
法人・団体のお客様

備蓄用食料の賞味期限切れ前にご相談ください。
お買上いただいた備蓄用食料の賞味期限が残り１年未満となった時、ご利用さ
れた店舗までご連絡ください。次回の備蓄品を特別価格でご用意いたします。

安全で快適な登山のために現在も多数の方に受講いただいております。
アウトドア・登山に関するプロフェッショナルスタッフが様々なカリキュラムをサポートします。

お見積り・ご注文に関するご相談ご質問はお電話かメールでお気軽にお問合せください。

お電話　03-5577-4101
営業時間：月～金　10:00～18:00（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

メール　infoyama@ici-sports.com

石井スポーツグループ店舗一覧

全国に３１店舗展開する石井スポーツグループの店頭でお買い求めください。防災装備に対するご相談を、アウトドア
専門店スタッフが承ります。お客様の生活環境に適した防災装備づくりをサポートいたします。 

ご検討されている単位（会社、事業所、学校、家族等）の総人数はもちろん性別や年齢、建物の状態、周辺の避難環
境等々、置かれている環境からリアルな状況を設定する事で、ムダのない最適な災害備え品を選択する事ができます。 

お得が満載！入会費・年会費無料メンバーズカード会員募集中！！ 
入会金・年会費一切不要。ご登録いただいたその日から、お買い物がいつでも５％OFFになります。

個人のお客様

アウトドア用品の使い方の知識や実践を体験できます。

企業の総務課の皆様へ

利用方法のご案内

北海道エリア
札幌店
北海道札幌市中央区北11条西15-29-3
TEL.011-726-2288

伏古店
北海道札幌市東区伏古1条4-1-45
TEL.011-787-0233

東北エリア
仙台店
宮城県仙台市宮城野区榴岡4-1-8
TEL.022-297-2442

仙台泉店
宮城県仙台市泉区高玉町9番2
仙台泉ショッピングセンター内
TEL.022-725-2567

秋田店
秋田県秋田市御所野元町1-1-15
フレスポ御所野1F
TEL.018-892-7291

盛岡店
岩手県盛岡市大通2-8-14
MOSSビル2F
TEL.019-626-2122

甲信越エリア
松本店
長野県松本市中央2-3-17
TEL.0263-36-3039

長野店
長野県長野市末広町1356
Nacs末広２F
TEL.026-229-7739

新潟店
新潟県新潟市中央区堀の内南1-16-52
TEL.025-241-5134

甲府店
山梨県甲府市上阿原町481-1
TEL.055-221-0141

関東エリア
石井山専新宿東口ビックロ店
東京都新宿区新宿3-29-1 8階
TEL.03-5312-9550

登山本店
東京都千代田区神田神保町1-6-1
東京タキイ種苗ビル
TEL.03-3295-0622

原宿店
東京都渋谷区神宮前1-14-29
TEL.03-6439-1511

カンダコンペカン
東京都千代田区神田神保町1-6-1
タキイビル1F
TEL.03-3295-6060

神田本館
東京都千代田区神田小川町3-10
TEL.03-3295-3215

新宿西口店
東京都新宿区西新宿1-16-7
TEL.03-3346-0301

大丸東京店
東京都千代田区丸の内1－9－1
大丸東京店11階
TEL.03-5220-3580

吉祥寺店
東京都武蔵野市吉祥寺本町１-１１-５
コピス吉祥寺B館4F
TEL.0422-23-7740

立川店
東京都立川市曙町2-42-1号
パークアベニュー1F
TEL.042-540-4801

横浜店
神奈川県横浜市中区日本大通7
日本大通7ビル1F
TEL.045-651-3681

越谷レイクタウン店
埼玉県越谷市東町2-8
イオンレイクタウン MORI 2F
TEL.048-990-3316

川越店
埼玉県川越市南通町14-4
TEL.049-226-6751

大宮店
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-37
TEL.048-641-5707

太田店
群馬県太田市内ヶ島町927-10
TEL.0276-30-6070

高崎前橋店
群馬県高崎市中尾町44-1（アカマル内）
TEL027-361-4050

宇都宮今泉店
栃木県宇都宮市中今泉3-9-23
TEL.028-639-9650

東海エリア
松坂屋静岡店
静岡県静岡市葵区御幸町10-2
TEL.054-652-3132

名古屋店
愛知県名古屋市中区錦3-16-27
栄パークサイドプレイス2F
TEL.052-973-2780

近畿エリア
大阪本店
大阪府大阪市北区梅田1-2
大阪駅前第2ビル1F
TEL.06-6344-5225

ダイエー神戸三宮駅前店
兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-15
ダイエー三宮駅前店6階
TEL.078-262-5301

九州エリア
福岡店
福岡県福岡市中央区天神2-4-25
TEL.092-737-9136

まずはお気軽に
ご連絡ください

お近くの店舗で
商談・お見積もり
いたします

店舗より
納品

お買い物がいつでも5%OFF!
石井スポーツグループのお店でカードをご提示いただくと、
お買上げ金額が5%OFFになります。
※セール品や一部商品は対象外となります。

嬉しい情報配信でお得です。
セール、各種イベント、モニター募集などの
情報をダイレクトメールでお届けします。

メンテナンス料金や登山学校の受講料が無料です。
●メンテナンス料金が無料です！
パンツの裾上げ代やお買上げ品のアフターサービスなどが無料になります。
※靴底の張替えやウエアのあて布修理など、修理パーツの実費がかかる場合がございます。
※雨具やオーバーパンツなどのファスナー付きパンツの裾上げは有料となります。

●登山学校やスキーアカデミーの受講料が無料です！
石井スポーツ登山学校の受講料が無料になります。
※一部、実技講習などの登山学校、スキーアカデミーは有料となります。

特典
3&4

特典
1

特典
2

石井スポーツ登山学校ホームページ
石井スポーツ登山学校

石井スポーツグループ全体でのイベントから各地域のオリジナルイベントまで各種取り組んでいます。社員合同登

山の企画（有料レンタルあります）や災害時に役立つ情報の机上講習など、企業様個別企画のご相談も承ります。

Outdoor
Emergency tool

REAL STUFF
for EMERGENCY
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LANTERN
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WATER-RESISTANT MATCH
EMERGENCY TOILET
WET TISSUE
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GAS BURNER
FUEL
FOLK SPOON
TABLEWARE
GUNTE
WHISTLE
WATER-PROOF BACKPACK
WATER
FOODS
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EMERGENCY MEDICAL SET
GAS BURNER
FUEL
FOLK SPOON
TABLEWARE
GUNTE
WHISTLE
WATER-PROOF BACKPACK
WATER
FOODS

SLEEPING BAG
AIR MATTRESS
EMERGENCY BLANKET
RADIO
HEADLAMP
LANTERN
CANDLE
WATER-RESISTANT MATCH
EMERGENCY TOILET
WET TISSUE
WATER-PROOF BAG
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アウトドア用品 防災グッズ カタログ

保存版

ライフラインが復旧するまでの間、
避難場所での生活をサポートする1人用の装備セット。



50年の歴史ある
山専門店が防災という視点で
厳選しました。
いつ起こるか予測不可能な災害。
私たちは「災害列島日本」で暮らしています。記憶に新しい地震や津波はもちろんの事、
台風や爆弾低気圧による集中豪雨、またそれに伴う土砂災害等、
近年あらためて自然災害の脅威を目の当たりにしました。
アウトドア専門店『石井スポーツグループ』は、創業以来、
お客様が安全にアウトドアスポーツを楽しんでいただけるように努力してまいりました。
長年培った知識と経験を活かし、防災に役立つアウトドア用品を提案します。
アウトドアフィールドにライフライン（電気、ガス、水道）はありません。
アウトドア用品は、過酷な環境下において安全・快適に過ごすことを目的に開発されています。
そのための必然から生み出された機能は、信頼性が高く、実績があり、災害時にも極めて有効に活躍します。
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アウトドア用品は優れた防災用品
アウトドア用品はライフライン(電気・ガス・水道)のないフィールドで、もっと安全に、もっと快適に過ごせるようにするために開発されてきまし
た。アウトドア用品は機能性も高く災害時に非常に有効であることは、震災後多くの方々が実感していることと思います。アウトドア用品の専
門店である石井スポーツが、数ある中から災害時に役立つものを厳選いたしました。
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帰宅支援セット

富士ミネラルウォーター500ml

¥8,539

０次の備え
コンパクトセットでオフィスにも対応。

１次の備え
災害発生直後に身の安全を
確保するための備え。

2次の備え
災害発生後、ライフラインが復旧するまで
あらゆる状況に対応するための備え。

災害発生

災害発生

緊急避難 避難生活

帰宅支援セット

保管場所　車載／自宅保管場所　職場／自宅保管場所　常時携帯

緊急ビバーク避難セット

非常持出セット

避難生活ギアセット3

非常持出避難セット

避難生活サバイバルギアセット

非常用5年保存水。

イーライト
赤色点滅30時間点灯、電池を入
れたまま10年保存可能。

ODトイレキットセット
便袋3、防臭袋3、吸水ポリマー3回分。

コットングローブ
内側パイル構造で高いフィット感
とクッション性。

エマージェンシーブランケット
雨風から体を守るための緊急用シート。

エマージェンシーブランケット
雨風から体を守るための緊急用
シート。

えいようかん ５本入り
保存期間5年。1本あたり171Kcal
（ごはん約1杯分）。

ベルトⅡ
内側にメッシュポケット、フロント
にもポケット付。

ベルトⅡ
内側にメッシュポケット、フロント
にもポケット付。

いつ起こるかわからない、予測不能な災害。さらに被災する環境や状況は様々です。職場、外出先、自宅、就寝中等々。あらゆる場面を想定して防災対策を講じる必要があります
が、石井スポーツグループでは３つの観点から見たセットをご紹介します。またこのセットを参考に、個別の環境や設定状況に合わせたオリジナルセットづくりをお手伝いします。

水/富士ミネラルウォーター500ml/¥150 
ヘッドランプ/PETZL イーライト/¥4,300
携帯トイレ/モンベル O.D.トイレキットセット/¥591
グローブ/モンベル コットングローブ/¥648
簡易防寒/LIFELINE エマージェンシーブランケット/¥350
携行食/井村屋 えいようかん５本入り/¥500
バック/ドイター ベルトⅡ/¥2,000

アウトドア用品ならではの軽量コンパクトキット。
非常時のヘッドランプは必携（両手を空ける）。
約1.2㎏

EMライトツェルト
使い方を理解すれば非常に役に
立つ道具。

トルネード
小さくても高音域・大音量。

ツェルト張綱セット

サバイバルマッチ
強風でも消えず、雨降
りでも使える。

イーライト
赤色点滅30時間点灯、電池を入
れたまま10年保存可能。

タブキャンドル
1本で3.5時間燃焼。

緊急ビバーク避難セット

¥18,650

緊急避難

ヘッドランプ/PETZL イーライト/¥4,300
ホイッスル/ACME トルネード/¥500
簡易防寒/LIFELINE エマージェンシーブランケット/¥350
ツェルト/PAINE EMライトツェルト/¥9,800
張り綱/ARAI ツェルト張綱セット/¥700
バック/ドイター ベルトⅡ/¥2,000
キャンドル/HIGHMOUNT タブキャンドル/¥500
マッチ/UCO サバイバルマッチ/¥500

専門店だからできる、超軽量コンパクト高機能
セット。約540g。

メンバーズカード・団体割引有り

メンバーズカード・団体割引有り

※価格は全て税抜きです。
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非常持出セット
緊急避難

イーライト
赤色点滅30時間点灯、電池
を入れたまま10年保存可能。

H.C.5way
マルチラジオ
5つの機能を持つダイナモラ
ジオ。

トルネード
小さくても高音域・大音量。

O.D.トイレキットセット
便袋3、防臭袋3、吸水ポリ
マー3回分。

O.D. ポケット
ウェットティッシュ
生分解性のある不織布を採用。

タオルグランデ
無臭で持続性の高い抗菌加
工済。58×64cm。

富士ミネラル
ウォーター
500ml×2本
非常用5年保存水。

ファーストエイド
キットＳ
傷あてパッド2枚・救急絆創
膏5枚・皮膚洗浄綿2枚。

eVACドライサック3ℓ
バルブ不要の防水圧縮袋。

クラシックSD
スモールブレード・キーリン
グ・ピンセット・ツースピック・
ハサミ・爪やすり・マイナスド
ライバー。

パワーロープ
6mm×10m
救助や荷物運び、いざという
時に役立つアイテム。

ケブラーグローブ
抜群の引裂、引張強度を誇
るケブラーを使用したグ
ローブ。

ストームプルーフ
ノートS
特殊紙で作られた防水ノー
ト。附属に専用鉛筆付き。

ポケッタブル
デイパック10
フロントにポケット２つ、サイ
ドポケット、コンプレッション
ベルト付。

エマージェンシー
ブランケット
雨風から体を守るための緊
急用シート。

主に、被災直後の緊急避難時や帰宅困難時を想
定しています。1日目の行動を想定。約2.5㎏。

H.C.5wayマルチラジオ
5つの機能を持つダイナモラジオ。

イーライト
赤色点滅30時間点灯、電池を入れ
たまま10年保存可能。

オービット
最軽量コンパクトモデル。収納
性抜群。

3本キャンドル
1本で約9時間燃焼。

サバイバルマッチ
強風でも消えず、雨降りでも使え
る。

eVACドライサック5ℓ
バルブ不要の防水圧縮袋。

フェザーライトテント2～3人用
居住性の高いドームテント。超軽量＆高強度素
材採用。フライシート付属。

ウォーターコンテナー
10ℓ×2個
ジャグとしてもバケツとしても使用
可能。

サバイバル携帯
浄水ボトル
世界唯一の革命的除去テクノ
ロジー浄水器。

153ウルトラバーナー
ハイパワー、軽量、コンパクト、耐風
性、安定性、いずれも兼ね備えたベ
ストセラー。

IP-110×2個
携帯しやすい小型カートリッジ。

チェルビノ38Long
背面に軽量なインナーフレームを
採用し、荷重を分散。ザックカバー
内蔵。

避難生活ギアセット３
避難生活

¥23,691
ヘッドランプ/PETZL イーライト/¥4,300
携帯ラジオ/モンベル H.C.5wayマルチラジオ/¥2,762
ホイッスル/ACME トルネード/¥500
簡易防寒/LIFELINE エマージェンシーブランケット/¥350
携帯トイレ/モンベル O.D.トイレキットセット/¥591
ティッシュ/モンベル O.D.ポケットウェットティッシュ/¥115
タオル/N-rit タオルグランデ/¥1,400
水/富士ミネラルウォーター500ml×2本/¥300
救急セット/ハイマウント ファーストエイドキットＳ/¥1,800
防水バック/SEA TO SUMMIT eVACドライサック3ℓ/¥1,800
万能ナイフ/ビクトリノックス クラシックSD/¥2,000
ロープ/PAINE パワーロープ6mm×10m/¥1,304
手袋/モンベル ケブラーグローブ/¥1,619
ノート/ハイマウント ストームプルーフノートS/¥850
バック/PAINE ポケッタブルデイパック10/¥4,000

メンバーズカード・団体割引有り

屋外での避難生活を余儀なくされた場合に活
躍するアイテムが入ったセット。ひとつのバック
パックにパッキングし、さらに衣服などを入れる
余裕があります。約4.5㎏。

¥90,502
テント/PAINE フェザーライトテント2～3人用/¥44,000
携帯ラジオ/モンベル H.C.5wayマルチラジオ/¥2,762
ヘッドランプ/PETZL イーライト/¥4,300
ランタン/B.D. オービット/¥3,600
キャンドル/HIGHMOUNT 3本キャンドル/¥500
マッチ/UCO サバイバルマッチ/¥500
水/HIGHMOUNT ウォーターコンテナー10ℓ×2個/¥2,400
浄水器/セイシェル サバイバル携帯浄水ボトル/¥7,000
防水バック/SEA TO SUMMIT eVACドライサック5ℓ/¥2,100
バーナー/PRIMUS 153ウルトラバーナー/¥8,700
燃料/PRIMUS IP-110×2個/¥840
バック/PAINE チェルビノ38Long/¥13,800

メンバーズカード・団体割引有り

※価格は全て税抜きです。 5

非常持出避難セット
避難生活

コンパクトライト
多目的に使用できるベストセラーモデル。【適合温度-2℃】

クラウドマット120cm
休憩場所を選べない時に役立つ
マット。

H.C.5wayマルチラジオ
5つの機能を持つダイナモラジオ。

イーライト
赤色点滅30時間点灯、電池を入れ
たまま10年保存可能。

3本キャンドル
1本で約9時間燃焼。

サバイバルマッチ
強風でも消えず、雨降りでも使え
る。

O.D.トイレキットセット×3個
便袋3、防臭袋3、吸水ポリマー3回
分。

O.D.ポケットウェット
ティッシュ×3個
生分解性のある不織布を採用。

富士ミネラルウォーター
500ml×6本
非常用5年保存水。

ファーストエイドキットL
傷あてパッド2枚・救急絆創膏5枚・
皮膚洗浄綿2枚・伸縮包帯。

153ウルトラバーナー
ハイパワー、軽量、コンパクト、耐風
性、安定性、いずれも兼ね備えたベ
ストセラー。

IP-110×2個
携帯しやすい小型カートリッジ。

ライトカトラリーセット
軽量なアルミ製。キーリング、メッ
シュケース付。

SLACKER PAKER
COMPRESSION DRYSACK
防水・圧縮機能付き。コンプレッショ
ンベルトで高い収納性。

ケブラーグローブ
抜群の引裂、引張強度を誇るケブ
ラーを使用したグローブ。

トルネード
小さくても高音域・大音量。

オービット
最軽量コンパクトモデル。収納性抜
群。

エマージェンシー
ブランケット
雨風から体を守るための緊急用
シート。

eVACドライサック5ℓ
バルブ不要の防水圧縮袋。

ウォーターコンテナー10ℓ
ジャグとしてもバケツとしても使用
可能。

アルミ3点食器セット
軽量なアルミ製。ナイロンケース
付。

ライフラインが復旧するまでの間、避難場所で
の生活をサポートするアイテム。1人用の装備
セット。約6.8㎏。

¥77,689
寝袋/PAINE コンパクトライト/¥31,000
マット/PAINE クラウドマット120cm/¥5,900
簡易防寒/LIFELINE エマージェンシーブランケット/¥350
携帯ラジオ/モンベル H.C.5wayマルチラジオ/¥2,762
ヘッドランプ/PETZL イーライト/¥4,300
ランタン/B.D. オービット/¥3,600
キャンドル/HIGHMOUNT 3本キャンドル/¥500
マッチ/UCO サバイバルマッチ/¥500
携帯トイレ/モンベル O.D.トイレキットセット×3個/¥1,773
ティッシュ/モンベル O.D.ポケットウェットティッシュ×3個/¥345
防水バック/SEA TO SUMMIT eVACドライサック5ℓ/¥2,100
水/富士ミネラルウォーター500ml×6本/¥900
水/HIGHMOUNT ウォーターコンテナー10ℓ/¥1,200
救急セット/ハイマウント ファーストエイドキットL/¥2,400
バーナー/PRIMUS 153ウルトラバーナー /¥8,700
燃料/PRIMUS IP-110×2個/¥840
カトラリー/DUG ライトカトラリーセット/¥800
食器/EPIgas アルミ3点食器セット/¥1,100
手袋/モンベル ケブラーグローブ/¥1,619
ホイッスル/ACME トルネード/¥500
バック/グラナイトギア SLACKER PAKER
 COMPRESSION DRYSACK/¥6,500

メンバーズカード・団体割引有り
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避難生活サバイバル
ギアセット

避難生活

G-LIGHT2～3人用
山岳テントに求められる要素を高次元で実現したモデル。

コンパクトライト
多目的に使用できるベストセラーモデル。【適合温度－2℃】

クラウドマット120cm
休憩場所を選べない時に役立つ
マット。

エマージェンシーブランケット
雨風から体を守るための緊急用
シート。

H.C.5wayマルチラジオ
5機能を持つダイナモラジオ。

オービット
最軽量コンパクトモデル。収納性
抜群。

3本キャンドル
1本で約9時間燃焼。

サバイバルマッチ
強風でも消えず、雨降
りでも使える。

O.D.ポケットウェット
ティッシュ×3個
生分解性のある不織布を採用。

サバイバル携帯浄水ボトル
世界唯一の革命的除去テクノロ
ジー浄水器。

153ウルトラバーナー
ハイパワー、軽量、コンパクト、耐風性、安
定性、いずれも兼ね備えたベストセラー。

IP-110×2個
携帯しやすい小型カートリッジ。

マウンテントレッカー60/70
日本人の体形に合わせたショル
ダーベルト採用。背面長が調整可
能。

アルミ3点食器セット
軽量なアルミ製。ナイロンケース
付。

ケブラーグローブ
抜群の引裂、引張強度を誇るケブ
ラーを使用したグローブ。

ファーストエイドキットＳ
傷あてパッド2枚・救急絆創膏5枚・
皮膚洗浄綿2枚

イーライト
赤色点滅30時間点灯、電池を入れ
たまま10年保存可能。

O.D.トイレキットセット×3個
便袋3、防臭袋3、吸水ポリマー3
回分

ライトカトラリーセット
軽量なアルミ製。キーリング、メッ
シュケース付。

パワーロープ6mm×10m
助や荷物運び、いざという時に役
立つアイテム。

eVACドライサック5ℓ
バルブ不要の防水圧縮袋。

機能的なアウトドア用品の特性を十二分に生か
した、避難生活サポートセット。ひとつのバック
パックにパッキングし、さらに衣類などを入れる
余裕があります。約6.9㎏。

¥153,289
テント/PAINE G-LIGHT2～3人用/¥54,000
寝袋/PAINE コンパクトライト/¥31,000
マット/PAINE クラウドマット120cm/¥5,900
簡易防寒/LIFELINE エマージェンシーブランケット/¥350
携帯ラジオ/モンベル H.C.5wayマルチラジオ/¥2,762
ヘッドランプ/PETZL イーライト/¥4,300
ランタン/B.D. オービット/¥3,600
キャンドル/HIGHMOUNT 3本キャンドル/¥500
マッチ/UCO サバイバルマッチ/¥500
携帯トイレ/モンベル O.D.トイレキットセット×3個/¥1,773
ティッシュ/モンベル O.D.ポケットウェットティッシュ×3個/¥345
浄水器/セイシェル サバイバル携帯浄水ボトル/¥7,000
救急セット/ハイマウント ファーストエイドキットＳ/¥1,800
防水バック/SEA TO SUMMIT eVACドライサック5ℓ/¥2,100
バーナー/PRIMUS 153ウルトラバーナー /¥8,700
燃料/PRIMUS IP-110×2個/¥840
カトラリー/DUG ライトカトラリーセット/¥800
食器/EPIgas アルミ3点食器セット/¥1,100
手袋/モンベル ケブラーグローブ/¥1,619
ロープ/パワーロープ6mm×10m/¥1,300
バック/PAINE マウンテントレッカー60/70/¥23,000

メンバーズカード・団体割引有り

7※価格は全て税抜きです。

備蓄品

『東京都帰宅困難者条例』に準拠した備蓄品を紹介します。対象事業者へのガイドラインとして、水・食糧・防寒（毛布）・携帯トイレの４アイテムが
挙げられています。様々な環境を想定して開発されたアウトドア用品はこの条例にも対応しています。

ハイパワー、軽量、コンパクト、耐風性、安
定性、いずれも兼ね備えたベストセラー。
※カートリッジ別売

153ウルトラバーナー
プリムス / P-153
¥8,700
重量：110g
収納サイズ：7.5×8.8×3㎝
燃焼時間：約55分（IP-250使用時） 折りたたみ可能なポケットサイズ

が魅力。ドイツ軍、スイス軍に採
用されている。

ポケットストーブミリタリー
エスビット / ES21920000
¥1,300
重量：85g
収納サイズ：10×7.7×2.3㎝

ホワイトガソリン、自動車用無鉛
ガソリンの使用が可能。
※燃料ボトル別売

ウィスパーライトインターナショナル
MSR / 36633　¥13,000
重量：309g

ガスストーブ / ガスカートリッジ 固形燃料ストーブ / 燃料マルチフューエルストーブ / 燃料ボトル

携帯しやすい小型カートリッジ。

小型ガスカートリッジ110g
プリムス / IP-110
¥420
重量：215g（NET110g）
燃焼時間：約25分
 （P-153ウルトラバーナー使用時）

軍隊での過酷な使用環境が考慮
された完全防湿ブリスターパッ
ク。500mlの水が約7分で沸く。

固形燃料ミリタリー
エスビット / ES11220000
¥600
重量：14g×6個

燃料タンクとして機能する。チャ
イルドロック機能付きで安心。

ネンリョウボトル
11oz / 36830 / ¥2,300
重量：114g　容量：325㎖

20oz / 36831 / ¥2,500
重量：162g　容量：590㎖

30oz / 36832 / ¥2,800
重量：220g　容量：887㎖

スーパーデリオス
携帯浄水器
アーバンテック
223000006
¥3,780

2ℓPETボトル6本
¥1,800

1.5ℓPETボトル8本
¥2,000

500mlPETボトル24本
¥3,600

浄水器

サバイバルプラス
携帯浄水ボトル
Seychelle
SBP004A
¥7,000

水の備蓄量
ex)ご家族４人３日分
 １人１日３リットル×４人×３日＝３６リットル（2ℓPETボトル6本×3セット＝￥5,400）

ex)１００人の事業所
 １人１日３リットル×１００人×３日＝９００リットル（2ℓPETボトル6本×75セット＝￥135,000）

食糧の備蓄量
ex)ご家族４人３日分
 １人１日３食×４人×３日＝３６食分（３６食×＠\360＝約￥13,000）

ex)１００人の事業所
 １人１日３食×１００人×３日＝９００食分（900食×＠\360＝約￥324,000）

白飯
尾西食品
101SE
¥280
内容量：100g
熱量：366Kcal

チキンライス
尾西食品
1101SE
¥340
内容量：100g
熱量：359Kcal

えびピラフ
尾西食品
1201SE
¥380
内容量：100g
熱量：361Kcal

サバイバルパン
チョコチップ
ミドリ安全 / 22177
¥420
内容量：100g
熱量：390Kcal

サバイバルパン
ドライリンゴ
ミドリ安全 / 22178
¥420
内容量：100g
熱量：370Kcal

サバイバルパン
フルーツミックス
ミドリ安全 / 22179
¥420
内容量：100g
熱量：370Kcal

赤飯
尾西食品
301SE
¥340
内容量：100g
熱量：369Kcal

五目ごはん
尾西食品
501SE
¥340
内容量：100g
熱量：377Kcal

わかめごはん
尾西食品
601SE
¥320
内容量：100g
熱量：363Kcal

松茸ごはん
尾西食品
1401SE
¥400
内容量：100g
熱量：366Kcal

ドライカレー
尾西食品
1001SE
¥340
内容量：100g
熱量：361Kcal

山菜おこわ
尾西食品
401SE
¥380
内容量：100g
熱量：361Kcal

保存期間5年。お湯を注いで20～30分、水で60～70分。
備蓄に最適。

えいようかん5本入り
井村屋 / 4901006110228
¥500
内容量：60g/1本
熱量：171Kcal/1本

保存期間5年。1本あたり171Kcal（ごは
ん約1杯分）、食塩相当量0.2g。

乾燥野菜MIX
ハンズフーズジャパン
¥305
内容量：10g
熱量：36.5Kcal

保存期間5年。小袋（10g）で1日に必要な
野菜摂取量の約半分が補える。被災時の
野菜不足に最適。国産野菜使用。

保存期間5年。今までにない
しっとり感のあるマフィンタイプ。

ナポリタン
サタケ
18600060
¥360
内容量：72g
熱量：270Kcal

ペペロンチーノ
サタケ
18600061
¥360
内容量：72g
熱量：221Kcal

カルボナーラ
サタケ
18600059
¥360
内容量：72g
熱量：271Kcal

保存期間5年。
お湯で3分、水で35分。

PRIMUS

ONISHI MIDORI ANZEN SATAKE IMURAYA

HANDS FOODS JAPAN

MSR ESBIT

ストーブ 災害時にライフラインが停止することは十分予測できます。火を確保するにはアウトドア用のストーブ
がコンパクトで高出力で便利です。

食糧 非常時の食料として山岳用に開発された商品が数多く推薦されています。簡易的に栄養補給できる携行食や、
長期保存可能でコンパクトな食品類が防災・災害対策に選ばれています。

水 言うまでもなく飲み水の確保は最重要です。長期保存可能で美味しいミネラルウォーターを紹介します。また、不測の状況下において安全な飲み
水を確保するには、アウトドアならではのコンパクトな携帯浄水器が活躍します。1人１日３リットルで３日分が目安です。

食糧 詳しくはP7「食糧」を
ご覧ください。 防寒具 詳しくはP12「防寒具」を

ご覧ください。 携帯トイレ 詳しくはP9「携帯トイレ」を
ご覧ください。
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イーライト
ペツル / E02-P3
¥4,300
重量：27g
使用電池：CR2032 リチウム電池2個
最大照射時間：70時間

赤色点滅30時間点灯、1ｍ防水、超軽量コンパクトで電池を入れたま
ま10年保存できるのが頼もしい。

スポット
ブラックダイアモンド / BD81051
¥4,200
重量：90g
使用電池：単4アルカリ電池3本
最大照射時間：50時間

３段階の照度切替とストロボモード
搭載の高機能モデル。

ティカ
ペツル / E93
¥4,500
重量：85g
使用電池：単4アルカリ電池3本
最大照射時間：120時間

2段階の照度モードを備えた用途
の広いモデル。

ヘッドランプ

アポロ
ブラックダイアモンド / BD81004
¥5,700
重量：316g
直径×高さ：8.5×24㎝

80ルーメンのトリプルパワーLEDを
搭載しながら軽量コンパクト。周囲に
まんべんなくムラなく配光。

タイタン
ブラックダイアモンド / BD81002
¥10,000
重量：1260g
直径×高さ：15.5×24.5㎝

250ルーメンのクワッドパワーLED
を搭載した大光量モデル。周囲14m
の自然な照射を実現。

H.C.コンパクトフラッシュライト
モンベル / 1124312
¥1,239
重量：98g
縦×横×高さ：4.9×3.8×8.1㎝

高輝度LEDを使用した手回しライ
ト。三段階調節可能。手回し充電約1
分で約10分点灯。

ソーラー充電式LEDランタン
ハイマウント / 37181
¥4,740
重量：279g
縦×横×高さ：10.4×9.9×23㎝

ソーラーの満充電所要時間約21～
25時間。連続使用時間はLOWモード
で約9～10時間。単三電池使用可能。

オービット
ブラックダイアモンド / BD81010
¥3,600
重量：132g
直径×高さ：6.4×14.2㎝

最軽量コンパクトモデル。携帯電話
程度の軽さ。収納性抜群。

ボイジャー
ブラックダイアモンド / BD81006
¥4,500
重量：230g
直径×高さ：7.5×16㎝

コンパクトボディにランタンとフラッ
シュライトを兼ね備える。同時点灯も可
能で吊り下げ時に周囲をワイドに照射。

バッテリーランタン

UCOキャンドルランタン
UCO　¥2,900
重量：180g
高さ×直径：16.5×5㎝

アルミボディの軽量ランタン。伸縮する
ボディはコンパクトに収納するとともに、
火を完全に消す役目を果たす。

タブキャンドル
ハイマウント / 23211　¥500
重量：19g/1個
高さ×直径：1.6×3.9㎝

生物資源を使用し環境汚染の心配が
ないキャンドル（世界8ｹ国特許）。1本
で3.5時間燃焼。

3本ローソク
ハイマウント / 23124　¥500
重量：48ｇ/1本
高さ×直径：3×8㎝

1本で約9時間燃焼。キャン
ドルとしてそのまま使える。

スペアキャンドル（3本セット）
UCO / 24620　¥550
重量：50ｇ/1本

キャンドルランタン用スペアキャンドル、
もちろんそのまま使える。1本で約9時間
燃焼。

UCOサバイバルマッチ
UCO / 24160　¥500
重量：50ｇ/1本
長さ：5.6㎝

強風でも消えず、瞬間的なが
ら水没させても燃え続け、雨
降りでも使える。

キャンドルランタン

レボリューショングリーン

ウルトラホワイト

ファイヤーレッド

チタニウム

マッドブラック

グレーレッド

イエロー

ブルー

ホワイト24615

ダークシャドウ

ダークチョコレート オレンジブリック

ダークシャドウ

ダークシャドウ

プロセスブルー

プロセスブルー

グリーン24612 ブラック24614 イエロー24616

レッド24611 アルミポリッシュ24613 ブルー24617

M
S

ウルトラホワイト

ウルトラホワイト

ウルトラホワイトマットブラック

マットブラック

マットブラック

ビブラントオレンジ

PETZL

UCO

UCO HIGH MOUNT HIGH MOUNT

UCO

BLACK DIAMOND

BLACK DIAMOND BLACK DIAMOND BLACK DIAMOND

BLACK DIAMOND MONT-BELL

MONT-BELL HIGH MOUNT ACME

HIGH MOUNT

PETZL

アクアノートS
モンベル / 1124244
¥858
サイズ：8.4×13㎝
ページ数：80P

アクアノートM
モンベル / 1124243
¥1,143
サイズ：11.8×18.4㎝
ページ数：80P

合成紙ユボを用いた防水ノート。
水中での書き込みが可能。

UTSストームプルーフノートS
ハイマウント / 43518
¥850
サイズ：7.6×12.7×0.6㎝
ページ数：50P

UTSストームプルーフノートL
ハイマウント / 43519
¥1,000
サイズ：10.2×15.2×0.6㎝
ページ数：50P

特殊紙で作られた防水ノート。
附属に専用鉛筆付き。

トルネード
アクメ / AC-636
¥500
重量：5g

小さくても高音域・大音
量。山岳救助隊、海難
救助隊などで使用され
ているモデル。

レッド

ルミナスイエローオレンジ ブラックピンク

電灯
災害時の明かりとして必要な要素を備えているもののひとつは、山の必需品ヘッドライトです。両手が空くことは
災害時に重要な要素です。また、停電時に必要な長持ちするLEDランタンや、原始的ですが故障や電源切れの無
いキャンドルランタンもおすすめです。

筆記用具
全ての通信手段が断たれた時の家族や知人へのメッ
セージや、災害時の記録をとる手段として活用できま
す。筆記具には濡れても使える鉛筆かシャープペンをご
用意ください。

ホイッスル
もし被災した時に自分の居
場所を知らせるための最適
な道具です。高性能なもの
を選びたいものです。

9※価格は全て税抜きです。

クラシックSD
ビクトリノックス / 0.6223
¥2,000
重量：21g

機能数7。スモールブレード・キー
リング・ピンセット・ツースピック・ハ
サミ・爪やすり・マイナスドライバー

ファーストエイドキットS
ライフライン / LF-0051
¥1,500
重量：117g
サイズ：S（16×8×3.9㎝）

綿棒３本・ウェットコットン・裁
縫セット・ホイッスル・絆創膏
10枚・アクセサリーカラビナ・
キャリングケース

応急ギプス君
エクスプローラーセット
ハイマウント / 19301T
¥2,300

患部を包んで空気で簡易圧迫固定する救急用品。
エアープレッサーS20cmM25cmL30cmXL44cm
各1、エアーセンダーチューブ1本、滅菌ガーゼ1枚、
バンテージ2枚、リペアシール1枚

サムスプリントスタンダード10×91cm
ハイマウント / 19311　¥4,200

サムスプリントジュニア10×46cm
ハイマウント / 19312　¥3,300

骨折、捻挫の治療の際に患部を固定することが出
来る、アルミ合金にウレタンフォームを貼り合わせ
た副木。身体の各部位に合わせて成形可能。

CBテープ19mm×12m
ニトリート / CB-19　¥185

CBテープ25mm×12m
ニトリート / CB-25　¥250

スポーツテーピングで最も主体となる
テープ。伸縮性が無く、関節の固定と動
きの制限を目的として使用。

ファーストエイドキットL
ライフライン / LF-0052
¥2,800
重量：245g
サイズ：L（13.8×16×3.9㎝）

ガーゼ・綿棒5本・スキンナップ3枚・
乾燥スポンジ・ハサミ・縫製セット・絆
創膏10枚・ピンセット・手袋2枚・カッ
ターブレード・粘着テープ・アクセサ
リーカラビナ・キャリングケース

ファーストエイドキットS
ハイマウント
19134
¥1,800
重量：90g
サイズ：S（9.5×14×5.5㎝）

傷あてパッド2枚
救急絆創膏5枚
皮膚洗浄綿2枚

ファーストエイドキットL
ハイマウント
19135
¥2,400
重量：125g
サイズ：L（12×17×7.5㎝）

傷あてパッド2枚
救急絆創膏5枚
皮膚洗浄綿2枚
伸縮包帯

SQUIRT PS4
レザーマン / レッド/72090
 ブラック/72091
 ブルー/72092
¥5,800
重量：56.4g

ペンチ、ワイヤーカッター、小型ドライバー、
ナイフ、マイナスドライバー、キーリング、ヤ
スリ、中型ドライバー、栓抜き、ハサミ

SUPER TOOL 300
レザーマン / 72067
¥12,000
重量：272.15g

ペンチ、ワイヤーカッター、ク
リンパー、ナイフ、のこぎり、
ヤスリ、ドライバー4種、キリ、
電線被膜はがし、缶切り、栓
抜き、定規、ランヤードリング

Z-REX
レザーマン / 72540
¥3,800
重量：44.22g

レスキューツール。ガラスブ
レイカー、酸素ボンベレン
チ、六角ビットドライバー、
シートベルトカッター

RAPTOR
レザーマン / 72541
¥10,000
重量：164g

レスキューツール。ガラスブレ
イカー、酸素ボンベレンチ、リ
ングカッター、定規、ストラップ
カッター、折りたたみ式ハサミ

スタンダードスパルタン
ビクトリノックス / 1.36 03
¥3,200
重量：60g

機能数７。ラージブレード・スモール
ブレード・コルク抜き・穴あけ・キーリ
ング・ツースピック・ピンセット

トラベラー
ビクトリノックス / 1.37 03
¥4,800
重量：85g

機能数9。ラージブレード・スモールブレード・コ
ルク抜き・穴あけ・プラスドライバー・キーリング・
ツースピック・ピンセット・マルチフック・はさみ

万能ナイフ類 それが無いと出来ない機能がコンパクトに詰め込まれています。ドライバー、栓抜き、カン切り、
ハサミなど多彩な機能を備えています。また、非常時に役立つ本格機能のものもご紹介します。

VICTORINOX

LEATHERMAN

LIFELINE LIFELINE HIGH MOUNT

HIGH MOUNT

MONT-BELL

MONT-BELL

MONT-BELL

HIGH MOUNT

HIGH MOUNT

COLEMAN

HIGH MOUNT NITREAT

HIGH MOUNT

LEATHERMAN LEATHERMAN LEATHERMAN

VICTORINOX VICTORINOX

救急用品 応急措置に必要な、最低限の物を用意しておきましょう。

携帯トイレ 災害時のトイレ問題は切実です。アウトドア用のコンパクトな携帯トイレをおすすめします。

O.D.トイレキットセット
モンベル / 1150109
¥591
重量：120g

軽量コンパクト。吸水ポリ
マーで尿や便が約1分で凝
固。ダブルチャックの防臭袋
で臭いを閉じ込める。

エンクロージャー
コールマン / 170T7750S
OPEN価格
重量：1400g

本体サイズ110×110×190㎝。
透けて見えないので女性も安心。

ポータブルジョンⅡ
ハイマウント / 23918
¥2,000
重量：850g

トイレ用折りたたみ椅子。
袋は別売り。座面外形
33.5×32.0㎝座面の高
さ41.5㎝。

簡易トイレ
(便袋4枚チャック袋2枚）
ハイマウント / 20503
¥1,000
重量：304g

携帯トイレ
(便袋1枚チャック袋1枚）
ハイマウント / 20502
¥450
重量：92g

高速吸水凝固シートが便袋内
部に接着されている。高臭気
バリア性・高密閉性・高耐衝撃
性に優れたチャック袋付き。

O.D.ロールペーパーキット
モンベル / 1150101
¥953

携帯用ケースと水解性原紙を使用し
たロールペーパーキット2個のセット。

O.D.ポケットウェットティッシュ
モンベル / 1150108
¥115
重量：35g

生分解性のあるセルロース
100%の不織布を採用。

ブルー/イエロー

スタンダード

ジュニア

アソート

使用例

詰め替え用ロールペーパー
モンベル / 1150102
¥143
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イエロー

スマートフォン充電付ソーラーダイナモラジオ
ハイマウント / 11197
¥3,500

ブルー
オレンジブリック リーフグリーン

ブラック

レッド

オレンジブルー

サイズ
重量
LEDライト
ラジオ（AM/FM）
時計/アラーム
ソーラー充電
ダイナモ充電
USB充電

ラジオ使用時間

ライト点灯時間

ダイナモ充電
ソーラー充電
ダイナモ充電
ソーラー充電

14.6×8×4.5㎝
236g
－
○
－
○
○
○

1分間で約25分
8時間で約4時間

－
－

携帯通話時間
スマホ通話時間

ダイナモ充電
ソーラー充電

3分間で約2～5分
－

携帯通話時間
スマホ通話時間

ダイナモ充電
ソーラー充電

3分間で約2～5分
－

ハイパーソーラーチャージャーUA6300
ハイマウント / 11195
¥4,000

サイズ
重量

バッテリー容量

蓄電時間
USB：約4～6時間
太陽光：約25～30時間

蓄電時間
USB：約2時間
太陽光：約10時間

蓄電時間
USB：約2～4時間
太陽光：約8～10時間

66×115×9㎜
105g

2600mAh
※スマホ充電約1.5回分

モバイルパワーブック
モンベル / 1124444
¥2,191

サイズ
重量

バッテリー容量

112.5×100×14㎜
71g

650mAh

ガイド１０プラスリチャージングキット
ゴールゼロ / 1893108
¥13,500

サイズ
重量

バッテリー容量

165×241×38㎜
510g

2600mAh
※スマホ充電約1～2回分

H.C.5WAYマルチラジオ
モンベル / 1124473
¥2,762

サイズ
重量
LEDライト
ラジオ（AM/FM）
時計/アラーム
ソーラー充電
ダイナモ充電
USB充電

ラジオ使用時間

ライト点灯時間

ダイナモ充電
ソーラー充電
ダイナモ充電
ソーラー充電

15.6×7.6×5.8㎝
310g
○
○
○
○
○
○

1分間で約18分
1時間で約15分
1分間で約27分
1時間で約18分

グリーン

コットングローブ
モンベル / 1108740　¥648
重量：43g(平均）　サイズ：S、M、L

内側パイル構造で高いフィット感と
クッション性を備え、熱い物を持つ場
面でも熱が伝わりにくい。

パワーロープ
ICIオリジナル
6㎜1m / ¥160 / DC-113
7㎜1m / ¥250 / DC-114
8㎜1m / ¥330 / DC-115
9㎜1m / ¥430 / DC-116

救助や荷物運び、エマージェンシー
シートやツェルトを使った空間作り等、
いざという時に役立つアイテム。

ループロープ5ft
ループロープ
19720005
¥2,900
重量：230g
サイズ：150×φ0.7㎝

様々な使い方ができる、輪状の伸縮
ロープに留め具で数珠状のチェーンを
作っただけのシンプルな緊締ロープ。

ポリアミドオープンスリング
ロックエンパイアー
60㎝ / ¥480 / RE52XX060
80㎝ / ¥580 / RE52XX080
120㎝ / ¥800 / RE52XX120
150㎝ / ¥960 / RE52XX150
180㎝ / ¥1,100 / RE52XX180

重いものに回して簡単に支点確保。アウト
ドアの経験が非常時にも役立つアイテム。

ケブラーグローブ
モンベル / 1108015　¥1,619
重量：65g　サイズ：－

抜群の引裂、引張強度を誇るケブ
ラーを使用したグローブ。あらゆる作
業から手を保護する。

軍手

トランジッションロックグローブ
ブラックダイアモンド / BD14033
¥4,000
サイズ： XS 重量：100g
 S 重量：108g
 M 重量：120g
 L 重量：132g
 XL 重量：144g

馴染みの良い山羊革製で、甲に
は伸縮素材を配し高い操作性
を実現。傷みやすい部分には二
重縫いしたレザーで補強。

コーデックス
ペツル / K52
¥6,700
サイズ： XS 重量：100g
 S 重量：105g
 M 重量：115g
 L 重量：118g
 XL 重量：120g

耐久性とフィット感、操作性
を併せ持つ軽量ビレイグロー
ブ。手の平部分等酷使される
部分はダブルレイヤーレザー
で補強。

革手袋

サファイアブルー 
ブラック

ナチュラル
タン

ブラック

オレンジ
オレンジ/ブラック

ブルーゴールド

携帯ラジオ
災害時にもっとも頼りになる情報収集アイテムのひとつであるラジオ。広いエリアをカバーし省電
力。防水機能や発電機能、手回しハンドルやソーラーパネルで電力の供給を受けられない状況でも
使用できるものがおすすめです。

HIGH MOUNT

HIGH MOUNT

MONT-BELL

MONT-BELL

MONT-BELL

ICI ISHII SPORTS ROCKEMPIRE LOOP ROPE

BLACK DIAMOND PETZL

GOAL ZERO

電源 ライフラインが断たれた時に非常に役立つアウトドア用に開発されたソーラーパネルグッズ。携帯電話やス
マートフォン等、災害時の有効な通信手段はなんとしても確保したいものです。

ロープ 救助や避難生活などでなにかと使える非常に便利なアイテムです。また、スリングやループロープも様々な使
い方ができるアイテムです。

手袋 被災時の作業の必需品です。軍手も役立ちますが実際には丈夫なものが重宝するようです。

11※価格は全て税抜きです。

ブルー25931

200
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●1～2人用

H/105

フェザーライトテント1-2（2014年7月発売）
パイネ
¥41,000（予定価格）
重量：1400g
縦×横×高さ：100×200×105㎝

フェザーライトテント2-3
パイネ
¥46,500（予定価格）
重量：1650g
縦×横×高さ：140×210×110㎝

フェザーライトテント4-5
パイネ
¥61,000（予定価格）
重量：2300g
縦×横×高さ：200×230×125㎝

居住性の高いドームテント。超軽量
＆高強度の28デニール強化ナイロ
ン中空リップストップを採用。フラ
イシート付属。

スタードームテント3-5
パイネ / STD_35_TNT
¥85,000
重量：4330g
縦×横×高さ：230×280×125㎝

スタードームテント6-7
パイネ / STD_67_TNT
¥118,500
重量：6260g
縦×横×高さ：230×400×150㎝

数々の極地遠征や海外遠征登山で
使用された信頼性の高い高強度
ドームテント。耐風性、耐雪性に優
れたジオデシック構造を採用。前室
も大きく降雨時でも快適。

プラティソフトボトル
プラティパス
0.5ℓ
¥1,000
重量：22g
サイズ：0.5ℓ
寸法：12×25㎝

折りたためる水筒、携帯性や軽さ抜群。

ウォーターコンテナー
ハイマウント / 61195　¥1,400
重量：320g　サイズ：20ℓ
縦×横×高さ：28×28×40㎝

ハイマウント / 61196　¥1,200
重量：220g　サイズ：10ℓ
縦×横×高さ：22×22×30㎝

スウィートウォーターマイクロフィルター
MSR / 31201
¥12,000
重量：320g　高さ×直径：19×5㎝

ミニワークスEX
MSR / 31300
¥12,000
重量：456g　高さ×直径：19×7㎝

ジャグとしてもバケツとしても使用可能。注ぎに便利
なレバー式コック付。コンパクトに折りたたみ可能。

プラティ2Lボトル
プラティパス
25601
¥1,400
重量：36g
サイズ：2ℓ
寸法：19×35㎝

折りたためる水筒、
携帯性や軽さ抜群。
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●2～3人用

●3～5人用 ●6～7人用

H/110
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●4～5人用

H/125

H/125280
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H/150
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グレープ25933 グレー25934

レッド25932

マウンテン25874

ツリー25878
1.0ℓ
¥1,200
重量：24g
サイズ：1.0ℓ
寸法：15×28㎝

水筒

シャワーキット
MSR / 38103
¥2,600
重量：99.3g

ドロメダリーバッグに取り付ける
とハンディシャワーになる。

日本発、軽量コンパクト
で安価な携帯浄水器。日
米特許取得品。

世界唯一の革命的除去
テクノロジーで微生物や
バクテリアはもちろん、
セシウム他様々な有害
物質を除去。

アメリカのMSR社は微生物研究所を
社内に設置。国際援助隊やアメリカ
軍の使用実績あり。

シャワーキット

浄水器

ドロメダリーバッグ
MSR
38056　¥3,800
重量：179g　サイズ：2ℓ
縦×横：20×42㎝

38057　¥4,400
重量：196g　サイズ：4ℓ
縦×横：25×48㎝

丈夫なコーデュラナイロン製の本体は氷点から沸点までの温度に対応。

給水袋

給水袋

38058　¥5,000
重量：247g　サイズ：6ℓ
縦×横：28×56㎝

38059　¥5,600
重量：284g　サイズ：10ℓ
縦×横：34×60㎝

ミニ
カタダイン / 12261
¥19,000
重量：210g　高さ×直径：18×8㎝

コンビ
カタダイン / 12256
¥36,000
重量：580g　高さ×直径：27×6㎝

スーパーデリオス携帯浄水器
アーバンテック
223000006
¥3,780
重量：58g
容量：300㎖
高さ×直径：23.3×7㎝

サバイバルプラス携帯浄水ボトル
セイシェル
SBP004A
¥7,000
重量：128.5g
容量：600㎖
高さ×直径：22.8×8㎝

1928年創立。スイスの浄水器専門
メーカー。様々なタイプの携帯浄水器
を開発。

原生生物
バクテリア
ウィルス
海水
微粒子
化学薬品/毒素（味/臭い）※

流量（1リットル/分）
カートリッジの寿命
フィルター穴サイズ

スウィートウォーター
マイクロフィルター

○
○
×
×
○
○

1リットル以上/分
750リットル
0.2ミクロン

原虫・細菌類
細菌類
化学薬品
金属製物質
海水

カートリッジの寿命
フィルター穴サイズ

サバイバルプラス
携帯浄水ボトル

○
○
○
○
×

約380リットル
2ミクロン

ミニワークス
EX
○
○
×
×
○
○

1リットル/分
2000リットル
0.2ミクロン

原生生物
バクテリア
ウィルス
海水
セラミック
ファイバーグラス
木炭
流量（1リットル/分）
カートリッジの寿命
フィルター穴サイズ

コンビ

○
○
×
×
○
×
○

1リットル/分
50000リットル
0.2ミクロン

ミニ

○
○
×
×
○
×
×

0.5リットル/分
7000リットル
0.2ミクロン

スーパーデリオス
携帯浄水器

○
○
×
×
○
×
○

300ミリリットル/18秒
約200リットル
0.1ミクロン

テント 屋外での生活を強いられる場合に活躍するテント。ペット禁止の避難所もあったようで、そういった需要も
ありました。

PAINE

PLATYPUS

MSR MSR

MSR KATADYN URBAN TECH SEYCHELLE

PLATYPUS HIGH MOUNT

PAINE

水筒・浄水器
言うまでもなく飲み水の確保は最重要です。不測の状況下において安全な飲み水を確保するに
は、アウトドアならではのコンパクトな携帯浄水器等が活躍します。またコンパクトで機能的な
携帯用水筒も非常持出用に最適です。大容量で多機能でコンパクトな給水袋も活躍します。

2ℓ4ℓ6ℓ10ℓ
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ブルーオレンジ

スペースブランケット
グラバー
シルバー
22161　¥600

ゴールド
22162　¥700
重量：55g
サイズ：142×213㎝

エマージェンシーブランケット
ライフライン / UT-002
¥350
重量：50g
サイズ：131×212㎝

ビバーグツェルト1ロング
アライテント / 0371001
¥10,500
重量：240g
設営サイズ
間口80×奥行210×高さ90㎝

ビバーグツェルトソロ
アライテント / 0370901
¥5,700
重量：105g
設営サイズ
間口80×奥行70×高さ90㎝

エリオス
ペツル / A42A　¥10,500
重量：1/300g、2/330g　サイズ：1、2
頭まわり：1/48-56㎝、2/53-61㎝

調節機能、快適性、通気性のすべてに
優れたオールラウンドなモデル。

B2(エクステンションシャフト）
bca / 7900268
¥7,600
重量：723g
サイズ：－

伸長時/79㎝
伸縮時/61㎝
ブレードサイズ
縦28㎝横25㎝。

LK.ガイドショベル
ライフリンク / 1835101
¥6,400
重量：31/764g、43/832g
サイズ：31、40

31サイズ： 伸長時80㎝
 伸縮時63㎝
 分解時43㎝
40サイズ： 伸長時100㎝
 伸縮時73㎝
 分解時54㎝
ブレードサイズ
縦30㎝横27㎝

LK.3DPROショベル
ライフリンク / 1835104
¥3,800
重量：29/624g、37/680g
サイズ：29、37
カラー：ブルー、ブラック、レッド

29サイズ： 伸長時72㎝
 伸縮時55㎝
 分解時40㎝
37サイズ： 伸長時92㎝
 伸縮時65㎝
 分解時46㎝
ブレードサイズ
縦30㎝横22㎝

アーマー
カンプ / 50190　¥7,800
重量：355g　サイズ：－
頭まわり：54～60㎝

軽量でフィット感に優れたモデル。

K2
ロックヘルメット　¥5,600
重量：385g　サイズ：－
頭まわり：54～62㎝

使いやすくコストパフォーマンス
に優れたモデル。

サバイバルシート
ハイマウント
シルバー/シルバー
22133　¥500

ゴールド/シルバー
22134　¥600
重量：59g
サイズ：130×210㎝

エマージェンシーブランケット 雨風から体を守るための緊急用シート。銀色は光、熱を反射、金色は光熱を吸収する。

ツェルト

軽量なアルミ製。
ナイロンケース付。

アルミ3点食器セット
EPIgas / C-5201
¥1,100
重量：160g

軽量なアルミ製。キーリング、メッシュケース付。

ライトカトラリーセット
ダグ / DG-0702
¥800
重量：24g

厳しい自然状況の中で、少しだけホッとした空間を作るのがシェルターとしてのツェルト。軽量コンパクトで、大きさの割に多用途で頼もしい。使い方を理解すれば非常に役に立つ道具。

ロング ソロ

シルバー/シルバー

イエロー イエロー

シルバー

イエロー

ゴールド/シルバー ゴールド

ブルー

ホワイト

オレンジ

レッド×オレンジブラック×グレー

グリーン×ライトグリーン オレンジ アンスラサイト×グレー

ブルー×ライトブルー

ホワイト×オレンジ

ホワイト

ブルー

サンライズ

N-ritタオル グランデ
ハイマウント
ブラック/38545、オレンジ/38546
グリーン/38547　¥1,400
重量：48g　サイズ：58×64㎝

ナノ M
PACKTOWL / 29706
¥1,300
重量：21g
サイズ：46×58㎝

N-ritタオル
ハイマウント
ブルー/38540、ブラック/38541
オレンジ/38542、グリーン/38543
ピンク/38544　¥900
重量：28g　サイズ：40×40㎝

無臭で持続性の高い抗菌加工済です。

ナノ S
PACKTOWL / 29705
¥1,000
重量：14g
サイズ：41×43㎝

超ソフトな肌触り。抗菌加工でバクテリアの繁殖をシャットアウト。

防寒具 災害時の防寒対策にアウトドア用に開発されたエマージェンシーブランケットやツェルトをおすすめしま
す。コンパクトで多用途、機能的に体を守ります。

ヘルメット 登山用ヘルメットは、落石や転滑落時の保護が目的で開発され、厳しいヨーロッパ規格をクリアして
います。

HIGH MOUNT

ARAITENT

HIGH MOUNT

PETZL

BCA LIFE-LINK LIFE-LINK EPI GAS

DUG

CAMP ROCK HELMET

PACKTOWL

ARAITENT

GRABBER LIFELINE

タオル アウトドア用化繊タオル。コンパクトで速乾、何度も使えます。

ショベル
雪山では３種の神器と言われるショベル。作業時にあると
ないでは大違いです。軽量でコンパクトなアウトドアならで
はのモデルです。

食器類
必要最低限の
軽量・コンパク
ト食器類です。

たたむと
350mlビール缶とほぼ
同じコンパクトさ

13※価格は全て税抜きです。

レインウェア

寝袋（羽毛）

インナーダウン

インスパイアレインスーツ3 メンズ
パイネ / PN-AQR07
¥36,000
重量：590g
サイズ：S、M、L、XL

インスパイアレインスーツ3 レディス
パイネ / PN-AQR07L
¥36,000
重量：560g
サイズ：S、M、L、YL、YM

インナーダウンジャケット
パイネ / PN-AQD14151
¥21,000
重量：355g
サイズ：S、M、L、XL

インナーダウンパンツ
パイネ / PN-AQD14152
¥17,000
重量：275g
サイズ：XS、S、M、L、XL

高品質ハンガリーダウンを
使用。意外と便利なダウンパ
ンツが防寒に最適。

GORE-TEX採用の軽量レインスーツ。ハーネ
スに干渉しないフロント大型ポケット。大き目の
フードはヘルメットに対応。

レインスーツ メンズ
アルパマヨ / AL-AQR1301
¥7,609
重量：710g
サイズ：S、M、L、LL

レインスーツ レディス
アルパマヨ / AL-AQR1301L
¥7,609
重量：620g
サイズ：S、M、L、LL

オールシーズン
パイネ / PN-AND550　¥39,800
重量：990g　サイズ：－　収納サイズ：直径16×34㎝
全長×肩幅：210×80㎝

760フィルパワーの良質なポーランドダウンを550ｇ使用した国産品。
ボックスコンストラクション。【適合温度－7℃】

寝袋（羽毛）

アストロ-8
ドイター / DS49072　¥47,000
重量：995g　サイズ：－　収納サイズ：直径17×34㎝
全長×肩幅：205×80㎝

800フィルパワー以上のダウンを500g使用。独自の台形ボックスコン
ストラクション。【適合温度 男性－8.7℃ 女性－2.5℃】 

マット

プロライトスモール
サーマレスト / 30663
¥11,000
重量：310g
サイズ：S
収納サイズ：直径8×28㎝
全長×肩幅：119×51×2.5㎝

世界初の自動膨張式マットレ
スメーカーで信頼性抜群の
リーディングブランド。

クラウドマット120
パイネ / PN-HCA120
¥5,900
重量：360g
サイズ：120
収納サイズ：直径10.5×26㎝
全長×肩幅：120×50×2.5㎝

コストパフォーマンスの高い
オリジナル商品。

La-Fayette/Medium
ヴァランドレ / La-Fayette-M　¥57,142
重量：1024g　サイズ：M　収納サイズ：直径20×45㎝
適応身長：185㎝まで

La-Fayette/Small
ヴァランドレ / La-Fayette-S　¥55,238
重量：968g　サイズ：S　収納サイズ：直径20×45㎝
適応身長：170㎝まで

ピレネー山脈のグレーグースダウンを手摘みした850フィルパワーの羽毛を564g(M)使用。上半身がゆったりしたつくり。ボックスコンストラクショ
ン。【適合温度－15℃】

透湿防水素材のコストパフォーマン
スの高いレインスーツ。様々な作業
に耐えうる丈夫な３層構造素材採用。

ブラック

ディープオレンジ（メンズ）

ブラック

イエローグリーン（メンズ）

ローズ（レディス）

ロイヤルブルー（メンズ）オフブラック（メンズ）
タンジェリン（共通カラー） ブルーマリン（メンズ）

ローズ（レディス）

グリロー（メンズ）

グリーン

ラバ

デイブレイク
オレンジ

ウォーター
ブルー

ブルー
ブルー

オレンジ×ブラック オレンジ×ブラック

アクアブルー（レディス）アクアブルー（レディス）イエローグリーン（レディス）

寝袋（化繊中綿）

スーパーライト1200M
ウォークアバウト / 9013　¥6,900
重量：1200g　サイズ：－　収納サイズ：直径18×26㎝
全長×肩幅：230×80㎝

リーズナブルな化繊中綿は水に強く手洗い可能。シングルキルト構造。
【適合温度5℃】

アルファライト700X
イスカ / 111820　¥14,000
重量：1230g　サイズ：－　収納サイズ：直径19×35㎝
全長×肩幅：203×81㎝

機能中綿「マイクロライト™」を採用。瓦葺構造でコールドスポットを最小限
に抑えた、軽量、コンパクト、濡れや湿度に強いモデル。【適合温度－6℃】

シュラフは構造によって、シングルキルト、ボックスコンストラクショ
ン、瓦葺構造に分けることができます。

シングルキルトは、外側と内側の布地を直接縫い
つけるシンプルな構造で、軽量です。中綿は崩れ
ませんが、中綿の量が少ないため縫い目部分か
ら冷気が入り、熱が放出されてしまいます。

ボックスコンストラクションは、中綿の厚みが一
定になり、保温力がアップします。軽量・コンパク
トです。

瓦葺構造は、中綿が屋根瓦のように重なってお
り、軽量コンパクトでありながら高い保温力を発
揮します。

札幌/-14.3℃
青森/-10.9℃
盛岡/-11.5℃
仙台/-4.9℃
福島/-6.0℃
宇都宮/-7.6℃
東京/-0.9℃
横浜/-1.1℃
長野/-8.7℃
甲府/-5.9℃
静岡/-2.1℃
名古屋/-2.8℃
新潟/-4.4℃
京都/-1.6℃
大阪/-0.5℃

神戸/-0.2℃
岡山/-2.7℃
広島/-0.7℃
高松/-1.9℃
松山/-1.8℃
高知/-2.0℃
福岡/0.6℃
大分/-1.5℃
長崎/0.2℃
佐賀/-3.2℃
熊本/-2.8℃
宮崎/-1.7℃
鹿児島/0.5℃
那覇/10.3℃

各地の最低気温（2014年冬） シュラフの構造と縫製

PAINE

PAINE

DEUTER

THERMAREST PAINE

WALKABOUT ISUKA

VALANDRE VALANDRE

ALPAMAYO PAINE

防寒着 変わりやすい山の天候から身を守るアウトドアウェアは防水性、耐久性、携行性等に非常に優れています。
リスクの高い低体温症対策に最適です。普段使いにも便利なアイテムです。

寝袋
東日本震災後、アウトドアショップに問い合わせが多かったアイテムのひとつです。災害は季節を選びませんのでなる
べく暖かくコンパクトになるものをおススメします。ダウンの量を抑えて軽量化を図りながらも十分な保温性を確保し
たモデルが揃っています。また帰宅困難時などの休憩場所を選べない時に便利なマットも合わせておすすめです。

超ソフトな肌触り。抗菌加工でバクテリアの繁殖をシャットアウト。
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ダークグレーダークグレー ライトブルー/ダークブルー イエローグリーン/グリーン

20～30ℓモデル

バッグ
機能的なアウトドア用バックパックは災害時にも活躍します。まず両手が空いている事が重要なためバック
パックであることは当然の事として、快適な登山のために長年研究されてきたアウトドアバックパックの機
能性（フィット感、耐久性、収納能力等）は災害時の負担を軽減します。容量は持ち手の体格や体力に合わ
せて選択してください。

コンパクト20
パイネ / PN-BP1401
¥11,000
重量：1000g
容量：20ℓ
サイズ：－
バックレングス：40㎝

背面に軽量なインナーフレームを
採用し荷重を分散。サイドアクセス
で荷物が取り出しやすい。

ドミンゴ26
テルヌア / TR-AS140126
¥12,000
重量：1170ｇ　容量：26ℓ
サイズ：－　バックレングス：42㎝

ドミンゴ28
テルヌア / TR-AS140228
¥12,000
重量：1180ｇ　容量：28ℓ
サイズ：－　バックレングス：48㎝

サイドポケットはもちろん、大型フ
ロントポケットやフロントストレッチ
ポケット採用で収納力抜群。ザック
カバー内蔵。

マルシェ20
ミレー / MIS0468
¥7,200
重量：630ｇ
容量：20ℓ
サイズ：－
バックレングス：43㎝

ロングセラーの定番モデル。サイド
コンプレッションベルトでキャパシ
ティ調整可能。ポケットも充実。

メートヘン20
ドイター / D48040
¥7,000
重量：570ｇ
容量：20ℓ
サイズ：－
バックレングス：42㎝

小型、軽量、それでいて高いフィッ
ト感を実現したモデル。

30～50ℓモデル

ライトブルー

ネイビー

マゼンダ

イエローグリーン×
ダークグレー（26）

ダークグレー×
ダークグレー（26）

ディープレッド ライム

ミッドナイト グレー ブラックベリー

マゼンダ×
ダークグレー（26）

コンパクト28
パイネ / PN-BP1402
¥13,000
重量：1210g　容量：28ℓ
サイズ：－　バックレングス：42㎝

コンパクト28Long
パイネ / PN-BP1428
¥13,000
重量：1210g　容量：28ℓ
サイズ：－　バックレングス：48㎝

背面に軽量なインナーフレームを
採用し荷重を分散。サイドアクセス
で荷物が取り出しやすい。

ライトブルー（28）

マゼンダ（28）

ネイビー（28）

ライトブルー（28Long）ダークグレー（28Long）ネイビー（28Long）

ポケッタブルデイパック18
パイネ / PN-BP1420
¥4,500
重量：320ｇ
容量：18ℓ
サイズ：－
バックレングス：46㎝

ポケッタブルでありながら、フロン
トにポケット２つ、サイドポケット、コ
ンプレッションベルト付。

グリーン×
ダークグレー（28）

ダークブルー×
ダークグレー（28）

ダークグレー×
ダークグレー（28）

ダークグレー

マジェンダ

ターコイズ

ディープパープル

ターコイズ ミッドナイトブルーⅡ マスティックグリスプラム

ブラックノワール

グラニー

ライトブルーオーキッド

PAINE PAINE TERNUA

PAINE

PAINE PAINE PAINE

MILLET DEUTER

マウンテントレッカー35+10
パイネ / PN-BP1433
¥16,500
重量：1660g
容量：35+10ℓ
サイズ：－
バックレングス：48～51㎝

背面フレームが型崩れを防ぎ荷重
を分散。日本人の体形に合わせた
ショルダーベルト採用。背面長が調
整可能。雨蓋を可動させることで、
必要に応じて容量を調節すること
ができる。

マウンテントレッカー32+10
パイネ / PN-BP1432
¥16,000
重量：1640g
容量：32+10ℓ
サイズ：－
バックレングス：42～45㎝

背面フレームが型崩れを防ぎ荷重
を分散。日本人の体形に合わせた
ショルダーベルト採用。背面長が調
整可能。雨蓋を可動させることで、
必要に応じて容量を調節すること
ができる。

チェルビノ38
パイネ / PN-BP1405
¥13,800
重量：1260g　容量：38ℓ
サイズ：－　バックレングス：42㎝

チェルビノ38Long
パイネ / PN-BP1429
¥13,800
重量：1280g　容量：38ℓ
サイズ：－　バックレングス：48㎝

背面に軽量なインナーフレームを
採用し荷重を分散。サイドアクセス
で荷物が取り出しやすい。ザックカ
バー内蔵。グリーン/イエローグリーン

マジェンダ（38） ネイビー（38）

ライトブルー（38）

ライトブルー（38Long）ネイビー（38Long）ダークグレー（38Long）

マジェンダ/ピンク

1～2人分の防災グッズと約1日分の食糧や水を収納することができます。

2～3人分の防災グッズと避難生活用品を収納することができます。

15※価格は全て税抜きです。

マウンテントレッカー50/60
パイネ / PN-BP1417
¥22,000
重量：1790g　容量：50～60ℓ
サイズ：－
バックレングス：42～52㎝

マウンテントレッカー60/70
パイネ / PN-BP1418
¥23,000
重量：1840g　容量：60～70ℓ
サイズ：－
バックレングス：42～52㎝

背面フレームが型崩れを防ぎ荷重
を分散。日本人の体形に合わせた
ショルダーベルト採用。背面長が調
整可能。雨蓋を可動させることで、
必要に応じて容量を調節すること
ができる。

マーカム60+20
ミレー / MIS0490
¥35,000
重量：2460g　容量：60+20ℓ　サイズ：－
バックレングス：45～53㎝

肩の形に沿って三次元にカーブした新開発
のショルダーハーネスがこれまでにない
フィット感をもたらし、快適性が格段に向上。
使い勝手のいいポケットやホルダーなどの機
能もフル装備。雨蓋を可動させることで、必
要に応じて容量を調節することができる。

ACTライト40+10
ドイター / D33730
¥17,500
重量：1500g　容量：40+10ℓ
サイズ：－
バックレングス：40～55㎝

ACTライト35+10SL
ドイター / D33720
¥17,000
重量：1450g　容量：35+10ℓ
サイズ：－
バックレングス：40～53㎝

軽量化を図った快適なモデル。長
期使用に適した背面システム採
用。35＋10SLはショルダースト
ラップの取り付け位置が女性対応。

ターギー32
グレゴリー / GM743
¥23,000
重量：1530g
容量：32ℓ　サイズ：S、M、L
バックレングス：
S=40～44㎝、M=44～49㎝
L=51～56㎝

内部のポケット、外付け機能、
高いキャリー能力を誇る。

コード32
オスプレー / OS52036
¥15,000
重量：S/M＝1420g、M/L＝1530g
容量：32ℓ
サイズ：S/M、M/L
バックレングス：
S/M=38～48cm
M/L=46～56cm

最下部の荷物まで取り出しや
すいバックパネルアクセス。
ギアの外付け機能充実。

サースフェー30
ミレー  / MIS0459
¥17,000
重量：1550g　容量：30ℓ　サイズ：S、M、L
バックレングス：S=43㎝、M=48㎝、L=51㎝

サースフェー40
ミレー / MIS0458
¥19,000
重量：1620g　容量：40ℓ　サイズ：S、M、L
バックレングス：S=43㎝、M=48㎝、L=51㎝

長時間歩行にフォーカスした背面システ
ム。大小各種9か所のポケットを装備。

インク ディープレッド

ウォールナッツ

フードゥーレッド ナイトログリーン

ブラック オブシディアンブラック

ブラックノワール
ファイヤークランベリー（40＋10）

ブラックシルバー（40＋10）

ミッドナイトクールブルー（35＋10SL）パパイヤラバ（35＋10SL）

ダークブルー（50/60）

グリーン（60/70）

ダークグレー（共通カラー）

ラディアントオレンジ

レモングリーン オーキッド ケリーグリーン スカイダイバー ウォールナッツ

フリーライダープロ30
ドイター / D33534
¥17,500
重量：1740g
容量：30ℓ
サイズ：－
バックレングス：46.5㎝

ギアを外付けしたままでも
荷室へアクセス可能。

オレンジ×ホワイト

ブラック

30～50ℓモデル

50～60ℓモデル

防水スタッフバッグ

バックカントリーザック より多くのギアが必要なシーンでの使いやすさを追求したバックカントリー用
ザック。非常時にも役立つ機能満載です。

シリコンコーデュラインナーパック
パイネ
30ℓ / PN-LAC51 / ¥2,571
45ℓ / PN-LAC52 / ¥2,952
60ℓ / PN-LAC53 / ¥3,428

丈夫な素材の防水スタッフバッグ。濡らし
たくない衣類のパッキングに効果的。

eVACドライザック
シー・トゥ・サミット
XXS / 1700078 / ¥1,800
重量：42g　容量：3ℓ

XS / 1700079 / ¥2,100
重量：48g　容量：5ℓ

S / 1700080 / ¥2,500
重量：58g　容量：8ℓ

バルブ不要の防水圧縮袋。
丈夫さならこちら。

eVent® SIL DRYSACK
グラナイトギア
XXS / 2210900128 / ¥2,400
重量：33g　容量：7ℓ

XS / 2210900129 / ¥2,700
重量：37g　容量：10ℓ

S / 2210900130 / ¥2,900
重量：41g　容量：13ℓ

バルブ不要の防水圧縮袋。
軽さならこちら。

レッド

ニューオレンジニューブルー ライトグリーン

MILLET

PAINE

PAINE SEA TO SUMMIT GRANITEGEAR

DEUTER OSPREY GREGORY

MILLET

DEUTER

2～３人分の防災グッズと避難生活用品を収納することができます。

3～4人分の防災グッズと避難生活用品を収納することができます。重量が増えるので持ち手の体力に留意が必要です。


