
災・

≪お問い合わせ先≫

一般財団法人 土木建築厚生会 〒164-0001  東京都中野区中野2－12－11

TEL 03-6327-7777   FAX 03-6327-8888 フランボワーズガーデン中野２F 担当:工藤

M

材質：本体 PP(ポリプロピレン）、バー PVC(ポリ塩化ビニル）

１．非接触体温計 TO-401

6．クリアーパーティション（5枚入）

7．パルスオキシメーターOX-101 

ウィル・ステラVH １ℓ×１０本

★ノンエンベロープウイルスを含む幅広
いウイルス・細菌への効果が認められた
消毒剤。(エタノール濃度:76.9～81.4v/v％)

★身の回りのものをひと拭きで除菌・抗菌
作用が1週間持続するウエットシート。
速乾性が高いアルコールタイプ。

®

700㎜ 700㎜

900㎜600㎜

▼Mサイズ利用時。

￥1126.4

★こめかみ測定専用。最短約1秒
で測定できる体温計です。

【医療機器分類:管理医療機器】

★飛沫が気になる場所に高さ70cmで
安心設計のパーティション。

L

２．イータック 抗菌化ウエットシート
アルコールタイプ(10枚入）✕96個

５．速乾性手指消毒剤

￥7,546

￥16,157
￥4,822

３．イータック 抗菌化スプレーα×12個

４．つめかえ用×36パック

8．サージカルマスク
（1箱30枚入）×10箱

9．マクセル オゾン除菌消臭器
MXAP-AE400★6種類の表示切替

で、どの向きからで
も見やすい画面です。

※管理医療機器
特定保守管理医療機器

3つのオゾン発生モードで最大30
畳までの空間に対応可能。空間
の臭いを感知して自動でオゾン
発生量を制御するオートモード
を搭載しています。

【サイズ 340×110×370㎜】

★スプレーして拭きひろげることでウイ
ルスや菌を除去。無香料・無着色・ノン
アルコールタイプです。

￥168.3

【税込定価：￥121,000】

【税込定価：￥19,008】

￥13,517

￥27,878
￥774.4

【税込定価：￥9,900】

【税込定価：￥34,848】

【税込定価：￥16,896】

￥34,502

【税込定価：￥6,028】

【税込定価：￥40,590】

Mサイズ￥11,968

Lサイズ￥15,241

￥7,425

￥102,850

★オゾンの持つ強い酸化力で除菌、消臭、
ウイルス除去!

【税込定価：￥17,930】

【税込定価：￥14,080】

®

【税込定価：￥10,780】

(250㎖）

災 災

災 災

2022年8月31日のご注文まで有効

感 染 症 対 策 用 品



￥333.5

￥302.4

1.飲料水(500ml/5年保存)×6
2.乾電池式携帯充電器(電池付/
接続ケーブル別売り)×1
3.LEDパームラジオライト(単4
電池×3本）×1 4.ハンディ
キューブ10ℓ×1 5.アルファ
米(わかめごはん100g/5年保
存)×3 6.パンの缶詰(100ｇ/5
年保存)×3 7.防災用クラッ
カー(S缶/5年保存)×3 8.非常
用トイレ(トイレ防衛袋/20枚
入)×1

13．そのまんまOKカレー×30袋12．野菜一日これ一本 ⾧期保存用

11．スティックパン（100ｇ）×50袋

10．災害備蓄梅（6粒入72ｇ）×20袋

★バランスよく30品目
の野菜を濃縮した野菜
ジュースです!

（190g）×30本【カゴメ】

￥142.6

★五大栄養素（タンパク質、糖質、脂質、ビタミン、
ミネラル)と食物繊維をバランスよく補給できる!

★熱湯を注いで15分、水を注いで60分。
調理時の注水量を変えることで、2通りの食べ方が選べます。

①五目ご飯100g ③梅じゃこご飯100g②えびピラフ100g

￥276￥293.6

★-20℃～80℃の
範囲で対応できる
車載用防災セット。
温度変化の激しい
車内でも安心して
保管が可能です。

1.飲料水(500ml/7年保存)×1 2.クッキーチーズ味(70g/7年保存)×1 3.ポン
チョdeトイレ(大小兼用)×1 4.ハンディートイレ(小便用)×1 5.3wayポンチョ
×1 6.あんしんペンライト×1 7.あんしんグローブ×1 8.防じんマスク×1 9．
あんしんホイッスル×1 10．常備用カイロ×1 11.ポケットティッシュ×1 12.
伝言カード×1 13.ペン×1 ■128×260×160㎜/1.3㎏

￥9,680

￥59,840

受注生産品 ※納期はお問合せください。

￥116.6

￥6,998

20袋で￥6,048 20袋で￥5,52020袋で￥5,872

￥15,400

￥4,277

￥16,673￥8,640
￥432

保存期間

５年

保存期間

５年

保存期間

５年

保存期間

５年

保存期間

３年

各30袋￥12,393

￥413.1

★開けてすぐに食べられる、非常用スティックパンです。サ
クサクとした食感で、噛むほどに味わいが深まります。また、
牛乳などに浸すとやわらかくなり、乳幼児にも食べやすくな
ります。

※トランクカーゴは耐荷重が100㎏までと強く、ベンチとしても使用可能。

14．マジックライス (食べ方2通り)×20袋

15．自宅備蓄用品セット 16．家族用1日セット (4人分）

17．カロリーメイト ロングライフ
2本入（チョコレート味）×60個

18. ボウサイブロック（１０セット）

保存期間

７年

1.非常食1日3食セット×4 2.モーリアン
ヒートパックカレーセット×4 3.防水ライト
（単一電池×1本/単3電池アダプターケース
付）×1 4.救急セットC号×1 5.スケットイ
レS-10×1 6.トランクカーゴTC-30×1

【税込定価：￥10,800】

【税込定価：￥4,860】

【税込定価：￥14,580】

【税込定価：￥7,340】

【税込定価：￥20,088】

★カレーと御飯が一緒に入っているレトルトパック。
特定原材料7品目不使用で、動物油分を使っていない
ので、温めなくても、そのままおいしいカレーです。

【税込定価：￥6,900】【税込定価：￥7,560】

★⾧期保存用。紀州産南高梅を使
用した昔ながらのしょっぱい梅干
し（塩分22%）。
使い勝手の良い
個包装です。

【税込定価：￥19,250】

【税込定価：￥12,100】

【税込定価：￥74,800】
【税込定価：￥7,776】

①甘口(内容量300g） ②中辛(内容量300g）



￥313.5

17．

￥24,750

￥3,520

★⾧期備蓄のために開発されたト
イレットペーパー。変色、湿気、
カビ、害虫などから保護するため
パック加工を施し、1ロール通常
品の約4倍の200m。段ボール
ケースは8段積み上げが可能です。

★持ち運びに便利な小型・軽量サイズです。
排泄物を固め、臭いを数日間抑えます。 ￥3,135

￥79,200

￥3,694

1.スーパーバランス6YEARS×1
2.缶入りカンパン(100g)×1
3.保存用ビスケット(4枚入×6包）✕1
4.カロリーメイトロングライフ×1
5.アルファ米(五目ご飯100g)×1
6.氷砂糖(100g)×1
7.マジックライス(ドライカレー100g)×1
8.えいようかん(5本入)×1
9.レスキューぶどう糖(5粒入)×1
10.パンの缶詰(100g)×1
11.マジックパスタ(カルボナーラ63.8g)×1
12.防災用クラッカー(26枚入)×1

￥2,156￥6,270
￥539

●アイスパック4個付
●サイズ:S、フリー (M～3L相当）、XL ●40℃の環境下で4～10℃を約4時間維持

★防災用トイレと療養備蓄品を
セットしました。
●サイズ:290×130×H230㎜/重量2㎏
●トイレンジャーSS-20 ×1個、除菌抗
菌消臭剤（250ml）×2本、除菌ウェッ
トシート（30枚）×2個、不織布マスク
(50枚)×1個、多目的ポンチョ×2枚、使
い捨て手袋(20枚)×1袋、嘔吐物処理袋
(2枚入)×1セット

￥30,800

￥5,535

保存期間

1年
保存期間

1年

保存期間

9ヶ月

★従来の＃3000シートに比べ、倍の
約2年の耐候性、ハトメを使用してい
ません。

￥3,080

★軽度から中等
度の脱水状態の
方の水・電解質
を補給・維持す
るのに適した病
者用食品です。

￥10,080
￥126

●1袋33g・約15粒

★常温で保存し凍らせて飲む飲料です。液
体に細かい氷の粒が混ざった流動性のある
飲料。通常の氷に比べ結晶が小さく冷却効
果が高いのも特徴です。

￥174.6
￥184.5

★一刻を争う緊急時に迅速な防水対策が可能。わずか2分間、
ただ水に浸すだけで20kgの土嚢袋が完成します。

￥5,280

22．備蓄用⾧尺トイレットペーパー
（10年保証）

19．備える食品ギフト-3 20．エマージェンポケット×10セット
（携帯トイレ）

21．防災用キャビネットセット２
（エレベーター用昇太郎）

28．100g アイススラリー（36個）
（ポカリスエット）

26．経口補水液
OS-1ゼリー200ｇ
(30個)

29．防災用2年シート×10枚

23．感染症対応型・防災トイレセット

25．アイスパック
(4個）

24．アイスベスト

27．灼熱対策
塩タブレット(80袋)
【パイン味】

30．吸水性土嚢袋×20個
【スーパーダッシュバック】

1.防災用キャビネット 2.簡易トイレ✕3
3.ポーチ型救急セット✕1
4.カロリーメイトロングライフ (3年保存)×3
5.飲料水(500ml/5年保存)×3
6.笛×1 7.ランタン×1
8.ファーストエイドシート×3

★小型エレベーターでも場所を取ら
ない縦⾧タイプのエレベーターボッ
クスです。

内容品:1パック(200m巻×4ロール)×3/日本製 重量:約5kg

￥6,286 ※夏季限定品.

【税込定価：￥105,600】

【税込定価：￥4,104】

【税込定価：￥4,180】

【税込定価：￥6,984】

【税込定価：￥6,600】

【税込定価：￥4,400】

【税込定価：￥3,080】
【税込定価：￥10,450】

【税込定価：￥44,000】

【税込定価：￥6,150】

【税込定価：￥11,200】

★クエン酸、ブ
ドウ糖を補給し
汗に近いイオン
比率で体を守り
ます。

【税込定価：￥33,000】

保存期間

３年

●サイズ・重量:吸水前400×360×15㎜、約0.27㎏/吸水後400×360×150㎜、約20.0㎏

熱 中 症 対 策 用 品

水 害 対 策 用 品


