ブロック6個別途必要 アンカー工事代別途

収納庫・倉庫

■店舗によっては取り扱いのない商品もございます。その場合はお取り寄せさせていただきます。 

カタログ有効期間：2018年2月28日（水）～8月31日（金）まで

■商品によって型番が異なる場合がございます。　■色は撮影・印刷インキ等のため、多少異なって見えることがございます。
■品切れの際はご容赦ください。 ■掲載商品の仕様は予告無く変更になる場合がございます。 ■使用例写真には演出上の小物も含まれます。
■売り出し等により価格が変更になる場合がございます。　■使用例写真の小物は価格には含まれません。　 
■当店では、電話による注文は承っておりません。ご容赦ください。　■表示価格は｢本体価格｣と｢税込価格｣を併記しております。

（約）高さ
93.4cm
（約）高さ
93.4cm

（約）奥行
49.3cm
（約）奥行
49.3cm

（約）奥行
49.3cm
（約）奥行
49.3cm

追加棚板（別売）追加棚板（別売）

追加棚板お取り寄せ致します

防災用品の保管に

（約）奥行
180cm
（約）奥行
180cm

（約）幅
92.8cm
（約）幅
92.8cm

（約）奥行
84cm
（約）奥行
84cm

非常時持ち出しリスト
□ 水（3ℓ/1人1日）
□ カンパン等保存食品（適宣）
□ 紙コップ等使い捨て食器（適宣）
□ 缶切り・栓抜き
□ キッチン用ラップ・アルミホイル（大・中・小）
□ カセットコンロ・ガスボンベ・固形燃料
□ テッシュペーパー等（適宣）
□ ウエットティッシュ

□ ビニール袋・ゴミ袋（適宣）
□ 生理用品　　
□ 紙おむつ・おしり拭き
□ 使い捨てカイロ
□ ロウソク・ライター（適宣）
□ ビニールシート（数枚）
□ 下着類（適宣）
□ 防寒着
□ 雨具
□ 現金（適宣）　　　　

□ 印鑑・通帳・カード類
□ 健康保険証・運転免許証
□ 車や家の鍵
□ 救急箱　　　
□ 常備薬（持病用）
□ 懐中電灯
□ 電池
□ 携帯電話・携帯ラジオ
□ スコップ・ロープ
□ 多機能ナイフ

吊り下げフック付吊り下げフック付

ヘルメットハンガー付ヘルメットハンガー付

※使用例につき収納物は付属しません　

※使用例につき
　収納物は付属しません　

1枚 2,980円2,980円
（税込3,218円）（税込3,218円）JAN:4983771500985JAN:4983771500985

追加棚板（別売）追加棚板（別売）

吊り戸仕様で開閉がスムースです
ブルーシートやポリタンクなどを
スッキリ収納できます

吊り戸仕様で開閉がスムースです
ブルーシートやポリタンクなどを
スッキリ収納できます

□ テント・寝袋
□ タオル
□ 石けん・歯磨きセット
□ メガネ・コンタクトレンズ
□ 筆記用具
□ ガムテープ
memo

㋱税込127,980円の品

㋱税込190,080円の品

棚落下防止ガード付

棚落下防止ガード付
（約）幅228cm（約）幅228cm（約）幅

173mm
（約）幅
173mm

（約）高さ
190cm
（約）高さ
190cm

（約）高さ
211cm
（約）高さ
211cm

（約）幅
82.8cm
（約）幅
82.8cm

（約）高さ
153.4cm
（約）高さ
153.4cm


	kyd2_防災カタログ_H1_web
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