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「ストックストック」は
3日x人数分の
食品・水・電源・防災用品
などがセットになった
備蓄保管庫です。

食品、水の賞味期限はともに7年で統一。アレルギー対策済。

停電時に強力な、ポータブル電源内蔵。充電用換気対策済。

スペースに合わせた保管庫のバリエーションをご用意。

衛生対応を充実させた防災用品セットを備蓄し、病気を防止。

7年保存
米粉クッキー(3食分)

食料、水の賞味期限は7年で、アレルギー対策、ハラル対応。

衛生対応を強化した防災用品。 大容量のポータブル電源。

製品の特徴

レトルト加工された米粉クッキーとレトルト
食品のバリエーション豊かな「3日分」の保
存食セットです。レトルト加工技術とアルミ
パッケージの進化により、7年の保存が可能
となっています。

食品は全てアレルギー対策を行っており、ア
レルギーを持っている従業員がいても食べ
ることができます。さらにハラル認証も取得
しています。

災害時に、水や食料の次に重要となってくる
のが、自身の衛生環境を整えることです。
ストックストックは、衛生環境の防災用品の
ラインナップを強化した製品を備蓄します。

携帯トイレはもちろん、全身洗浄液や抗ウイ
ルス・抗菌剤などを使って、身体のケアも
行って安心できるようにします。

停電時や、建物の漏電時に
活躍するポータブル電源。

電気に詳しくない従業員でも
すぐに使える製品となってい
ます。4人用は434Wh、6人
用/10人用は、626Whの大
容量のバッテリーを搭載して
います。

7年保存
レトルト食品(6食分)

7年保存
「硬度０」の備蓄水

プレーン味・ほうれん草味
かぼちゃ＆人参味

屋外保管でも丈夫な
「高強度・耐熱ボトル」

五目ご飯×2・わかめご飯・トマトリゾット
・カレーピラフ・コーンピラフ

4人用:434Wh

6人/10人用:626Wh



4人用可動タイプ

36食分

※その他人数分の防災用品が搭載されます。 ※製品写真の消火器はオプションとなります。

※製品写真の消火器はオプションとなります。

W:880 x D:400 x H:1028 W:880 x D:400 x H:960 W:440 x D:400 x H:1790

4人分、3日間の
防 災 備 蓄 庫

6人分、3日間の
防 災 備 蓄 庫

10人分、3日間の
防 災 備 蓄 庫

場所を選ばない可動式タイプ、
固定タイプ、面積をとらない
タワー型タイプの3タイプをご
用意しました。 空間や用途に
合わせて選ぶことができます。

場所に合わせて、左側が4段、
右側が4段のタイプをご用意
しました。2段のタイプの上
を机として使うことができます。

10人用タイプは、２つ連結して
20人用の備蓄庫にすることが可
能です。
オプションで消火器セットを取り
付けることができます。

SS-04-CT

6人用タワーLタイプ

SS-06-L

6人用タワーRタイプ

SS-06-R

10人用基本タイプ

SS-10

20人用タイプ(SS-10x2)

SS-10-2

4人用固定タイプ

SS-04-FX

4人用タワータイプ

SS-04

備蓄食料 36リットル備蓄水 434Wh(スマホ約30回充電)

W:880 x D:400 x H:1790 W:880 x D:400 x H:1790

バッテリー

54食分

※その他人数分の防災用品が搭載されます。

※1

※1

※1

備蓄食料 60リットル備蓄水 626Wh(スマホ約45回充電)

W:1760 x D:400 x H:1790W:880 x D:400 x H:1790

バッテリー

90食分

※その他人数分の防災用品が搭載されます。

※1:スマートフォンの充電容量を3000mAhとして計算した場合の回数です。

備蓄食料 96リットル備蓄水 626Wh(スマホ約45回充電)バッテリー



ユーザービリティ・機能性・審美性に配慮した保管庫デザイン。

内容構成図(4人分)

保管庫仕様

株式会社長田製作所
ストックストック事業部
〒547-0031 大阪府大阪市平野区平野南3-2-22
Tel: 06-6706-0020 Fax: 06-6799-0032

株式会社トリイデザイン研究所
ストックストック事業部
〒111-0051　東京都台東区蔵前4-26-6 板橋ビル1F
Tel: 03-5835-2545 Fax: 03-5835-2546
info@stock-stock.jp

ご購入・お見積・お問い合わせ

オフィスに置いても
邪魔にならないサイズ

4人用の備蓄保管庫SS-04の内容物例

備蓄品の中身がすぐにわかる
アイコンを使ったデザイン

震災時でも勝手に開かない
セーフラッチによる扉固定

製造

https://www.stock-stock.jp

材質

準拠規格

特記事項

幅：44cm

高さ
1m79cm

本体：スチール　扉：MDF

RoHS指令（EU(欧州連合)の有害物質規制）対応
価格 オープン価格製造 日本製

※消火器セットはオプションになります。

保証期間 1年

扉：セーフティーラッチ固定,各棚に内部配線用穴取り付け済
OAタップ同梱。

備蓄食料(1人分)

備蓄水(2Lx6)  x3箱

7年保存レトルト食品(6食分/1人)

栄養成分表示(100ml当たり)

五目ご飯(306kcal) x2
わかめご飯(116kcal) x1
トマトリゾット(319kcal) x1
カレーピラフ(327kcal) x1
コーンピラフ(320kcal) x1

エネルギー 0Kcal
ナトリウム 0Kcal
タンパク質 0Kcal

脂質 0Kcal
マグネシウム 0Kcal
炭水化物 0Kcal

7年保存米粉クッキー(3食分/1人)
1袋(310kcal) 3本入り
(プレーン味1本、かぼちゃ&人参味1
本、ほうれん草味1本)

製品のデザイン/仕様など予告なく変更になる場合がございます。

CAT-NUM-SS-200302

幅44cm

奥行き40cm

アレルギー対応

硬度0の水 高強度・耐熱ボトル ポータブル電源 (4人用は434wh)

ハラル対応

衛生用品強化

防災用品　(共用)

救急セット(5～10人用) x1
三角巾 x3、脱脂綿 x3、ガーゼ x3,伸縮包帯L x3、清浄綿 x5、
綿棒10本入 x3、絆創膏40枚入 x1、サージカルテープ x1、体温計 x1、
ハサミ x1、消毒液75ml x1、刺抜き兼用ピンセットx1、救急ハンドブックx1、
救急アルミシート x1、サージカルマスクx5,ポリ手袋6枚入り x1、
ウエット5年保証超・防災用ウエットティッシュ20枚入り x2

個別包装マスク (50枚)　x1
使用期限5年 容量5200mAh,USB充電

防災ライト x1

防災用品セット(個人) (1人分) 

コインおしぼり【10年】(8個) x1
ウエットシート【10年】(10枚)
抗ウイルス、抗菌剤【10年】(100ml) x1
全身洗浄液【10年】(100ml) x1
携帯トイレ【10年】(5回分) x3
携帯お尻洗浄機【5年】(3回分) x1
非常用圧縮毛布(幅1.4m x長さ3m) x1
不織布巾着(幅24cm x 高さ28cm) x1
軍手(ボツ付) x1

【PSE適合品】
容量：14.4V / 434Wh
(BMS)により電圧や温度を
適切に管理し、ショートを
予防することで、高い安全
性を実現。
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防災備蓄用
The Next Dekade 7年保存水

防災備蓄用
The Next Dekade 7年保存水

1Pack
Mask

ストックストックは一般社団法人 防災安全協会の定
める「防災製品等推奨品」を取得しています。

「防災製品等推奨品」は、一般社団法人防災安全協会
が「災害時に必要とされ、安全安心と認められる」製品
に対して使用を認めるものです。

防災製品等推奨品マーク取得製品


