
寝具・避難所用具

災害救助用毛布

エアーマット暖
防災備蓄６０

エアーマット60個

専用ポンプ1個

サイズ：38*47*34cm
ケース重量：約18.5kg

抗菌･防臭加工
1箱10枚

難燃性･静電気防止加工

95×70×1.5㎝エアーマット20個

敷布や座布団としても使用可

燃えにくい素材を使用
低反発素材を使用！

サイズ：24*37*18cm
ケース重量：約5.9kg

耐荷重：300kg

２WAYマット/ハーフ

梱包箱　外寸1.03*1.02*0.2m　箱重量22kg

付属品：ｶｯﾀｰ、ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ、ｸﾘｯﾌﾟ、ﾏｰｶｰ、ｱｲﾏｽｸ、耳栓など

防災備蓄２０
カネカロン毛布

1.3kgﾀｲﾌﾟ・1.6kgﾀｲﾌﾟ
エアーマット暖

災害緊急避難用マット「マイルディ」シート 簡易間仕切り・暖ボール畳・簡易更衣室

簡易間仕切り+暖ボール畳(４㎡用/１組)の場合

小間寸法2*2ｍ　高さ90cm(2～2.5人用)

緊急避難時・ｷｬﾝﾌﾟ

(税抜き)

506901 マイルディシート 910mm*20m　厚さ8mm　約5㎏

560101 簡易間仕切り+暖ボール畳 4㎡＝2.5畳　高さ90cm

560102 簡易更衣室 １㎡*180cm　2組入り

5231 エアーマット暖　防災備蓄６０ 吸入弁・排気弁付空気の出し入れが楽

5232 エアーマット暖　防災備蓄２０ 吸入弁・排気弁付空気の出し入れが楽

5233 エアーマット暖用　カバー(20枚)

5234 エアーマット暖　専用ポンプ

5229 カネカロン毛布　1.3kgﾀｲﾌﾟ　１０枚/1ｹｰｽ 国産難燃性備蓄用

5230 カネカロン毛布　1.6kgﾀｲﾌﾟ　１０枚/1ｹｰｽ 国産難燃性備蓄用

4979874872647 緊急避難時・ｷｬﾝﾌﾟ　２WAYマット/シングル　１０枚/1ｹｰｽ

4979874872630 緊急避難時・ｷｬﾝﾌﾟ　２WAYマット/ハーフ　１０枚/1ｹｰｽ

3244 スリーピングバッグ

0890001 アクアウォッシュ(ﾏｳｽｳｫｯｼｭ)(100個入) 歯磨きなどできない状況に最適

３シーズン対応

１９０×８０cm
ダブルジッパー

ケ ス重量：約18.5kg

寝袋

1箱10枚

夏は涼しく、冬はあったかい

¥5,000

¥75,000

¥39,800

¥29,800

¥90,000

¥36,000

¥15,000

¥3,000

¥2,100

¥55,000

¥27,000

open

open

簡単にふくらませます 災害時の口腔内の

商品番号

管理に最適!!
ﾋﾟﾝｸとﾌﾞﾙｰで選べます

キズ、穴あき防止に
素材：不織布

商品名 備考 標準価格

カバー(20枚) 専用ポンプ

寝心地がさらにアップ 約1分(245回注入)で

低反発素材を使用！

アクアウォッシュ

マウスウォッシュ

14mL×100個

ケ ス重量：約5.9kg

スリーピングバッグエアーマット暖用 エアーマット暖



テント

20人用

1×1.5間・1×2間
1.5×2間・2×3間

救護・避難用テント

その他：5/10/14人用
附属品：ｱﾙﾐ保温ｼｰﾄ

2.5×4間(4.5×7.2m)

風雨･害虫の侵入を防ぐ

カラーテント

トリアージで使われるレッド/イエロー/グリーンはもちろん
１７色のカラーバリエーションをご用意

テント本体、中折式・伸縮式及びサイズも４種類
三方幕及び四方幕もご用意できます

ワンタッチ60秒テント

オールアルミフレームなので、軽くて
居度耐久性に優れ丈夫！

100％国産なのでアフターサービスも安心！
設置＆撤去が60秒！超簡単！

イベント・集会テント　中折式

亜鉛メッキフレームで
半永久的防錆効果

(税抜き)

商品名 標準価格 商品名 標準価格

カラーテントＡサイズ(1間*1.5間)用三方幕

カラーテントＡサイズ(1間*1.5間)伸縮式

イベント集会テントＡサイズ(1間*1.5間)中折式三方幕

イベント集会テントＡサイズ(1間*1.5間)中折式上質テント

イベント集会テントＡサイズ(1間*1.5間)中折式標準テント

¥92,400

¥11,450

1.5×2間 2×3間

¥72,300

¥18,300

附属品：ｱﾙﾐ保温ｼ ﾄ

¥55,000 ¥60,200カラーテントＡサイズ(1間*1.5間)中折式

¥32,400

¥157,700

イベント集会テントＢサイズ(1間*2間)中折式三方幕

イベント集会テントＢサイズ(1間*2間)中折式上質テント

イベント集会テントＢサイズ(1間*2間)中折式標準テント

イベント集会テントＡサイズ(1間*1.5間)中折式四方幕

イベント集会テントＣサイズ(1.5間*2間)中折式三方幕

イベント集会テントＣサイズ(1.5間*2間)中折式四方幕

イベント集会テントＤサイズ(2間*3間)中折式標準テント

イベント集会テントＤサイズ(2間*3間)中折式上質テント

¥16,200

¥90,500

¥103,800

¥13,400

¥19,050

¥92,600

¥108,100

¥16,200

¥21,900

¥131,800

¥177,600

¥22,850

イベント集会テントＢサイズ(1間*2間)中折式四方幕

イベント集会テントＣサイズ(1.5間*2間)中折式標準テント

イベント集会テントＣサイズ(1.5間*2間)中折式上質テント

¥60,000

¥109,500

¥35,800

¥53,300

¥119,000

¥130,500

¥41,000

¥24,600

¥65,700

¥72,300

¥25,700

¥36,200

イベント集会テントＤサイズ(2間*3間)中折式三方幕

イベント集会テントＤサイズ(2間*3間)中折式四方幕

¥100,000

カラーテントＡサイズ(1間*1.5間)用四方幕

ﾜﾝﾀｯﾁ60秒ﾃﾝﾄS-6ｻｲｽﾞ3.0*6.0m)

ﾜﾝﾀｯﾁ60秒ﾃﾝﾄS-5ｻｲｽﾞ(3.0*3.0m)

ﾜﾝﾀｯﾁ60秒ﾃﾝﾄS-4ｻｲｽﾞ(2.4*4.8m)

ﾜﾝﾀｯﾁ60秒ﾃﾝﾄS-3ｻｲｽﾞ(2.4*2.4m)

ﾜﾝﾀｯﾁ60秒ﾃﾝﾄS-2ｻｲｽﾞ(1.8*3.6m)

ﾜﾝﾀｯﾁ60秒ﾃﾝﾄS-1ｻｲｽﾞ(1.8*1.8m)

カラーテントＥサイズ(2間*4間)用四方幕

カラーテントＥサイズ(2間*4間)用三方幕

カラーテントＥサイズ(2間*4間)伸縮式

カラーテントＤサイズ(2間*3間)用四方幕

カラーテントＤサイズ(2間*3間)用三方幕

カラーテントＤサイズ(2間*3間)伸縮式

カラーテントＤサイズ(2間*3間)中折式

カラーテントＣサイズ(1.5間*2間)用四方幕

カラーテントＣサイズ(1.5間*2間)用三方幕

カラーテントＥサイズ(2間*4間)中折式

カラーテントＣサイズ(1.5間*2間)伸縮式

カラーテントＣサイズ(1.5間*2間)中折式

¥462,900

救護・避難用テント(14人用)FS-213

救護・避難用テント(20人用)FS-220

イベント集会テントＥサイズ(2間*4間)中折式標準テント

イベント集会テントＥサイズ(2間*4間)中折式上質テント

イベント集会テントＥサイズ(2間*4間)中折式三方幕

イベント集会テントＥサイズ(2間*4間)中折式四方幕

救護・避難用テント(5人用)FS-211

救護・避難用テント(10人用)FS-212¥262,000

¥100,000

¥171,500

¥122,700

¥222,000

¥172,000 ¥185,700

¥273,400

¥322,000

¥207,050

¥27,600

¥41,000



テント

エアーテントＸ

テント本体、収納ｼｰﾄ、圧力計、ﾌｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｸｲ、ﾊﾝﾏｰ、補修ｷｯﾄ

大型避難用テント

正面入り口はファスナー式開閉

暑い季節も快適。

一体型で広げるだけ！

軽量幕で簡単設置
スイッチオンでらくらく設営

標準装備：本体(フレーム+幕)、ペグピン、ロープ

14人収容タイプ

サイズ：5.35*5.35m　重量：37kg

防災テント

、電動ﾌﾞﾛｱｰが標準装備されてます

・８-１０人収容タイプ　3.55*5.32m/59kg

・４-５人収容タイプ　　2.68*3.55m/37kg

防災パック

3.0*4.0m/70kg　　4.0*5.0m/99kg

(税抜き)

5330 エアーテントＸ　ATX-244 4*4*2.8m　気柱6本　約60kg

5331 エアーテントＸ　ATX-245 4*5*2.8m　気柱8本　約75kg

5332 エアーテントＸ　ATX-246 4*6*2.8m　気柱8本　約83kg

5333 エアーテントＸ　ATX-266 6*6*3.2m　気柱8本　約105kg

5334 大型避難用テントBT-14 5.35*5.35m　37kg

5335 防災テントBT-45(4-5人収容) 2.68*3.55m　37kg

5336 防災テントBT-810(8-10人収容) 3.55*5.32m　59kg

5337 防災パックBP-34(4人収容) 3.0*4.0m　70kg

5338 防災パックBP-45(8人収容) 4.0*5.0m　99kg

5339 携帯式非常用照明ｾｯﾄST-4-連結

5340 携帯式非常用照明ｾｯﾄST-2-連結

5341

5341 暖ボール畳

テント内の照明
別途発電機

テントウェイト

最大10本まで連結

テント内の照明
別途発電機

ST-4-連結(4本入り) ST-2-連結(2本入り)

最大10本まで連結

携帯式非常用照明ｾｯﾄ
20kg 鋳物ウェイト

携帯式非常用照明ｾｯﾄ

商品番号 商品名 備考 標準価格

テントウェイト20kg 鋳物 ¥6,000

¥113,300

¥417,600

¥211,100

open

¥1,200,000

¥1,350,000

¥202,000

¥327,800

¥318,000

¥650,000

¥1,460,000

¥1,750,000



簡易トイレ類

400mL

ケアバッグ(便器用) ケアバッグ ケアバッグ
２０枚入 吸収パッド２５枚入 携帯トイレ男子小用

除菌消臭フォーム 男性トイレ７人用

間口*奥行き*柱高3.3*4.0*1.8m

ひも付きタイプの袋
なので処分が簡単

ひも付き袋で一般ごみ
として処分

エアソフィアハイパー みんなでトイレ みんなでトイレ

1枚で水3000mLを30秒
吸収＆凝固

(尿の場合は500mL)

一般ごみで廃棄可能

吸収中敷きパッドで 外出時・車の渋滞時の必携品

すぐに吸収凝固 １回で500mLの排泄物を吸収

災害用簡易トイレと併用して、
使用いただくと良いです

本体重量：77kg 本体重量：142kg 本体重量：86kg

消臭フォームが対象物を覆い、
視覚的にも不快感を和らげます 便器数：小4+大3 便器数：小8+大7 便器数：大7

間口*奥行き*柱高3.3*4.0*1.8m

みんなでトイレ
男性トイレ１５人用

間口*奥行き*柱高3.3*8.0*1.8m

女性トイレ７人用

ケアバッグ

乗り物酔いや突然の吐き気に

吸収した嘔吐物を30秒でジェル化

ひも付き袋で一般ごみ
として処分

嘔吐用

(税抜き)

4580138899647 ケアバッグ(便器用)２０枚入 吸収中敷きパッドですぐに吸収凝固

4580138899586 ケアバッグ吸収パッド２５枚入 1枚で尿500mLを30秒吸収＆凝固

3760059230021 ケアバッグ携帯トイレ男子小用 外出時・車の渋滞時に

3760059230038 ケアバッグ嘔吐用 乗り物酔いや突然の吐き気に

4938409000351 エアソフィアハイパー除菌消臭フォーム 視覚的にも不快感を和らげます

5235 みんなでトイレ男性トイレ７人用 仮設の集合トイレ

5236 みんなでトイレ男性トイレ１５人用 仮設の集合トイレ

5237 みんなでトイレ女性トイレ７人用 仮設の集合トイレ

5238 みんなでトイレ女性トイレ１４人用 仮設の集合トイレ

5239 パーソナルトイレ 個人用トイレテント

5240 かんたんトイレ通常品 コンパクト且つ軽量

5241 かんたんトイレマンホール対応 コンパクト且つ軽量

使用いただくと良いです

テント本体+便座+クイ+ロープ
間口*奥行き*柱高1.2*1.2*2.0m

テントはコンパクト且つ軽量で
持ち運びが簡単です

マンホールプレートは
滑りにくい設計です

みんなでトイレ パーソナルトイレ かんたんトイレ かんたんトイレ

間口*奥行き*柱高3.3*8.0*1.8m 個人用トイレテント 幅*奥行*高さ：1.1*1.1*1.92m 幅*奥行*高さ：1.1*1.1*1.92m

女性トイレ１４人用

便器数：大14 コンパクトにたためます 本体重量：5.5㎏ 本体重量：16.5㎏

¥370,000

¥633,000

商品番号 商品名 備考 標準価格

¥2,600

本体重量：158kg

¥22,500

¥51,000

¥435,000

¥770,000

¥90,000

¥2,600

¥2,400

¥2,400

open

通常品 マンホール対応



簡易トイレ類

W838*D1116*H1900
梱包箱：900*1170*340mm

オプションでマンホール対応
にもできる

オプションでマンホール対応
にもできる

テント式災害用トイレ テント式災害用トイレ テント式災害用トイレ テント式災害用トイレ
シクレット-ＷＭ シクレット-ＡＭ シクレット-Ｗ(洋式) シクレット-Ａ(和式)

非水洗洋式 使用場所を選ばない 使用場所を選ばない

マンホール専用タイプ タンク内蔵タイプ

耐水性

ソフトダンボール製

簡易トイレ 非常時備蓄用 ジェルマックス(粉末)
エマ 芯なしトイレットペーパー

耐荷重：約120kg
排便収納袋5枚入

一般品の約１２ロール分
４人家族１ヵ月分相当

7gにつき約500から3000mLの
液体を吸収しジェル化

1袋(7g)につき約500から3000mL
の液体を吸収しジェル化

非水洗和式

マンホール専用タイプ

W838*D1116*H1900
梱包箱：900*1170*340mm

ｼﾝｸﾞﾙ 排泄物・体液などの液体を凝固 排泄物・体液などの液体を凝固

240m×3ロール 約30秒で液体をジェル化 約30秒で液体をジェル化

ジェルマックス(100袋入)

溶ける袋を採用！そのままで

タンク内蔵タイプ

18箱/ｹｰｽ12本/ｹｰｽ

(税抜き)

5244 テント式災害用トイレシクレット-ＷＭ 簡易ロックセット済み

5245 テント式災害用トイレシクレット-ＡＭ 簡易ロックセット済み

5246 テント式災害用トイレシクレット-Ｗ(洋式) 別途ｵﾌﾟｼｮﾝでﾏﾝﾎｰﾙ対応にもなる

5247 テント式災害用トイレシクレット-Ａ(和式) 別途ｵﾌﾟｼｮﾝでﾏﾝﾎｰﾙ対応にもなる

5248 簡易トイレ　エマ 排便収納袋5枚入

芯なしトイレットペーパー 240m×3ロール

5250 ジェルマックス(粉末)　12本 あらゆる液体を凝固

5251 ジェルマックス(7g)(100袋入)　18箱 あらゆる液体を凝固

5252 高輝度蓄光サイン JIS規格最高クラスの性能

5253 災害用簡易トイレお得3点セットFX テント+トイレ+万能トイレ防衛袋

5254 ポータブルトイレFX 持ち運びが楽なお手入れラクラク抗菌便座

5255 ワンタッチ便座(肘なし) トイレ袋は別途用意して下さい

5256 ワンタッチ便座(肘付) トイレ袋は別途用意して下さい

JIS規格最高クラスの性能

排便収納袋5枚入 ４人家族１ヵ月分相当 液体を吸収しジェル化 の液体を吸収しジェル化

高輝度蓄光サイン ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚ ワンタッチ便座
お得3点セットFX
災害用簡易トイレ

寸法：W180*H80mm ﾃﾝﾄ+ﾄｲﾚ+万能ﾄｲﾚ防衛袋 410*485*320～690mm 工具なしで組み立て簡単

お得な3点セット
入口はバリアフリー

バケツ容量10ℓ
肘無：460*425*430㎜

肘付：530*440*4～500㎜

¥274,000

¥4,800

¥498

¥216,000

商品番号 商品名 備考 標準価格

¥252,000

¥58,800

¥252,000

¥274,000

open

¥31,800

¥12,000

¥23,500

¥13,800


