


尾西のアルファ米 6種詰合せセット  
1セット(30食:各5食) 
●外箱サイズ：L382×W317×H153mm 
●内容量：100g（1袋あたり） 
●賞味期限：5年 
●重量：3.5kg（外箱重量） 
●セット内容：五目ごはん、わかめごはん、山菜おこわ、えびピラフ 
         ドライカレー、チキンライス（各5袋、計30袋） 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.41 P.932 

仕様 お申込番号 入数 価格（税込） 

プレーン ①765-6644 

1ケース 
（36個） 

10,886円 メープル ②765-6651 

チョコ ③765-6637 

お申込み番号 
069-6285 

尾西のひだまりパン 1ケース(36個)   
●1袋サイズ：W180×H195mm 
●カロリー：プレーン/268kcal（1個あたり） 
         メープル/266kcal（1個あたり） 
            チョコ/267kcal（1個あたり） 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.41 P.931 

11,340円（税込） 

p.1 

① 

② 
③ 

たのめーる限定商品！ 

スプーン付で 
食べやすい 

缶入りよりも 
ゴミが少ない！ 
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長期保存水 500ml 1箱(20本) 
●ケース外寸法：256×317×232mm 
●質量：11kg 
●材質：ケース/段ボール 
●内容量：500ml(1本あたり) 
●賞味期限：製造から5年 

3,888円（税込） 

p.2 

純天然アルカリ7年保存水 500ml 1ケース(24本)  
●ケース外寸法：タテ380×ヨコ270×高さ210mm 
●内容量：500ml(1本あたり) 
●賞味期限：7年 

お申込み番号 
460-1250 

4,320円（税込） 

仕様 お申込番号 入数 価格（税込） 

ココナッツ風味 ①567-5687 
1ケース 

（8枚×48箱） 

10,886円 

いちご味 ②462-6255 11,923円 

ライスクッキー 5年保存 
●外箱サイズ：W297×D447×H185mm 
●外箱重量：4kg 
●アレルギー特定原材料等27品目不使用 
●ハラル認証商品 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.41 P.931 

お申込み番号 
568-7413 

pＨ値8.1～8.4で 
常温でも飲みやすい 

ハラル認証 
取得商品 

① 

② 

https://4.bp.blogspot.com/-OLN2lBQewaE/WASJESdGJNI/AAAAAAAA-8s/5hicZPC9Cu0UEGqo3zcQsRPDc6UEuZpKQCLcB/s800/amount_water_glass3.png
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マイレットmini-10  
●箱サイズ：W135×D50×H180mm 
●セット内容：排便袋×10袋、抗菌性凝固剤（7g）×10袋 
           ポケットティッシュ×2個、持ち運び袋×10袋 
●使用回数（処理目安）：10回 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.41 P.937 

お申込み番号 
266-5932 

1,728円（税込） 

ハビナース 歯みがきティシュ  
●シートサイズ：190×130mm 
●香り：ミントの香り ●仕様：ウェットタイプ 
●材質：素材/不織布（コットンメッシュシート） 

お申込番号 単位 価格（税込） 

①369-0734 1パック（90枚） 604円 

②964-5202 1セット（24パック） 12,312円 

ハビナース お湯のいらない泡シャンプー   
●内容量：200ml 
●仕様：泡タイプ 
※メーカーの都合により、商品の仕様が変更となる場合がございます。 
※こちらの商品は、お届け地域によって分納・翌日以降のお届けと   
   なる場合がございます。 

ケアたのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.21 P.105 

お申込み番号 
069-5776 

861円（税込） 

使用後は 
可燃ゴミとして出せる！ 

泡タイプで楽チン！ 

指に巻くと 
使いやすい 

ケアたのめーる 
カタログ掲載ページ  

Vol.21 P.16 

https://2.bp.blogspot.com/-SN24R4K0Omo/VtoffvSKf0I/AAAAAAAA4X0/AU8wIcv_4IU/s800/gomi_mark01_moeru.png
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LED強力灯 
●サイズ：W約178×D131×H133mm 
●使用光源：白色LED3個 
●重量：約400g（電池除く） 
●使用電池：単1形乾電池×4本（別売） 
●電池寿命：約100時間 
●付属品：肩かけバンド 
●仕様：防滴形 

お申込み番号 
562-9705 

2,138円（税込） 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.41 P.665 

地震保安灯 ゆれタンちゃん サイレン機能付き 
●サイズ：W73×D36×H68mm ●重量：約105g（電池含む） 
●色：白 ●点灯震度：震度4程度 
●電源：AC100V 50/60Hz、 
            専用ニッケル水素充電池｢JHA-BT」3.6V 300mAh 
●付属品：専用電池、保証書（ケース台紙）、取扱説明書 
●充電時間：約30時間 ●保証期間：1年 
●電池寿命：約2年（電池交換の際は専用電池「JHA-BT」をご使用ください。） 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.41 P.936 

お申込み番号 
461-4221 

4,968円（税込） 

ポータブル蓄電池 ENEPORTA(エネポルタ)  
●サイズ：W86×D240×H140mm ●重量：約2.5kg 
●電源：本体/リチウムポリマー充電池内蔵、 
            ACアダプタ/定格入力：AC100-240V 50/60Hz 1.5A 定格出力：DC15V/6A 
●充電時間：約8時間 ●出力容量（最大）：200W 
●出力端子：AC100V 3芯×1、AC100V 2芯×1、DC5V USB×2 
●付属品：ACアダプタ、電源ケーブル ●保証期間：1年 

お申込み番号 
069-6346 42,984円（税込） 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.41 P.936 

防滴 
仕様 

200Wの家電を 

約1時間動かせる 
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ヘルメット付 EMERGY防災セット A4ボックスファイル型 
●セット内容：①非常持出袋、②オサメット（白・収縮式ヘルメット）、 
                 ③救急用品（絆創膏×5・脱脂綿×3・ワンタッチ包帯×1・綿棒×10）、 
                 ④アルミブランケット、⑤簡易トイレ1回分、⑥軍手、⑦AM/FMラジオライト、 
                 ⑧ラジオライト用単4乾電池×3、⑨サージカルマスク×1 
※メーカーの都合により、セット内容が変更になる場合がございます。 

仕様 お申込番号 単位 価格（税込） 

1人用 ①563-4297 1セット 7,279円 

6人用 ②563-4303 1組（6セット） 37,897円 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.41 P.934 

仕様 お申込番号 単位 価格（税込） 

30人用 ①464-6475 

1セット 
41,580円 

リフィルキット ②568-8038 9,504円 

救急用品セット(30人タイプ)  
●セット内容：①ハサミ、②ポリ袋×3、③防災虎の巻、④伝言ラベル、⑤傷病者情報伝達カード×3、 
                  ⑥応急処置ハンドブック、⑦清浄綿（25包入）、⑧救急絆創膏×3、 
                  ⑨サージカルテープ×2、⑩三角巾×12、⑪包帯×9、⑫ガーゼ×6、⑬脱脂綿×3、 
                  ⑭消毒液×3、⑮綿棒（120本入）、⑯体温計、⑰毛抜き×2、 
                  ⑱除菌ウェットティッシュ×3、⑲マスク（7枚入）×2、⑳ ケミカルライト×4、 
                  ㉑アルミブランケット×2、㉒ゴム手袋、㉓大型絆創膏×2、㉔駆血帯、㉕副木 
●サイズ：W209×D317×H260mm ●重量：3kg 
●リフィルキット：清浄綿（25包入）、救急絆創膏（2サイズ50枚入）×3、消毒液×3、 
                    除菌ウェットティッシュ×3、大型絆創膏×2、ケミカルライト×4 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.41 P.935 

箱入りで収納に便利！ 
引き出しにぴったり！ 

セットで 
準備万端！ ① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
⑧ 
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https://1.bp.blogspot.com/-B8yfLhUQ0LQ/VZt5D8fj6gI/AAAAAAAAuyg/GaJfj8G863M/s800/hijouyou_mochidashi_bag.png
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エレベーター用備蓄キャビネット コンパクトタイプ 備蓄品+非常食セット  
●セット内容：①エレベーター用 簡易備蓄キャビネット コンパクトタイプ 、 
                  ②EVキャビネット用 備蓄用品セット 6620 、 
                  ③エマージェンシークッキー9食・保存水 (3日分/1人用) 1セット 
※設置施工工事は必要ありません。 ※エレベーターの構造によっては設置できない場合があります。 
 
①エレベーター用 簡易備蓄キャビネット コンパクトタイプ  
●サイズ：W360×D230×H550mm ●重量：5.8kg ●色：ホワイト 
●セット内容：耐震マット4枚、面ファスナー2枚、棚板1枚、封印シール5枚 
 
② EVキャビネット用 備蓄用品セット 6620  
●セット内容：ウエットタオル、緊急呼子笛、LEDセンサーライト、レスキューシート、吸盤付クリップ、 
                  簡易トイレ（4回分）、救急セット 
●推奨交換：3年 
 
③エマージェンシークッキー9食・保存水 (3日分/1人用) 
●セット内容：エマージェンシークッキー（チョコ、プレーン、抹茶）×各3食、保存水（500ml）×3本 
●賞味期限：5年 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.41 P.938 

お申込み番号 
068-3597 39,474円（税込） 

エレベーター用キャビネット シートタイプ    
●サイズ：W565×D353×H565mm  
●重量：15.3kg ●総耐荷重：100kg 
●色：ホワイト 
●セット内容：耐震マット4枚、面ファスナー2枚、封印シール5枚 
※防災用品は入っておりません。 
※設置施工工事は必要ありません。 
※エレベーターの構造によっては設置できない場合があります。 

お申込み番号 
069-0586 

42,984円（税込） 

https://2.bp.blogspot.com/-eYkVQxWcGxo/VufYQCwj2fI/AAAAAAAA428/1qzN2oRBg1YAWs-lMHjHAwFNswnw82aJA/s800/elevator_bousai_cabinet.png
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サイズ お申込番号 入数 価格（税込） 

小 ①141-4875 

1セット 
（4枚入） 

699円 

中 ②141-4882 802円 

大 ③049-4656 1,007円 

 透明両面粘着ゴム 
●サイズ：小/W20×D20×H5mm、中/W40×D40×H5mm、大/W50×D50×H5mm 
●耐荷重（4枚あたり）：小/16kg、中/70kg、大/100kg 
●設置面積：小/20×20mm、中/40×40mm、大/50×50mm 
●重量：小/14g、中/36g、大/54g 
●材質：ポリウレタン ●色：透明 
●耐震度：7 ●製品寿命：約5年 
※使用状況によって異なることがあります。 
●適応温度－30℃～＋80℃以内 
※非難燃性 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.41 P.939 

エコストッパーゼロ ESZ-50 1パック(2個) 
●サイズ：W108×D128×H23mm 
●重量：110g 
●仕様：50mmキャスター用 
●耐用年数：約8年 
●使用可能床面：フローリング、カーペット、畳、タイル等 

たのめーる 
カタログ掲載ページ  
Vol.41 P.938 

お申込み番号 
267-1504 

4,298円（税込） 

① ② 
③ 


