
番号 A01 番号 A02

番号 A03 番号 A04

番号 A05

キャンプテント２ｍ×２ｍ マルチテント

商品
特徴

大型ヘキサゴンタープ　３ｍタイプ

ロープデシートを吊るして設営。シートは、シュラフにもなるので、使い方
はさまざまな用途を持つことができます

W300×D290×H180cm
持ち運びも設営も簡単にできる組み立て式タープテント。UVコー
ティングを施しているので紫外線カット率95％。見た目もお洒落

なヘキサモデル

商品
特徴

商品
特徴

W75×H190cm  ファスナーをフルオープンにして２枚を
連結することで、ワイドサイズのシュラフに変更可能

商品
特徴

プライベートテント　　着替えやトイレに!!

W105×D105×H210cmの着替え用テントです。簡易個室トイレ
にもなります。また横にすれば、宿泊用テントにも早変わりしま
す。組立は、バックから出すだけで自動膨張。たった３秒で組立

が完成します。

商品
特徴

W2m×D2m×Ｈ1.3mのキャンプテントです。
ゆったり広々とくつろげるファミリーサイズのドームテント。ポール２本の
簡単構造なので短時間で設営できます。フルオープン・メッシュクロー
ズ・フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能

連結シュラフ

　指定避難所は、全国に約４万箇所あります。かなりの数があると思いますよね。しかし、人口１億
２千万人で割ると、１箇所３０００人となります。皆さんの近くの避難所に、３０００人収容できるでしょ
うか？実は、まったく避難所は足りていません。阪神大震災・熊本地震等では、キャンプテントが各
地域に張られましたが、それでも足りない状況でした。企業の皆様には、社員用として、またいざと
いう時の地域支援用として備えて置いていただくことが、社会貢献を加味して大事な事となります。

企業のテントの備えは皆無に等
しいです。いざというときに企業
社員での活用や、地域被災した
時に避難所に寄付してあげれる
体制が望ましいね!!

A01～A04の４種類で
約２０人分が
雨宿りできるセット
助けがくるまでの一時凌ぎ
ができます



①蓄電器から発光
①蓄電器　から充電 ②発光液から発光
②ソーラー熱　から充電 ③乾電池から　発光
③乾電池から　充電 ④手動発電から発光
④手動発電から充電 ⑤ロウソクから発光

番号 Ｂ０１ 番号 Ｂ０２ 番号 Ｂ０３

番号 Ｂ０４ 番号 Ｂ０５ 番号 Ｂ０６

番号 Ｂ０７ 番号 Ｂ０８ 番号 Ｂ０９

番号 番号 番号 番号 番号 番号

ＬＥＤ電球です。簡易電池式通電機に
差し込むだけで辺りがかなり明るくな
ります

商品
特徴

商品
特徴

電池式　簡易通電機

商品
特徴

広範囲を照らすCOBライトと、前方を明るく照射する
LEDライトの切り替えができる2WAY式のヘッドライト。
照射方向は90°まで角度調節が可能で、バンドから取
り外すこともできます。側面のマグネットで金属に固定
もできて利便性が抜群

緊急時スマホ等の充電切での通話、
その他ＵＳＢ機器に通電することがで
きます

商品
特徴

アンドロイド用充
電ケーブル

Ｂ１３

長持ちパワー
乾電池単４

Ｂ１４

長持ちパワー
乾電池単３

アイフォン用充電
ケーブル

商品
特徴

モバイルバッテリー4000mAh搭載のキャンプライト。電
源供給ができるのでスマホやカメラなど、USB充電式
のデバイスに給電できます。ハンディーライト・ランタン
照明の切り替えが可能で、非常時に役立つ赤色灯
モードを搭載

商品
特徴

商品
特徴

マグネシウムを勢いよく削って着火できるファイヤース
ターター。燃料やガスが不要で経済的、キャンプや
BBQの火起こしに繰り返し使えます。ブレードは5cmま
で測れるミリ単位スケールと、地図に使える5km縮尺
目盛り付き。栓抜きとしても使えて利便性が抜群

パキンと折り曲げると、中の蛍光液体が光り１０
時間持続します。火も電気も入らないので、１本
は必ず持っておきたい一品

吊るす・持てる・置いて使用できる3WAYのランタンライ
ト。カラビナ付きでランタンスタンドやロープ、枝などに
取り付け可能。無段階調光式でシーンに合わせた明る
さに調整できます。高輝度COBライトで360°全方向を
明るく照らす

USB  LED電球

Ｂ１２

ファイアースターター

非常用簡易パッキンライト１０時間

調光ランタン

商品
特徴

太陽光でスマホを充電することができます。災
害が長期に渡ると、過去蓄電したバーッテリー
も切れてしまいますので、長期避難用におすす
め

商品
特徴

ダイナモ式でアウトドアや災害時など、電源供給がな
い場所でも手動での蓄電が可能です。またUSB充電
からの高速蓄電も可能で、お出かけ前の準備をス
ムーズに行えます。照明・ラジオ・端末機器の充電・緊
急時用のブザーを搭載

コンパクトヘッドライト

Ｂ１１

キャンドルローソク

Ｂ１５

マッチ

Ｂ１０

３ＷＡＹ
ダイナモ充電式多機能ライト

ソーラー充電パネル ライトランタン充電機能

　現代では、スマホがないと連絡
も取れず本当に困りますよね。
あらゆるケースを想定して、充電
の仕方も４種類の機器を、灯りを
灯す機器を５種類ご用意。

　　いろいろな災害のケースに
　　　合わせて、
　　　　使い分けられるように
　　　　　機器を揃えてあります

充電方法は４パターン 発光方法は５パターン



番号 Ｃ０１

番号 Ｃ０２ 番号 Ｃ０３ 番号 Ｃ０４

番号 Ｃ０５ 番号 Ｃ０６ 番号 Ｃ０７

ウォータータンク１０Ｌ

持ち運べる簡易シャワーです。コックを回すだけ
で散水のON/OFF切り替えが可能。容量15Lハ
ンドル付きで、注水時や持ち運びにも便利なア
イテムです

ハンドル付きで持ち運びも楽々、水の補給に大
活躍。水を注水すると自立するのでレジャー用
品のウェイトとしても使用できます

商品
特徴

便器部分を段ボールで組み立てる簡易ト
イレ。組立カンタン処理もラクラク！屋内外
で使えます。体重150kgまでの方が使用可
能

組立トイレ

商品
特徴

商品
特徴

商品
特徴

便器用トイレ

ウォーターシャワー１５Ｌ

なんと股間にピッタリ形状の携帯トイレ。中には
凝固剤も入っていて、使用後ジッパーを閉める
だけで臭いもシャットアウト。防災の必需品です

どこでも携帯トイレ

洋式トイレまたはバケツを使用する、簡易トイレ
です。
汚物入、処理袋、凝固剤のセットで、すばやく固
めてニオイもシャットアウト

災害時、いざという時に水を溜めるバケツがなく
困ることが多いそうです。折りたためるので、非
常にコンパクトで、防災セットに入れておくと良
いでしょう。

５年保存　蒸発しない  ロングおしぼりタオル

商品
特徴

折りたたみ洗濯桶

商品
特徴

　停電は、頻繁に起こりえます。現代において、ＡＬＬ
家電の家も多く、停電によりトイレが流せなくなったり
という事例が発生しております。便利な時代ではあり
ますが、停電が起きると、あらゆるところに影響がで
てしまっているのが現状ですね。

トイレも万全。組立トイレで即時トイ
レの完成に加え、凝固剤で即時固
まります。着替えテントと合わせて
簡易トイレの出来上がり！!!

どんなところでも即席シャ
ワー。ウォータータンク・桶
も折りたたみ式なので手の
ひらサイズになりますよ!!



番号 Ｄ０１ 番号 Ｄ０２ 番号 Ｄ０３

番号 Ｄ０４ 番号 Ｄ０５

番号 Ｄ０６

番号 D07 番号 D08 番号 D09 番号 D10 番号 D11 番号 D12 番号 D13 番号 D14 番号 D15 番号

スプーン

ポケットコンロ

固形燃料トング爪楊枝
ビニール

手袋
ストロー まな板フォーク

ＢＢＱミニコンロ なんでも加熱袋　加熱剤

加熱剤です。ヒートパック袋に入れま
す。水を少量いれると加熱がはじまり
ます。

便利な折りたたみ式ポケットコンロ。市販の固形燃
料と併用することで、飯盒でのお米の炊飯や、スキ
レット等を使用したアウトドア調理が手軽にできま
す。収納時は厚さわずか3cmのコンパクト設計で携
帯製が抜群

商品
特徴

商品
特徴

脚部分は折りたたみ式で、取っ手付
き。コンパクトに折り畳めるので持ち
運びも楽々。

商品
特徴

商品
特徴

商品
特徴

伸びる箸

クッカー４点セット

商品
特徴

D16

BBQに必要な炭・着火剤・網がセットなので、用
意と片付けの手間がありません。燃焼時間は約
1時間でじっくりとBBQを楽しめます。また通常の
コンロとは別でサブコンロとしてもご使用できま
す

炭付即席ＢＢＱコンロ

鍋(2種類)・フライパン・皿がセットで、コンパクト
に重ねて収納可能。リュックにも入るサイズなの
で持ち運びにとても便利です。キャンプカレーや
インスタント麺、コーヒーなどの調理が可能で
す。

紙皿

防災組立紙コップ

紙コップって持ち歩けない。しかし、１秒で組立できる防災紙コップ誕生。個包装な
ので、持ち歩きにも便利です。

　停電により、火を使えないことが多いです。カセットコンロを用意しておく
のも良いですが、場所をとってしまうことが多く、今回のセットには、コンパ
クトをテーマにしてあるので、ポケットコンロや、加熱袋をご用意。
この加熱袋は、火や電気がなくても何でも温められます。お湯も作れます。
災害時、温かいものを食さないと体調を壊す事例が多発していますね。

この加熱パック
本当に凄い!!
ペットボトル入れ
ればお湯ができ
るし、食品入れれ
ば温めも出来て
しまうのね!!

まさに、防災の為に
作られたコップね。
普通の紙コップであ
ると、カバンにいれる
と邪魔だけど、これな
らいつでも持ち歩け
ちゃう!!



番号 E01 番号 E02 番号 E03

番号 E04 番号 E05 番号 E06 番号 E07 番号 E08 番号 E09 番号 E10 番号 E11

番号 E12 番号 E13 頑丈ナイロンロープ２０ｍ

商品
特徴

合成繊維を素材にした、強度に優れ
たロープです

PPロープ１００ｍ

商品
特徴

火バサミ

商品
特徴

ハンマー・斧・ペンチ・ニッパー・ナイ
フ・ドライバー・ノコギリ・レンチ・栓抜
き・ヤスリが一体型になったハンマー

ラジオペン
チ

マルチドラ
イバー

精密ドライ
バー

ラチェット
レンチ

９役　万能ナイフ

ミニスコップ

１３役　ハンマー ８役　万能ハサミ

商品
特徴

刃を分離して使用できるので、“切る・割る・開け
る”などの作業ができます。殻割り・骨切り・栓抜
き・缶開け・ウロコ取り・ピーラー・ナイフなどの
多くの用途に対応。刃を保護する収納ケース付
きで安心

カッター
ナイフ

木柄小鎌

商品
特徴

“ナイフ・ハサミ・ノコギリ・缶切り・栓抜き・コルク
抜き・プラスドライバー・マイナスドライバー・カラ
ビナ”を備えた9WAY仕様でBBQやキャンプシー
ン、災害時などに活躍します

ＰＰ（ポリプロピレン製）のロープです。

　阪神淡路大震災発生直後の、要救助者は3万5千人。そのうち2万7千
人は、住民によって救助されています。大震災が起きると、消防・自衛隊
はすぐに駆けつけられません。消防・自衛隊の救助数は8千人。緊急で
頼りになるのは、近隣の地域の方です。自助の為にも、そして地域の共
助の為にも、救助用のセットは備えておきましょう。

担架の変わり
に、レジャー
シートや特大
ビニール袋を
使うといいね



番号 F01 番号 F02 番号 F03 番号 F04

番号 F05 番号 F06

番号 F07 番号 F08 番号 F09 番号 F10 番号 F11 番号 F12 番号 F13

携帯用レイン
コートフード付 ホイッスル 傷テープ めんぼう

商品
特徴

商品
特徴

アルコール５０％を入れ
た除菌シートです。

飴玉サイズに圧縮された乾燥おしぼり
です。水数滴を垂らし、広げると２４ｃｍ
まで広がります。カバンに入れて持ち歩

いても邪魔になりません

包帯コットン
曲型

ピンセット

商品
特徴

圧縮乾燥おしぼり24ｃｍ

商品
特徴

アルミの毛布です。これは災害
に必需品。また、食品等をくる

めば保温にもなり、風呂敷代わ
り、床シート代わりにもなり、あ

らゆる場面で活躍します。

体温カード
瞬間冷却パック（逆カイ

ロ）クイックフリーズ

叩くだけで、氷点下になります。
熱中症や、ケガの冷却に、いつ

でも活用できます

アルミの毛布です。これは災害
に必需品。また、食品等をくる

めば保温にもなり、風呂敷代わ
り、床シート代わりにもなり、あ

らゆる場面で活躍します。

商品
特徴

くつ下専用のカイロです。つま
先を温めることで、全身を温め
ることができます。シール付な

ので、くつ下に貼ってもずれるこ
とはありません。

アルミ温熱シート

商品
特徴

つま先専用カイロ
（両足分１袋２個入）

アルコール５０％
強力除菌シート

　阪神淡路大震災発生直後の、要救助者は3万5千人。そのうち2万7千
人は、住民によって救助されています。大震災が起きると、消防・自衛隊
はすぐに駆けつけられません。消防・自衛隊の救助数は8千人。緊急で
頼りになるのは、近隣の地域の方です。自助の為にも、そして地域の共
助の為にも、救助用のセットは備えておきましょう。



番号 G01 番号 G02 番号 G03

番号 G04 番号 G05 番号 G06 番号 G07

番号 G08 番号 G09
ハブ
ラシ

番号 G10

番号 G11

糸ようじ

フェイスシールド

商品
特徴

１２ｍｌのボトルに、アルコール成分が
入っています。１２ｍｌボトルなので、か
ばんに入れておいても邪魔になりま
せん。コロナ対策除菌で必須アイテム

商品
特徴

アルコール除菌スプレー 虫よけスプレー

商品
特徴

口内洗浄液　クチュッペ

ＴＶで大人気。ステンレスの玉をこ
するだけで、手についた嫌な臭い
を化学反応で除去する優れもので
す。半永久的に使用可能です。

商品
特徴

ポケット
ティッシュ

１２ｍｌのボトルに、消臭成分が入って
います。１２ｍｌボトルなので、かばん
に入れておいても邪魔になりません。
避難所や車内においておくと大活躍

商品
特徴

口元のプラスティックマス
クです。飛沫防止にある
と非常に便利な商品です

ね。

マウスシールド

フェイス全面を覆うことの
出来るシールドです。

圧縮乾燥おしぼり25ｃｍ

１２ｍｌのボトルに、虫よけ成分が入っ
ています。１２ｍｌボトルなので、かば
んに入れておいても邪魔になりませ
ん。

商品
特徴

防災用に１００枚を圧縮
したマスクです。１００枚

でも

100枚入り　圧縮
緊急マスク

商品
特徴

空間消臭スプレー

　阪神淡路大震災発生直後の、要救助者は3万5千人。そのうち2万7千
人は、住民によって救助されています。大震災が起きると、消防・自衛隊
はすぐに駆けつけられません。消防・自衛隊の救助数は8千人。緊急で
頼りになるのは、近隣の地域の方です。自助の為にも、そして地域の共
助の為にも、救助用のセットは備えておきましょう。



番号 H01 番号 H02 番号 H03

番号 I01 番号 I02 番号 I03 番号 I04 番号 I05
３分

砂時計

番号 I06

商品
特徴

商品
特徴

エアクッション

畳んでコンパクトに収納できるコンテナボック
ス。裏返してテーブルとしても使用できます。
テーブルのフチには突起があるのでコップやお
皿の落下を防止。内容量15Lでたっぷり荷物を
持ち運べて便利

商品
特徴

目を圧迫しないアイマスク。通
常のアイマスクは、圧迫感がで
てしまいますが、このアイマスク
ならぐっすり。女性のアイメイク

も取れないです。

商品
特徴

やわらかい形状記憶の
耳栓で、耳の穴にピッタ
リフィットさせることがで

きます

商品
特徴

立体型アイマスク

商品
特徴

チェアとしても使用できるフタ付きキャリーカート
カート内は耐荷重25kgまで、フタ上の耐荷重
60kgまで対応していますので、座ったり、さらに
荷物をフタ上に載せることが可能です

椅子にもなるキャリーカート 収納用ナップサック

商品
特徴

ナップサックに分類し、背負ってでも持ち運べる
ようになります。

膨らませてクッ
ションになります

商品
特徴

２ＷＡＹコンテナＢＯＸ

やわらか耳栓

モルック

文字の見えやす
い大きなトランプ

です

トランプ

3分で砂が
落ちきりま

す

これだけの量が収まるので、
場所を取りませんね!!
キャリー式だからいつでも、
即時に移動できるね

モルックは、簡易的
な遊びとして、そし
て今人気が出てき
ているわね。一度
やるとかなり白熱し
ますよ!!



番号 番号 番号 番号 番号 番号 番号

番号 K01 番号 K02 番号 K04 番号 K06

番号 K03 番号 K05

番号 K07 番号 K09 番号 K10 番号 K12

番号 K08 番号 K11 番号 K13

Ａ４クリアファイル

J02J01

多種類ふせん メモ帳 ボールペン

J03 J04

アルミホイル

布テープ

保冷バッグ

パワフル吸水タオル

レジャーシート＆
カバー

ブルーシート２畳分

くるくる梱包ラッ
プ１０ｍ

商品
特徴

ラップを取り出すいように
回転棒にくるみました。１
０ｍ分のラップを巻いて

あります

人間もスッポリ
特大２ｍビニール袋

商品
特徴

大は小を兼ねます。担架としてつ
かったりも可能な商品で、あらゆる
用途に使うことができる優れもので

す

牛革耐熱グロー
ブ

商品
特徴

耐熱性が抜群の牛革仕様BBQ
グローブ。極厚生地のグローブ
です。。手首固定用の面ファス
ナー付きで隙間をカバー、しっ

かりと装着できて安心。

紐付きポリ袋 ポリ袋４５Ｌ

ジッパー付
小分け袋

軍手

クリップ
ミニセロハン

テープ

J05 J06 J07

太　赤マジック


