
表示価格は 
全て税込み 

外からALSOKマークが見える補助錠 

・換気などのために窓を数センチ開けて施錠可 
・引戸式のサッシ窓に内側から取付ける補助錠 
・外部からALSOKﾏｰｸが見え、犯行抑止効果が期待できる！ 
 

貼るだけで簡単取付 

ガラスの破壊、窓の開閉を検知し、アラームが鳴るセンサー！ 

高機能高画質なメガピクセルのパンチルト・
デイナイト機能付のＩＰカメラです。店舗や事
務所の防犯対策、ご自宅やペットルームの
見守りなど、様々な用途に応じて数分もあれ
ば誰でも簡単に設置できます。 

100万画素でパンチルト操作も可能 
暗闇にも対応したオールインワンＩＰカメラ 

※接続にはインターネット環境が必要です。 

ALSOKロックとの併用が 
おススメ！ 

A-1 A-11 

A-10 A-9 

A-3 A-4 

防犯カメラIPカメラ（ALL IN ONE）Viewla 
                     （ビューラ） 

レニガード 新型パネルタイプ レニガード 新型ミラータイプ 

ALSOKロック 防犯センサー「どろぼーセンサーⅡ」 

標準価格：４０，０００円（税込） 

キャンペーン価格：３６，０００円 

               （税込） 

標準価格：１１，８８０円（税込） 

キャンペーン価格：９，１８０円 

               （税込） 標準価格：１５,１２０円（税込） 

キャンペーン価格：１０，８００円 

               （税込） 

キャンペーン価格：１，０８０円 

               （税込） 標準価格：１，８３６円（税込） 標準価格：２,６７０円（税込） 
キャンペーン価格：１，６４０円 

               （税込） 

簡単 まくだけ 新エコ防犯！ｴｺﾏｰｸ認定品 

敷いた上を歩くと『ジャリジャリ』と約80㏈の音量を発します。
雨などで濡れていても音量は殆どおちません。 
   ※敷面積の目安１㎡に１袋 

キャンペーン価格：２，８１０円 

               （税込） 

ALSOK音砂利 

標準価格：３，２４０円（税込） 

おんじゃり 

防犯商品 



D-2 

D-1 

 「グラッ」ときたら持ち出せる災害時のセットです。 A-2 

被災時などに、すぐに必
要となる食料や水、トイ
レなど最低限必要なアイ
テムを厳選した緊急キッ
トです。 
長期保存（４年）が可能
です。 

（セット内容） 
・携帯用ナップサック 
・備蓄用保存水 ×２本 
・マジックライス ×２袋 
・セーフティライト ×２本 
・簡易トイレ 
・ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 
・滑り止め付軍手 

緊急キット 

D-9 

防炎加工タオル（保管ケース入り） 

天ぷら火災・たばこの不始末にサッと対応！ 

普通火災、油火災、電気火災に対
応した誰でも簡単に使えるALSOK
ブランドの蓄圧式消火器です。 

A-12 火災のいざという時に！ お酢のチカラで火を消す！！ 「住宅用消火器」 

・ 赤            A-5  
・ 緑         A-6  
・ ゴールド   A-7  
・シルバー    A-8 

汚れない！    粉末消火器と比
べ飛散が少なく周囲を汚すこと
がありません。 

色： 赤, 緑, ｺﾞｰﾙﾄﾞ, ｼﾙﾊﾞｰ 

有効期間：５年 総重量：2.2㎏ 放射距離：４～６ｍ 

くまモンの非常持ち出しリュックセット 

標準価格：６，４８０円（税込） 

キャンペーン価格：５，６００円 

               （税込） 

非常持ち出しセット32点 

キャンペーン価格：９,７２０円 

              （税込） 標準価格：１０，８００円（税込） 

標準価格：4,298円（税込） 
キャンペーン価格：３，９００円 

               （税込） 
標準価格：１，０８０円（税込） 

キャンペーン価格：９３０円 

             （税込） 

粉末（ABC）消火器 

標準価格：１８，１４４円（税込） 

キャンペーン価格：５，４００円 

               （税込） 

キッチンアイ 

キャンペーン価格：各６，８００円 

               （税込） 標準価格：８，６４０円（税込） 

防災商品 



たためるヘルメット 
色:ホワイト地/オレンジライン  IZANO 

専用保管袋付き 
※ 収納時サイズ：厚み8㎝ 
材質:ABS樹脂  
プロ仕様。国家検定合格品 

F-5 収納も場所を取らない！ 

ペツル 
F-6 

D-8 

地震時自動点灯（震度４相当
以上１０分間）・停電時自動点
灯（１０分間）・携帯灯（６時間）・
消灯後の足元灯（３０秒） 

※納品に時間が掛かる恐れがあります。 

ここだよライトS 

コンセント充電式常備灯 ピオマ 

明るさ/全光束 約１２０ｌｍ 

ハンディライトミニ 

・赤  F-1 
・青  F-2 
・白  F-3 

奄美の伝統を簡単に！ 

FD 鶏飯 

G-1 

数に限りがあります 

 
 
 
 
 
 

・豚肉たっぷり 【さつま汁】    キャンペーン価格：１，４０４円                         
                                 （税込） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・８種の具材と味噌 【野菜入り】 キャンペーン価格：１，０８０円 
                                 （税込）        
 
 
 
 
 
 
 
 

・鹿児島の味噌汁 【田舎汁】   キャンペーン価格：１,０８０円 
                                 （税込）   

数に限りがあります。 

FD みそ汁 
【さつま汁・野菜入り・田舎汁・３色セット】 

 キャンペーン価格：１，１８８円（税込） 
 

キャンペーン価格：１，０８０円 

               （税込） 標準価格：１，６２０円（税込） 

標準価格：３，１３２円（税込） 

キャンペーン価格：２，９６０円 

               （税込） 

キャンペーン価格：９７２円 

             （税込） 

キャンペーン価格：３，６７０円 

               （税込） 標準価格：４，１０４円（税込） 

キャンペーン価格：４，７００円 

               （税込） 

G-2 

G-3 

G-4 

G-5 

食料品 防災商品 

・お得な３種セット 【味噌汁３色セット】 
（さつま汁3つ＋野菜入り3つ＋田舎汁3つ） 
  



※注意 各商品については、メーカー在庫状況により、納品に時間がかかる場合がございますので予めご了承ください。 

洗顔石鹸（80ｇ） 
 
 
クリーミーで柔らかな濃密
泡！！ラベンダーの香りで洗
顔中もリラックス！ 

 

乳液（100㎖） 
 
とろみのあるしっかりとした
心地！ 
美容成分をオリーブベールで
包みこむ！ 

美容液（30㎖） 
 
滑らかなつけ心地で素肌に
保湿成分を届け潤いを！ 
スペシャルケアの美容液！ 

 コスメティック 
 トライアルセット 

 
 

1,296円⇒1,215円 
   （税込）    （税込） 

3,240円⇒3,045円 
  （税込）   （税込） 

5,400円⇒5,080円 
  （税込）   （税込） 

1,620円⇒1,520円 
  （税込）   （税込） 

E-7 

クレンジングオイル 
（120㎖） 

 
  お肌にスーッと馴染み 
   クリアな素肌に！ 

2,700円⇒2,540円 
  （税込）    （税込） 

E-8 

化粧水（120㎖） 
 
 肌への浸透を実感！ 
 溢れるような潤いに！ 

2,700円⇒2,540円 
  （税込）    （税込） 

E-9 

E-10 
E-11 E-12 

エキストラバージンオリーブオイル 
緑豊オリーブ イタリア産 

 

鹿児島オリーブ 

フレッシュな若草と 
フルーティーさと 
アーモンドの風味！ 

180ｇ 2,700円（税込） 
 
 
 90ｇ 1,620円（税込） 

E-1 

E-2 

キャンペーン価格：２，５４０円 （税込） 

キャンペーン価格：１,５２０円 （税込） 

 180ｇ 2,700円（税込） 
 
   
   90ｇ  1,620円（税込） 

エキストラバージンオリーブオイル 
緑豊オリーブ スペイン産 

 
早熟なグリーン系と 
フルーツの風味！ 

エキストラバージンオリーブオイル 
紫豊オリーブ スペイン産 

果実のフルーティーさ
とまろやかな風味！ 

180ｇ 1,296円（税込） 

ガーリックオイル 
（国内産ニンニク使用） 

 
良質な緑豊オリーブ（スペイン産）

に鹿児島県産ニンニク使用！ 

180ｇ 2,160円（税込） 

E-3 

E-4 

E-5 E-6 

キャンペーン価格：２，５４０円 （税込） 

キャンペーン価格：１,５２０円 （税込） 

キャンペーン価格：１，２１５円  （税込） キャンペーン価格：２，０３０円   （税込） 

食料品 



※注意 各商品については、メーカー在庫状況により、納品に時間がかかる場合がございますので予めご了承ください。 

美味しい防災食 

新・食・缶ベーカリー 缶入りソフトパン ４缶セット  

保存３年 
キャラメル・ミルク・チョコレート・イチゴ各168ｇ 

ビスコ 保存缶  10缶セット 

・ 豚汁 
・ さば味噌煮 
・ 肉じゃが 
・ ハンバーグ煮込み 
 
（保存５年） 

D-4 D-5 D-6 D-7 

F-4 

いつでも温かいお弁当が食べれる！ 

1食ボックス 12箱入り 

※納品に時間がかか 
  る恐れがあります。 

キャンペーン価格：各４８０円 

              （税込） 標準価格：各 ５４０円（税込） 

・カレーライス      標準価格：１１，９２３円（税込）⇒キャンペーン価格：１１，４５０円 （税込）                  F-7  

・牛丼             標準価格：１３，７３７円（税込）⇒キャンペーン価格：１３，２８０円 （税込）              F-8  

・シチュー＆ライス     標準価格：１２，４４１円（税込）⇒キャンペーン価格：１２，１００円 （税込）                 F-9  

・中華丼             標準価格：１２，９６０円（税込）⇒キャンペーン価格：１２，５５０円 （税込）                 F-10 

・和風ハンバーグライス    

               標準価格：１３，１２９円（税込）⇒キャンペーン価格：１２，８５０円 （税込）                  F-11 

（３．５年保存） 
 

※納品に時間がかか  
  る恐れがあります。 

キャンペーン価格：４，８６０円 

               （税込） 

キャンペーン価格：２，２５０円 

               （税込） 標準価格：２，３７６円（税込） 

D-3 

備蓄食品 

標準価格：４，９０３円（税込） 



・ わかめおにぎり（１５個セット） 
・ 鮭おにぎり（１５個セット） 
・ 五目おこわ（１５個セット） 
・ 白おにぎり（１５個セット） 

・ わかめおにぎり（３０個セット） 
・ 鮭おにぎり（３０個セット） 
・ 五目おこわ（３０個セット） 
・ 白おにぎり（３０個セット） 

C-1 

C-2 

C-3 

C-4 

C-5 

C-6 

C-7 

C-8 

備蓄食品 

C-9 

十六雑穀 恋するポン  

50ｇ×8個 

サラダやスープにポンッ！ 

キャンペーン価格：３，２００円（税込） 
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※注意 各商品については、メーカー在庫状況により、納品に時間がかかる場合がございますので予めご了承ください。 

 財宝のお茶だもん。 

３万年前の水 天然アルカリ温泉水 
「財宝」でじっくりと抽出した、 
すっきりとした味わいの緑茶です。 

ごくごく飲めるすっきりタイプ 
薄めずにそのまま飲めるジュースです。 

 財宝のゆずだもん。 

 アセロラウォーター 

沖縄県産アセロラと３万年前
の水 天然アルカリ温泉水「財
宝」から生まれたアセロラド
リンクです。 

財宝ダイヤモンドコーヒー（天使の微糖） 

B-4 B-5 

B-7 

B-6 

 財宝ダイヤモンドコーヒー（ブラック） 

B-8 

 財宝コーヒー（女神のブレンド） 

B-1 

 財宝のマンゴーチアパック 

B-2 

財宝いきいきグルコサミン（210粒入り） 

B-3 

標準価格：２,６３４円（税込） 

キャンペーン価格 
     ２，５５０円 
         （税込） 標準価格：３，５２５円（税込） 

キャンペーン価格 

     ３，４００円（税込） 

キャンペーン価格：２，６００円 
                  （税込） 

標準価格：２，７１６円（税込） 

標準価格：２，７１６円（税込） 

キャンペーン価格：２，６００円 
                 （税込） 

キャンペーン価格 
     ３，５００円 
          （税込） 

標準価格：３，８８８円（税込） 

キャンペーン価格 
     ２，６００円 
          （税込） 

標準価格：２，７１６円（税込） 

標準価格：４，５３６円（税込） 

キャンペーン価格 
     ４，３５０円 
          （税込） 

キャンペーン価格：１，９９５円（税込） 

標準価格：２，１３８円（税込） 

飲料・健康食品 



※注意 各商品については、メーカー在庫状況により、納品に時間がかかる場合がございますので予めご了承ください。 

「国産・天然・安全」にこだわった原料で作られた新感覚の“食べる”青
汁です。粉末タイプではなく、ゼリータイプですので、ご年配の方からお
子様まで、召し上がっていただきやすい商品に仕上がっています。 
また、持ち運びにも便利なチアーパック容器ですので、通勤中やお出掛け
の際など手軽に栄養を補給することができます。 

 財宝の黒にんにく卵黄 

「財宝の黒にんにく卵黄」に使
用している黒にんにくには一般
の生にんにくの約4倍ものポリ
フェノールが含まれています。 
※1日2粒を目安に約1か月分の
量となります。 

財宝の食べるプレミアム青汁 

「財宝の黒酢カプセル」には人間
が体内で生成することのできない
9つの「必須アミノ酸」が全て含
まれており、美容と健康を力強く
サポートします。 
※1日2粒を目安に約1か月分の量
となります。 

 財宝の黒酢カプセル 

 スポゼロ（チアーパック） 

１本当たりクエン酸８０５ｍｇ含有 
カロリーゼロ 

１本当たりクエン酸１,１５０ｍｇ含有 
カロリーゼロ 

 スポゼロ（ペットボトル） 

様々なミネラル成分を体液に近い濃度で含有しているので、速やかに体内に吸収され、身体の渇き
を潤してくれる飲料です。さらに“鹿屋体育大学の公式飲料”として日本のトップアスリートにも
受け入れられています。 

B-9 B-10 

B-13 

B-11 B-12 

キャンペーン価格：２，８００円 
                  （税込） 

標準価格：３，１１０円（税込） 

標準価格：３，４９９円（税込） 

キャンペーン価格：３,１００円 
                  （税込） 

キャンペーン価格：５，３００円 
                  （税込） 

標準価格：６，１００円（税込） 

標準価格：１,５３４円（税込） 

キャンペーン価格：１，３００円 
                  （税込） 

キャンペーン価格：１，３５０円 
                  （税込） 

標準価格：１，６２５円（税込） 

飲料・健康食品 

●販売店/お問い合わせ先 

フリーダイヤル 

0120-365-424 

こ
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ら
の
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品
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