
昨今、地震・大雨・大雪・台風などによる自然災害が後を絶ちません。災害に遭った時、ライフライン

が断たれる中で、食は命を繋ぐ非常に重要な役割を持ちます 
備えあれば憂いなし！非常食もフジノ食品にお任せください  
※全てケース入数を記載しております。ケース単位のご発注をお願い致します。 
※お届けまでに時間がかかる商品もございます。都度ご確認ください。 

生野菜は保存がききません。発災後に「生野菜」は買えなくなります。 
 
冷暗5年半 

カゴメ 
野菜一日これ一本 
長期保存用 
190ｇ×30缶 
 

1日に野菜1日分 

350ｇ分 

30品目の 

野菜使用 

着色料・保存料 

食塩無添加 
カゴメ 
野菜たっぷりトマトのスープ 
160ｇ×30袋 

カゴメ 
野菜たっぷりきのこのスープ 
160ｇ×30袋 

カゴメ 
野菜たっぷりかぼちゃのスープ 
160ｇ×30袋 

カゴメ 
野菜たっぷり豆のスープ 
160ｇ×30袋 

冷暗5年半 冷暗4年 

冷暗4年 冷暗4年 

常温でもおいしい 

野菜・豆・穀類を 

たっぷり使用 

1食あたりの食塩相当量 

1ｇ以下 

化学調味料無添加 

参考 
価格            155円/缶          

参考 
価格            各300円/袋         



ひだまりパン
プレーン 各７０ｇ×36
メープル 参考価格　各250円/本

チョコ

アルファ米　炊き出しセット
1.具材

品名 規格・入数 参考価格 2.アルファ米

白いごはん 200ｇ×24袋 円/袋 3.説明書

ビーフカレー 180ｇ×24袋 円/袋 4.ビニール紐

牛丼の素 180ｇ×24袋 円/袋 5.カッター

ビーフシチュー 180ｇ×24袋 円/袋 6.容器

中華丼の素 180ｇ×24袋 円/袋 7.輪ゴム

和風ハンバーグ 180ｇ×24袋 円/袋 8.スプーン

みそ汁 160ｇ×24缶 円/缶 9.手袋

とりそぼろ 70ｇ×24缶 円/缶 10.しゃもじ

おかゆ 200ｇ×24缶 円/缶 白飯 50食 円/ケース

栗五目ごはん 200ｇ×24缶 円/缶 赤飯 50食 円/ケース

つくねと野菜のｽｰﾌﾟ 175ｇ×24缶 円/缶 山菜おこわ 50食 円/ケース

ｳｲﾝﾅｰと野菜のｽｰﾌﾟ煮 160ｇ×24缶 円/缶 五目ご飯 50食 円/ケース

ポテトツナサラダ 200ｇ×24缶 円/缶 田舎ご飯 50食 円/ケース

筑前煮 100ｇ×24缶 円/缶 わかめご飯 50食 円/ケース

牛肉大和煮 70ｇ×24缶 円/缶 ドライカレー 50食 円/ケース

鶏肉のうま煮 70ｇ×24缶 円/缶 チキンライス 50食 円/ケース

牛肉すきやき 70ｇ×24缶 円/缶

林兼産業
立山の天然水
2Ｌ×6本

参考価格　212円/本

ｶﾚｰﾗｲｽ　みそ汁付 1ｾｯﾄ×12 円/ｾｯﾄ けんちん汁缶 3ｋｇ×6缶 円/缶 500ｍｌ×24本

おかゆ＆とりそぼろ 1ｾｯﾄ×12 円/ｾｯﾄ 豚汁缶 3ｋｇ×6缶 円/缶 参考価格　106円/本

牛丼　みそ汁付 1ｾｯﾄ×12 円/ｾｯﾄ おでん缶 3ｋｇ×6缶 円/缶

ｼﾁｭｰ＆ﾗｲｽ　みそ汁付 1ｾｯﾄ×12 円/ｾｯﾄ とん角大根 3ｋｇ×6缶 円/缶

国分

乾パン　4号缶×24缶

参考価格　215円/缶

12,620
12,620

9,860
12,540
13,290
12,540
12,630
11,690

2,380

2,550

3,970

参考価格品名 規格・入数 品名 規格・入数 参考価格

680

1,040

950

920 1,990

210
225
285
235
185

210

210
275
415
320
345
355
155
155
190
305
270

冷暗5年半 

カレーライス みそ汁付 
[セット内容]  
・白いごはん ・ビーフカレー 
・みそ汁 ・発熱剤 ・発熱溶液 
・れんげ ・紙ナプキン 

ホリカフーズ 

発熱セット 
発熱剤   35ｇ 
発熱溶液 110ｇ×24セット 
 

ココがスゴイ！ 

常温3年半 

火を使わずに缶詰類やレトルトパウ

チの食品を温めることができます。

発熱剤に発熱溶液を注ぐとすぐに発

熱し、その熱量で袋の中の食品が

温まります。 

常温3年半 ≪1食用≫ 

≪1食パック≫ 
常温3年半 

≪大型缶詰≫ 

常温5年 

尾西食品 
常温3年 

常温5年 



2020年　お奨め非常食の提案
カゴメ野菜たっぷり トマトのスープ　１６０G カゴメ野菜たっぷり かぼちゃのスープ　１６０G

賞味期限４年 参考価格　３００円 賞味期限４年 参考価格　３００円

カゴメ野菜たっぷり 豆のスープ　１６０G カゴメ野菜たっぷり きのこのスープ　１６０G

賞味期限４年 参考価格　３００円 賞味期限5年 参考価格　３００円

日興食品Muffin Muffin(チョコチップ）　２個 日興食品Muffin Muffin(アーモンド）　２個

賞味期限４年 参考価格　460円 賞味期限４年 参考価格　460円

アルファー食品安心米９食セット　９００Ｇ×4 アルファー食品安心米五目ご飯　１００G

賞味期限5.5年 参考価格　2,570円 賞味期限5.5年 参考価格　290円



2020年　お奨め非常食の提案

してください

アルファー食品安心米わかめご飯　１００G アルファー食品安心米山菜おこわ　１００G

賞味期限5.5年 参考価格　275円 賞味期限5.5年 参考価格　３００円

賞味期限5.5年 参考価格　300円 賞味期限5.5年 参考価格　300円

アルファー食品安心米梅がゆ　42Ｇ アルファー食品安心米おこげ（コンソメ味）５１．２Ｇ

賞味期限5.5年 参考価格　240円 賞味期限5.5年 参考価格　240円

アルファー食品安心米白飯　１００Ｇ

賞味期限5.5年 参考価格　240円

アルファー食品安心米野菜ピラフ　１００Ｇ アルファー食品安心米ドライカレー　１００Ｇ



2020年　お奨め非常食の提案
アルファー食品安心米きのこご飯　１００Ｇ アルファー食品安心米ひじきご飯　１００Ｇ

賞味期限5.5年 参考価格　300円 賞味期限5.5年 参考価格　300円

尾西食品携帯おにぎり五目　45G 尾西食品携帯おにぎり鮭　42G

賞味期限5年 参考価格　195円 賞味期限5年 参考価格　195円

尾西食品携帯おにぎりわかめ　42G 尾西食品携帯おにぎり昆布　42G

賞味期限5年 参考価格　195円 賞味期限5年 参考価格　195円

尾西食品ライスクッキーココナッツ風味　8枚 尾西食品ライスクッキーいちご味　8枚

賞味期限5年 参考価格　195円 賞味期限5年 参考価格　195円



2020年　お奨め非常食の提案

画像はこの枠内からはみ出さないように 画像はこの枠内からはみ出さないように
してください してください

ハウスLLヒートレスカレー　２００G ハウスLLヒートレスシチュー　２００G

賞味期限5年 参考価格　140円 賞味期限5年 参考価格　140円

林兼産業5年保存水　2L

賞味期限5年 参考価格　212円

テーブルマークふっくらごはん（業務用）２００G 林兼産業5年保存水　500ML

賞味期限10カ月 参考価格　105円 賞味期限5年 参考価格　106円
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