暮らし方に合わせて選べる備 蓄セット
味にこだわった長 期 保 存 食「 I Z A M E S H I 」から選りすぐりの商 品を詰め込んだ L I F E

IZAMESHI 。開封してすぐに食べられるおかず、
ごはんやうどん、缶詰やスイーツ、そして災
害用トイレまで取り揃えました。一人暮らし、
ご夫婦、
ご家族など、みなさまの暮らし方に合
わせてお選びいただけるセットをご用意しております。

ライフイザメシ エマージェンシートイレ

LIFE IZAMESHI

EMERGENCY TOILET

¥5,200（税別価格）
4549373006029（652-493）
W320×D250×H45mm 1.0kg

1セットでトイレ5 回分使用できる災害用トイレを6セットご用意しました。
既存の便器に袋をかぶせて使用できますのでトイレも汚れません。目安：2 人 3日分
※成人による一日の平均的なトイレ回数5回を目安に、
トイレ5回分を1人分としています。
［セット内容］
災害用トイレセット…6セット ※1セットの中身は、抗菌性凝固剤×5袋、排便袋（黒）
×5袋、持ち運び袋（白）
×2枚

暮らし方に合わせて

大切な方への

選べる5 種をご用意

贈り物にも最適

LIFE IZAMESHI

REGULAR

ライフイザメシ レギュラー

¥7,000（税別価格）
4549373005985（652-489）

食べたら補充する
ローリングストック
に便利

LIFE IZAMESHI

GRAND

W320×D250×H170mm 3.4kg

ボックス側面には
中身と賞味期限を
管理する

LIFE IZAMESHI

¥19,800（税別価格）

PREMIUM

4549373006005（652-491）

記入欄あり

LIFE IZAMESHI

COMPLETE

ライフイザメシ コンプリート

¥25,000（税別価格）
4549373006012（652-492）

ライフイザメシ グランド

¥11,000（税別価格）
4549373005992（652-490）
W320×D250×H320mm 11.1kg

人 気 商 品 を 詰 め 込 ん だ R E G U L A R と 、バラエティ豊 か な

REGULAR 、GRAND 、7 年保存水 2Lを1ケース
（ 6 本）
をセットにし

GRAND 、
さらに7 年保存水 2Lを1ケース
（ 6 本）加えた豪華セット。

たPREMIUMに、EMERGENCY TOILETを加えました。保存食、

ご家族の備蓄に最適です。目安：2人 3日分

水、
トイレの全てを完備したパッケージです。目安：2人3日分

REGULAR

牛そぼろご飯やちからうどんなど 9 種の主食と、3 種のおかず、2 種の

12 種の主食、5 種のおかず、2 種のお菓子に、
７年保存水 2Lを3 本加

スイーツをセットにしました。
イザメシシリーズの中でも特に人気がある

えたセットです。和 食 洋 食ともに充 実しており、バラエティ豊 かなメ

商品の詰め合わせです。目安：1 人 3日分（軽め）

ニューをお楽しみいただけます。目安：1 人 3日分（しっかりめ）
［セット内容］
●ひじきご飯 ●ふわふわ玉子粥 ●ごろごろ肉じゃが ●ほっこりけんちん汁 ●濃厚トマトのスープリ

［セット内容］

ライフイザメシ プレミアム

ゾット ●大豆たっぷりカレーリゾット ●梅と生姜のサバ味噌煮 ●ヨーグルトが隠し味のスパイシーチ

●小松菜ご飯 ●梅しらす雑炊 ●きのこと鶏の玄米スープごはん ●濃厚トマトのスープリゾット ●梅

キンカレー ●素材を活かした鶏ごぼう丼 ●メープルデニッシュ ●あずきマフィン ●オレンジマフィン

と生姜のサバ味噌煮 ●トロトロねぎの塩麹チキン ●オレンジマフィン ●おだしじんわりきつねうどん

●おだしじんわりきつねうどん ●小豆が入った雑穀玄米ごはん ●具材いろいろ鶏五目ごはん ●生

GRAND

7 年保存水 2L×6

REGULAR

GRAND

EMERGENCY
TOILET

［セット内容］

［セット内容］

【REGULAR】●小松菜ご飯 ●梅しらす雑炊 ●きのこと鶏の玄米スープごはん ●濃厚トマトのスープリ

【REGULAR】●小松菜ご飯 ●梅しらす雑炊 ●きのこと鶏の玄米スープごはん ●濃厚トマトのスープ

ゾット ●梅と生姜のサバ味噌煮 ●トロトロねぎの塩麹チキン ●オレンジマフィン ●おだしじんわりきつ

リゾット ●梅と生姜のサバ味噌煮 ●トロトロねぎの塩麹チキン ●オレンジマフィン ●おだしじんわりき

ねうどん ●もちもちお餅のちからうどん ●小豆が入った雑穀玄米ごはん ●生姜の風味の牛そぼろご

つねうどん ●もちもちお餅のちからうどん ●小豆が入った雑穀玄米ごはん ●生姜の風味の牛そぼろ

はん ●野菜と鶏肉の旨味しみこむ筑前煮 ●チョコバー ●あんこ餅…各1個

ごはん ●野菜と鶏肉の旨味しみこむ筑前煮 ●チョコバー ●あんこ餅…各1個

【GRAND】●ひじきご飯 ●ふわふわ玉子粥 ●ごろごろ肉じゃが ●ほっこりけんちん汁 ●濃厚トマトの

【GRAND】●ひじきご飯 ●ふわふわ玉子粥 ●ごろごろ肉じゃが ●ほっこりけんちん汁 ●濃厚トマトの

スープリゾット ●大豆たっぷりカレーリゾット ●梅と生姜のサバ味噌煮 ●ヨーグルトが隠し味のスパイ

スープリゾット ●大豆たっぷりカレーリゾット ●梅と生姜のサバ味噌煮 ●ヨーグルトが隠し味のスパイ

シーチキンカレー ●素材を活かした鶏ごぼう丼 ●メープルデニッシュ ●あずきマフィン ●オレンジマ

シーチキンカレー ●素材を活かした鶏ごぼう丼 ●メープルデニッシュ ●あずきマフィン ●オレンジマ

フィン ●おだしじんわりきつねうどん ●小豆が入った雑穀玄米ごはん ●具材いろいろ鶏五目ごはん

フィン ●おだしじんわりきつねうどん ●小豆が入った雑穀玄米ごはん ●具材いろいろ鶏五目ごはん

●生姜の風味の牛そぼろごはん ●野菜と鶏肉の旨味しみこむ筑前煮 ●チョコバー ●フルーツドロッ

●生姜の風味の牛そぼろごはん ●野菜と鶏肉の旨味しみこむ筑前煮 ●チョコバー ●フルーツドロッ

プ…各1個 ●7年保存水 2L…3本

プ…各1個 ●7年保存水 2L…3本

【7年保存水】2L…6本

災害用トイレセット…6セット
【7年保存水】2L…6本 【EMERGENCY TOILET】

●もちもちお餅のちからうどん ●小豆が入った雑穀玄米ごはん ●生姜の風味の牛そぼろごはん

姜の風味の牛そぼろごはん ●野菜と鶏肉の旨味しみこむ筑前煮 ●チョコバー ●フルーツドロップ

・7 年保存水2Lは、
ケース
（6 本入）のご購入もできます。
￥1,800（税別価格） ・7 年保存水2L（ 6本入）
： ケースサイズ W190×D325×H325mm 13.0kg

●野菜と鶏肉の旨味しみこむ筑前煮 ●チョコバー ●あんこ餅…各1個

…各1 個 ● 7年保存水 2L…3本

・賞味期限は、製造より3年（但し、
マフィン5年、
フルーツドロップ5 年、水 7年）

杉田エース株式会社

7 年保存水 2L×6

https://izameshi.com/

