
簡易トイレ

非常用簡易トイレ 災害発生直後のトイレ問題対策に！

非常用簡易トイレの使い方
①便座に排便袋をセット
②用を足した後に凝固剤を振りかける
③袋を閉じて可燃ごみとして処理

100回分

～内容～
便袋10枚
吸収剤10個

処理保存袋10枚

販売価格￥10,200（税込）

■凝固剤には抗菌性と消臭効果が、
兼ね備わっています。(公的機関
にて、データ取得済み)
■安心の日本製
■保存期間10年

① イフレット 100

保存水＆軽食

② 5年保存水 絆
500ml×24本

販売価格￥4,500（税込）

硬度・10㎎/ℓ（500㎖）の超超軟水！！赤ちゃん
のミルク用としても安心してお使いいただけます。

5年保存

何日分の備蓄水が必要？
大人1人につき、1日2～3Lの飲料水が必要と言
われています。

お湯やお水を注ぐだけで美味しく頂ける安心米
やフリーズドライご飯などの非常食にも使用で
き、赤ちゃんのいるご家庭では粉ミルクの調乳
にもご使用いただけます。

必要な保存水の量（目安）

世帯人数×3ℓ×3日＝必要量

※お一人様1日5回を想定して最低3日分の備蓄を推奨しています。
ご家族4名なら６０回分が必要です。

防災用品特別販売
防災のプロおすすめの商品を集めました。近年は台風や地震など災害が続き、皆さまの防災意識も高まって
いることと思います。そこで、いざという時に重要になってくるのが普段からの"そなえ"です。
この機会にご家族で防災用品をご検討してみてはいかがでしょうか。

長期保存可能なパンです。

携帯用食品・お子様のおやつ
レジャーのお供・非常保存食にいかがですか？

開缶前にお湯等で温めると焼き立ての風
味が楽しめます。

● ブルーベリー：内容量：約100g
カロリー：331kcal（100gあたり）

● オレンジ：内容量：約100g
カロリー：317kcal（100gあたり）

● ストロベリー：内容量：約100g
カロリー：321kcal（100gあたり）

3年保存

特殊な製法でパン・アキモトが開発した、安心・安全な
おいしい防災備蓄パン。お子様やご年配の方なども食べやすい
やわらかい、パンの缶詰の元祖です。
TVやネットなど各種メディアでも取り上げられる人気商品です。

販売価格￥10,000（税込）

③ 美味しい備蓄食 PANCAN
24缶セット

【セット内容】
ブルーベリー×8缶

オレンジ×8缶

ストベリー×8缶

ご親戚やお友達とシェアするのもおススメです。



非常食

その場ですぐに食べられるフリーズドライご飯セット 災害時やアウトドアにおすすめ！

④ 永谷園 主食ご飯セット

販売価格￥5,600（税込）

本体サイズ：W365㎜×D185㎜×H165㎜
重量：1.6kg

【セット内容】
フリーズドライご飯12食分(チャーハン味×3、
炊込み五目味×3、カレー味×3、ピラフ味×3)
※各袋スプーン付き

お湯で3分・水で5分で出来上がり。
開けてそのままスナック菓子のようにも食べられます。

※お届けする商品の賞味期限は
7年6ヶ月以上の商品を発送致します。

永谷園が開発したフリーズドライご飯を中心にバラエティーに
富んだ災害用備蓄セット

7年保存

災害時でも簡単に食べられる味にこだわった
フルパッケージです！

災害対策用品

⑥ 3DAYsﾗｲﾌｶﾌﾟｾﾙ DXⅡ

販売価格￥6,500（税込）

5年保存

本体サイズ：W300㎜×D240㎜×H140㎜
重量：3.2㎏

【セット内容】
保存水500㎖×2本、フリーズドライご飯（炊き込み五目・チャーハン・カレー）
×各1食、美味しい防災食（さば味噌・肉じゃが・ハンバーグ）×各1食
エマージェンシーブレッド（メープル・チョコレート・ブルーベリー）×各1食、
ウェットティッシュ×1個
簡易トイレ10回分×1個、アルミブランケット×1枚

持ち運びもラクラクな軽量・コンパクトボディ
「いざ」という時の非常用電源です。

・災害時はもちろん、外出先でも使用ができるコンパクトで
スタイリッシュなポータブル電源
・家庭用コンセントとUSB出力端子に対応
・蓄電容量103Wh、最大出力80W
・つなぎっぱなし充電可能

販売価格￥29,800（税込）

使用時間の目安
スマートフォン 約10台分相当
タブレット 15W 約6時間
PC 25W 約3.5時間
液晶テレビ 50W   約1.8時間

⑦ 備蓄ラジオ ECO-3

販売価格￥4,000（税込）

本体サイズ：W104㎜×D46㎜×H66㎜
重量：約182ｇ

手回し充電でも、乾電池でも使えます。
スマートフォンなどの携帯電話の充電ができるUSB端子付き。
ライトやサイレンの機能も。
ラジオ/AM.FMワイドFM対応。

停電した際、情報収集にはラジオが活躍します。
これ一台あれば安心です！

※内閣府の発表している推奨備蓄数には水と簡易トイレの追加が必要です。

⑨ エナジープロ S （LB-100）＋
ポータブルソーラーパネル（LPB-21）セット

販売価格￥39,800（税込）

・ポータブル蓄電池（LB-100）への充電が出
来るので安心です。
・USB２つとLB-100専用のDC出力がついてい
ます。

ソーラーパワーでエコに充電できます！！

LB-100 専用
充電用ケーブル

ポータブル蓄電池
【エナジープロS】
（LB-100）

本体サイズ（蓄電池）
78㎜×78㎜×128㎜
重量：約1.2㎏ 本体サイズ（ソーラーパネル）

163㎜×285㎜
重量：約530g

セットでおトク！

蓄電池にはソーラーパネルがあればより安心です。

キャンプなどでも大活躍！

⑧ ポータブル蓄電池
エナジープロ S (LB-100)

販売価格￥6,500（税込）

⑤ 美味しい防災食スペシャルセット

【セット内容】
・さば味噌煮×1袋
・筑前煮×1袋
・肉じゃが×1袋
・ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ煮込み×1袋
・きんぴらごぼう×1袋
・ソフト金時豆×1袋
・牛丼の具×1袋
・らーめん×2袋
・白粥×2袋

・紙皿×10枚
・割り箸×10膳
・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽﾌﾟｰﾝ×2本

５年保存

さば味噌煮や肉じゃがなど
普段の食べ慣れた総菜が
そろっているため、非常時も
美味しい家庭料理を味わうこ
とができます。

※お届けする商品の賞味期限は
4年6ヶ月以上の商品を発送致します。

開封してそのまま、温めなしで常温でも美味しく召し上がれます。

※約８時間でフル充電出来ます。



防災用品特別販売 ご注文書

下記のとおり、株式会社シーエスワンに対し
防災用品購入の申し込みを致します。

■ご注文者様の情報
■お届先情報（左記住所と異なる場合にご記
入ください。）

お名前
フリガナ

お名前
フリガナ

物件名

ご住所
ご住所

連絡先
ＴＥＬ 連絡先

ＦＡＸ
※送り先は関東地方に限ります。

※商品を発送する際に連絡先が必要になりますので、日中連絡の取れる固定電話または携帯電話のいずれかをご記載ください。

■ご注文内容

商品名 注文単位 定価（税込） ご提供金額（税込） 数量 小 計

1 簡易トイレ ｲﾌﾚｯﾄ 100（100回分） 1個 ¥17,280 ¥10,200

2 保存水 5年保存水 絆 500㎖×24本 24本 ｵｰﾌﾟﾝ価格 ¥4,500

3 食料品 美味しい備蓄食PANCAN 24缶セット 24缶 ｵｰﾌﾟﾝ価格 ¥10,000

4 食料品 永谷園 主食ご飯セット 1セット ¥6,480 ¥5,600

5 食料品 美味しい防災食スペシャルセット 1セット ¥10,152 ¥6,500

6 防災セット 3DAYsﾗｲﾌｶﾌﾟｾﾙ DXⅡ 1セット ￥8,640 ￥6,500

7 ラジオ 備蓄ラジオ ECO-3 1台 ￥9,900 ￥4,000

8 蓄電池 ポータブル蓄電池 エナジープロS（LB-100） 1個 ￥49,500 ¥29,800

9
蓄電池用+
ソーラーパネル

エナジープロS（LB-100）＋
専用ソーラーパネル セット

1枚 ￥69,300 ￥39,800

送料（合計１万円未満の場合のみ） 1式 ¥1,500

合 計 ￥

🔶※

【ご注文と商品発送につきまして】

◆販売期間：～2020年８月15日（土）受付分までの期間限定販売です。

◆ご注文方法：上記ご注文表にご購入数量と金額を記入の上、管理員へ提出又は管理ポストへ投函して下さい。

◆消費税について：非常食・保存水においては軽減税率適用（8％）となります。その他の商品は消費税10％となります。

◆お支払方法：佐川急便Ｅコレクト便又はヤマト運輸コレクト便の代金引き換えとなります。(代引き手数料弊社負担)
◆商品発送について：上記締め切り後、1か月程度が目安となりますが、メーカー在庫状況や災害の影響により出荷が遅れる場
合がございますので、予めご了承下さい。
◆返品・交換：品質上の問題があった場合には、商品到着後8日以内にお電話でご連絡の上、着払いでご返送ください。
品質上の問題以外での返品・交換は受け付けておりませんので、予めご了承ください。
◆お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用しません。

販売会社／お問合せ先：株式会社シーエスワン
担当：安西

TEL:045-640-6262
MAIL：tokuhan＠cs-one.co.jp

申込日 2020年 月 日

◆送料：ご注文金額合計が1万円以上の場合は、無料となります。1万円未満のご注文の場合には、
送料1,500円（税込）がかかります。

管理員へ提出又は管理ポ
ストへ投函して下さい。


