
法人・自治会・団体さまに選ばれています!

https://defend-future.net/contact/
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support@defend-future.net
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Rakuten Ranking

デイリーランキング

1No.
防災セット

非常用持ち出し袋

2018/2/19 集計2018/2/19 集計

Yahoo! Ranking

デイリーランキング

1No.
非常用

持ち出しセット

2018/2/19 集計2018/2/19 集計

Amazon Ranking

デイリーランキング

1No.
非常用持ち出し袋
緊急避難セット

2018/7/16 集計2018/7/16 集計

突破!セ
ッ
ト100,000

おかげさまでシリーズ累計



新聞・雑誌などメディアでも

大きく紹介されています！

GetNavi
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MonoMax

உட᷶େଔច��
P���ଟጋᶉ

ᐂᎍᩁ

01
ᐉ៛ଢụᚖច
ஓமଢ଼மଛ ଇିଜ

当店は、
災害大国である日本で生まれ、防災士が商品企画・開発している
防災用品ブランド"Defend Future"を
展開しております。ただ既製品を集めた防災セットを
販売するだけの店舗ではありません。

02 ụᚖྸ
既製品を販売しているだけの店舗とは異なり
当店には
防災士が常駐しておりサポート体制を整えております。

03 ૾ᕽଵସಝᑮ
"Defend Future"は製造元と直接契約し、
仲介業者を通さない事が多い為、低価格での販売を可能にしています。
また複数個ご購入いただいた場合、割引という形で還元し
できるだけ多くの人にご購入いただけるよう尽力しております。

04 ᠔Ᏽૼ ସ၆ಚଢᬜᛸଞଝ
᷆වଛଁି ࿐ၷṄஜ୵ୡ

リュックに詰めても、まだスペースが空きますので
他にも必要なものをたくさん入れる事ができます。

当店の防災セットが選ばれる4つの理由



アルファ米

当店が採用しているアルファ米は、尾西食品のアルファ米で大手家電量販店や小売店でも
販売されており、多くの方にご好評頂いているお米です。

ᆓᅎଛଣႭ᱇ᾖଢஇጂច!

尾西食品のアルファ米は特定原材料(アレルギー物質)27品目が不使用な製品で
100％国産米を使用しており、安心してお召し上がりいただけます。

ၦสᐗᎃ௷ಐច₵���₴༶គଛၝᇄ!

ଈᖶሲଃଔଉ�

ISO 9001認証を取得

FSSC22000認証を取得

アルファ米において、日本災害食認証を取得

ᴨஐ୪ஓ୩୫ஒଟỏି ༶ἐᱍᑮ

ᾖၝഴஐ୪ஓ୩୫ஒଟỏି ༶ἐᱍᑮ

ଢὈᄪᾖଣၝഴଛ૿

2017年6月に都立高校で行われた防災訓練で食べた非常食により
100人以上の方が食中毒の症状を訴えた事件が発生しました。

このような事件が起こる可能性を考えると
安心できるメーカーの非常食を揃える事をおすすめします。
弊社が採用している尾西食品は、亀田製菓㈱のグループ会社で、

JAXAとの共同開発により、宇宙ステーションでアルファ米が採用されるなど、
衛生性が高く、安全な食品であることが認められ、安心できる非常食です。

また尾西食品は下記の認証を取得しております。

༶ൃខគ

ᴢຆᐃữᰬ ᷗ ା଼ᄺ₷ஃ୵ மୣ୪ଟᱫᶉ₸
สᐗᎃૺ କି₷༶គ₸
ൃၷṄ���J₷ଛ ଁା���J₸
ᰬᷗᨰႭ᱇ᾖᑨᅸ౭

ᑞଢᢾଛ૾ଞଌଳଢ
ణឈᰬᬪଢୢமஉ౭!



࿐ၷṄ撥水加工リュック

使いやすさバツグン!!
大容量リュック

48×30.5×17cm
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こんなに余裕が
あります!

ᡬአਵੂᦪ૮ፈ৪ഺ౯

５年保存水
Ὺṅᴢଟ᷶ତୀଓสᕵ
EMERGENCY非常用保存水の原水はモンドセレクション
最高金賞受賞実績の原水を使用しております。

※ 水質検査成績書、試験検査成績書：株式会社静環検査センターによる検査
※ 試験成績証明書：一般財団法人食品環境検査協会による検査

ᡝ૿ଞၝഴᇢ
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ᦶᇡᎼଟଣ ጼ્ᕵවᄋଉୀଚ ஜି୵ୡចሲଋଲଋૺ 

撥水加工のリュックは意外と少ない…

༶ൃខគ ISO14001認証取得工場
ᝰྡྷஐ୪ஓ୩୫ஒଢ
ᏹ්ᇢଢᦥᦦ០።໖ଟỏି ༶ἐᱍᑮ



防災セット内容

防災セット内容
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防災セット3538種 点
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ụᚖஜ୵ୡ୧୵ୡ x1
x1୲ୖ ஔ୪ଡ଼ ୖ
x1୲ୖ ஔ୪ଡ଼ ୖౖႼതἵ மୣஈ

L3KRQH$QGURLGច࿅ጘ୲உୱ x1

Ⴍ᱇ᾖ இ��యଈᾝឈଈᾝ� x6

ᄺರ၊ᕵ�����PO� x8

୫ᾖ//மஞ୫ଢ଼ஞம x2

ஃமஈம୫�଼ ૺ૿ େ x2

x2மୱமୱୡ
x2மஐ୵
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ଢ଼୵ᦵ෫ᄥ
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が作った防災士
３日間生き抜くための Relief 2

防災セット3569種 点

が作った防災士
３日間生き抜くための Relief 2
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個人のお客様はもちろん、企業様や自治会様など
さまざまな団体さまからもご好評いただいております!

株式会社学究社第一中央汽船株式会社エアアジア・ジャパン株式会社

株式会社
新井清太郎商店

株式会社
アルファコーポレーション

株式会社
富士インダストリーズ 泰平運輸株式会社

導入実績

※ 取引先の在庫や入荷状況により、
    商品パッケージが異なる場合や、同等の商品で代替し、ご対応させていただく場合がございます。

お電話での
お見積りはこちら

050-3171-8646
ܸୖ୲୫ఆଟ>�@ኳଋଚଃଔଉ
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Webでの
お見積りはこちら
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