
天災は、忘れた頃にやって来る！身近でできる防災対策

いつも　あなたの　おそばに　働く人の

未来の安全　　　そして、今の安心を支えるための

1人分の必要最小限のアイテムを
そろえた防災セット。保管収納に
困らないコンパクトなボックスに
セットしました。

防災の基本は自助（「自分の身は自分で守る」）と言われています。災害が発生したとき、いかに自分の身を守り生き残るかが重要です。自分が助か
らなければ、誰も助けることができません。日頃からの備えが大切です。この防災ガイドブックをご活用いただき、もしもの時に備えてください。

（No.8389）

取寄注文番号 169-0029

￥2,300
防災安心セット6年
非常食

税込価格：￥2,484
6年保存水(500ml)：2本
にんべん【かつお節入り】だし
がゆ(スプーン付き)：3袋
パワーフルーツキャンディ：1袋
※交換の目安すべて6年です。

年保存可能な
保存水、保存食のセット

箱サイズ
H10.5×W29×D14.2cm

内閣府・防災推進協議会
 　　防災安全協会 推奨一　般
社団法人

【セット内容】

成人1日の基礎代謝量は
男性1,500㎉、女性 1,200㎉といわれています

非常時だからこそ
常温でおいしい食事を。
3日分の必要なエネルギーや栄養を“し
っかり”摂取でき、味もボリュームも“ま
んぞく”できる3年保存の非常食セット
です。1点1点厳選された食料に加え、
割り箸やスプーン、ウェットテッシュも
付属されています。

大きなストレス下での避難生活を乗り越え
るため、1日1,800㎉摂取を目標とした3日分
の食料セットになっています。

だしがゆ（小豆）・だしがゆ（鮭）・カレーリゾット・五目ご飯・小松菜ご飯・ぶり大根・おでん・肉じゃが・豚汁・生姜焼
き・つくねと野菜の和風煮・梅と生姜のサバ味噌煮・煮込みハンバーグ・ボローニャパン（チョコ）・ボローニャパン（メー
プル）×各1　野菜ジュース・ごはん・ぶどう糖タブレット×各3　井村屋えいようかん×4　ノンアルコールウェットティッ
シュ×1・スプーン×3・おはし×8

箱サイズ 
H16×W38.6×D30cm

（No.8396）

取寄注文番号 169-0028

￥12,000
しっかり、まんぞく。
非常食セット 3日分

税込価格：￥12,960

3年
保存可能



いつも　あなたの　おそばに　働く人の

尾西の白飯 50食入
注文番号 632-0016 取寄

￥14,000
税込価格：￥15,120

尾西の赤飯 50食入
注文番号 632-0019

尾西の五目ごはん 50食入
注文番号 632-0017 取寄

￥17,000
税込価格：￥18,360

￥17,000
税込価格：￥18,360

携帯おにぎり鮭 30袋入
注文番号 632-0029 取寄

￥6,000
税込価格：￥6,480

携帯おにぎりわかめ 30袋入
注文番号 632-0030 取寄

￥6,000
税込価格：￥6,480

携帯おにぎり五目 30袋入
注文番号 632-0031 取寄

￥6,000
税込価格：￥6,480

けんちん汁セット30食入
注文番号 632-0040 取寄

￥7,000
税込価格：￥7,560

尾西のドライカレー 50食入
注文番号 632-0021 取寄

尾西のチキンライス 50食入
注文番号 632-0022 取寄 取寄

尾西の梅がゆ 50食入
注文番号 632-0023 取寄

アルファ米で長期保存。非常食の備蓄にいかがですか？ 

(非常時は15℃の水で60分)

￥17,000
税込価格：￥18,360

￥17,000
税込価格：￥18,360

尾西の山菜おこわ 50食入
注文番号 632-0020 取寄

￥19,000
税込価格：￥20,520

尾西の五目ごはん 50食入
注文番号 632-0018 取寄

￥20,000
税込価格：￥21,600

￥14,000
税込価格：￥15,120

忘れていませんか、
災害時のトイレ問題。

自治体・自治会・企業・マンション
避難所などの災害用備蓄に!
●長期10年間保存可能。
いつ起こるかわからない災害でも安心!

●処理はカンタン。
汚物に抗菌性凝固剤をふりかけるだけ!
災害時など、いざという時に子供から大人までスグに使えます。

●素早く固めて消臭。
水分を吸収して汚物を素早く固め、アンモニア等に対する
抗菌効果により消臭効果を発揮します。

●処理後は可燃ゴミで処分
マイレットは燃焼時にダイオキシンなど有害なガスは発生しません。
※各自治体の条例に従ってください。

過去の被災者の体験談で、
「トイレ問題で非常に困った」ということをよく耳にします。
災害はいつ自分にふりかかってくるか予測できません。
万が一のために備えておくことで、非常時に少しでも落ち着いて
行動できるのではないでしょうか。

水没・湿気に強い!水没1週間後でも
耐荷重30kg

（No.WR-100）

取寄注文番号 632-0024

￥18,500
税込価格：￥19,980

超耐水災害用トイレセット処理セット
マイレット WR-100
100回分

超耐水
仕様

100
回分

内容
抗菌性凝固剤(7g)：100袋
排便袋：(PE製黒)：100袋
大型外袋：10袋
使用方法ポスター(耐水紙)：1枚
パッケージ外寸：
約W250×D190×H185mm
重量：約2.9kg
1ケース(4箱入) 内容物をアルミ蒸着フィルムにて真空パック。

（No.P-300）

注文番号 632-0006

災害用トイレ処理セット
マイレット P-300

￥46,500
税込価格：￥50,220

￥15,000
税込価格：￥16,200

（No.S-100）

注文番号 632-0005
災害用トイレ処理セット
マイレット S-100

100
回分

内容
抗菌性凝固剤(7g)：100袋
排便袋：(PE製黒)：100袋
大型外袋：10袋
使用方法ポスター：1枚
パッケージ外寸：
約W240×D170×H180mm
重量：約2.4kg
1ケース(4箱入)

1パック内容
抗菌性凝固剤(7g)：5袋
排便袋：(PE製黒)：5袋
持ち運び袋：(PE製黒)：2袋
サイズ：約W140×D95×H20mm
重量：約120g
1箱内容
トイレ処理セット(5回分)：60パック
サイズ：約W358×D355×H155mm
重量：約8kg

小分け
1日分パック
1 パック 1日分
（5回分）

×60パック

取寄 取寄

防災ズキン
ひとつひとつ職人による手作りの自信作

通常の使用時に、ほつれ・破れがありましたら、いかなる場合でも無償修理いたします。

10年たっても使えるように、ズキン本体の側地は通常の難燃生地より厚手で、難燃の中綿については
何十回洗濯しても中綿が片寄らないように特殊な製法でキルティングしてあります。もちろんキルト
の厚みにもこだわり400g/㎡の難燃綿を2枚合わせにし、実際に防災頭巾をかぶった時に少しでも視
界を広げるために、デザインにもこだわり作り続けています。

（No.8011）

取寄注文番号 169-0019

￥3,050
防災ズキン

税込価格：￥3,294

5年の長期保存可能な
特別な天然水。

mℓ
500

本
24×

注文番号 632-0009
北アルプスの保存水
500ml・24本セット

取寄

￥3,600
税込価格：￥3,888

注文番号 169-0030
12年保存水500ml(24本)

取寄

￥4,350
税込価格：￥4,698

注文番号 169-0031
12年保存水2L(6本)

取寄

￥2,200
税込価格：￥2,376

北アルプスの天然水を超高温殺菌することで
長期保存が可能になったミネラルウォーター。

業界初!!12年保存水!!
◆室戸沖水深374mから外気に触れることなく直接取水
◆脱塩、除菌フィルターを通し、132℃の高温殺菌で
　完全無菌状態へ
◆クリーンルームにて国産耐熱ボトルに85℃で満量充填
◆キャップは幾度も殺菌し、細菌・カビ対策を実施
◆2000年10月に製造した製品が、2014年に公的機関
　で試験検査を受け合格!
◆室戸沖海洋深層水は飲んで一番美味しい硬度15度で
　安定し、汚染の心配なし

※平成26年10月の水質検査で放射能セシウム134及び137は検出されておりません。 内容
サイズ：外箱 36.7×24.7×21.8cm
硬度15度(軟水)

内容
サイズ：外箱 32.7×19×32.2cm
硬度15度(軟水)

3年
無償修理保証

幼児用

無償
修理保証

6年
無償修理保証

小学生用

6年
無償修理保証

中高生用10年
無償修理保証

OK
丸洗い

認定品
公益財団法人
日本防炎協会

H32×W26×D6cm / 340g幼児用サイズ

H42×W26×D6cm / 400g小学生用サイズ

H46×W27×D6cm / 420g中・高生用(大人)サイズ

側地：難燃ポリエステル100%
詰物1：ポリプロピレン100%
詰物2：難燃ポリエステル60%/ポリエステル40%

素
材

169-0016 レッド
注文番号 169-0017 ブルー

169-0018 イエロー
幼児用 防災ズキン 

￥2,250
税込価格：￥2,430

（No.8063）

（No.8064）

（No.8065）

169-0020 イエロー

注文番号 169-0021 オレンジ
169-0022 レッド

小学生用 防災ズキン 

￥2,650
税込価格：￥2,862

（No.8068）

（No.8069）

（No.8070）

169-0023 ブルー （No.8071）

169-0024 イエロー

注文番号 169-0025 オレンジ
169-0026 レッド

中・高校生用 防災ズキン 

￥3,050
税込価格：￥3,294

（No.8084）

（No.8085）

（No.8086）

169-0027 ブルー （No.8087）

調理方法：注水線までお湯を注ぎ、15分でご飯が出来上がります。

お湯はもちろん
水でも作れます。

アルファ化したご飯は水分を除く（乾燥）と、生デンプンへ戻らず「アルファ化デンプン」の状態を
保ち続けます。そして、このアルファ米にお湯や水を加えると、煮炊きせずとも、軟らかく美味しい
ご飯ができ上る、という訳です。

取寄

注文番号 632-0039
尾西のミルクスティック
プレーン8本入 ×30袋

￥8,400
税込価格：￥9,072

取寄

注文番号 632-0038
尾西のライスクッキー
8枚×48個入

￥10,560
税込価格：￥11,405

5年
保存可能

アルファ米
アルファ米は100%国産
米を使用しています。

18ヶ月
保存可能

30ヶ月
保存可能

18ヶ月
保存可能

18ヶ月
保存可能

小麦、乳、卵を使わず
米粉を使用。

手軽に美味しく
カロリー補給

手がよごれていても、パンに直接触れずに取り出せる、紙筒容器入り。携帯に適したやわらかなパンです。

鶏肉と山菜、野菜がたっぷりと
入ったけんちん汁。

パネトーネ種に含まれる乳酸菌、および気密性の高い包材と脱酸素剤により、長期保存が可能となっております。5年
保存可能

5年
保存可能

取寄

尾西のパン黒糖30袋入
注文番号 632-0033

￥11,400
税込価格：￥12,312

3年
保存可能

取寄

尾西のパンチョコレート30袋入
注文番号 632-0034

￥11,400
税込価格：￥12,312

3年
保存可能

取寄

尾西のパンプレーン30袋入
注文番号 632-0032

￥11,400
税込価格：￥12,312

3年
保存可能

取寄

尾西のひだまりパン
プレーン36袋入

注文番号 632-0035

￥10,080
税込価格：￥10,886

5年
保存可能

取寄

尾西のひだまりパン
チョコレート36袋入

注文番号 632-0036

￥10,080
税込価格：￥10,886

5年
保存可能

取寄

尾西のひだまりパン
メープル36袋入

注文番号 632-0037

￥10,080
税込価格：￥10,886

5年
保存可能

●けんちん汁缶詰（１号缶・3㎏）×2缶
●味噌汁カップ（蓋付き）×30個
●割り箸×30膳
●缶切り×1個
●お玉×1本
※缶詰の開封には添付の缶切りをご使用ください。

ビーフカレーライスセット30食入
注文番号 632-0041 取寄

￥19,800
税込価格：￥21,384

●ビーフカレー(200g)：15袋×2ボール
●アルファ米白飯(100g)：30袋
●スプーン：30本/ケース

保存性に優れた缶詰と、使い勝手の良い備品一式を
セットしました。災害時の炊き出しや町内会でのイベ
ント時など、温めるだけで召し上がれます。
配膳に便利な容器付。

ビーフカレーは7大アレルギー物質（えび、かに、小
麦、そば、卵、乳、落花生）を使用しておりません。

そのまま食べられるカレーを
出来上がりのアルファ米にか
けて食べるだけ。

5年
保存可能

（No.8883） （No.8884）

取寄

取寄

取寄



アルミ寝袋(ポーチ付き)
（No.ST-22）

注文番号 802-0014

￥500
税込価格：￥540

●サイズ：約100×200cm
●材質：アルミ蒸着PET
●包装形態：台紙＋PP袋

寝袋は畳んで、付属の
ポーチにコンパクト収納

取寄

レジャー時の天候の急変による気温の変化
や雨・風から身を守り、アルミ膜が体温の低
下を防止します。災害時など非常時にも、緊
急用品としてご活用いただけます。

しごとぎや純綿軍手
12双組

￥508
税込価格：￥549

（No.8470002）

注文番号 847-0002

非常用には
火に強い
綿軍手

￥305
税込価格：￥329

床皮手背縫い
Bグレード1P
（No.6050164）

注文番号 605-0164
●材質/ポリエチレン(クロス基布
・ラミネート)、ハトメ:アルミ●
サイズ/1.8m×1.8m●厚み/約
0.22㎜の厚手シート●仕上がりサ
イズ/ 1.71m×1.71m●目安の大
きさ/2畳●ハトメ数/8個●重量
/0.5kg●中・長期使用タイプ 目
安:約1年●中国製

アルミ製ハトメ

（No.BLZ-11）

注文番号 298-0021
3000ブルーシート
3.6m×5.4m

￥2,300
税込価格：￥2,484

UV剤配合で耐久性UP！風雨に強い！ファミリ
ーレジャー、機械カバー、野積カバー、日曜大
工、床の養生に。

難燃加工非常用持出袋
注文番号 802-0013 取寄

￥300
税込価格：￥324

災害時に必要なものを入れて
常備しておくと安心です。
難燃加工

瓦礫の撤去作業等
危険な現場には
丈夫な皮手袋

（No.610-1014）

注文番号 433-0004
防災備蓄ベスト お得用
無地100着タイプ

●大規模防災訓練で実績多数!!
●書けるから使い方自由自在!!

自由に書ける!

サイズ：フリー(着丈510mm、身幅400mm)
素材：ポリエステル不織布
箱サイズ：550×425×110mm

1着あたり150～280円と安価なため
ディスポーザブルとして使用でき衛生的。
訓練参加者から回収、洗濯、保管する
管理の手間も不要。

取寄

￥15,000
税込価格：￥16,200

差し込みケース付の
ゼッケン型反射ベスト

簡単装着マジックテープ

差し込みケース付
名入れケース前後両面にA4サイズの
用紙を入れることができます。

素材：メッシュ ポリエステル100%　付属品：マジッ
クテープ/反射テープ/差し込みケース付き
※腰廻り120cmまで調節可能

（No.AZ-8707）

注文番号 008-2737
メッシュ差し替えベスト

￥1,500
税込価格：￥1,620

取寄

005グリーン 019イエロー

063オレンジ

2017年1月現在

営業担当

※印刷の特性上、実際の商品の色と異なる場合がございます。　※チラシ有効期限は2017年9月30日までです。

株式会社たまゆら　本社
〒573-0094 大阪府枚方市南中振3-5-1
TEL:072-834-2221 FAX:072-834-0091

株式会社たまゆら　東京支店
〒110-0016 東京都台東区2-25-6勝徳ビル1F
TEL:03-5817-4150 FAX:03-5817-4151

株式会社たまゆら　南大阪支店
〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守 5-5-10 2F
TEL:06-6115-7418 FAX:06-6115-7419

たまゆらグループ　株式会社マルサン
〒577-0042 大阪府東大阪市西堤 1-13-34
TEL:06-6788-8601 FAX:06-6788-8611

（No.MCM001）

注文番号 683-0014
エムパワード・アウトドア

取寄

￥2,980
税込価格：￥3,218
サイズ：使用時H10.8×Φ12.7cm
折りたたみ時H2.5×Φ12.7cm 約125g
LED：白色LED10個
バッテリー：リチウム電池内臓約500サイクル寿命
充電：直射日光約7時間で満充電
※-10℃～50℃意外の場所で使用しないでください。
　必ず1年に1回は充電してご使用ください。

（No.SMC-1）

注文番号 111-0273
折りたたみリヤカー
(100kg荷重)

取寄

￥67,000
税込価格：￥72,360

サイズ：
使用時 長さ186×幅87×高さ63cm
折りたたみ時 長さ102×幅37×高さ750cm
積載面寸法 長さ90×幅60cm
重量：20kg
材質：アルミ合金
タイヤ：20インチ ノーパンクタイヤ

災害時に役立てもらうため、たまゆらで
はこの商品を枚方市へ寄贈しました。

ソーラーパネルによる充電
で災害時も電池なしで
使用できるLEDランタン

満充電で
約6時間～12時間点灯

専用LEDインジケータで
充電残量表示

ワンタッチで折りたためる
新感覚リヤカーです。

折りたたみ式のリヤカー
場所に困らずすっきり収納

缶入り容器で5年の長期保存可能。

￥6,000
税込価格：￥6,480

注文番号 632-0001
缶入りカンパン (キャンディー入)24 個セット
●内容量：100g缶×24個入り●賞味期限：5年

取寄

缶入りミルクビスケット24個セット
注文番号 632-0002

●内容量：75g缶×24個入り●賞味期限：5年

取寄

缶入りミニクラッカー24個セット
注文番号 632-0013

●内容量：75g缶×24個入り●賞味期限：5年

取寄

●中振本店 ●寝屋川店 ●枚方堂山店 
●守口店 ●枚方南店 ●牧野店

ショップたまゆらでは下記の店舗で
販売しています。
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