
保存食

炊き出しセット
白米

わかめごはん

赤飯

田舎ごはん

チキンライス

ドライカレー

尾西のアルファ米(５０人分)

白がゆ 梅がゆ 白米 わかめごはん 赤飯

五目ごはん 田舎ごはん チキンライス ドライカレー えびピラフ

山菜おこわ 松茸ごはん

ドライカレ

山菜おこわ

(税抜き)

尾西の白がゆ 内容量/出来上がり量　 ４０g/３２０g

尾西の梅がゆ ４２g/３２０g

尾西の白米 １００g/２６０g

尾西のわかめごはん １００g/２６０g

尾西の赤飯 １００g/２１０g

尾西の五目ごはん １００g/２６０g

尾西の田舎ごはん １００g/２６０g

尾西のチキンライス １００g/２６０g

尾西のドライカレー １００g/２６０g

尾西のエビピラフ １００g/２６０g

尾西の山菜おこわ １００g/２１０g

尾西の松茸ごはん １００g/２６０g

炊き出しセット白米５０食分 ５kg/１３kg

炊き出しセットわかめごはん５０食分 ５kg/１３kg

炊き出しセット赤飯５０食分 ５kg/１０．５kg

炊き出しセット田舎ごはん５０食分 ５kg/１３kg

炊き出しセットチキンライス５０食分 ５kg/１３kg

炊き出しセットドライカレー５０食分 ５kg/１３kg

炊き出しセット山菜おこわ５０食分 ５kg/１０．５kg

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

``

4970088140270

4970088140287

4970088140249 ¥13,000

¥14,000

¥17,000

¥17,000

`` ¥17,000

``

``

``
4970088140225

4970088240079

4970088140218

4970088140324

4970088140348

4970088140300

4970088140317

4970088240062

4970088140263

4970088240086

4970088140331

4970088140164

4970088140188

4970088240055

¥14,800

¥17,000

¥17,000

¥19,000

¥19,000

¥20,000

¥11,000

¥13,000

¥14,000

¥14,000

¥14,000

¥14,000

¥14,000

4970088140256

4970088140201

`` ¥16,000

標準価格備考商品名商品番号

``

白がゆ 梅がゆ 白米 わかめごはん 赤飯

五目ごはん 田舎ごはん チキンライス ドライカレー えびピラフ

山菜おこわ 松茸ごはん

白がゆ 梅がゆ 白米 わかめごはん 赤飯

五目ごはん 田舎ごはん チキンライス ドライカレー えびピラフ

山菜おこわ 松茸ごはん



保存食

炊き出し用セット 白粥

白米

五目ごはん

ドライカレー

しそわかめご飯

炒飯

サタケ　マジックライス(５０人分)

白米 五目ご飯 ドライカレー しそわかめご飯 えびピラフ

牛飯 炒飯 しそわかめご飯 えびピラフ

(税抜き)

マジックライス 白米 内容量/出来上がり量　 １００g/２６０g

マジックライス 五目ご飯 １００g/２６０g

マジックライス ドライカレー １００g/２４０g

マジックライス 食べきりしそわかめご飯 ７７g/１８７g

マジックライス食べきりえびピラフ ７７g/１８７g

マジックライス 牛飯 １００g/２６０g

マジックライス 炒飯 １００g/２６０g

マジックライス しそわかめご飯 １００g/２４０g

マジックライス えびピラフ １００g/２４０g

マジックライス炊き出し用白粥 2.15ｋｇ/12.65ｋｇ

マジックライス炊き出し用白米 5.125ｋｇ/13ｋｇ

マジックライス炊き出し用五目ご飯 ５kg/１３kg

マジックライス炊き出し用ドライカレー ５kg/１３kg

マジックライス炊き出し用しそわかめご飯 ５kg/１３kg

マジックライス炊き出し用炒飯 ５kg/１３kg

4531717340012 ¥14,800

4531717340029 ¥14,800
``

``

4531717800288 ¥11,000

4531717800295 ¥14,000

4531717800615 ¥14,000

``

``

``

4531717310053 ¥19,000

4531717310046 ¥19,000

4531717800745 ¥12,000

``

``

``

4531717310084 ¥17,000

4531717310060 ¥19,000

4531717310077 ¥19,000

``

``

``

4531717310022 ¥17,000

4531717310039 ¥17,000

4531717310091 ¥17,000

``

``

``

4531717310015 ¥14,000

商品番号 商品名 備考 標準価格

白米 五目ご飯 ドライカレー しそわかめご飯 えびピラフ

牛飯 炒飯 しそわかめご飯 えびピラフ

白米 五目ご飯 ドライカレー しそわかめご飯 えびピラフ

牛飯 炒飯 しそわかめご飯 えびピラフ



保存食

チョコチップ・レーズン・コーヒーナッツ

焼きたてのようにふっくら柔らか

保存食とは思えない美味しさ缶切り不要で開けられます。

内容量：1缶あたり100ｇ、パン2個入。

ほんのり甘い
黒まめチップ入り

黒まめ

ソフトパン2個入

プチヴェール

内容量：100ｇ

ソフトパン2個入

内容量：100ｇ

栄養価のバランスに
優れている

新･食･缶ベーカリー(２４缶)

生命のパン(24缶)

非常時に生きる為に必要な食糧＝”非常食”でも、「美味しい」をコンセプトに天然酵母（賞味期限3年商品が対象）を使用し、
缶入りとは思えない「しっとり」・「柔らかな」食感。パン職人がとことんこだわって焼き上げました。

コーヒー 黒糖 オレンジ EggFreeﾌﾟﾚｰﾝ内容量：100ｇ

　缶入りパン　パンですよ！(24缶) 生命のパン(24缶)

(税抜き)

4560154691418 新・食・缶ベーカリー コーヒー

4560154692293 新・食・缶ベーカリー 黒糖

4560154692286 新・食・缶ベーカリー オレンジ

1560154693757 新・食・缶ベーカリー Ｅｇｇ Free プレーン

4528335925011 パンですよ！　チョコチップ 保存食とは思えない美味しさ

4528335925028 パンですよ！　レーズン 保存食とは思えない美味しさ

4528335925035 パンですよ！　コーヒーナッツ 保存食とは思えない美味しさ

4571187111033 生命のパン　プチヴェール 美味しく食べやすいソフトパン

4571187111026 生命のパン　黒豆 美味しく食べやすいソフトパン

4571187111019 生命のパン　オレンジ 美味しく食べやすいソフトパン

4571187111057 生命のパン　ココア 美味しく食べやすいソフトパン

4571187111040 生命のパン　ホワイトチョコ&ストロベリー 美味しく食べやすいソフトパン

4530493221973 はんぶん米　50個 低たんぱく　アルファ米

¥11,100

¥9,120

¥19,000

¥11,100

¥9,120

¥9,120

¥9,120

¥9,120

¥9,120

¥9,120

¥9,120

¥11,100

¥11,100

商品名 備考 標準価格

女性に一番人気
あっさり食べられます

味わい深い
ココアのおいしさ

お子様もお菓子感覚で
食べられます。

5年保存
原材料:うるち米

商品番号

ソフトパン2個入

内容量：100ｇ

ﾎﾜｲﾄﾁｮｺ&ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ
生命のパン(24缶) 生命のパン(24缶)

オレンジ
はんぶん米(50個)

ソフトパン2個入 ソフトパン2個入

内容量：100ｇ

ココア

低たんぱく米

生命のパン(24缶)

内容量：100ｇ

黒まめチップ入り

人工透析患者も食べられる

優れている



保存食

７．８Kg
製造日より１０年間保存

各２０食＝６０食
７．８kg

７．８Kg
製造日より１０年間保存

３.１５㎏
製造日より１０年間保存

野菜シチュー ３品野菜 チキンシチュー ３日間食料セット

(クラッカー+シチュー)２０食 クラッカー６０食+ (クラッカー+シチュー)２０食 ３人×３人の計２７食

セイフティ・セット(徳用) セイフティ・セット(徳用) セイフティ・セット(徳用)

(クラッカー+シチュー)５食 クラッカー１５食+ (クラッカー+シチュー)５食 １缶１食分、スプーンと

×３＝１５食 シチュー・ピラフ・パスタ ×３＝１５食 缶切り付き

２.１Kg
製造日より１０年間保存

各５食＝１５食
２．１kg

２.１Kg
製造日より１０年間保存

製造日より１０年間保存
ｸﾗｯｶｰ･ﾌﾙｰﾂ･ｼﾁｭｰ入

セイフティ・セット(普通)

×３＝６０食 シチュー・ピラフ・パスタ ×３＝６０食 ７品目の９缶入り

セイフティ・セット(普通)
野菜シチュー ３品野菜 チキンシチュー オール・イン・ワン缶(２４缶)

セイフティ・セット(普通)

(税抜き)

5222 野菜シチューセイフティ・セット(徳用) 野菜シチューと厚焼きクラッカー入り

5223 ３品野菜セイフティ・セット(徳用) シチュー・ピラフ・パスタ・クラッカー入り

5224 チキンシチューセイフティ・セット(徳用) クリーミーチキンシチューとクラッカー入り

4513916030017 ３日間食料セット ７品目が合計９缶２７食分

5225 野菜シチューセイフティ・セット(普通) 野菜シチューと厚焼きクラッカー入り

5226 ３品野菜セイフティ・セット(普通) シチュー・ピラフ・パスタ・クラッカー入り

5227 チキンシチューセイフティ・セット(普通) クリーミーチキンシチューとクラッカー入り

5228 オール・イン・ワン缶(２４缶) １食分のｼﾁｭｰ、ｸﾗｯｶｰ、ﾌﾙｰﾂとｽﾌﾟｰﾝ付

4962901632185 穀物飲料｢三穀食｣(３０缶) 流動食風で、そのまますぐに食せます

4580417800029 栄養補給食品(３包入)×１００袋 栄養災害を１日１包で解決！

4580417800012 栄養補給食品(７包入)×５０袋 栄養災害を１日１包で解決！

4901002134891 備蓄用ビーフカレー(S＆B)(200g) 温めなくても召し上がれます

製造日より１０年間保存 ２．１kg 製造日より１０年間保存 ｸﾗｯｶ ﾌﾙ ﾂ ｼﾁｭ 入

穀物飲料｢三穀食｣(３０缶) 栄養補給食品(３包入) 栄養補給食品(７包入) 備蓄用ビーフカレー

備蓄食糧に最適なﾚﾄﾙﾄｶﾚｰ
温めなくても召し上がれます

お米・はとむぎ・小豆の ３包タイプ×１００袋 ７包タイプ×５０袋

２００ｇ×３０食三つの穀物が入ってます １００人、３日分 ５０人、１週間分

¥13,500

商品番号 商品名 備考 標準価格

¥36,800

¥36,800

¥39,800

¥19,800

¥13,300

¥13,300

貴重な水を無駄にしない
飲むご飯！！

重さ：１．８００g
災害時の栄養失調対策に

重さ：１４８０g
災害時の栄養失調対策に

¥9,000

open

¥7,800

¥49,000

¥49,000



保存食

本場仕込み　さぬきうどん　揚げ入り　(25食入)
おすすめ ★5年保存

(税抜き)

4537854310505 さぬきうどん　揚げ入り 本場仕込み　５年保存 ２５食入

商品番号 商品名 備考 標準価格

開ければすぐに食べられる セパレート型レトルトうどん 割り箸付きで器も不要 栄養成分1食(420g)あたり

¥14,400

水も火も一切不要 常温で長期保存可能 温めると更に美味しい エネルギー　345kcal

災害非常食の決定版！ 防災非常食、長期保存食として
安心なレトルトうどん

おすすめ ★5年保存おすすめ ★5年保存



保存食・保存水・飲食関係

５００mL(２４本) 2L　6本
DSW PREMIUM 12 YEARS(12年保存水)

ﾓﾝﾄﾞｾﾚｸｼｮﾝ最高金賞

５年保存

ＥＭＥＲＧＥＮＣＹ
２L(６本)

ﾓﾝﾄﾞｾﾚｸｼｮﾝ最高金賞

５年保存

ＥＭＥＲＧＥＮＣＹ

ステリボトル

洗浄・消毒不要

使いきり哺乳瓶

240mL×5個
５年保存

500mL　24本

金属缶(18L)から

保存用乾パン６０食

硬度の低い軟水のため、赤ちゃ
んからお年寄りまで安心

硬度の低い軟水のため、赤ちゃ
んからお年寄りまで安心

内容量：100g

缶入カンパン(２４缶)

氷砂糖入り

栄養成分：
エネルギー　410kcal

氷砂糖入り アルミ蒸着フィルム内装に

変更し、簡便性を
高めました

プチバゲット(２４缶)
保存用ビスケット６０食

栄養成分：
エネルギー　351kcal

内容量：85g

おすすめ おすすめ おすすめ

(税抜き)

4901830520002 缶入カンパン　１００g　三立製菓 定番の氷砂糖入りカンパン

4901830519617 缶入プチバゲット　氷砂糖入り フランス産小麦使用。氷砂糖入り

51910 保存用乾パン60食 小スペースにコンパクト収納

51920 保存用ビスケット60食 小スペースにコンパクト収納

4571369272200 ステリボトル 使いきり哺乳瓶　消毒洗浄不要

4952777021312 ＥＭＥＲＧＥＮＣＹ　５００mL(２４本) 赤ちゃんからお年寄りまで安心

4952777021718 ＥＭＥＲＧＥＮＣＹ　２L(６本) 赤ちゃんからお年寄りまで安心

4972842712020 生命の水　あんしん　５００mL(２４本) 保管期間１０年の長期保存水です

4571187112016 生命の水　あんしん　１．５L(１０本) 保管期間１０年の長期保存水です

4571285580014 保管期間１２年の長期保存水です

4571285580038 DSW PREMIUM 12 YEARS　２L(６本) 保管期間１２年の長期保存水です

備考 標準価格

¥3,240

¥6,240

¥9,600

¥6,240

¥9,600

DSW PREMIUM 12 YEARS　５００mL(２４本)

硬度：6mg/L

商品番号

んからお年寄りまで安心んからお年寄りまで安心

商品名

１．５L(１０本)
生命の水　あんしん

¥2,880

¥1,500

¥1,710

¥6,000

¥4,500

¥5,760

強化ダンボール採用により管理も安心

硬度　15.0mg/100mL

採水地：室戸岬沖　水深374m

海洋深層水

超長期12年保存水

５００mL(２４本)
生命の水　あんしん

10年保存
防腐剤は一切使用してません

天然アルカリイオン水ph9.9

10年保存
防腐剤は一切使用してません

硬度：6mg/L

天然アルカリイオン水ph9.9

おすすめ おすすめ おすすめおすすめ おすすめ おすすめ


