




ロングライフフーズ（ＬＬＦ） 

製造元：株式会社ＬＬＣ 

 

LLF 

           長期保存６年 
 

防災備蓄食・保存水 製品仕様書 



今後、首都直下地震（マグニチュード７級）、南海トラフ巨大地震（マグニチュード８～９級）が起きる確率は30年以内に、

70％程度と言われております。 

震災直後は、被害の大きい地域の人命救助が優先されるため、政府・役所の支援を頼ることはできません。道路寸断

や買い占めなどのため、自分たち（家庭や会社内）で最低限3日分の食料・飲料水を確保する必要があります。とく

に電気・水道・ガスが止まった状況では、開封してすぐに食べられるものが最適です。 

 

「LLF（ロングライフフーズ）」は、従来の保存食の欠点を改善し、より安全に、より簡単に美味しく食することの

できる、長期保存可能な防災備蓄食です。 

防災備蓄の重要性 

【2020年までに家庭内備蓄100％】 

 

東京都では、2014年に防災プランを策定し、2020年までに、家庭や

事業所での備蓄率100％を目指すとしています。家庭内における「備

蓄消費モデル」の普及や、「備蓄の日」を制定するなどして、防災備

蓄の促進を図っていきます。事業者には従業員＋来客用（10％余剰

分）の帰宅困難対策を求めていく計画です。 

▲東日本大震災発生後の首都圏のスーパー 



災害後は、帰宅困難者があふれ、コンビニ等の食料も数時間で品切れになると言われております。 

（首都直下地震の場合、帰宅困難者は東日本大震災時（都内350万人）を大幅に超える520万人(都内)とされ、むや

みに移動すると危険性が増します） 

 

①路上や鉄道駅周辺では大混雑が発生し、集団転倒などに巻き込まれる可能性がある。 

②火災や沿道建物からの落下物等により負傷するおそれがある。 

③道路の混雑により、救助・救命活動や消火活動、救援物資輸送などの応急対策活動が妨げられる。 

帰宅困難者の被害想定 

首都直下地震では、混雑度が６人／㎡以上となる大混雑区間が発生

する。 混雑度が６人／㎡以上とは、ラッシュアワーの満員電車の

状態に近く、群衆なだれが引き起こされる危険性がある状態 

【会社の事前準備】 （首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 より） 

 

 帰宅行動シミュレーション結果によると、翌日帰宅や時差帰宅をすることにより、道路

上の混雑が緩和されることが分かっています。 

 このため、従業員を帰宅させる場合に、例えば家族の無事が確認できた人については、

しばらく待機あるいは翌日まで待ってから帰ってもらうことなどが有効です。 

 そのため、一定期間従業員が滞在できるよう、食料・飲料水、災害用トイレ等の備蓄を

進めるなどの対策をお願いします。 

 また、従業員が外出中に災害が発生した場合には、無理に帰社せず、最寄りの支店・営

業所などで一時待機したり、自宅に近い場合には帰宅したりする等の行動ルールをあらか

じめ事業継続計画などに明確化することが必要です。 

 また、訪問者・利用者・顧客が事業所内に滞在中に被災し、帰宅困難になる場合もあり

ます。そのような場合には、自社従業員と同様に、一時的に待機できるよう、食料・飲料

水、非常用トイレの備蓄、滞在スペースの確保などの準備を検討してください。 



保存食 

保存性 

簡便性 

経済性 可食性 

食品 

価値 

保存食に求められる条件 

備蓄食としての条件は、食品そのものの品質はさることながら、保存の方法にいたるまで、多岐にわたる具備条件

が求められ、これらの条件を満たしていないものについては、非常用備蓄食糧にはなり得ません 

保存性  安定性   常温保存で温度の変化や熱、湿気、細菌に強い 
       保存性   容器開封後も保存が可能 
       使用性   保存容器が不必要で、輸送・持ち運びが容易 
       耐久性   輸送・保管や荷崩れなどの圧力や刺激にも壊れにくい 

 
簡便性  調理不要  調理に水が不要 加熱調理も不要 
       容器不要  開封後も容器不要 使用後の容器が再利用可能 
       用具不要  食べ方がわかりやすい 開封・調理に用具不要  
       食器不要  食器や箸などが不要 

 
経済性  価格    入手価格が手ごろ 栄養価単価が有利 
       ロス    変質などのロスが少なく、長期保存で交換が少ない 
       設備    保存が容易で場所をとらない 保存用施設が不要 

        
 
可食性  食べやすさ 柔らかく食べやすい 喉が乾かない 
       対応性   年齢を問わず、乳幼児・老人・病人も食べられる 
       一般性   味や匂いにくせがない 食べ慣れていて飽きない 

 
食品価値 美味しさ・食べやすさ、栄養バランス、栄養価がよい     



LLFとは 

製造工程 

加工/加熱 
↓ 

殺菌処理 
＋ 

味付け調理 

下処理調理 

流通/保存 

パッキング 

食事時 

アクや臭みを取り除き、他食材へ移ることも防ぐ 
食材毎に火の通る時間/温度を変え、均一な火の通りを実現 
コンビニ弁当の中で、「セブンイレブンが美味しい」と定評があるが、 
セブンイレブンはこの下処理を行っており、その他のコンビニは行って
いない。その為に、味に違いが生じると言われている 

材料ごとに下処理を行う 
・アク取り 
・食材の臭み取り 

材料ごとに下処理を行う 
・アク取り 
・食材の臭み取り 

素材の持つ本来の味/形状を損なわずに、調理が可能 
長時間の高熱による煮崩れが激減 
具材が多くても、下処理＋LLFで細かい調理管理が可能 
初発菌を充分に殺菌→最大6年の長期保存が可能 
豊富なメニューを調理可能 

LLF製法の中核技術 
 
中心温度120度以上の加圧加
熱を4～６分以下に抑え 
食材に合わせた低温過熱を組
み合わせる 
蓄積してきた食材毎に調理加
熱するノウハウをコンピュー
タで制御 

殺菌のために、中心温度
120度以上で20分以上の
加圧加熱 
 
→食材の細胞が壊れる 
→煮崩れしたり、本来の
味が失われる 

空気（酸素）を抜いて窒素ガスを充填→酸素が残っていると酸化が進む
ので、それを防止する 
光による化学変化を防ぐため光を遮断→6年の長期保存 

4層で光/空気を遮断 
空気を抜き、窒素ガス充填 

3層～4層で遮断 
缶詰特有の味/臭い 
 

常温※１で保管/流通が可能であるため、コストが低い 常温 ※１ 
常温 ※１ 
缶詰は重く、コスト高 
 

缶詰は特有(金属)の味/臭いが避けられない。レトルト食品は、そのま
まで食べられるが、固まっていたりする可能性が高く、加熱したものと
比べると、味に違和感が生じてしまう。 ※３ 
そのまま食べても美味しく、温めると更に美味しくなる 

そのまま食べても十分美味し
い。水だけあれば温められる
簡易道具も提供可能（飲料水
の必要はなくなり残水で可） 

油分/水分が分離していた
りして、そのままでは食
せない ※２ 
缶詰はそのままで可 

LLFのメリット ＝ 美味しさを生み出す要因 LLF製法 レトルト/缶詰 

変
質
防
止 

調
理 
 
＋ 
 
殺
菌 

美
味 

※１ 日本工業規格では「常温」を20℃±15℃(5～35℃）の範囲として規定（JIS Z 8703) 
※２ 「食べておなかを壊すことはないが、当然その用途で想定していないので、味覚は通常耐えられないレベルになるだろう。（大手メーカーお客様相談室） 
※３ ㈳日本缶詰協会 技術部 電話ヒアリング 



 
【長期保存の新技術 LLF製法とは】 
 
原材料を下処理後、調理した食材を酸素と光を遮断するバリヤー性

のある4層パウチ袋に入れ、一旦空気を排出し、新たに不活性ガス

を充填して密封。コンピューター制御による多段階の昇温、下温殺

菌方法（システム）で長期保存を可能とした製法による食品です。 

従来の保存食を改善したLLF食品 

従来の保存食 

賞味期限が短い 
従来の保存食の賞味期限は3～5年 

アルファ米は、水・お湯などが 
調達できない場所では食べられない 

市販のレトルトパウチ食品や缶詰は 
食材の食感、風味が損なわれている 
また、温めないと美味しくない 

長期保存が可能 
常温で美味しく6年保存が可能 

開封後そのまま食べられる 

保存料は一切使用することなく 
体にやさしく、美味しい保存食 

LLF食品 

 
【賞味期限確認検査について】 
 
中央微生物検査所、東邦微生物病研究所等の厚生労働大臣登録検査

機関による検査を実施（①無菌試験、②経年変化による劣化の確認、

③官能検査<味・におい・外観・食感>）。日本缶詰協会が設定す

る賞味期限策定根拠に基づいた虐待（加熱加速度）試験を実施済。 



LLF食品 ラインアップ 

やわらかご飯 
 
【内容量】 ２００ｇ 
【原材料名】うるち米(国産) 

【栄養成分】たんぱく質2.5g/脂質0.4g/炭水

化物32g/ナトリウム0mg(食塩相当量0.0g） 

白がゆ 
 
【内容量】 ２3０ｇ 
【原材料名】うるち米(国産)、食塩   
【栄養成分】たんぱく質1.6g/脂質0.2g/炭水化

物20g/ナトリウム546mg（食塩相当量1.4g） 

梅がゆ 
【内容量】 ２3０ｇ 
【原材料名】うるち米(国産)、調味小梅漬 

（小梅、醸造酢、食塩、発酵調味料）、 
食塩、ソルビット、酒精、乳酸Ca、酸味料、 
水酸化Ca   

【栄養成分】たんぱく質1.7g/脂質0.2g/炭水化物21.1g/ 

ナトリウム390mg（食塩相当量1.0g） 

鮭がゆ 
 
【内容量】 ２3０ｇ 
【原材料名】うるち米(国産)、紅鮭フレーク（紅鮭、鮭だし、サラ

ダ油、食塩、昆布粉末）、食塩、トレハロース、調味料(アミノ酸等） 

【栄養成分】たんぱく質4.7g/脂質0.9g/炭水化物18.9g/ナトリウ

ム437mg（食塩相当量1.1g) 

6年保存水 
 
 
【内容量】 500ml／２L 
【採水地】 静岡県伊豆の国市 
【栄養成分】エネルギー０Kcal、たんぱく質・脂

質・炭水化物０ｇ、ナトリウム0.40mg、カリウム
0.10mg、カルシウム0.73mg、マグネシウム0.27mg、
ケイ素1.80mgバナジウム1.60mg 

長期保存水 

 
保管スペースを最小限に！ 
通常のペットボトル製品は４段積みで保管し
ますが、「６年保存水」はペットボトルが硬
質プラスチック製で頑丈なため、”６段積み”
が可能です。４段積みから６段積みにするこ
とにより保管スペースが３分の２ですみます。 
（2L・120ケース保管の場合、4段積みは30
列保管ですが、6段積みは20列で保管するこ
とが可能です） 
 
入れ替えの手間は１／３に！ 
６年備蓄が可能なため、通常の２年備蓄の水 
と比較し、入替サイクルが３倍に伸びます。 
 
経費も大幅に削減されます！ 
「６年保存水」の購入で、６年間入れ替えが 
なければ、通常の２年備蓄の水（３回購入） 
と比較し、購入代金が大幅に削減できます。 
保管スペースが２/３になれば、保管スペース 
賃料も２/３になります。また、余ったスペー
スを他に利用することも可能です。 
 
サイズは２種類。用途によって選べます！ 
２Ｌ製品は、単価が安価で経済的です。 
500mlは、製品は携帯に便利で、長距離移動 
にも適しています。 

1パック 定価400円（税抜） 

1パック 定価400円（税抜） 

1パック 定価420円（税抜） 

1パック 定価420円（税抜） 

500ml １本 定価200円（税抜） 

２L    １本 定価300円（税抜） 



さば味噌煮 
【内容量】 75ｇ（一切れ） 
【原材料名】さば（ノルウエー産）味噌、味醂、
砂糖、酒、醤油、水飴、増粘剤（グアーガム）、調
味料（アミノ酸等）、原材料の一部に小麦、大豆を

含む。 
【栄養成分】たんぱく質12.3g/脂質10.5g/炭水

化物5.0g/ナトリウム323mg(食塩相当量0.8g) 

ハンバーグ煮込み 
 
【内容量】 １００g 
【原材料名】食肉（豚肉、牛肉）､つなぎ（パ
ン粉、卵、大豆たん白）、牛脂、ソーティードオ
ニオン、食塩、香辛料、ソース（デミグラスソー
ス、ウスターソース、トマトケチャップ、赤ワイ
ン、砂糖、食塩、乳糖、食用油脂、ビーフエキス、
澱粉、玉ねぎ、たん白加水分解物、酵母エキス、
野菜エキス、デキストリン、牛肉、香辛料、醤油、
増粘多糖類、調味料（アミノ酸等）、カラメル色
素、増粘剤（加工澱粉、グアーガム）甘味料（甘
草）、酸味料）、原材料の一部に乳、小麦、大豆、
牛肉、豚肉、りんごを含む。 

【栄養成分】たんぱく質11.8g/脂質19.8g/ 

        炭水化物15.3g/ナトリウ653mg
（食塩相当量1.7g） 

 

肉じゃが 
【内容量】 １3０ｇ 
【原材料名】じゃがいも、牛肉、こんにゃく、
玉葱、醤油、砂糖、還元澱粉糖化物、カツオ節エ
キス、増粘多糖類、Ca塩、v.c（原材料の一部に
小麦、大豆を含む）  

【栄養成分】たんぱく質6.0g/脂質10.1g/炭

水化物22g/ナトリウム675mg（食塩相当量
1.7g） 

 

筑前煮 
【内容量】 90ｇ 
【原材料名】こんにゃく、蓮根、筍、人参,鶏肉、小芋、 

ごぼう、醤油、砂糖、還元澱粉糖化剤、カツオ節エキス、調
味料（アミノ酸等）、Ca塩、V.C（原材料の一部に大豆、小
麦を含む）  

【栄養成分】たんぱく質3.6g/脂質1.5g/炭水化物16.1g/ 

ナトリウム652mg(食塩相当量1.7g) 

豚汁 
【内容量】 １８０ｇ 
【原材料名】人参、豚肉、こんにゃく、味噌、里芋、ご
ぼう、油揚げ、風味調味料、Ca塩、原材料の一部に小麦、大
豆を含む） 

【栄養成分】たんぱく質8.2g/脂質5.6g/炭水化物5.5g/

ナトリウム447mg（食塩相当量1.1g） 

ぜんざい 
【内容量】 １５０g 
【原材料名】小豆、飴（砂糖、小豆）、食塩  

【栄養成分】たんぱく質8.3g/脂質0.6g/炭水化物23.0g/ 

        ナトリウム164mg(食塩相当量0.4g) 

超しっとりコッペパン 
 
【内容量】 1本１００g 
【原材料名】小麦粉、大豆粉、食用精製加工油脂、上
白糖、水あめ、ブドウ糖、パン酵母、イーストフード、乳
化剤、V.C、コーンスターチ（原材料の一部に小麦、大豆
を含む）  

【栄養成分】たんぱく質10.1g/脂質17.0g/炭水化物 

53.3g/食塩相当量0.7、熱量409kcal 

LLF食品 ラインアップ 

1パック 定価400円（税抜） 

1パック 定価500円（税抜） 

1パック 定価500円（税抜） 

1パック 定価500円（税抜） 

1パック 定価500円（税抜） 

1パック 定価500円（税抜） 

1パック 定価500円（税抜） 



きんぴらごぼう 
 
【内容量】 80ｇ 
【原材料名】ごぼう、人参、蒟蒻、醤油、上白
糖、還元澱粉糖化物、カツオ節エキス、一味、Ca
塩、V.C（原材料の一部に小麦を含む 

【栄養成分】たんぱく質2.0g/脂質2.3g/炭水

化物21g/ナトリウム588mg(食塩相当量1.5g) 

おでん 
【内容量】 １２５ｇ 
【原材料名】具材【魚肉練り製品<ちくわ

（魚肉、砂糖、その他）、さつま揚げ（魚肉、砂
糖、その他）>、ゆで卵、蒟蒻】、スープ【醤油、
食塩、砂糖、米発酵調味料、あごだし、カツオ節
エキス、昆布エキス】、加工澱粉、凝固剤（水酸
化Ca)、原材料の一部に小麦、大豆を含む。 

【栄養成分】たんぱく質13.5g/脂質6.2g/炭

水化物10.8g/ナトリウム1261mg（食塩相当量
3.2g） 

 

ポークウィンナーソーセージ 
 
【内容量】 3本90ｇ 
【原材料名】豚肉、豚脂肪、結着材料（小麦澱粉、乳た
んぱく）、糖類（ブドウ糖、砂糖）、食塩、香辛料、たん白
加水分解物、ポークエキス、リン酸塩（Na)、調味料（アミ
ノ酸等）、カゼイNa、酸化防止剤（V.C)、ph調整剤、発色
剤（亜硝酸Na)、コチニール色素、表面のコラーゲンンケー
シニングに牛肉由来の原材料を含む、原材料の一部に豚肉、
小麦、牛肉を含む 

【栄養成分】たんぱく質12.1g/脂質16.9g/炭水化物

13.7g/ ナトリウム818mg(食塩相当量2.1g) 

野菜カレー 
【内容量】 ２００ｇ 
【原材料名】野菜（玉ねぎ、ジャガイモ、
人参）、食用油脂（牛脂、豚脂）、トマト
ピューレ、小麦粉、砂糖、食塩、カレー粉、食
用植物油、にんにく、醸造酢、しょうゆ、バナ
ナ、香辛料、乳糖、フォンドボーソース、生姜、
ソースパウダー、脱脂粉乳、ブドウ糖、ブドウ
果糖液糖、カラメル色素、調味料（アミノ酸
等）、アミノ酸液、増粘剤（グアーガム）、甘
味料（甘草）、酸味料、原材料の一部に大豆、
リンゴを含む 

LLF食品 ラインアップ 

生産国：日本 

ケース入数：備蓄食 50パック（ケース割れ出荷不可） 

        保存水 500ml:24本 ２L:6本（ 〃 ） 

外装サイズ：備蓄食 長さ410×幅310×高さ200mm 

      保存水 500ml：長さ370×幅250×高さ225mm 

            2L：長さ270×幅220×高さ320mm 

外装材質：段ボール 

標準価格：1パックあたり400円～500円（税抜） 

送料：別途 

日付表示：製造日からの賞味期限 

保管条件：常温 

品質保持期限：6年 

1パック 定価500円（税抜） 

1パック 定価500円（税抜） 

1パック 定価500円（税抜） 

1パック 定価400円（税抜） 



LLF食品 ラインアップ（セット商品） 
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