
横浜市防災機器販売協同組合
〒２４１-０００５ 横浜市旭区白根１－２０－１８

http://yokohamashi-bousaikiki.com
電話 045-954-5011

お問い合わせは

No.7 2014. 2

防災用品総合カタログ
横浜市防災機器販売協同組合

YOKOHAMA

No.7

連結送水管試験・点検事業

試 験 ・ 点 検 の 内 容

連結送水管の検査を、
これ１台で実施できます!!

当組合では、連結送水管が火災時に確実に使用できるよう
総務省令で定める試験基準に基づき、耐圧試験等を併せて行い、確認いたします。

組合所有の測定車で行います。
詳細は、組合または組合加盟業者にお問い合わせ下さい。

１．性能試験
　（１）検査測定車により、所定の圧力で送水し、放水試験を行います。
　（２）検査測定車により、規定の圧力まで加圧し、漏水の有無等を確認いたします。

２．合否の判定基準
　（１）放 水 試 験　放水圧力は屋上等で規定以上の圧力があること。
　（２）耐圧性能試験　漏水や著しい圧力の低下等の異状がないこと。
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大規模災害発生時には納期が遅れる場合があります。
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◎消火器及び消防設備・防災の専門家の組合です。

消火器事業
★昭和48年横浜市地域防災計画の中で地震防災対策が提案され、市民の初期消火体制の強化策
として、家庭用消火器の設置奨励事業の実施が決定し、行政から協力要請を受け、横浜市消
火器設置奨励補助事業普及会を結成してこれに協力しました。

★昭和53年に『家庭に消火器を』スローガンに組合を発足し、町内会等の協力を得て、消火器
普及事業をはじめ現在に至っています。

★当組合は、組合員全員が消防設備士の資格を有し、町内会等に対応しています。また、この
事業により横浜市は過去に初期消火成功率日本一に、消火器の不法投棄もほとんど出ません
でした。

★平成24年の法改正により消火器の廃棄処理方法が変わり、これに対応するため、当組合も新
しい法律に対応する事となり、組合員全員『廃棄物処理広域認定』を取得し、事業を行って
います。

★当組合員全社は、消防設備業を専門職として運営し、消防設備全般と消防法に対応します。

防災事業
★防災についても、阪神淡路大震災・東日本大震災と当組合員が現地に防災業者として行き、
家庭防災・地域防災・事業所防災対策に役立て、その場所に合う防災に対応しています。

連結送水管事業
★高層建物に付随する連結送水管設備の試験及び点検に使用する耐圧試験ポンプ車を用意し、
マンションやトンネル内消火設備などの点検や試験に対応しています。

※防災について、当組合にご相談ください。
担当組合員が親切丁寧に対応します。

横浜市防災機器販売協同組合

その他

76

      15,000円
★丈夫な綿ロープで編み込んだネットです。
　リヤカーの荷崩れ防止や担架として、
　いろいろ役立ちます。
★サイズ長さ2,100×幅900㎜
★材質 高強度漁業用綿ロープ
★留め金2ヶ付き

NXP-25ST（断熱材付き）標準価格 186,000円
★W1,790×D1,370×H2,075　★床面積2.59㎡
★棚板4枚付き　★切り文字はオプションです
★組立費は別途になります

NXN-30sNXP-25ST

★物置各種取扱っております。

●消火設備工事 ●消火設備保守点検業務 等も行っております。お気軽にご相談下さい。

0399 NXN-30S（断熱材付き）標準価格 146,000円
★W2,210×D1,370×H2,075　★床面積3.03㎡
★切り文字はオプションです　
★組立費は別途になります

多目的ネット0398

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。 76
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消火器事業消火器事業

粉末が出ます！（粉末消火器）

●規格：国検（総務省検定品）
●総質量：2.45kg
●全高：約380mm
●全幅：約200mm
●奥行：約85mm
●薬剤量：1.2kg
●放射時間：約14秒
●設計標準試用期限：約10年
※機種により若干異なります。
※リサイクルシール代別途

消火器事業期間（９月～12月）は、斡旋価格にて
販売いたしますので、お問い合わせください。

ロングセラーの加圧式消火器。
使用後再充填が出来ます。
未使用の場合購入からは５年を目安に詰替えて下さい。
消火器普及の名器、安価な消火器

ＡＢＣ粉末消火器４型　標準価格 9,800円0001

液体が出ます！（強化液消火器）

●規格：国検（総務省検定品）
●総質量：2.9kg
●全高：約410mm
●全幅：約220mm
●薬剤量：1.0L
●放射時間：約19秒
●有効使用期限：約5年間
※リサイクルシール代別途
■住宅用防災機器等推奨商品
■使用方法は従来の消火器と同じ
■レバーを離すと噴射が止まるストップ付。
■てんぷら油火災も確実に消火します。
■ゲージを見ればどなたでも、使用可能か
　判断できます。

くまさん消火器（強化液）
　標準価格 10,500円

0002

●規格：国検（総務省検定品）
●総質量：2.35kg
●全高：約365mm
●全幅：約132mm
●薬剤質量：1.0L
●放射時間：約20秒
●有効使用期限：約5年間
※リサイクルシール代別途
■住宅用防災機器等推奨商品
■レバーを離すと噴射が止まるストップ付。
■てんぷら油火災も確実に消火します。
■ゲージを見ればどなたでも、使用可能か
　判断できます。

強化液消火器 YTK-1X
　標準価格 9,800円

0003

大火災も最初は小さな火種
●大半の大きな火災も、最初は小さな火種から火災(類焼)は起こります。この小さな火種の時点を消火する事が初期消火です。
初期消火を成功させるために、いちばん有効な物は消火器です。近年、破裂事故などで敬遠されがちですが、破裂事故の
無いバーストレス消火器の蓄圧式も有ります。家庭に消火器を設置しましょう。

災害時の消火器
●災害時、同時多発火災を防ぐ初期消火に、最も有効な物は消火器です。使用に電気も必要なく、消火器本体のみで使用出
来ます。また、狭い路地を抜けて通りへ避難する場合、途中の火災の消火(避難路確保)に役立ちます。この場合、何回か
に分けて放射出来るストップ付消火器をお勧めします。

※東日本大震災では、津波で、70時間以上水没していた蓄圧消火器が　問題なく使用出来ました。(消火器本体少量の変形有)

消火器はどこに置くの？
●消火器を設置する時、火災の心配の有る台所など、火を使う場所に設置しがちですが、玄関に設置しましょう。台所など
の出火は、無人の時におこりやすく、台所に設置すると、出火時消火器が使えない時があります。揚げ物などで心配な場合は、
消火スプレーなどの簡易消火具を台所近辺に設置しましょう。

●玄関に設置すると、消火器を取りに行き、火の回りが早い時、そのまま外へ避難できます。また、近所の火災も消火器を持っ
て行ける利点があります。

業務用消火器と住宅用消火器
●業務用消火器および住宅用消火器の表示につきましては、総務省より(社)日本消火器工業会に対しましての指導に基づき、
各消火器メーカーより本体等に明示され製造販売をされております。

●住宅用消火器は、メンテナンスフリータイプで本体容器が製造後5年を経過しましたものは本体の交換を要します。（消火
薬剤の詰め替えはできません。）。また住宅用消火器は、アパートや工場等の消防法の規制を受ける施設には設置できません。

●業務用消火器は、現在まで製造販売されてきました消火器と同じものに名称として付加されたものです。（製造後10年未
満であれば消火薬剤の詰め替えも可能です。）

　なお且つ業務用消火器は、ご家庭でもまたアパートや工場等の施設でも安心してまた消防法上の問題も無く設置すること
が可能です。

消火器の破裂事故
◆消火器の破裂事故は極めて稀ですが、何年かに一度の頻度でくり返し発生しています。そして、発生したときには大きな事故となる
ケースが多いだけに注意が必要です。

◆事故が起きた大半の消火器は『ABC粉末加圧式』と呼ばれるもので、消火器内部に二酸化炭素などのボンベが入っています。加圧式
の消火器は、レバーを握るとカッターがボンベの封板を破り、消火器の内部の圧力を高めて消火剤を放射します。

　使用時の消火器内部にかかる圧力は、消火器の大きさにもよりますが、最大時には約10kgf /平方cmにものぼります。大気圧がおよ
そ1kgf/平方cm ですから、かなりの圧力の加わることがお分かりいただけると思います。破裂事故は、そうした圧力に老朽化した
容器が耐えられなかった結果、起こったものです。 では、破裂事故を防ぐために注意すべきことには何があるでしょうか？ まず、錆
や傷、変形のチェックが挙げられます。消火器本体に著しい錆や傷、変形のあるものは、その部分から破裂が起こるケースが考えら
れます。そのため、絶対に使用は避けるようにしてください。たとえ緊急時であっても、そうした消火器は使用しないでください。
二次災害が起こる場合があります。

◆次に注意してもらいたいことに、耐用年数のチェックがあります。耐用年数とは、消火器が安全に使用できる期間のことです。年数
は消火器のタイプによって異なり、粉末式や強化液など5年から10年までの幅があります。 

◆もしご家庭で使用されている消火器がどのようなタイプのものか分からない場合、製造日はわかるものの耐用年数がわからない場合
は、当組合員にご相談ください。 

◆消防法による義務設置外の家庭用消火器は、点検が義務付けられていないために耐用年数を見逃しがちです。最近の消火器はPL法の
施行により、本体ラベルや使用上の注意、取扱い説明などに耐用年数が必ず明示されていますから、期限をしっかりと確認しておき
ましょう。日頃消火器を設置する場所にも注意が必要です。台所や洗面所など湿ったところや、屋外、高温の発生する場所は、消火
器の劣化を招くので避けましょう。 

◆最後に一番大切なことですが、廃棄消火器は普通のゴミとは違います。消火器の廃棄は、横浜市防災機器販売協同組合にご依頼くだ
さい。絶対に分解、放射などをしないでください。

　当組合員はすべて消防設備士、廃消火器リサイクル特定窓口を取得しています。

 《消火器を安全に使うためのチェックポイント》 
□大きい錆や傷、変形のチェック（もしあれば適切な廃棄。絶対に使用しない）
□製造年数から耐用年数のチェック（早めの交換）
□台所や洗面所など湿ったところや、高温の発生する場所、屋外には設置しない。 

◆ぜひ、一度はお家の消火器をチェックして、このような事故を起こさないようにしてください。

■住宅防火安心マーク付き
　「住宅防火安心マーク」とは、住宅防火対策に効果的で機能のよい住宅用防災機器によく知ってもらうた
めに作られた「住宅用防災機器等推奨制度」により、推奨した製品に対し、目印としてこのマークが付
いています。

消火器事業期間（９月～12月）は、斡旋価格にて販売いたしますので、お問い合わせください。

商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 43
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粉末が出ます！（粉末消火器）

●規格：国検（総務省検定品）
●総質量：2.45kg
●全高：約380mm
●全幅：約200mm
●奥行：約85mm
●薬剤量：1.2kg
●放射時間：約14秒
●設計標準試用期限：約10年
※機種により若干異なります。
※リサイクルシール代別途

消火器事業期間（９月～12月）は、斡旋価格にて
販売いたしますので、お問い合わせください。

ロングセラーの加圧式消火器。
使用後再充填が出来ます。
未使用の場合購入からは５年を目安に詰替えて下さい。
消火器普及の名器、安価な消火器

ＡＢＣ粉末消火器４型　標準価格 9,800円0001

液体が出ます！（強化液消火器）

●規格：国検（総務省検定品）
●総質量：2.9kg
●全高：約410mm
●全幅：約220mm
●薬剤量：1.0L
●放射時間：約19秒
●有効使用期限：約5年間
※リサイクルシール代別途
■住宅用防災機器等推奨商品
■使用方法は従来の消火器と同じ
■レバーを離すと噴射が止まるストップ付。
■てんぷら油火災も確実に消火します。
■ゲージを見ればどなたでも、使用可能か
　判断できます。

くまさん消火器（強化液）
　標準価格 10,500円

0002

●規格：国検（総務省検定品）
●総質量：2.35kg
●全高：約365mm
●全幅：約132mm
●薬剤質量：1.0L
●放射時間：約20秒
●有効使用期限：約5年間
※リサイクルシール代別途
■住宅用防災機器等推奨商品
■レバーを離すと噴射が止まるストップ付。
■てんぷら油火災も確実に消火します。
■ゲージを見ればどなたでも、使用可能か
　判断できます。

強化液消火器 YTK-1X
　標準価格 9,800円

0003

大火災も最初は小さな火種
●大半の大きな火災も、最初は小さな火種から火災(類焼)は起こります。この小さな火種の時点を消火する事が初期消火です。
初期消火を成功させるために、いちばん有効な物は消火器です。近年、破裂事故などで敬遠されがちですが、破裂事故の
無いバーストレス消火器の蓄圧式も有ります。家庭に消火器を設置しましょう。

災害時の消火器
●災害時、同時多発火災を防ぐ初期消火に、最も有効な物は消火器です。使用に電気も必要なく、消火器本体のみで使用出
来ます。また、狭い路地を抜けて通りへ避難する場合、途中の火災の消火(避難路確保)に役立ちます。この場合、何回か
に分けて放射出来るストップ付消火器をお勧めします。
※東日本大震災では、津波で、70時間以上水没していた蓄圧消火器が　問題なく使用出来ました。(消火器本体少量の変形有)

消火器はどこに置くの？
●消火器を設置する時、火災の心配の有る台所など、火を使う場所に設置しがちですが、玄関に設置しましょう。台所など
の出火は、無人の時におこりやすく、台所に設置すると、出火時消火器が使えない時があります。揚げ物などで心配な場合は、
消火スプレーなどの簡易消火具を台所近辺に設置しましょう。
●玄関に設置すると、消火器を取りに行き、火の回りが早い時、そのまま外へ避難できます。また、近所の火災も消火器を持っ
て行ける利点があります。

業務用消火器と住宅用消火器
●業務用消火器および住宅用消火器の表示につきましては、総務省より(社)日本消火器工業会に対しましての指導に基づき、
各消火器メーカーより本体等に明示され製造販売をされております。
●住宅用消火器は、メンテナンスフリータイプで本体容器が製造後5年を経過しましたものは本体の交換を要します。（消火
薬剤の詰め替えはできません。）。また住宅用消火器は、アパートや工場等の消防法の規制を受ける施設には設置できません。
●業務用消火器は、現在まで製造販売されてきました消火器と同じものに名称として付加されたものです。（製造後10年未
満であれば消火薬剤の詰め替えも可能です。）
　なお且つ業務用消火器は、ご家庭でもまたアパートや工場等の施設でも安心してまた消防法上の問題も無く設置すること
が可能です。

消火器の破裂事故
◆消火器の破裂事故は極めて稀ですが、何年かに一度の頻度でくり返し発生しています。そして、発生したときには大きな事故となる
ケースが多いだけに注意が必要です。
◆事故が起きた大半の消火器は『ABC粉末加圧式』と呼ばれるもので、消火器内部に二酸化炭素などのボンベが入っています。加圧式
の消火器は、レバーを握るとカッターがボンベの封板を破り、消火器の内部の圧力を高めて消火剤を放射します。
　使用時の消火器内部にかかる圧力は、消火器の大きさにもよりますが、最大時には約10kgf /平方cmにものぼります。大気圧がおよ
そ1kgf/平方cm ですから、かなりの圧力の加わることがお分かりいただけると思います。破裂事故は、そうした圧力に老朽化した
容器が耐えられなかった結果、起こったものです。 では、破裂事故を防ぐために注意すべきことには何があるでしょうか？ まず、錆
や傷、変形のチェックが挙げられます。消火器本体に著しい錆や傷、変形のあるものは、その部分から破裂が起こるケースが考えら
れます。そのため、絶対に使用は避けるようにしてください。たとえ緊急時であっても、そうした消火器は使用しないでください。
二次災害が起こる場合があります。
◆次に注意してもらいたいことに、耐用年数のチェックがあります。耐用年数とは、消火器が安全に使用できる期間のことです。年数
は消火器のタイプによって異なり、粉末式や強化液など5年から10年までの幅があります。 
◆もしご家庭で使用されている消火器がどのようなタイプのものか分からない場合、製造日はわかるものの耐用年数がわからない場合
は、当組合員にご相談ください。 
◆消防法による義務設置外の家庭用消火器は、点検が義務付けられていないために耐用年数を見逃しがちです。最近の消火器はPL法の
施行により、本体ラベルや使用上の注意、取扱い説明などに耐用年数が必ず明示されていますから、期限をしっかりと確認しておき
ましょう。日頃消火器を設置する場所にも注意が必要です。台所や洗面所など湿ったところや、屋外、高温の発生する場所は、消火
器の劣化を招くので避けましょう。 
◆最後に一番大切なことですが、廃棄消火器は普通のゴミとは違います。消火器の廃棄は、横浜市防災機器販売協同組合にご依頼くだ
さい。絶対に分解、放射などをしないでください。
　当組合員はすべて消防設備士、廃消火器リサイクル特定窓口を取得しています。

 《消火器を安全に使うためのチェックポイント》 
□大きい錆や傷、変形のチェック（もしあれば適切な廃棄。絶対に使用しない）
□製造年数から耐用年数のチェック（早めの交換）
□台所や洗面所など湿ったところや、高温の発生する場所、屋外には設置しない。 

◆ぜひ、一度はお家の消火器をチェックして、このような事故を起こさないようにしてください。

■住宅防火安心マーク付き
　「住宅防火安心マーク」とは、住宅防火対策に効果的で機能のよい住宅用防災機器によく知ってもらうた
めに作られた「住宅用防災機器等推奨制度」により、推奨した製品に対し、目印としてこのマークが付
いています。

消火器事業期間（９月～12月）は、斡旋価格にて販売いたしますので、お問い合わせください。

商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 43
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●薬剤量2.0kg
●放射時間約15秒
●総質量約3.7kg
※リサイクルシール代別途

①6型-PEP-6 ストップ付
標準価格 8,500円

0004

●薬剤量3.0kg
●放射時間約15秒
●総質量約約5.0kg
※リサイクルシール代別途

事業所等向サイズ プロパン等危険物向サイズ

②10型-PEP-10 ストップ付
標準価格 10,000円

●薬剤量6.0kg
●放射時間約17秒
●総質量約9.4kg
※リサイクルシール代別途

③20型-PEP-20 ストップ付
標準価格 19,000円

ABC粉末消火器　※粉末の薬剤が出ます。 水系消火器　※液体の薬剤が出ます。

消　火　具

消火器の機種により、仕様・外観は異なる場合がございます。

バーストレス（蓄圧式）消火器

●薬剤量2ℓ
●放射時間約32秒
●総質量約4.4kg
※リサイクルシール代別途

①中性強化液2ℓ
　YNL-2 ストップ付
標準価格 17,000円

●薬剤量3ℓ
●放射時間約53秒
●総質量約5.8kg
※リサイクルシール代別途

②中性強化液3ℓ
　YNL-3 ストップ付
標準価格 19,000円

●薬剤量3ℓ
●放射時間約21秒
●総質量約5.2kg
※純水ベースの消火薬剤
※クリーンルーム・コンピューター室などに。
※リサイクルシール代別途

③ピュアウォータ消火器3ℓ
　PWE-3S ストップ付

標準価格 28,000円

0006

●消火薬剤等の名称及び量：水(浸潤剤等入り) N2、400g
●総質量：約530g
●サイズ高さ：22.2cm　直径6.6cm
●放射距離：約2m
●放射時間：約33秒
●くずかご・クッション・カーテン・天ぷら鍋・ストーブの火災

①

②

①エアゾール式簡易消火具
　スーパールームガードⅢ

標準価格 2,500円

●消火薬剤等の名称及び量：強化液450g
●総質量：約586g
●サイズ高さ：20.6cm　直径7.0cm
●放射距離：約2～3m
●放射時間：約18秒
●くずかご・クッション・カーテン・天ぷら鍋の火災

②エアゾール式簡易消火具
　ホームエースNR-400Ⅱ

標準価格 2,400円

0007

●材質：ABS樹脂
●容量：7ℓ
●高さ：355mm
●本体質量：1.3kg

三角消火バケツ
ファイアマンW

標準価格 3,660円

0008

蓄圧式消火器

●薬剤量2.0kg
●放射時間約15秒
●総質量約3.6kg
※リサイクルシール代別途

①6型-ME6C
標準価格 7,500円

0005

●薬剤量3.0kg
●放射時間約15秒
●総質量約約5.1kg
※リサイクルシール代別途

事業所等向サイズ プロパン等危険物向サイズ

②10型-ME10C
標準価格 9,000円

●薬剤量6.0kg
●放射時間約22秒
●総質量約9.9kg
※リサイクルシール代別途

③20型-ME20C
標準価格 18,000円

加圧式消火器

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 65
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●薬剤量2.0kg
●放射時間約15秒
●総質量約3.7kg
※リサイクルシール代別途

①6型-PEP-6 ストップ付
標準価格 8,500円

0004

●薬剤量3.0kg
●放射時間約15秒
●総質量約約5.0kg
※リサイクルシール代別途

事業所等向サイズ プロパン等危険物向サイズ

②10型-PEP-10 ストップ付
標準価格 10,000円

●薬剤量6.0kg
●放射時間約17秒
●総質量約9.4kg
※リサイクルシール代別途

③20型-PEP-20 ストップ付
標準価格 19,000円

ABC粉末消火器　※粉末の薬剤が出ます。 水系消火器　※液体の薬剤が出ます。

消　火　具

消火器の機種により、仕様・外観は異なる場合がございます。

バーストレス（蓄圧式）消火器

●薬剤量2ℓ
●放射時間約32秒
●総質量約4.4kg
※リサイクルシール代別途

①中性強化液2ℓ
　YNL-2 ストップ付
標準価格 17,000円

●薬剤量3ℓ
●放射時間約53秒
●総質量約5.8kg
※リサイクルシール代別途

②中性強化液3ℓ
　YNL-3 ストップ付
標準価格 19,000円

●薬剤量3ℓ
●放射時間約21秒
●総質量約5.2kg
※純水ベースの消火薬剤
※クリーンルーム・コンピューター室などに。
※リサイクルシール代別途

③ピュアウォータ消火器3ℓ
　PWE-3S ストップ付

標準価格 28,000円

0006

●消火薬剤等の名称及び量：水(浸潤剤等入り) N2、400g
●総質量：約530g
●サイズ高さ：22.2cm　直径6.6cm
●放射距離：約2m
●放射時間：約33秒
●くずかご・クッション・カーテン・天ぷら鍋・ストーブの火災

①

②

①エアゾール式簡易消火具
　スーパールームガードⅢ

標準価格 2,500円

●消火薬剤等の名称及び量：強化液450g
●総質量：約586g
●サイズ高さ：20.6cm　直径7.0cm
●放射距離：約2～3m
●放射時間：約18秒
●くずかご・クッション・カーテン・天ぷら鍋の火災

②エアゾール式簡易消火具
　ホームエースNR-400Ⅱ

標準価格 2,400円

0007

●材質：ABS樹脂
●容量：7ℓ
●高さ：355mm
●本体質量：1.3kg

三角消火バケツ
ファイアマンW

標準価格 3,660円

0008

蓄圧式消火器

●薬剤量2.0kg
●放射時間約15秒
●総質量約3.6kg
※リサイクルシール代別途

①6型-ME6C
標準価格 7,500円

0005

●薬剤量3.0kg
●放射時間約15秒
●総質量約約5.1kg
※リサイクルシール代別途

事業所等向サイズ プロパン等危険物向サイズ

②10型-ME10C
標準価格 9,000円

●薬剤量6.0kg
●放射時間約22秒
●総質量約9.9kg
※リサイクルシール代別途

③20型-ME20C
標準価格 18,000円

加圧式消火器

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 65
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消火器格納箱

H-1-Y型（黄） H-1-R型（赤） H-1-W型（白）

ひまわり 標準価格 3,000円　角はすべて曲面の安全設計です0014●警報音とともに、消火器固定用バンドや破壊鍵付き扉タイプを揃えて
　消火器を守ります。
●マンション、公団・公営住宅、ビルおよび住宅地の街頭設置用におす
　すめします。

MC-1B
MC-1BB
MC-1BK
MC-1BBK
MC-1ベルト
MC-1K

12,000円
13,000円
17,000円
18,000円
7,500円
15,000円

ベル付

ベル・ベルト付

ベル・鍵付

ベル・ベルト・鍵付

ベルト付

鍵付

型　　　式 標準価格

粉末
６・１０型

1 605 235 165

 運用 
消火器

収容
台数 H W

本体寸法（mm）
D

MC-1B
ベル付

MC-1BB
ベル・バンド付

MC-1BK
ベル・鍵付

MC-1BBK
ベル・バンド・鍵付

0009

消火器設置台

0010

0011

0012

0013

10型1本用 

20型1本用 

10型2本用 

20型2本用 

①鉄製 

ステンレス製 

標準価格 7,000円 標準価格 2,200円

標準価格 17,000円

③FRP製 標準価格 10,000円

標準価格 9,500円

標準価格 1,100円

標準価格 3,600円

ゴム足 

架　台 

②鉄製 

ステンレス製 

標準価格 7,700円 標準価格 2,200円

標準価格 25,000円

④FRP製 標準価格 14,000円

標準価格 9,500円

鉄製 

ステンレス製 

標準価格 9,000円 標準価格 2,400円

標準価格 26,500円 標準価格 12,500円

FRP製 標準価格 20,500円 標準価格 3,600円

標準価格 1,100円

標準価格 4,000円

ゴム足 

架　台 

架　台 

鉄製 

ステンレス製 

標準価格 11,000円 標準価格 2,400円

標準価格 34,000円

FRP製 標準価格 36,000円

標準価格 12,500円

標準価格 13,200円

標準価格 14,000円

据付架台 

埋込架台 

材質 本体 脚 

＊設置工事には、別途工事費がかかります。 ＊写真は架台付きの見本です。

①

②

③

④

安全対策消火器格納箱
消火器持ち出しによるイタズラを未然に防ぎます。

●材料：掲示板PS（ポリスチレン）
　　　　ポールPS（ポリスチレン）
　　　　フックPP（ポリプロピレン）
　　　　受台PP（ポリプロピレン）
●全高：716mm
●受台：H57mm×W205mm×
　　　　D219mm
■業界初のエコマーク付消火器設置台
　再生材料の使用率は89.6%
■グリーン購入に最適
　グリーン購入法に合致する最適商品。
■機能美に溢れたプロダクトデザイン
　を採用。
■表示板は点字付。

エコベース 標準価格 3,000円
0015

●受台：H45mm×W225mm×
　　　　D237mm
●全高：H780mm
●ポール・表示板付

ファイアベースQⅡ型
　　　  標準価格 3,000円

0016

●本体：ポンデ鋼板
●カラー：アイボリーホワイト
●サイズ：H700×W250×
　　　　　D200mm

灰皿付消火器格納箱
　　標準価格 15,000円

0017

●B型（2本収納）
●本体：スチール0.8t
　（メラミン樹脂焼付塗装）
●サイズ：H700×W400×
　　　　　D200mm

消火器置具
　　標準価格 5,000円

0018

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 87
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消火器格納箱

H-1-Y型（黄） H-1-R型（赤） H-1-W型（白）

ひまわり 標準価格 3,000円　角はすべて曲面の安全設計です0014●警報音とともに、消火器固定用バンドや破壊鍵付き扉タイプを揃えて
　消火器を守ります。
●マンション、公団・公営住宅、ビルおよび住宅地の街頭設置用におす
　すめします。

MC-1B
MC-1BB
MC-1BK
MC-1BBK
MC-1ベルト
MC-1K

12,000円
13,000円
17,000円
18,000円
7,500円
15,000円

ベル付

ベル・ベルト付

ベル・鍵付

ベル・ベルト・鍵付

ベルト付

鍵付

型　　　式 標準価格

粉末
６・１０型

1 605 235 165

 運用 
消火器

収容
台数 H W

本体寸法（mm）
D

MC-1B
ベル付

MC-1BB
ベル・バンド付

MC-1BK
ベル・鍵付

MC-1BBK
ベル・バンド・鍵付

0009

消火器設置台

0010

0011

0012

0013

10型1本用 

20型1本用 

10型2本用 

20型2本用 

①鉄製 

ステンレス製 

標準価格 7,000円 標準価格 2,200円

標準価格 17,000円

③FRP製 標準価格 10,000円

標準価格 9,500円

標準価格 1,100円

標準価格 3,600円

ゴム足 

架　台 

②鉄製 

ステンレス製 

標準価格 7,700円 標準価格 2,200円

標準価格 25,000円

④FRP製 標準価格 14,000円

標準価格 9,500円

鉄製 

ステンレス製 

標準価格 9,000円 標準価格 2,400円

標準価格 26,500円 標準価格 12,500円

FRP製 標準価格 20,500円 標準価格 3,600円

標準価格 1,100円

標準価格 4,000円

ゴム足 

架　台 

架　台 

鉄製 

ステンレス製 

標準価格 11,000円 標準価格 2,400円

標準価格 34,000円

FRP製 標準価格 36,000円

標準価格 12,500円

標準価格 13,200円

標準価格 14,000円

据付架台 

埋込架台 

材質 本体 脚 

＊設置工事には、別途工事費がかかります。 ＊写真は架台付きの見本です。

①

②

③

④

安全対策消火器格納箱
消火器持ち出しによるイタズラを未然に防ぎます。

●材料：掲示板PS（ポリスチレン）
　　　　ポールPS（ポリスチレン）
　　　　フックPP（ポリプロピレン）
　　　　受台PP（ポリプロピレン）
●全高：716mm
●受台：H57mm×W205mm×
　　　　D219mm
■業界初のエコマーク付消火器設置台
　再生材料の使用率は89.6%
■グリーン購入に最適
　グリーン購入法に合致する最適商品。
■機能美に溢れたプロダクトデザイン
　を採用。
■表示板は点字付。

エコベース 標準価格 3,000円
0015

●受台：H45mm×W225mm×
　　　　D237mm
●全高：H780mm
●ポール・表示板付

ファイアベースQⅡ型
　　　  標準価格 3,000円

0016

●本体：ポンデ鋼板
●カラー：アイボリーホワイト
●サイズ：H700×W250×
　　　　　D200mm

灰皿付消火器格納箱
　　標準価格 15,000円

0017

●B型（2本収納）
●本体：スチール0.8t
　（メラミン樹脂焼付塗装）
●サイズ：H700×W400×
　　　　　D200mm

消火器置具
　　標準価格 5,000円

0018

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 87
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ホース格納箱

屋外消火栓セット

消火栓用ホース（町野式）・管鎗・ノズル等

0019

0020

0021

65A×50A 標準価格 9,000円
65A×40A 標準価格 8,800円

媒介金具（町野式）

①新タイプ 標準価格 10,000円
②旧タイプ 標準価格 5,000円

消火栓用キーハンドル

65A 標準価格 44,000円
スタンドパイプ　単口引上式

① ④

25-1
25-2

28-2

28-1

27

26

29

ホース１本用 鉄製 

ステンレス製 

鉄製 

ステンレス製 

鉄製 

ステンレス製 

標準価格 19,800円 標準価格 3,000円

標準価格 83,000円 標準価格 13,500円

標準価格 3,000円

標準価格 13,500円

標準価格 3,000円

標準価格 13,500円

標準価格 22,200円

標準価格 90,200円

標準価格 31,800円

標準価格 110,000円

材質 本体 脚 

＊設置工事には、別途工事費がかかります

高さ　900mm 
幅　　600mm 
奥行　200mm

ホース２本用 
高さ　900mm 
幅　　600mm 
奥行　270mm

ホース３本用 
高さ　900mm 
幅　　600mm 
奥行　400mm

0022

0023

鉄製 

ステンレス製 

鉄製 

ステンレス製 

標準価格 107,200円

標準価格 185,700円

標準価格 146,800円

標準価格 235,500円

ホース２本用セット 

ホース３本用セット 

＊設置工事には、別途工事費がかかります。 

ホース格納箱 900×600×270mm  1台
消防用ホース 65A×20m 2本
管鎗 65A・ベルトハンドルなし  1本
キーハンドル 新タイプ 1本

ホース格納箱 900×600×400mm  1台
消防用ホース 65A×20m 3本
管鎗 65A・ベルトハンドルなし  1本
キーハンドル 新タイプ 1本

①65A×20m 
②50A×20m 
③40A×20m 
④40A×15m

0.9MPa 

0.9MPa 

0.7MPa 

0.7MPa

標準価格 30,000円
標準価格 26,000円
標準価格 21,000円
標準価格 16,000円

管鎗 

噴霧ノズル 

①
ベルトハンドル付 

②
ベルトハンドルなし 

標準価格 21,600円
標準価格 16,800円
標準価格 12,000円
標準価格 10,000円
標準価格 5,500円
標準価格 7,000円
標準価格 6,800円
標準価格 5,000円

65A 

50A 

65A 

50A 

40A 

65A 

50A 

40A

赤糸巻き 

クロームメッキ 

0024

0025

0026

0027

0028

0029

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。

★町野式以外もご相談下さい。

商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 109
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ホース格納箱

屋外消火栓セット

消火栓用ホース（町野式）・管鎗・ノズル等

0019

0020

0021

65A×50A 標準価格 9,000円
65A×40A 標準価格 8,800円

媒介金具（町野式）

①新タイプ 標準価格 10,000円
②旧タイプ 標準価格 5,000円

消火栓用キーハンドル

65A 標準価格 44,000円
スタンドパイプ　単口引上式

① ④

25-1
25-2

28-2

28-1

27

26

29

ホース１本用 鉄製 

ステンレス製 

鉄製 

ステンレス製 

鉄製 

ステンレス製 

標準価格 19,800円 標準価格 3,000円

標準価格 83,000円 標準価格 13,500円

標準価格 3,000円

標準価格 13,500円

標準価格 3,000円

標準価格 13,500円

標準価格 22,200円

標準価格 90,200円

標準価格 31,800円

標準価格 110,000円

材質 本体 脚 

＊設置工事には、別途工事費がかかります

高さ　900mm 
幅　　600mm 
奥行　200mm

ホース２本用 
高さ　900mm 
幅　　600mm 
奥行　270mm

ホース３本用 
高さ　900mm 
幅　　600mm 
奥行　400mm

0022

0023

鉄製 

ステンレス製 

鉄製 

ステンレス製 

標準価格 107,200円

標準価格 185,700円

標準価格 146,800円

標準価格 235,500円

ホース２本用セット 

ホース３本用セット 

＊設置工事には、別途工事費がかかります。 

ホース格納箱 900×600×270mm  1台
消防用ホース 65A×20m 2本
管鎗 65A・ベルトハンドルなし  1本
キーハンドル 新タイプ 1本

ホース格納箱 900×600×400mm  1台
消防用ホース 65A×20m 3本
管鎗 65A・ベルトハンドルなし  1本
キーハンドル 新タイプ 1本

①65A×20m 
②50A×20m 
③40A×20m 
④40A×15m

0.9MPa 

0.9MPa 

0.7MPa 

0.7MPa

標準価格 30,000円
標準価格 26,000円
標準価格 21,000円
標準価格 16,000円

管鎗 

噴霧ノズル 

①
ベルトハンドル付 

②
ベルトハンドルなし 

標準価格 21,600円
標準価格 16,800円
標準価格 12,000円
標準価格 10,000円
標準価格 5,500円
標準価格 7,000円
標準価格 6,800円
標準価格 5,000円

65A 

50A 

65A 

50A 

40A 

65A 

50A 

40A

赤糸巻き 

クロームメッキ 

0024

0025

0026

0027

0028

0029

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。

★町野式以外もご相談下さい。

商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 109



 

材　　質

FRP製（熱硬化性樹脂）

ABS、PC、PE製（熱可塑性樹脂）

着装体

交換の目安

使用期間 5年以内

使用期間 3年以内

使用期間 1年以内

避難用機材避難用機材

1211

ヘルメット・防災ずきん

避難セット・避難用品

耐電性・耐溶剤性に優れたPE製

★袋には避難場所へ行くのに最低必要なものだけを入れておき、また、実際に背負ってみて、しばらく歩けるくらいの重さにしておきましょう。
★常日頃から、災害時の集合場所を決めておきましょう。非難には靴も必要です。履きなれた、底の厚い丈夫な靴を用意しておきましょう。
★メガネ・薬・紙おむつ・粉ミルクなど、個人的なものは、日頃から各自で多めに用意しておきましょう。

あんしん避難セット　標準価格 8,900円 非常持出袋／13点セット　標準価格 7,500円36

ヘルメット ST-147E
標準価格 1,900円
★ポリプロピレン製
★飛来・落下物・
　電気（7000V以下）用
★検定品

深い被り心地で安定感抜群
ヘルメット　ST-0185FZ

標準価格 2,900円
★ABS製
★飛来・落下物・墜落時保護・
　電気（7000V以下）用
★検定品

使用期間の長くなった保護帽は、安全のため、異常が認め
られなくても交換をおすすめします。

保護帽の交換の目安

GR-3

C-3 G-2 B-1

W-8

帽体色

O-3

C-9

Y-2

●型代（1ヶ所・1色） 標準価格 3,000円
※型代30個以上作成の場合無料。

●ラインテープ（1本） 標準価格 200円
●文字代（1ヶ所・1色・型代別途）標準価格 200円
●マーク（1ヶ所・1色・型代別途） 標準価格 200円

★文字入れ等加工料金★

G-2

B-1 GR-7

Y-2 C-3 G-2

W-1

帽体色

R-1 O-1

O-1

●非常持出袋●飲料水運搬バケツ（4ℓ）●缶入カンパン（2缶）
●飲料水（500㎖）●懐中電灯（単一電池2個付）●セーフティ
ローソク●マッチ●軍手●綿タオル●ポリ袋●ちり紙●缶切り
●はさみ●ピンセット●傷テープ●ガーゼ●三角巾●綿棒●伸
縮包帯●ロープ●レジャーシート●とげ抜き●マスク●呼子笛

●非常持出袋●パンの缶詰●飲料水（500㎖）●懐中電灯（単
三電池2個付）●安全ローソク（マッチ付）●三角巾●綿タオル
●防塵マスク●レスキューホイッスル●軍手●水コック●飲料
水運搬バケツ

0030

0031

タタメットBCP
本体価格 4,300円
★商品サイズ：立体時W235×
　D175×H315mm
　収納時W345×D210×
　H35mm／335g
★適応サイズ：53～62cm

0032

タタメットズキン＆
収納ケースセット

標準価格 4,200円
★タタメットズキン：
　サイズ調整47～60cm
★商品サイズ：立体時 W240×D285
　×H135mm 収納時 W325×D45×
　H180mm／415g
★収納ケース：商品サイズ：370×
　210mm／150g

0033

ブレスエアーTM

防災頭巾
標準価格 6,800円
★商品サイズ：W305×D295×
　H45mm／310g
★カラー：グリーン、オレンジ、ブルー
★（公財）日本防災協会認定品

0037

非常持出袋
リュック型

標準価格 3,600円
★商品サイズ：W400×D405
　×H70㎜
★（公財）日本防災協会認定品

標準価格 6,000円
★商品サイズ：W450×D345
　×H200㎜
★（公財）日本防災協会認定品

0042 非常持出袋
ビックリュック型

0043 緊急ツール
標準価格 2,200円
★商品サイズ：W43×
　D19×H205㎜/60g
事故車からの脱出・
救出専用のツール。
サイドウインドウを
割り、そのままシー
トベルトをカット。
一連の動作で素早く
脱出。

0044 消棒レスキュー
標準価格 6,000円
★商品サイズ：W60×D45×H195㎜/370g
★放射時間約8秒　★消火薬剤：二酸化炭素

0045

ホイッスルＥコール
標準価格 400円
★軽く吹いても人の耳の届きやすい音
　が出ます。名前、住所、TEL、血液
　型を書き込めるネームカード付。

小型消火具と緊急脱出用の
ハンマーとシートベルトカ
ッターが合体しました。

0046

7機能サバイバルホイッスル
標準価格 1,000円
★商品サイズ：約3.5×6.7㎝/約50g
★素材：ナイロン
アイデアに富んだ7機能ホイッスル！
7つの機能：LEDライト、ルーペ、
SOS用ミラー、ミニスペース、
簡易温度計、コンパス、ホイッスル

0047

0040 0041

防災頭巾（小）標準価格 2,780円
★商品サイズ：440×240mm
★対象：幼稚園
★（公財）日本防災協会認定品

防災頭巾（大）標準価格 2,980円
★商品サイズ：490×280mm
★対象：小学生～大人
★（公財）日本防災協会
　認定品

0038

防災頭巾カバー（小）標準価格 950円
★カラー：ブルー、ピンク
★（公財）日本防災協会認定品

防災頭巾カバー（大）標準価格 1,050円
★カラー：ブルー、ピンク
★（公財）日本防災協会認定品

0039

防災ヘルメット
キッズ用

標準価格 3,800円
★本体：ポリカーボネイト樹脂、
　衝撃吸収ライナー付
★質量：360g
★適応サイズ：49～56cm
★色：イエローグリーン、シルバー

0034

キティちゃん
防災メット

標準価格 6,200円
★本体：FRP製
★飛来・落下物用
★適応サイズ：47～56cm
★質量：約430g

0036

キッズ防災メット
防炎ガードセット

標準価格 5,700円
キッズ防災メットに
防炎ガードをセットしました。
★適応サイズ：49～56cm
★質量：360g

レッド ブルー フラワー

0035

子 供 用ヘルメット

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 1211



 

材　　質

FRP製（熱硬化性樹脂）

ABS、PC、PE製（熱可塑性樹脂）

着装体

交換の目安

使用期間 5年以内

使用期間 3年以内

使用期間 1年以内

避難用機材避難用機材

1211

ヘルメット・防災ずきん

避難セット・避難用品

耐電性・耐溶剤性に優れたPE製

★袋には避難場所へ行くのに最低必要なものだけを入れておき、また、実際に背負ってみて、しばらく歩けるくらいの重さにしておきましょう。
★常日頃から、災害時の集合場所を決めておきましょう。非難には靴も必要です。履きなれた、底の厚い丈夫な靴を用意しておきましょう。
★メガネ・薬・紙おむつ・粉ミルクなど、個人的なものは、日頃から各自で多めに用意しておきましょう。

あんしん避難セット　標準価格 8,900円 非常持出袋／13点セット　標準価格 7,500円36

ヘルメット ST-147E
標準価格 1,900円
★ポリプロピレン製
★飛来・落下物・
　電気（7000V以下）用
★検定品

深い被り心地で安定感抜群
ヘルメット　ST-0185FZ

標準価格 2,900円
★ABS製
★飛来・落下物・墜落時保護・
　電気（7000V以下）用
★検定品

使用期間の長くなった保護帽は、安全のため、異常が認め
られなくても交換をおすすめします。

保護帽の交換の目安

GR-3

C-3 G-2 B-1

W-8

帽体色

O-3

C-9

Y-2

●型代（1ヶ所・1色） 標準価格 3,000円
※型代30個以上作成の場合無料。

●ラインテープ（1本） 標準価格 200円
●文字代（1ヶ所・1色・型代別途）標準価格 200円
●マーク（1ヶ所・1色・型代別途） 標準価格 200円

★文字入れ等加工料金★

G-2

B-1 GR-7

Y-2 C-3 G-2

W-1

帽体色

R-1 O-1

O-1

●非常持出袋●飲料水運搬バケツ（4ℓ）●缶入カンパン（2缶）
●飲料水（500㎖）●懐中電灯（単一電池2個付）●セーフティ
ローソク●マッチ●軍手●綿タオル●ポリ袋●ちり紙●缶切り
●はさみ●ピンセット●傷テープ●ガーゼ●三角巾●綿棒●伸
縮包帯●ロープ●レジャーシート●とげ抜き●マスク●呼子笛

●非常持出袋●パンの缶詰●飲料水（500㎖）●懐中電灯（単
三電池2個付）●安全ローソク（マッチ付）●三角巾●綿タオル
●防塵マスク●レスキューホイッスル●軍手●水コック●飲料
水運搬バケツ

0030

0031

タタメットBCP
本体価格 4,300円
★商品サイズ：立体時W235×
　D175×H315mm
　収納時W345×D210×
　H35mm／335g
★適応サイズ：53～62cm

0032

タタメットズキン＆
収納ケースセット

標準価格 4,200円
★タタメットズキン：
　サイズ調整47～60cm
★商品サイズ：立体時 W240×D285
　×H135mm 収納時 W325×D45×
　H180mm／415g
★収納ケース：商品サイズ：370×
　210mm／150g

0033

ブレスエアーTM

防災頭巾
標準価格 6,800円
★商品サイズ：W305×D295×
　H45mm／310g
★カラー：グリーン、オレンジ、ブルー
★（公財）日本防災協会認定品

0037

非常持出袋
リュック型

標準価格 3,600円
★商品サイズ：W400×D405
　×H70㎜
★（公財）日本防災協会認定品

標準価格 6,000円
★商品サイズ：W450×D345
　×H200㎜
★（公財）日本防災協会認定品

0042 非常持出袋
ビックリュック型

0043 緊急ツール
標準価格 2,200円
★商品サイズ：W43×
　D19×H205㎜/60g
事故車からの脱出・
救出専用のツール。
サイドウインドウを
割り、そのままシー
トベルトをカット。
一連の動作で素早く
脱出。

0044 消棒レスキュー
標準価格 6,000円
★商品サイズ：W60×D45×H195㎜/370g
★放射時間約8秒　★消火薬剤：二酸化炭素

0045

ホイッスルＥコール
標準価格 400円
★軽く吹いても人の耳の届きやすい音
　が出ます。名前、住所、TEL、血液
　型を書き込めるネームカード付。

小型消火具と緊急脱出用の
ハンマーとシートベルトカ
ッターが合体しました。

0046

7機能サバイバルホイッスル
標準価格 1,000円
★商品サイズ：約3.5×6.7㎝/約50g
★素材：ナイロン
アイデアに富んだ7機能ホイッスル！
7つの機能：LEDライト、ルーペ、
SOS用ミラー、ミニスペース、
簡易温度計、コンパス、ホイッスル

0047

0040 0041

防災頭巾（小）標準価格 2,780円
★商品サイズ：440×240mm
★対象：幼稚園
★（公財）日本防災協会認定品

防災頭巾（大）標準価格 2,980円
★商品サイズ：490×280mm
★対象：小学生～大人
★（公財）日本防災協会
　認定品

0038

防災頭巾カバー（小）標準価格 950円
★カラー：ブルー、ピンク
★（公財）日本防災協会認定品

防災頭巾カバー（大）標準価格 1,050円
★カラー：ブルー、ピンク
★（公財）日本防災協会認定品

0039

防災ヘルメット
キッズ用

標準価格 3,800円
★本体：ポリカーボネイト樹脂、
　衝撃吸収ライナー付
★質量：360g
★適応サイズ：49～56cm
★色：イエローグリーン、シルバー

0034

キティちゃん
防災メット

標準価格 6,200円
★本体：FRP製
★飛来・落下物用
★適応サイズ：47～56cm
★質量：約430g

0036

キッズ防災メット
防炎ガードセット

標準価格 5,700円
キッズ防災メットに
防炎ガードをセットしました。
★適応サイズ：49～56cm
★質量：360g

レッド ブルー フラワー

0035

子 供 用ヘルメット

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 1211



Ｂタイプ

Ａタイプ

避難用機材避難用機材

1413

0048 0052 0053 0054

0055

0058 0059

0056 0057

0051

0049

非常時、日本人だけでなく外国人にも
的確に情報伝達ができます。
通常のメガホンとしても使用可能。

はしご型避難ロープ
ステップダンⅡ型

標準価格 13,000円

避難器具

★2階用（4.8m）
★カラビナ式吊下げ金具

0050 簡易避難ロープ
（こぶロープ）
４ｍ　標準価格 6,300円
５ｍ　標準価格 7,000円
６ｍ　標準価格 7,700円
★ビニロンロープ
★∮12㎜

軽くて扱いやすいビニロンロープに
コブ（結び目）を付けて使いやすく
しました。

★硬質ポリケース入

防滴型メガホン
TR-215A
標準価格 15,800円

メガホン

★音声通達距離約250m
★質量約630 g（電池除く）
★単3電池6個使用（別売）

防滴型メガホン
TR-215SA
標準価格 19,400円

★サイレン付
★音声音声通達距離約250m
★サイレン通達距離約315m
★質量約630 g（電池除く）
★単3電池6個使用（別売）

★2階用（約4.0ｍ）
★質量・約4kg
★主要部・アルミニウム合金
★収納ケース付

レスキューはしごくん
Ａタイプ 標準価格 41,500円
Ｂタイプ 標準価格 42,700円

金属製避難はしご
①オリロー4型

②オリロー5型

③ワイヤー1号

④ワイヤー2号

標準価格 35,000円

標準価格 41,000円

標準価格 39,000円

標準価格 46,000円

吊りはしご特有の横揺れを最小限に抑えた安全
に降りやすい構造、ワイヤーとケースの機能を
さらに高め、シンプルで扱いやすく、軽量で耐
蝕性にも優れています。設置場所に合わせてフ
ック付のＡタイプ（手すり型）とＵ字パイプの
Ｂタイプ（窓枠型・27cmまで対応）の2種類の
取付金具があります。

●折りたたみ式、約3.63m

●折りたたみ式、約4.62m

●ワイヤーロープ式、約3.63m

●ワイヤーロープ式、約4.62m

①～④はＡタイプ（ナスカンフック式）と
Ｂタイプ（自在フック式）があります。
どちらかご指定ください。

⑤オリロー4型・5型兼用格納

⑥ワイヤー1号・2号兼用格納

標準価格 14,000円

標準価格 20,000円
●スチール製、W442×H402×D222mm

●スチール製、W480×H395×D350mm

防滴型メガホン
ER-1106S
標準価格 14,800円

★サイレン音付
★音声通達距離約250m
★ホイッスル通達距離315m
★質量約680g（電池除く）
★単3電池6個使用（別売）
★付属のバッテリースペーサーを使用す
　ると、単3電池4本でも使用できます。

多言語メガホン
標準価格 270,000円

★質量：1.8㎏（電池含む）
★防滴仕様
★単2電池6本（別売）
★定格出力15W（最大23W）
★音声到達距離 約200m
★日本語・英語・中国語・韓国語

ショルダーメガホン
ER-2115W
標準価格 28,000円

★ホイッスル音付
★音声通達距離約400m
★ホイッスル通達距離500m
★質量約910g（電池除く）、
　マイクロフォン部約150g
★単2電池6個使用（別売）
★付属のバッテリースペーサーを使用す
　ると、単3電池6本でも使用できます。

ショルダーメガホン
ER-604W
標準価格 22,000円

★ホイッスル音付
★音声通達距離約160m
★ホイッスル通達距離160m
★質量約1.6kg（電池除く）
★単3電池8個使用（別売）

プラスチックメガホン
標準価格 560円

★ひも付き
★ポリエチレン製

防滴型スーパーワイヤレス
メガホン TWB-300
標準価格 85,000円

★商品サイズ：W218×D343×H350㎜
　/3.5㎏
★単1電池8本（別売）
★定格出力30W（最大45W）
★到達距離 音声/約800m、
　ホイッスル/約1,000ｍ

国家検定合格品

窓枠やベランダに装着簡単

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 1413



Ｂタイプ

Ａタイプ

避難用機材避難用機材

1413

0048 0052 0053 0054

0055

0058 0059

0056 0057

0051

0049

非常時、日本人だけでなく外国人にも
的確に情報伝達ができます。
通常のメガホンとしても使用可能。

はしご型避難ロープ
ステップダンⅡ型

標準価格 13,000円

避難器具

★2階用（4.8m）
★カラビナ式吊下げ金具

0050 簡易避難ロープ
（こぶロープ）
４ｍ　標準価格 6,300円
５ｍ　標準価格 7,000円
６ｍ　標準価格 7,700円
★ビニロンロープ
★∮12㎜

軽くて扱いやすいビニロンロープに
コブ（結び目）を付けて使いやすく
しました。

★硬質ポリケース入

防滴型メガホン
TR-215A
標準価格 15,800円

メガホン

★音声通達距離約250m
★質量約630 g（電池除く）
★単3電池6個使用（別売）

防滴型メガホン
TR-215SA
標準価格 19,400円

★サイレン付
★音声音声通達距離約250m
★サイレン通達距離約315m
★質量約630 g（電池除く）
★単3電池6個使用（別売）

★2階用（約4.0ｍ）
★質量・約4kg
★主要部・アルミニウム合金
★収納ケース付

レスキューはしごくん
Ａタイプ 標準価格 41,500円
Ｂタイプ 標準価格 42,700円

金属製避難はしご
①オリロー4型

②オリロー5型

③ワイヤー1号

④ワイヤー2号

標準価格 35,000円

標準価格 41,000円

標準価格 39,000円

標準価格 46,000円

吊りはしご特有の横揺れを最小限に抑えた安全
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取付金具があります。

●折りたたみ式、約3.63m

●折りたたみ式、約4.62m

●ワイヤーロープ式、約3.63m

●ワイヤーロープ式、約4.62m

①～④はＡタイプ（ナスカンフック式）と
Ｂタイプ（自在フック式）があります。
どちらかご指定ください。

⑤オリロー4型・5型兼用格納

⑥ワイヤー1号・2号兼用格納

標準価格 14,000円

標準価格 20,000円
●スチール製、W442×H402×D222mm

●スチール製、W480×H395×D350mm

防滴型メガホン
ER-1106S
標準価格 14,800円

★サイレン音付
★音声通達距離約250m
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※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 1413
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★1台三役の多機能ランタン
★4.8Vクリプトン球0.5A
★4W蛍光灯
★FM・AMラジオ付
★単2電池4個使用（別売）

ラジオ付強力ライト
標準価格 5,500円

多機能手持ちライト

★省電力なLED搭載
★電池付
★本体質量約420g（電池含む）
★単1電池2個使用
★丸洗い可能な生活防水型
★便利な吊下げフック付

生活防水型LED懐中電灯
BF-158BK-W
標準価格 2,100円

0060

★ACアダプター不要の「プラグイン充電式」
　LEDライト
★充電表示ランプ付です。
★電源：ニッケル水素電池（日本製・付属）
★付属品：赤色フィルター・ストラップ
★最大点灯時間：約2時間
★充電時間：約4時間
※電球交換できません。

充電プラグ プラグイン充電式

小型充電式
LEDサーチライト
標準価格 6,200円 

0066

★質量：160g
★コンセントに刺すだけで充電します
★電源：ニッケル水素電池
★充電時間：6時間
★実用点灯時間：9時間
★付属品：ストラップ、
　赤色フィルター

LEDプラグインライトミニ
標準価格 6,500円 

0068

★質量：540g　★強く明るい光　★車から充電可能
★LEDサイズ：砲弾型5㎜(5個搭載)
★24V車には使用不可　★消費電力：0.8W
★LED光度：12,000mcd　★LED寿命：50,000時間
★材質：ABS樹脂
★付属品：車充電専用
　アダプター×1
　(24V車使用不可)、
　AC充電専用アダプター
　×1、携帯電話充電専用
　接続線×1、各社専用接
　続パーツ×3

ウルトラエコLEDライト
（手巻き発電兼用タイプ）
標準価格 7,500円 

0069

★質量：460g
★材質：ABS樹脂
★付属品：携帯電話充電用コード×1
★電源：ニカド単3形充電式電池(内蔵)
　単3乾電池(2本・別売)

手回し充電ラジオライト
標準価格 3,507円 

0062

★質量：187g
★電源：アルカリ単4形電池
　(4個)付属
★最大点灯時間：約11時間
★防滴仕様
★材質：(本体)アルミ
★付属品：インテリジェント
　クリップ

LEDライト
レッドレンザー
MT7
標準価格 11,000円 

0063

★質量：112g
★充電池：ニッケル水素電池
★付属品：リチウム電池
　CR2032×2(テスト用)、
　ストラップ
※電池：リチウム電池3V
　(CR2032)×2
※電池は別売りです。
★ソーラーと
　内蔵電池に
　切り替え
　可能

ソーラー充電
懐中電灯
標準価格 4,790円 

0061

★ヘッド部が90°可動するLEDサーチライトです。
★充電表示ランプ付きです。
★電源：ニッケル水素電池（日本製・付属）
★付属品：赤色フィルター・ストラップ
★最大点灯時間：約4時間
★充電時間：約10時間 
★全光束（1m）：60
★質量：290g

充電式LEDサーチライト SL-2
標準価格 10,500円  

★クリプトン球
★電池別売
★本体質量約340g
　（電池含む）
★単1電池2個使用
★ホルダーから外せ
　ば自動点灯

常備灯 BF-541P
標準価格 1,680円

★省電力なLED搭載
★電池付
★本体質量約870g（電池含む）
★単1電池4個使用

LED強力ライト
F-KJWBS01-W
標準価格 3,100円

避 難 行 動 に つ い て
　警報や災害の種類によって、避難場所や避難方法が変わりますが、ここでは、避
難行動の基本と東日本大震災の教訓を紹介します。

　集団で避難する場合は避難誘導員に従い

　お 押さない　は 走らない　し 喋らない　も 戻らない
　大勢の人が無駄なく、早く避難できる方法です。

　少人数（家族等）で避難する場合は、集団行動と違い心細いものです。
　お互い声を掛け合い、励まし合って避難しましょう。

　不安な気持ちの時は、つい携帯電話やテレビに見入ってしまいがちです。
　避難場所について身の安全を確保してから、情報を確認しましょう。

　※避難行動中に情報が必要な場合は、携帯ラジオで情報を収集しましょう。携帯ラジオを聴
きながら避難しましょう。また、集団で避難行動中の情報収集は、避難誘導員など決めら
れた人が行い複数の人が情報収集すると、情報混乱のもとになります

　保育園・幼稚園・障害者施設の一部では、先生や介護士が赤い旗を持つと避難行動を開始す
ると決めている所があります。
赤い手旗や赤い旗を持ち誘導している集団（保育園児・幼稚園児・障害者）は避難行動をして
います。協力をしてあげましょう。

　※避難行動に協力する場合は、避難誘導員等の指示に従って協力しましょう。

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 1615

●❶ 集団避難の鉄則 お・は・し・も

●❷ 少人数での避難

●❸ 避難行動時の情報収集

●❹ 赤い旗は避難行動中
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避 難 行 動 に つ い て 警報・注意報について

　震源が陸地に近いと津波の襲来に間に合わないことがあります。
　強い揺れや弱くても長い揺れがあったらすぐに避難を開始しましょう。 
　東日本大震災のような巨大な津波が襲うおそれがあります。
　直ちに出来る限りの避難をしましょう。
　津波は沿岸の地形等の影響により、局所的に予想より高くなる場合や予想より早く到達する
場合があります。ここなら安心と思わず、より高い場所を目指して避難しましょう。 また、津
波は長い時間くり返し襲ってきます。津波警報が解除されるまでは、避難状態を続けましょう。

　警報の告知については、防災無線・携帯メール・公共放送機関等多数の方法が有りますが、
一部の海岸などで『オレンジフラッグ』を採用している所が有ります。
　『オレンジフラッグ』とは、海水浴場などで津波警報など緊急を要する警報が発令された時に、
風によりサイレンや音声が沖合に届かない場合があるため監視塔など遠くから見える所にオレ
ンジ色の大きな旗を掲げ、告知する方式です。
　マリンレジャーを楽しむ時、オレンジ色の旗が掲げられたら、速やかに海から上がり、避難
誘導に従い避難しましょう。
　着替えなどは、避難場所についてからにしましょう。

　原則、自動車での避難は禁止です。自宅介護などの患者がいる場合、『患者を搬送するため
に自動車を』と、各自で判断せず、事前に自治体や専門機関に相談しておきましょう。

　避難誘導や救助を求める時に使用する笛は、子供からご年配の方が容易に使える物を用意し
ましょう。
　少量の吹く息で、響く音の物を選びましょう。

警報種別

大雨警報

洪水警報

暴風警報

波浪警報

高潮警報

強風注意報

濃霧注意報

雷注意報

乾燥注意報

霧注意報

低温注意報

警　報　の　趣　旨　・　内　容
大雨による重大な浸水災害や重大な土砂災害などで、雨がやんでも、重
大な土砂災害などのおそれが残っている場合は、発表は継続されます。

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が発生するお
それがあると予想したときに発表されます。対象となる重大な災害は、
河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられま
す。なお、河川を特定する場合は、指定河川洪水警報が発表されます

暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表
されます。

高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発
表されます。この「高波」は、地震による「津波」とは全く別のものです。

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災害が発生する
おそれがあると予想したときに発表されます。

強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表されま
す。

濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表され
ます。対象となる災害として、交通機関の著しい障害などの災害があ
げられます。

落雷により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表されま
す。また、発達した雷雲の下で発生することの多い突風や「ひょう」
による災害についての注意喚起を付加することもあります。急な強い
雨への注意についても雷注意報で呼びかけられます。

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表
されます。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想した場合
に発表されます。 

霜により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表されます。
具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそれのある
ときに発表されます

低温により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表されま
す。具体的には、低温のために農作物などに著しい被害が発生または、
冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害の起こるおそれがあるとき
に発表されます。

商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 1817
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警報・注意報について

気象現象によって災害が起こるおそれの有る時に「注意報」を、
重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」が発表されます。

注意報とは、災害が起こるおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報です。

警報種別

竜巻注意情報

噴火警報

津波警報
津波注意報

特別警報

警　報　の　趣　旨　・　内　容
竜巻などの激しい突風に対する気象情報は、発生の可能性に応じて段
階的に発表します。半日～1日程度前には、気象情報で「竜巻などの激
しい突風のおそれ」と明記して注意を呼びかけます。数時間前には、
雷注意報でも「竜巻」と明記して特段の注意を呼びかけます。さらに、
今まさに、竜巻やダウンバーストなどの激しい突風が発生しやすい気
象状況となった段階で、「竜巻注意情報」が発表されます。 竜巻などの
激しい突風の発生可能性の予報として、竜巻発生確度ナウキャストを
常時10分毎に発表しています。 また、警報や注意報の内容を補完して
「大雨に関する気象情報」「台風第○号に関する気象情報(いわゆる)と
いった発表されることもありますので、併せてご活用ください。

噴火警報は、「警戒が必要な範囲」が火口周辺に限られる場合は「噴火
警報（火口周辺）」（略称は「火口周辺警報」）、「警戒が必要な範囲」が
居住地域まで及ぶ場合は「噴火警報（居住地域）」として発表し、海底
火山については「噴火警報（周辺海域）」として発表されます。これら
の噴火警報は、報道機関、都道府県等の関係機関に通知されると直ち
に住民等に周知されます。噴火警報を解除する場合等には「噴火予報」
が発表されます。

地震が発生した時に地震の規模や位置の情報をもとに沿岸で予想され
る津波の高さを求め、地震が発生してから約３分を目標に、津波警報
または津波注意報を津波予報区で発表されます。域における最大の津
波想定等をもとに津波警報・注意報を発表します。その場合、最初に
発表する大津波警報や津波警報では、予想される津波の高さを「巨大」
や「高い」という言葉で発表して、非常事態であることを伝えます。 
このように予想される津波の高さを「巨大」などの言葉で発表した場
合には、その後、地震の規模が精度よく求められた時点で津波警報を
更新し、予想される津波の高さも数値で発表されます。

大雨警報・暴風警報・高潮警報や、地震による大津波警報などの警報で、
数十年に一度の大規模災害が発生し、生命の危険がある時に、発表さ
れます。
      命を守る行動が必要な時に発表される警報です。

災害少人数用救急箱
5～10人用　標準価格 17,800円

災害多人数用救急箱
約50人用　標準価格 74,000円

災害組織用救急箱
約20人用　標準価格 37,400円

救急三角巾 400円  ★105×105×150cm

◆まず、近くの安全な場所
公園や空き地など広くて安全な場所。

◆必要に応じて、震災時避難場所
市が指定している市立の小中学校です。

◆大火災等の危険がある場合、
　広域避難場所

周辺が火事などで危険になった時、
避難する場所。

★避難する時は、電気のブレーカーを落とし、

●防災ワンポイント！

ガスの元栓を締めて避難しましょう。
★復旧した時、火災になるおそれがあります。

救急用品

ICボトル（1本）、救急三角巾（3枚）、伸縮包帯（3個）、ガーゼ（3枚）、
救急絆創膏（10枚入2箱）、脱脂綿（5g入3袋）、紙絆創膏（1個）、清浄
綿（5枚）、綿棒（10本入3袋）、体温計（1本）、災害用ハサミ（1本）、と
げ抜き兼用ピンセット（1本）、救急お手当法（1冊）、ナイロン製バッグ
（290×150×135mm）

ICボトル（1本）、止血帯（2個）、副木（大中小 各2本）、体温計（1本）、ガー
ゼ（10枚）、医療用救急絆創膏（大5枚、小5枚）、救急絆創膏（24枚入2箱）、
帯状絆創膏（1箱）、清浄綿（20包入1箱）、紙絆創膏（3個）、救急包帯（6個）、
伸縮包帯（5個）、救急三角巾（20枚）、簡易マスク（1袋）、簡易手袋
（10枚入1袋）、災害用ハサミ（3本）、とげ抜き兼用ピンセット（3本）、
安全ピン（5本入5袋）、メモ帳（2冊）、ボールペン（3本）、救急お手当
法（1冊）、アルミ製大型ケース（425×305×175mm）

ICボトル（1本）、止血帯（1個）、清浄綿（20包入1箱）、医療用救急絆創膏（大
3枚、小3枚）、紙絆創膏（1個）、救急絆創膏（10枚入3箱）、三角巾（8枚）、
伸縮包帯（6個）、ガーゼ（3枚）、脱脂綿（5g入3袋）、副木（大中小 各1本）、
綿棒（10本入10袋）、簡易マスク（1袋）、簡易手袋（10本入1袋）、体温
計（1本）、災害用ハサミ（1本）、とげ抜き兼用ピンセット（1本）、救急
お手当法（1冊）、アルミ製中型ケース（333×215 ×195mm）

避
難
す
る
場
合
は…

0074

0073

0072

0071

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 2019
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警報・注意報について
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重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」が発表されます。

注意報とは、災害が起こるおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報です。
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象状況となった段階で、「竜巻注意情報」が発表されます。 竜巻などの
激しい突風の発生可能性の予報として、竜巻発生確度ナウキャストを
常時10分毎に発表しています。 また、警報や注意報の内容を補完して
「大雨に関する気象情報」「台風第○号に関する気象情報(いわゆる)と
いった発表されることもありますので、併せてご活用ください。
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または津波注意報を津波予報区で発表されます。域における最大の津
波想定等をもとに津波警報・注意報を発表します。その場合、最初に
発表する大津波警報や津波警報では、予想される津波の高さを「巨大」
や「高い」という言葉で発表して、非常事態であることを伝えます。 
このように予想される津波の高さを「巨大」などの言葉で発表した場
合には、その後、地震の規模が精度よく求められた時点で津波警報を
更新し、予想される津波の高さも数値で発表されます。
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周辺が火事などで危険になった時、
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★避難する時は、電気のブレーカーを落とし、
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ガスの元栓を締めて避難しましょう。
★復旧した時、火災になるおそれがあります。
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標準価格

54,000円
66,000円
69,000円
72,000円

品　番

DHS-1E
DHS-2.5E
DHS-3.5E
DHS-5E

爪部握力
（KN)
10
25
35
50

頭部揚力
（KN)
20
50
70
100

ストローク
（㎜）
103
110
115
130

頭部最低位置
（㎜）
12
19
22
22

本体高さ
（㎜）
205
235
235
280

爪部寸法（㎜）
長さ×幅
60×50
60×50
60×50
60×７５

質量
（㎏）
６
１１
１４
１９

標準価格

6,200円
7,400円
7,800円
9,500円

品　番

TOJ-2
TOJ-3
TOJ-4
TOJ-5

揚力
KN(t)
20(2)
30(3)
40(4)
50(5)

ストローク
（㎜）
115
115
115
120

ヘッド径
（㎜）
25.0
29.5
34.0
34.0

高さ
（㎜）

１８０～３４５
１９０～３６５
１９０～３７５
２００～３９０

補助ねじ
（㎜）
50
60
70
70

質量
（㎏）
2.2
2.6
3.4
3.5

標準価格

3,900円

品　番

WWS4-23

ワイヤ径×長さ
(㎜)
4×20

使用荷重
（㎏）
１４０

破断荷重
（㎏）
８８０

素線構成

６×１９

適合機種

PM-100/PM-200

質量
（㎏）
1.25

標準価格

107,200円

品　番

TU-16

最大能力
（t）
1.60

レバー 1往復で動く
ワイヤーロープの長さ（㎜）

７０

ワイヤロープ
破断強度（ｋN)
94.1

幅×奥行×高さ
（㎜）

664×143×360

質量
（㎏）
18

標準価格

156,800円

品　番

03401080

最大能力
（t）
1.60

レバー 1往復で動く
ワイヤーロープの長さ（㎜）

50

専用付属ワイヤーロープ
（㎜×m）（径×長さ）
1２．０×２０

ワイヤロープ
破断強度（ｋN)
89.5

幅×奥行×高さ
（㎜）

620×150×300

質量
（㎏）
26

標準価格

12,800円

品　番

PM-100

最大能力
(t)
0.10

減速比率

1/4.1

幅×奥行×高さ
（㎜）

139×127×155

ワイヤロープ収容量
（㎜×m）

3×50.4×25.5×17

質量
（㎏）
2.7

標準価格

45,000円

品　番

LB008

定格荷重
(t)
0.8

標準揚程
(ｍ)
1.5

フック間最小距離
（㎜）
２８０

レバー長さ
（㎜）
２４５

質量
（㎏）
５.7

標準価格

3,600円
3,500円

品　番

TPS-970R
TPS-970K

刃先形

丸形
角形

刃先幅
(㎜)
232
255

刃先長
(㎜)
292
300

全長
(㎜)
970
970

質量
（㎏）
1.7
1.8

標準価格

21,800円

品　番

PM-200

最大能力
(t)
0.20

減速比率

1/4.1

幅×奥行×高さ
（㎜）

188×164×159

ワイヤロープ収容量
（㎜×m）

3×50.4×25.5×17

質量
（㎏）
3.3

救出・救護活動用機材救出・救護活動用機材

2221

救助用工具

★定格荷重1.6t
★標準揚程2.5m
★質量15kg

チェンブロック
HH5015A
標準価格 51,000円

★定格荷重1t
★高さ2040～2880mm
★質量21kg

アルクレーン三脚
ACS-3010VS
標準価格 104,500円

※チェンブロックは別売り

DHS-１E、2.5Eは持ち運びに便利な
専用樹脂ケース付

0075 爪付ジャッキ

0076 オイルジャッキ

0078 回転式ミニウインチ用ロープ

0079 万能携帯ウインチ

0080

0081

★商品サイズ：全長900㎜

両つるはし
標準価格 4,500円

0084

★商品サイズ：全長900㎜

平バール
標準価格 4,300円

0087

★商品サイズ：全長900㎜

バール（テコ）
標準価格 4,000円

0088

★商品サイズ：全長1800㎜

トビグチ
標準価格 13,500円

0089

★商品サイズ：全長625㎜/2.5㎏
★最大切断径：10㎜

ボルトクリッパー
標準価格 12,670円

0090

★商品サイズ：全長360㎜

ナタ 165㎜
標準価格 6,130円

0093

★商品サイズ：全長460㎜/1.2㎏

レスキューアッキス
標準価格 6,450円

0094

★商品サイズ：刃渡り300㎜
★付属品：PP樹脂製ケース付、
　ゴムハンドル

のこぎり 
なたのこ60 300㎜
標準価格 6,570円

0095

★排気量 ： 74㏄　★燃料混合比（ガソリン：2サイクルオイル） 25：1
★商品サイズ：W225×D665×H400㎜/9.4㎏

エンジンカッター K760　標準価格 235,000円

★商品サイズ：φ305×40㎜　★数量：10枚
K760用 金属切断刃　標準価格 26,000円

★商品サイズ：φ305×40㎜　★数量：10枚
K760用 非金属切断刃　標準価格 26,000円

0097

★商品サイズ：
　チェーンバー長さ380㎜
★質量：4.3㎏
★排気量：40㏄
★燃料混合比（ガソリン：
　2サイクルオイル）： 25：1

ハスクバーナ440e
標準価格 99,800円

0098

★商品サイズ：刃渡り240㎜

のこぎり
ゴムボーイ
標準価格 4,000円

0096

★商品サイズ：全長900㎜/3.5㎏

両口ハンマー
標準価格 4,800円

0091

★商品サイズ：φ150㎜

丸カケヤ
標準価格 5,900

0092

★商品サイズ：全長1,400㎜

ポストホールディガー
（複式ショベル）
標準価格 5,500円

0086

0082

万能携帯ウインチ

0077 回転式ミニウインチ
爪かけブレーキ型

0083 レバーブロックL5形

0085 パイプ柄ショベル

メカニカルブレーキ型

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 2221



標準価格

54,000円
66,000円
69,000円
72,000円

品　番
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DHS-5E
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35
50
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115
130
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235
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25.0
29.5
34.0
34.0

高さ
（㎜）

１８０～３４５
１９０～３６５
１９０～３７５
２００～３９０
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94.1

幅×奥行×高さ
（㎜）
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（㎏）
18
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156,800円
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最大能力
（t）
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50
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26
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12,800円

品　番

PM-100

最大能力
(t)
0.10

減速比率

1/4.1

幅×奥行×高さ
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139×127×155
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188×164×159
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3×50.4×25.5×17
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3.3

救出・救護活動用機材救出・救護活動用機材

2221

救助用工具

★定格荷重1.6t
★標準揚程2.5m
★質量15kg

チェンブロック
HH5015A
標準価格 51,000円

★定格荷重1t
★高さ2040～2880mm
★質量21kg

アルクレーン三脚
ACS-3010VS
標準価格 104,500円

※チェンブロックは別売り

DHS-１E、2.5Eは持ち運びに便利な
専用樹脂ケース付

0075 爪付ジャッキ

0076 オイルジャッキ

0078 回転式ミニウインチ用ロープ

0079 万能携帯ウインチ

0080

0081

★商品サイズ：全長900㎜

両つるはし
標準価格 4,500円

0084

★商品サイズ：全長900㎜

平バール
標準価格 4,300円

0087

★商品サイズ：全長900㎜

バール（テコ）
標準価格 4,000円

0088

★商品サイズ：全長1800㎜

トビグチ
標準価格 13,500円

0089

★商品サイズ：全長625㎜/2.5㎏
★最大切断径：10㎜

ボルトクリッパー
標準価格 12,670円

0090

★商品サイズ：全長360㎜

ナタ 165㎜
標準価格 6,130円

0093

★商品サイズ：全長460㎜/1.2㎏

レスキューアッキス
標準価格 6,450円

0094

★商品サイズ：刃渡り300㎜
★付属品：PP樹脂製ケース付、
　ゴムハンドル

のこぎり 
なたのこ60 300㎜
標準価格 6,570円

0095

★排気量 ： 74㏄　★燃料混合比（ガソリン：2サイクルオイル） 25：1
★商品サイズ：W225×D665×H400㎜/9.4㎏

エンジンカッター K760　標準価格 235,000円

★商品サイズ：φ305×40㎜　★数量：10枚
K760用 金属切断刃　標準価格 26,000円

★商品サイズ：φ305×40㎜　★数量：10枚
K760用 非金属切断刃　標準価格 26,000円

0097

★商品サイズ：
　チェーンバー長さ380㎜
★質量：4.3㎏
★排気量：40㏄
★燃料混合比（ガソリン：
　2サイクルオイル）： 25：1

ハスクバーナ440e
標準価格 99,800円

0098

★商品サイズ：刃渡り240㎜

のこぎり
ゴムボーイ
標準価格 4,000円

0096

★商品サイズ：全長900㎜/3.5㎏

両口ハンマー
標準価格 4,800円

0091

★商品サイズ：φ150㎜

丸カケヤ
標準価格 5,900

0092

★商品サイズ：全長1,400㎜

ポストホールディガー
（複式ショベル）
標準価格 5,500円

0086

0082

万能携帯ウインチ

0077 回転式ミニウインチ
爪かけブレーキ型

0083 レバーブロックL5形

0085 パイプ柄ショベル

メカニカルブレーキ型

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 2221



救出・救護活動用機材救出・救護活動用機材

2423

★コンパクトに収納できます。
★肩掛けバンド付
★収納袋付

４つ折担架セット内容

★布が取り外せるので、布担架としても使用出来ます
★サイズ約210×58cm

4つ折担架
標準価格 22,000円

★簡易布担架として使用できます。

②４つ折担架用シート
　標準価格 10,000円

★毛布等を使用し、簡易担架を作ることができます。
★アルミ製

③４つ折担架用ポール（２本１組）
　標準価格 15,000円

75

0099

0103

0101

0102

0100

救助用工具セット ４つ折担架

災害時必要と
思われる用具を収納

各自治会の防災組織や、マンション、工場、オフィスビル、
学校、ホテル、病院等の自主防災用として最適!!

★キャスター付で移動OK
★トランク式にも
★スリムタイプで場所をと
りません
★消防車や緊急車輛に
●収納品
パンタジャッキ（1t）、平
バール（900㎜）、大ハン
マー（6P）、折込ノコギリ
（210㎜）、ゴーグル、スベ
リ止め軍手、防じんマスク
●サイズ／ 1000×180× 
120㎜、質量／約16kg

レスキュースリム
標準価格 42,600円

レスキューキットリュック型
標準価格 48,500円

★災害時に必要な救助用工具をコンパクトにセットしました。
★リュック型なので一人でも現場に直行することができます。
●収納品
平バール（900㎜）、ボルトカッター（600㎜）、折り込みのこぎり（刃
渡り240㎜）、大ハンマー（両口3.5kg）、トラロープ（10m）
●収納ケース／ナイロン100％（PVC加工）製
●サイズ／約940×340㎜　質量／約12kg

レスキューミニ
標準価格 76,000円

★コンパクトな収納格納庫でキャスター付、移動簡単
★大型取手付きでトランク式にも設計
★車載用としても搭載可（非常時の移動対策車として）
★マジックテープで止めてあり、移動時にバラバラにならない（取
り出しカンタン）

●収納品
4t油圧ジャッキ、ショベル ミニ、万能オノ、ボルトクリッパー（300
㎜（切断5㎜））、1.3kgハンマー、ネイルハンマー、バール（300㎜）、
折込ノコギリ（210㎜）、ゴーグル、ヘッドランプ（防水型）、同上単
三乾電池（4本）、すべり止め軍手

レスキューキットBOX型
標準価格 90,000円

★内容品を充実させたプロ仕様の救助用工具セットです。
●収納品
のこぎり（刃渡り240㎜）、大ハンマー（両口3.5kg）、カケヤ（丸・φ
150㎜）、バチツル（1.8kg）、ショベル（丸型935㎜）、トラロープ（10m）、
牛革手袋×2、ゴーグル×2、防塵マスク×2、ホイッスル×2、三角巾×
1、ガーゼ×2、包帯×2、ウェットタオル（20枚入）
●収納ケース／ナイロン100％（PVC加工）製
●サイズ／約970×330×170㎜　質量／約21kg 担 架 の 選 び 方

●担架は使える場所を選びます。
●担架には棒タイプとシートタイプ・棒が取り外せるタイプがあります。
●棒タイプは、二人で使用でき、搬送も楽にできますが、階段室などで小回りが利かないのと、エレベーターに
入れない（エレベーターのサイズによる）事が難点です。

●シートタイプは、階段室など狭い場所での小回りが利きます、マンションや団地などで威力を発揮しますが二
人以上での使用や、バランスなどで持ち手に過度の荷重が掛かります。

●棒が取り外せるタイプは、棒タイプとシートタイプの両方の機能を持ち合わせています。避難経路に合わせて
使う事が出来ます。また一部のリヤカーにセットできる物もあります。

●担架を備える場合は、使用場所を想定し、担架のシート部分は血液などの汚れを洗浄・消毒・乾燥が簡単に出
来るビニールシート型などを考慮し、選んでください。また、使い方も普段から練習しておきましょう。

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 2423



救出・救護活動用機材救出・救護活動用機材

2423

★コンパクトに収納できます。
★肩掛けバンド付
★収納袋付

４つ折担架セット内容

★布が取り外せるので、布担架としても使用出来ます
★サイズ約210×58cm

4つ折担架
標準価格 22,000円

★簡易布担架として使用できます。

②４つ折担架用シート
　標準価格 10,000円

★毛布等を使用し、簡易担架を作ることができます。
★アルミ製

③４つ折担架用ポール（２本１組）
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救助用工具セット ４つ折担架

災害時必要と
思われる用具を収納

各自治会の防災組織や、マンション、工場、オフィスビル、
学校、ホテル、病院等の自主防災用として最適!!
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りません
★消防車や緊急車輛に
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バール（900㎜）、大ハン
マー（6P）、折込ノコギリ
（210㎜）、ゴーグル、スベ
リ止め軍手、防じんマスク
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120㎜、質量／約16kg
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標準価格 42,600円
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●サイズ／約970×330×170㎜　質量／約21kg 担 架 の 選 び 方

●担架は使える場所を選びます。
●担架には棒タイプとシートタイプ・棒が取り外せるタイプがあります。
●棒タイプは、二人で使用でき、搬送も楽にできますが、階段室などで小回りが利かないのと、エレベーターに
入れない（エレベーターのサイズによる）事が難点です。

●シートタイプは、階段室など狭い場所での小回りが利きます、マンションや団地などで威力を発揮しますが二
人以上での使用や、バランスなどで持ち手に過度の荷重が掛かります。

●棒が取り外せるタイプは、棒タイプとシートタイプの両方の機能を持ち合わせています。避難経路に合わせて
使う事が出来ます。また一部のリヤカーにセットできる物もあります。

●担架を備える場合は、使用場所を想定し、担架のシート部分は血液などの汚れを洗浄・消毒・乾燥が簡単に出
来るビニールシート型などを考慮し、選んでください。また、使い方も普段から練習しておきましょう。

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 2423
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0104

★救急運搬用のスタンダード版
★足が付いているので持ち上げやすい
★肩掛けバンド付
★PVCターポリン製2,190×540mm

足付棒担架
標準価格 20,000円 

0108

★どこでも使える手軽な担架
★質量約300g・サイズ1,700×650㎜
★複合高機能不織布

簡易担架・キャリーフ
標準価格 4,500円 

0109 超軽量簡易担架
パタット担架
標準価格 14,000円 

0110 レスキューボード
標準価格 18,800円 

0107 把手付
ベッドパッド
標準価格 9,500円 

★材質：スチール製
★外寸法：2300×
　280×奥行200㎜
★内寸法：2250×
　210×奥行180㎜
★質量：約17㎏
　固定バンド付

②担架格納箱
　標準価格 48,000円 担架・避難用品

★東京消防庁（消防科学研究所）
開発　日本防災協会認定品
ベッドパッドの裏側8ヶ所にあ
る把手を持ち、寝たままの要介
護者を搬送することができます。
担架や車椅子に載せ換えるなど
手間がいらず、スピーディーな
救護活動ができます。
★約200×100㎝
★質量：約1㎏

0105 レスキュー・キャリーマット
標準価格 45,000円 

軽量でコンパクトに折りたためる担架です。ベッドから降ろす時、階段・通路を引きずる時など、
底面のウレタン素材のクッションが衝撃をやわらげ、スピーディーな救助活動ができます。保管・
持ち運びに便利な収納バッグ付。
※著しく摩耗の予想される路面や避難訓練でのご使用の際は、防水シート等を併用してください。
★材質：表地 ターボリン防水加工、裏地 ポリエステル100％
★使用時寸法（担架部）：約180×65㎝　★収納時寸法：約45×64×10㎝
★質量：約2.8㎏

0106 レスキュー・キャリーマット
専用３連結式担架棒
（2本1組） 標準価格 14,500円 

骨折患者など体を曲げられない人を救助
する際は、キャリーマットの両サイドに
３連結式の担架棒を差し込んで使用して
ください。　　　　★材質：スチール製
★収納袋寸法：約20×80㎝（2袋1組）
★質量：約5㎏

握り位置、固定ベルトなど使用方法イラス
トが本体に記載されています。また、３つ
折りにしてコンパクトに保管できます。
★商品サイズ：600×730㎜
★梱包サイズ：W750×D200×H650/
　3.5㎏
★耐荷重：500㎏（素材乾燥時）

わずか１秒！パタッと開いてすぐに使え
ます。学校・病院・自治体その他あらゆ
る施設にオススメします。
★商品サイズ：使用時500×1850㎜
　折畳時600×600㎜/1.7㎏
★材質：本体塩ビターポリン、
　内側スポンジ
★強度最大：100㎏ 試験合格品

0112 おんぶ隊プラス
標準価格 9,500円 

0113 非常用階段避難車
キャリダン
標準価格 168,000円 

下降速度が制御できる安全・安心設計です。
振動を緩和した運搬ができますので、介助
者はハンドルを軽く支えるだけで操作でき
ます。収納しやすい、ワンタッチ、折りた
たみ式。
★商品サイズ：伸縮時W1310×D426×
　H810㎜　収納時W1100×D426×
　H270㎜/約20㎏
★最大荷重：135㎏/1名
★下降速度：約4㎞/h（1.1ｍ/秒）
★最大階段角度35度

両足が抱えられる便利なストラップ調整
ベルトを採用。運搬中の足ぶれを軽減し、
階段を降りる際や狭い場所での怪我を防
止。安全・安定した歩行に！
★梱包サイズ：W310×D265×H85㎜/
　730g

0111 ワンタッチ式ベルト担架
標準価格 28,000円 

軽量コンパクトで緊急時に一人でも担ぐ
事が可能。
★商品サイズ：収納時W280×D590×
　H100㎜　使用時500×1600㎜

0114 アルミ製軽量車イス（ノーパンク）
金額はお問い合わせ下さい 

12.1㎏と超軽量。コンパクトに折りたためて持ち運びも便利。
★商品サイズ：W650×D990×H330㎜/約13.4㎏　折たたみ幅：330㎜
★フレーム：強化アルミ、ドラム式解除ブレーキ付

0115 災害用車イス
金額はお問い合わせ下さい 

ノーパンク、ワイドなオフロードタイヤ
採用。広げる・たたむがとても簡単な
車イスです。
★商品サイズ：
使用時W640×D945×H815㎜、
収納時W300×D865×H700㎜/
12.7㎏
★フレーム：アルミ

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 2625
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トリアージシート0116 階段避難車
＜イーバックチェア＞
標準価格 199,000円

高層ビルには独自の防災対策が必要です。
非常時に歩行の困難な方を階段を使用して、
安全に避難させられる階段運搬車。

わずか９㎏の軽量・コンパクト、女性でも容易に扱えます。
災害時、エレベーターなどが使用できない場合に一人の操作
者によって、歩行が困難な方を階段を使用して安全・スムー
ズに避難させることができます。モータ・エンジンなどの動
力は一切使用せず、平坦なフロアは車いすのように安心して
走行できます。斬新な折りたたみ設計で組立・収納もスピー
ディーに行えます。
★専用ダストカバー、取扱説明CD、表示プレート付、スタ
ンド付
★最大荷重：180㎏
★対応階段角度：28～40度
★材質：アルミニウム、スチール、ゴム、合成繊維
★収納時寸法：約50×19×100㎝
★質量：約9㎏
※いざという時に安全に使えるよう、有償でメンテナンス（∨
ベルト）を行います。

0117 おさんぽカー（幼児用大型乳母車）
標準価格 260,000円 ※受注生産品

災害時に幼児を避難させる救護車として注目されています。
★３歳児が６人乗れます。
★ハンドブレーキ付
★ノーパンクタイヤ

0118 ノーパンク自転車
標準価格 46,000円

緊急の交通手段として最適。
ノーパンク仕様なので荒れた路面・ガラスなどの上でもOK!
★商品サイズ：W1400×D1030×H620㎜
　（収納時 W810×D600×H320㎜）
★質量：約15.5㎏
★タイヤサイズ：20インチ

0119 トリアージタッグ（50枚入×2）
標準価格 30,000円

傷病者の症状等を書き込み、
その緊急度を色で識別するためのタッグ。
★商品サイズ：110×232㎜/4.5㎏
★梱包サイズ：W260×D140×H80㎜

0120 トリアージシート
標準価格 82,000円

緊急度・重症度に応じて
傷病者の待機場所を分別するシート。
★商品サイズ：5400×5400㎜/4.5㎏
★梱包サイズ：W880×D610×H200㎜
★黒・赤・黄・緑（４色１セット）

ト リ ア ー ジ と は …
　災害時等において、現存する限られた医療資源（医療スタッフ、医薬品等）を最大限に活用して、救助可能
な傷病者を確実に救い、可能な限り多数の傷病者の治療を行うためには、傷病者の傷病の緊急性や重症度に応
じて、治療の優先順位を決定し、この優先順位に従って患者搬送、病院選定、治療の実施を行うことが大切である。 
　多数の傷病者が一度に発生する特殊な状況下において、現存する限られた医療資源の中で、まず助かる可能
性のある傷病者を救命し、社会復帰へと結びつけることに、 トリアージの意義がある。トリアージとは、負傷
者を重症度、緊急度などによって分類し、治療や搬送の優先順位を決めることであり、救助、応急処置、搬送、
病院での治療の際に行う。
※トリアージ（Triage）は、治療（Treatment）、搬送（Transport）とともに、災害時医療で最も重要な３
つの要素（3T）の一つである。

・トリアージのカテゴリー
ア．傷病の緊急性・重症度に応じ、次の４区分に分類し、トリアージタッグをつける。
イ．限られた医療スタッフ・医薬品等の医療機能を最大限に活用し、可能な限り多数 の傷病者の治療を行うた
め、災害規模等により、トリアージの運用は変更される。 

　　　　　　 傷 病 等 の 状 態

・直ちに処置を行えば、救命が可能な者

・多少治療の時間が遅れても生命には危険がない者
・基本的には、バイタルサインが安定している者

・上記以外の軽易な傷病で、ほとんど専門医の治療を
　必要としない者

・既に死亡している者又は直ちに処置を行っても
　明らかに救命が不可能な者

識別色

赤　色
（Ⅰ）

黄　色
（Ⅱ）

緑　色
（Ⅲ）

黒　色
0

分　　類

最優先治療群
（重 症 群）

非緊急治療群
（中等症群）

軽処置群
（軽 症 群）

不処置群
（死 亡 群）

順　　位

第１順位

第２順位

第３順位

第３順位

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 2827
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トリアージシート0116 階段避難車
＜イーバックチェア＞
標準価格 199,000円

高層ビルには独自の防災対策が必要です。
非常時に歩行の困難な方を階段を使用して、

安全に避難させられる階段運搬車。
わずか９㎏の軽量・コンパクト、女性でも容易に扱えます。
災害時、エレベーターなどが使用できない場合に一人の操作
者によって、歩行が困難な方を階段を使用して安全・スムー
ズに避難させることができます。モータ・エンジンなどの動
力は一切使用せず、平坦なフロアは車いすのように安心して
走行できます。斬新な折りたたみ設計で組立・収納もスピー
ディーに行えます。
★専用ダストカバー、取扱説明CD、表示プレート付、スタ
ンド付
★最大荷重：180㎏
★対応階段角度：28～40度
★材質：アルミニウム、スチール、ゴム、合成繊維
★収納時寸法：約50×19×100㎝
★質量：約9㎏
※いざという時に安全に使えるよう、有償でメンテナンス（∨
ベルト）を行います。

0117 おさんぽカー（幼児用大型乳母車）
標準価格 260,000円 ※受注生産品

災害時に幼児を避難させる救護車として注目されています。
★３歳児が６人乗れます。
★ハンドブレーキ付
★ノーパンクタイヤ

0118 ノーパンク自転車
標準価格 46,000円

緊急の交通手段として最適。
ノーパンク仕様なので荒れた路面・ガラスなどの上でもOK!
★商品サイズ：W1400×D1030×H620㎜
　（収納時 W810×D600×H320㎜）
★質量：約15.5㎏
★タイヤサイズ：20インチ

0119 トリアージタッグ（50枚入×2）
標準価格 30,000円

傷病者の症状等を書き込み、
その緊急度を色で識別するためのタッグ。
★商品サイズ：110×232㎜/4.5㎏
★梱包サイズ：W260×D140×H80㎜

0120 トリアージシート
標準価格 82,000円

緊急度・重症度に応じて
傷病者の待機場所を分別するシート。
★商品サイズ：5400×5400㎜/4.5㎏
★梱包サイズ：W880×D610×H200㎜
★黒・赤・黄・緑（４色１セット）

ト リ ア ー ジ と は …
　災害時等において、現存する限られた医療資源（医療スタッフ、医薬品等）を最大限に活用して、救助可能
な傷病者を確実に救い、可能な限り多数の傷病者の治療を行うためには、傷病者の傷病の緊急性や重症度に応
じて、治療の優先順位を決定し、この優先順位に従って患者搬送、病院選定、治療の実施を行うことが大切である。 
　多数の傷病者が一度に発生する特殊な状況下において、現存する限られた医療資源の中で、まず助かる可能
性のある傷病者を救命し、社会復帰へと結びつけることに、 トリアージの意義がある。トリアージとは、負傷
者を重症度、緊急度などによって分類し、治療や搬送の優先順位を決めることであり、救助、応急処置、搬送、
病院での治療の際に行う。
※トリアージ（Triage）は、治療（Treatment）、搬送（Transport）とともに、災害時医療で最も重要な３
つの要素（3T）の一つである。

・トリアージのカテゴリー
ア．傷病の緊急性・重症度に応じ、次の４区分に分類し、トリアージタッグをつける。
イ．限られた医療スタッフ・医薬品等の医療機能を最大限に活用し、可能な限り多数 の傷病者の治療を行うた
め、災害規模等により、トリアージの運用は変更される。 

　　　　　　 傷 病 等 の 状 態

・直ちに処置を行えば、救命が可能な者

・多少治療の時間が遅れても生命には危険がない者
・基本的には、バイタルサインが安定している者

・上記以外の軽易な傷病で、ほとんど専門医の治療を
　必要としない者

・既に死亡している者又は直ちに処置を行っても
　明らかに救命が不可能な者

識別色

赤　色
（Ⅰ）

黄　色
（Ⅱ）

緑　色
（Ⅲ）

黒　色
0

分　　類

最優先治療群
（重 症 群）

非緊急治療群
（中等症群）

軽処置群
（軽 症 群）

不処置群
（死 亡 群）

順　　位

第１順位

第２順位

第３順位

第３順位

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 2827



リヤカーの良いところ
●給水車からの運搬に　　　　　　　　
●ガレキの片づけや避難に大活躍　　　
●廃品回収・運動会・お祭り等の準備に
●町内会のテーブル・イスの運搬に　　

諸元／商品名
フレーム材質
塗装仕様
色
全長（アーム開／閉） 「㎜］

幅（セット時／折り畳み時）
 ［㎜］

高さ（地上高） ［㎜］

荷台サイズ（たて×幅×高さ）
 ［㎜］

質量 
タイヤ仕様
タイヤサイズ
ホイール材質
最大積載荷重
専用担架オプション設定

救急リヤカー
アルミ製
焼付塗装

ブラウン（茶）
1650／ 950

610 ／ 280

700

810×610
×350

22.9㎏
ノーパンクタイヤ
20インチ
樹脂製
150㎏

担架セット可能

諸元／商品名
本体材質
色

設営サイズ（たて×幅）
 ［㎜］

収納サイズ（たて×幅×高さ）
 ［㎜］

質量 
付属品

四つ折り担架
アーム（アルミ）、シート（ビニロン）

白

2100×580
シート（1600×580）

230×1210×170

2.9㎏
肩掛け紐、リヤカー取付けベルト、収納袋

ファミリヤカー
スチール製
焼付塗装
スカイブルー
1460／ 860

580 ／ 280

600

700×520
×350

25.7㎏
ノーパンクタイヤ
20インチ
樹脂製
100㎏
なし

救出・救護活動用機材救出・救護活動用機材
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0121 ファミリヤカー（スチール製）
標準価格 65,000円

★ノーパンクタイヤ
★車のトランクにも収納可能
★荷重100㎏・自重25.7㎏
★全長1,460×幅580㎜
★荷台長さ700×幅520㎜
★折りたたみ時860×600×幅280㎜

0122 アルミ製ワンタッチ救急リヤカー
標準価格 95,000円

★超軽量・コンパクトなリヤカーです。
★ノーパンクタイヤ
★別売の担架をセットできます。
★荷重150㎏・自重22.9㎏
★全長1,650×幅610㎜
★荷台長さ810×幅610㎜
★折りたたみ時950×700×幅280㎜

ア ル ミ 製 耐荷重150㎏

別売の専用担架がセットでき、人の避難と
物資運搬が可能です。

リヤカー

★850×1,000㎜

リヤカーの荷崩れ防止用シート
です。
荷物の雨よけにもなります。

サイズ　幅850×長さ1,000㎜
材　質　繊維補強塩ビシート
留めロープ6ヶ所付き

ノーパンクタイヤ使用
（断面図）

ス チ ー ル 製

車のトランクから出して設営まで、わずか3分ほどです

耐荷重100㎏

折りたたみ状態

軽量・コンパクトなので、収納も便利です。

◆落下防止シート
　標準価格 2,000円

フレームにパチンとはめると
荷台に長尺のテーブルなどを
積めます

※荷台補強ロッドは、ファミ
　リヤカー用とアルミ製ワン
　タッチ救急リヤカー用のど
　ちらかをご指定下さい。

◆荷台補強ロッド
　（２本１組）
　標準価格 5,000円

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 3029



リヤカーの良いところ
●給水車からの運搬に　　　　　　　　
●ガレキの片づけや避難に大活躍　　　
●廃品回収・運動会・お祭り等の準備に
●町内会のテーブル・イスの運搬に　　

諸元／商品名
フレーム材質
塗装仕様
色
全長（アーム開／閉） 「㎜］

幅（セット時／折り畳み時）
 ［㎜］

高さ（地上高） ［㎜］

荷台サイズ（たて×幅×高さ）
 ［㎜］

質量 
タイヤ仕様
タイヤサイズ
ホイール材質
最大積載荷重
専用担架オプション設定

救急リヤカー
アルミ製
焼付塗装

ブラウン（茶）
1650／ 950

610 ／ 280

700

810×610
×350

22.9㎏
ノーパンクタイヤ
20インチ
樹脂製
150㎏

担架セット可能

諸元／商品名
本体材質
色

設営サイズ（たて×幅）
 ［㎜］

収納サイズ（たて×幅×高さ）
 ［㎜］

質量 
付属品

四つ折り担架
アーム（アルミ）、シート（ビニロン）

白

2100×580
シート（1600×580）

230×1210×170

2.9㎏
肩掛け紐、リヤカー取付けベルト、収納袋

ファミリヤカー
スチール製
焼付塗装

スカイブルー
1460／ 860

580 ／ 280

600

700×520
×350

25.7㎏
ノーパンクタイヤ
20インチ
樹脂製
100㎏
なし
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0121 ファミリヤカー（スチール製）
標準価格 65,000円

★ノーパンクタイヤ
★車のトランクにも収納可能
★荷重100㎏・自重25.7㎏
★全長1,460×幅580㎜
★荷台長さ700×幅520㎜
★折りたたみ時860×600×幅280㎜

0122 アルミ製ワンタッチ救急リヤカー
標準価格 95,000円

★超軽量・コンパクトなリヤカーです。
★ノーパンクタイヤ
★別売の担架をセットできます。
★荷重150㎏・自重22.9㎏
★全長1,650×幅610㎜
★荷台長さ810×幅610㎜
★折りたたみ時950×700×幅280㎜

ア ル ミ 製 耐荷重150㎏

別売の専用担架がセットでき、人の避難と
物資運搬が可能です。

リヤカー

★850×1,000㎜

リヤカーの荷崩れ防止用シート
です。
荷物の雨よけにもなります。

サイズ　幅850×長さ1,000㎜
材　質　繊維補強塩ビシート
留めロープ6ヶ所付き

ノーパンクタイヤ使用
（断面図）

ス チ ー ル 製

車のトランクから出して設営まで、わずか3分ほどです

耐荷重100㎏

折りたたみ状態

軽量・コンパクトなので、収納も便利です。

◆落下防止シート
　標準価格 2,000円

フレームにパチンとはめると
荷台に長尺のテーブルなどを
積めます

※荷台補強ロッドは、ファミ
　リヤカー用とアルミ製ワン
　タッチ救急リヤカー用のど
　ちらかをご指定下さい。

◆荷台補強ロッド
　（２本１組）
　標準価格 5,000円

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 3029



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

避難所設備用機材避難所設備用機材

3231

0123

0123
0126

0127

0124

0124

0125

0125

0129 スーパーローリータンク
標準価格 120,000円

★寸法(㎜)：1200×奥行1200×高さ1070
★容量：1000L
★マンホール内径(㎜)：380
★肉厚(㎜)：7.0
★質量：44.4㎏
★注水口内径(㎜)：28
★材質：ポリエチレン(PE)
★農作業における散水・防除用として、工事にお
ける作業用水用として、ご利用できます。

0128 ホームローリータンク

★外形寸法(㎜)間口×奥行×高さ：500×400×380
★排水口内径：25A(メスネジ)　★注水口内径(㎜)：155
★材質：ポリエチレン(PE)

容量50L 標準価格 12,000円

0130 雨水タンク

★色：グリーン
★質量(㎏)：4.0

容量50L 標準価格 16,000円

★色：グリーン
★質量(㎏)：4.5

容量80L 標準価格 17,000円

★色：グリーン
★質量(㎏)：7.5

●タンクを連結させることで容量を増やす
　ことが出来ます。
●満水になったら自動排水します。
●必要な量だけ排水できるコック付です。
●雨水を溜めて再利用。
●非常用水、草花の水やりなどに。
★材質：［本体・ホース・キャップ］
　　　　ポリエチレン(PE)
　　　　［フィルター］ウレタン
　　　　［バンド］スチール

容量100L 標準価格 28,000円

★外形寸法(㎜)間口×奥行×高さ：800×640×580
★排水口内径：30　★注水口内径(㎜)：320
★材質：ポリエチレン(PE)

容量200L 標準価格 15,000円

大型テント 水タンク
※名入れ代は別料金になります。
※カラー・ストライプ幕は別料金になります。
※屋根幕・三方幕には収納袋が付いています。★運動会や子ども会のイベントに活躍するエコノミータイプの

テントです。
★ポリエステル帆布

Eタイプ

三方幕なし
1 間×1.5 間 
1.5 間×2 間 
2 間×3 間 
2 間×4 間 
3 間×4 間 

標準価格 70,000円
標準価格 94,000円

標準価格 156,300円
標準価格 180,000円
標準価格 305,000円

三方幕付 
標準価格 100,500円
標準価格 136,800円
標準価格 215,500円
標準価格 248,200円
標準価格 387,200円

1.79×2.67 
2.67×3.56 
3.56×5.30 
3.56×7.08 
5.30×7.05

 
面積 

4.8 
9.5 
18.9 
25.2 
37.3

m
棟高 

2.54 
2.81 
3.07 
3.07 
3.83

m
軒高 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.2

本 
柱 

4 
4 
6 
6 
6

本 
合掌 

4 
4 
6 
6 
6

本 
桁 

4 
4 
7 
7 
7

kg
パイプ質量 

36 
47 
78 
84 
150

★支柱が折れ、幕付け・組立が簡単になりました。
★ポリエステル帆布

セーフティータイプ

三方幕なし
1 間×1.5 間 
1.5 間×2 間 
2 間×3 間 
2 間×4 間 

標準価格 74,000円
標準価格 99,000円

標準価格 160,300円
標準価格 184,000円

三方幕付 
標準価格 104,500円
標準価格 141,800円
標準価格 219,500円
標準価格 252,200円

1.79×2.67 
2.67×3.56 
3.56×5.30 
3.56×7.08

 
面積 

4.8 
9.5 
18.9 
25.2

m
棟高 

2.54 
2.81 
3.07 
3.07

m
軒高 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0

本 
柱 

4 
4 
6 
6

本 
合掌 

4 
4 
6 
6

本 
桁 

4 
4 
7 
7

kg
パイプ質量 

36 
47 
78 
84

★支柱が伸縮し、段差があっても設置可能
★4本（6本）の柱がそれぞれ、1.7～2.5m伸縮自在
★ポリエステル帆布

スロープタイプ

三方幕なし
1 間×1.5 間 
1.5 間×2 間 
2 間×3 間 
2 間×4 間 

標準価格 81,000円
標準価格 105,000円
標準価格 170,300円
標準価格 194,000円

三方幕付 
標準価格 111,500円
標準価格 147,800円
標準価格 229,500円
標準価格 262,200円

1.79×2.67 
2.67×3.56 
3.56×5.30 
3.56×7.08

 
面積 

4.8 
9.5 
18.9 
25.2

m
棟高 

2.44～3.04 
2.51～3.31 
2.77～3.57 
2.77～3.57

m

m

m

m
軒高 

1.7～2.5 
1.7～2.5 
1.7～2.5 
1.7～2.5

本 
柱 

4 
4 
6 
6

本 
合掌 

4 
4 
6 
6

本 
桁 

4 
4 
7 
7

kg
パイプ質量 

40 
50 
82 
88

★ポリエステル帆布
★複数のフレームの管理に便利です
★収納袋に名入れも出来ます（別料金 ）。

フレーム収納袋

◆STウエイト（鋳物製20㎏）
標準価格 13,000円

◆ベストウエイト（注水後20㎏）
標準価格 13,000円

テント用ウエイト

1間×1.5間
1.5間×2間
2間×3間
2間×4間

標準価格 4,000円
標準価格 8,000円

標準価格 12,000円
標準価格 12,000円

大容量タンクで飲料水を確保
耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンク

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 3231



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

避難所設備用機材避難所設備用機材
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0123

0123
0126

0127

0124

0124

0125

0125

0129 スーパーローリータンク
標準価格 120,000円

★寸法(㎜)：1200×奥行1200×高さ1070
★容量：1000L
★マンホール内径(㎜)：380
★肉厚(㎜)：7.0
★質量：44.4㎏
★注水口内径(㎜)：28
★材質：ポリエチレン(PE)
★農作業における散水・防除用として、工事にお
ける作業用水用として、ご利用できます。

0128 ホームローリータンク

★外形寸法(㎜)間口×奥行×高さ：500×400×380
★排水口内径：25A(メスネジ)　★注水口内径(㎜)：155
★材質：ポリエチレン(PE)

容量50L 標準価格 12,000円

0130 雨水タンク

★色：グリーン
★質量(㎏)：4.0

容量50L 標準価格 16,000円

★色：グリーン
★質量(㎏)：4.5

容量80L 標準価格 17,000円

★色：グリーン
★質量(㎏)：7.5

●タンクを連結させることで容量を増やす
　ことが出来ます。
●満水になったら自動排水します。
●必要な量だけ排水できるコック付です。
●雨水を溜めて再利用。
●非常用水、草花の水やりなどに。
★材質：［本体・ホース・キャップ］
　　　　ポリエチレン(PE)
　　　　［フィルター］ウレタン
　　　　［バンド］スチール

容量100L 標準価格 28,000円

★外形寸法(㎜)間口×奥行×高さ：800×640×580
★排水口内径：30　★注水口内径(㎜)：320
★材質：ポリエチレン(PE)

容量200L 標準価格 15,000円

大型テント 水タンク
※名入れ代は別料金になります。
※カラー・ストライプ幕は別料金になります。
※屋根幕・三方幕には収納袋が付いています。★運動会や子ども会のイベントに活躍するエコノミータイプの

テントです。
★ポリエステル帆布

Eタイプ

三方幕なし
1 間×1.5 間 
1.5 間×2 間 
2 間×3 間 
2 間×4 間 
3 間×4 間 

標準価格 70,000円
標準価格 94,000円

標準価格 156,300円
標準価格 180,000円
標準価格 305,000円

三方幕付 
標準価格 100,500円
標準価格 136,800円
標準価格 215,500円
標準価格 248,200円
標準価格 387,200円

1.79×2.67 
2.67×3.56 
3.56×5.30 
3.56×7.08 
5.30×7.05

 
面積 

4.8 
9.5 
18.9 
25.2 
37.3

m
棟高 

2.54 
2.81 
3.07 
3.07 
3.83

m
軒高 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.2

本 
柱 

4 
4 
6 
6 
6

本 
合掌 

4 
4 
6 
6 
6

本 
桁 

4 
4 
7 
7 
7

kg
パイプ質量 

36 
47 
78 
84 
150

★支柱が折れ、幕付け・組立が簡単になりました。
★ポリエステル帆布

セーフティータイプ

三方幕なし
1 間×1.5 間 
1.5 間×2 間 
2 間×3 間 
2 間×4 間 

標準価格 74,000円
標準価格 99,000円

標準価格 160,300円
標準価格 184,000円

三方幕付 
標準価格 104,500円
標準価格 141,800円
標準価格 219,500円
標準価格 252,200円

1.79×2.67 
2.67×3.56 
3.56×5.30 
3.56×7.08

 
面積 

4.8 
9.5 
18.9 
25.2

m
棟高 

2.54 
2.81 
3.07 
3.07

m
軒高 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0

本 
柱 

4 
4 
6 
6

本 
合掌 

4 
4 
6 
6

本 
桁 

4 
4 
7 
7

kg
パイプ質量 

36 
47 
78 
84

★支柱が伸縮し、段差があっても設置可能
★4本（6本）の柱がそれぞれ、1.7～2.5m伸縮自在
★ポリエステル帆布

スロープタイプ

三方幕なし
1 間×1.5 間 
1.5 間×2 間 
2 間×3 間 
2 間×4 間 

標準価格 81,000円
標準価格 105,000円
標準価格 170,300円
標準価格 194,000円

三方幕付 
標準価格 111,500円
標準価格 147,800円
標準価格 229,500円
標準価格 262,200円

1.79×2.67 
2.67×3.56 
3.56×5.30 
3.56×7.08

 
面積 

4.8 
9.5 
18.9 
25.2

m
棟高 

2.44～3.04 
2.51～3.31 
2.77～3.57 
2.77～3.57

m

m

m

m
軒高 

1.7～2.5 
1.7～2.5 
1.7～2.5 
1.7～2.5

本 
柱 

4 
4 
6 
6

本 
合掌 

4 
4 
6 
6

本 
桁 

4 
4 
7 
7

kg
パイプ質量 

40 
50 
82 
88

★ポリエステル帆布
★複数のフレームの管理に便利です
★収納袋に名入れも出来ます（別料金 ）。

フレーム収納袋

◆STウエイト（鋳物製20㎏）
標準価格 13,000円

◆ベストウエイト（注水後20㎏）
標準価格 13,000円

テント用ウエイト

1間×1.5間
1.5間×2間
2間×3間
2間×4間

標準価格 4,000円
標準価格 8,000円

標準価格 12,000円
標準価格 12,000円

大容量タンクで飲料水を確保
耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンク

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 3231



避難所での集団生活は、班行動
大勢の集団生活では、いくつかの班に分かれて生活行動しましょう。

食事やトイレなど、一度に集中しないよう15分間隔ぐらいずらして行動しましょう。

避難所設備用機材避難所設備用機材

34

セット内容
収納時『カバン型』

33

0131 サニタクリーン・ポータブル
標準価格 4,800円 

簡単トイレに、組立の簡単な簡易トイレをセットしたタイプ。
便座カバーを兼ねることで衛生面でも安心です。
★便袋10枚　脱臭剤4袋（12回分）密閉式収納袋式
★使用時寸法：370×370×高350㎜
★収納時寸法：390×385×厚145㎜

0134 ドント・コイ
標準価格 275,000円 

★様式・身障者対応型
★梱包時：650×1350×510㎜
★組立時：1550×1220×2000㎜
★便槽：255L

0137 ドクタークリーン業務用
消臭除菌スプレー
標準価格 2,200円 

室内空間の消臭に効果を発揮
★安定化二酸化塩素が菌の除去に効
果を発揮します。
★室内空間の悪臭を安定化二酸化塩
素の酸化力で消臭します。
★容量(㎖)：280

0139 使用済収納大袋 5枚入
標準価格 950円 

使用済みの簡単トイレを
一時保管する袋です。1
枚で簡単トイレ20袋を収
納でき、そのまま可燃ゴ
ミとして処理できます。
※焼却処理をしても塩素
系の有毒ガスは発生し
ない素材を使用してい
ます。
※自治体によりゴミの収
集方法が異なる場合が
ありますのでご注意く
ださい。

0140 長巻ロールペーパー
＜パピルスソフト＞ 24ロール
標準価格 5,000円 

市販品の約３倍、205m巻き
ながら、ほとんどのペーパー
ホルダーに対応可能なコンパ
クトサイズ（JIS規格内）。備
蓄スペースの削減にも役立ち
ます。

0138 大幸薬品 クレベリンG
見えない菌から守る！ 簡単設置・消臭除菌! ！
置いておくだけで持続的に除菌！

CLEVERINGSHO
(使用目安約1ヶ月/6畳)
標準価格 1,800円 

CLEVERINGDAI
(使用目安約2ヶ月/12畳)
標準価格 2,800円 

0135 汚物凝固剤・さわやかGパック
標準価格 1,300円 

★汚物に散布するだけで、数分後にはゼリー状に固まり
悪臭も一掃。
★水洗トイレの故障・断水時
★簡易トイレの悪臭防止
★登山・キャンプの汚物の処理
★乗り物酔いの嘔吐物のしまつ
★ペットの排泄物の処理
★約10回使用分

0136 トイレ用脱臭剤
（保存期間10年）
標準価格 1,200円 

災害時のトイレ用脱臭剤です。
便槽および便袋の中に散布すると
悪臭を止めます。

0133 携帯トイレ・アタッシュレットⅡ
標準価格 19,800円 

★かばんの形をしていて、持ち運びに便利です。
★固化剤付で、ゼリー状に消臭固化します。
★樹脂製なので、耐久に優れています。
★トイレットペーパー 1個・ビニール袋3枚・Gパック1箱入り
★質量約2.5㎏

0132 簡単トイレ
（サニタクリーン・
  ポータブル用スペア袋）
標準価格 2,600円 

★洋式トイレにも使用出来ます。
★20枚入

簡易トイレ・トイレ用品

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 3433



避難所での集団生活は、班行動
大勢の集団生活では、いくつかの班に分かれて生活行動しましょう。

食事やトイレなど、一度に集中しないよう15分間隔ぐらいずらして行動しましょう。

避難所設備用機材避難所設備用機材

34

セット内容
収納時『カバン型』

33

0131 サニタクリーン・ポータブル
標準価格 4,800円 

簡単トイレに、組立の簡単な簡易トイレをセットしたタイプ。
便座カバーを兼ねることで衛生面でも安心です。
★便袋10枚　脱臭剤4袋（12回分）密閉式収納袋式
★使用時寸法：370×370×高350㎜
★収納時寸法：390×385×厚145㎜

0134 ドント・コイ
標準価格 275,000円 

★様式・身障者対応型
★梱包時：650×1350×510㎜
★組立時：1550×1220×2000㎜
★便槽：255L

0137 ドクタークリーン業務用
消臭除菌スプレー
標準価格 2,200円 

室内空間の消臭に効果を発揮
★安定化二酸化塩素が菌の除去に効
果を発揮します。
★室内空間の悪臭を安定化二酸化塩
素の酸化力で消臭します。
★容量(㎖)：280

0139 使用済収納大袋 5枚入
標準価格 950円 

使用済みの簡単トイレを
一時保管する袋です。1
枚で簡単トイレ20袋を収
納でき、そのまま可燃ゴ
ミとして処理できます。
※焼却処理をしても塩素
系の有毒ガスは発生し
ない素材を使用してい
ます。
※自治体によりゴミの収
集方法が異なる場合が
ありますのでご注意く
ださい。

0140 長巻ロールペーパー
＜パピルスソフト＞ 24ロール
標準価格 5,000円 

市販品の約３倍、205m巻き
ながら、ほとんどのペーパー
ホルダーに対応可能なコンパ
クトサイズ（JIS規格内）。備
蓄スペースの削減にも役立ち
ます。

0138 大幸薬品 クレベリンG
見えない菌から守る！ 簡単設置・消臭除菌! ！
置いておくだけで持続的に除菌！

CLEVERINGSHO
(使用目安約1ヶ月/6畳)
標準価格 1,800円 

CLEVERINGDAI
(使用目安約2ヶ月/12畳)
標準価格 2,800円 

0135 汚物凝固剤・さわやかGパック
標準価格 1,300円 

★汚物に散布するだけで、数分後にはゼリー状に固まり
悪臭も一掃。
★水洗トイレの故障・断水時
★簡易トイレの悪臭防止
★登山・キャンプの汚物の処理
★乗り物酔いの嘔吐物のしまつ
★ペットの排泄物の処理
★約10回使用分

0136 トイレ用脱臭剤
（保存期間10年）
標準価格 1,200円 

災害時のトイレ用脱臭剤です。
便槽および便袋の中に散布すると
悪臭を止めます。

0133 携帯トイレ・アタッシュレットⅡ
標準価格 19,800円 

★かばんの形をしていて、持ち運びに便利です。
★固化剤付で、ゼリー状に消臭固化します。
★樹脂製なので、耐久に優れています。
★トイレットペーパー 1個・ビニール袋3枚・Gパック1箱入り
★質量約2.5㎏

0132 簡単トイレ
（サニタクリーン・
  ポータブル用スペア袋）
標準価格 2,600円 

★洋式トイレにも使用出来ます。
★20枚入

簡易トイレ・トイレ用品

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 3433



袋から取り出して簡単に設営出来る簡易テントです
直射日光やライトなどがあたっても中が透けません

◆更衣室としての使用例
　マリンスポーツ・アウトドア・競技場・野球場・工事現場など
◆避難所では
　屋外でトイレに。屋内では、更衣室をはじめ、授乳室・持病者のセルフ治療室・ドライシャンプー等の
簡易浴室・最低限のプライバシー保護の携帯電話ボックス、その他アイデアで使い方は多種多様です。

避難所設備用機材避難所設備用機材

3635

0141 かんたんダンボールトイレ
標準価格 2,800円 

★付属品・汚物用ビニール袋1枚・消臭固化剤1袋・
　ティシュペーパー 100w・便座シート10枚
★組立サイズ350×340×350㎜
★収納サイズ550×380×105㎜（箱入り）

0143 災害用簡易テント
標準価格 6,000円 

★組立簡単ワンタッチ
★収納袋・固定くい4本付
★収納時610×610×厚60㎜
★使用時1150×1150×高1900㎜

0142 レディースセット
標準価格 6,500円 

女性に優しい備蓄品をセットしてあります。
1セット常備しておけば、いざというときに安心です。
★レディースセット内容
★トイレ用品：消臭固化剤10回分、トイレットペーパー、
処理用ビニール袋（予備）
★衛生用品：除菌ウェットティッシュ、マスク、
非常時に目立つ赤色タオル、生理ナプキン
★防災用品：軍手、ホイッスル（笛）、メモ用紙、シャープペン、
ろうそく、ライター

５台セット
標準価格 13,000円 

トイレ使用例

★袋入り×5台ダンボール箱入
★収納サイズ550×570×400㎜（箱入り）
四人家族で3日間分の緊急用のトイレです。オールダンボール製の
ため、処分が簡単です。
屋外使用や耐久性が必要な場合は、「アタッシュレット（樹脂製）」
をご利用ください。

収納時（専用袋入り） ※簡易トイレは別売りになります。

使用中／空室の表示板付き

使い方は多種多様災害時のトイレ対策は必要不可欠です。
◆避難所のトイレは多人数で使用するため、すぐに使えないことが多いです。
◆出来れば各家庭に1つ簡易トイレを備蓄しておけば、いざというとき対応できます。
◆汚物凝固剤や脱臭剤があれば、使用後の処理や悪臭対策が容易になります。
◆また、屋外で使用することを考え、簡易テントも一緒に用意しておきましょう。

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 3635



袋から取り出して簡単に設営出来る簡易テントです
直射日光やライトなどがあたっても中が透けません

◆更衣室としての使用例
　マリンスポーツ・アウトドア・競技場・野球場・工事現場など
◆避難所では
　屋外でトイレに。屋内では、更衣室をはじめ、授乳室・持病者のセルフ治療室・ドライシャンプー等の
簡易浴室・最低限のプライバシー保護の携帯電話ボックス、その他アイデアで使い方は多種多様です。
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0141 かんたんダンボールトイレ
標準価格 2,800円 

★付属品・汚物用ビニール袋1枚・消臭固化剤1袋・
　ティシュペーパー 100w・便座シート10枚
★組立サイズ350×340×350㎜
★収納サイズ550×380×105㎜（箱入り）

0143 災害用簡易テント
標準価格 6,000円 

★組立簡単ワンタッチ
★収納袋・固定くい4本付
★収納時610×610×厚60㎜
★使用時1150×1150×高1900㎜

0142 レディースセット
標準価格 6,500円 

女性に優しい備蓄品をセットしてあります。
1セット常備しておけば、いざというときに安心です。
★レディースセット内容
★トイレ用品：消臭固化剤10回分、トイレットペーパー、
処理用ビニール袋（予備）
★衛生用品：除菌ウェットティッシュ、マスク、
非常時に目立つ赤色タオル、生理ナプキン
★防災用品：軍手、ホイッスル（笛）、メモ用紙、シャープペン、
ろうそく、ライター

５台セット
標準価格 13,000円 

トイレ使用例

★袋入り×5台ダンボール箱入
★収納サイズ550×570×400㎜（箱入り）
四人家族で3日間分の緊急用のトイレです。オールダンボール製の
ため、処分が簡単です。
屋外使用や耐久性が必要な場合は、「アタッシュレット（樹脂製）」
をご利用ください。

収納時（専用袋入り） ※簡易トイレは別売りになります。

使用中／空室の表示板付き

使い方は多種多様災害時のトイレ対策は必要不可欠です。
◆避難所のトイレは多人数で使用するため、すぐに使えないことが多いです。
◆出来れば各家庭に1つ簡易トイレを備蓄しておけば、いざというとき対応できます。
◆汚物凝固剤や脱臭剤があれば、使用後の処理や悪臭対策が容易になります。
◆また、屋外で使用することを考え、簡易テントも一緒に用意しておきましょう。

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 3635
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0144 災害用敷マット
①1.8ｍ 標準価格 2,000円
②20m 標準価格 25,000円
★巾910×厚さ8㎜　★抗菌・防虫

0145 自動空気吸入式マット　標準価格 14,000円
吸入口を開けるだけで自動的に空気を吸い込みエアマットになります。保温・
断熱効果があり、丸めて収納できるカバー付で持ち運びにも便利です。
★使用時サイズ：約500×1800×20～30㎜ 
※厚さは空気の入れ方で変わります。
★収納サイズ：約Φ130×530㎜　★質量：約860g

0156 緊急避難所用間仕切りユニット
標準価格 200,000円

やむをえず避難所での生活をする場合に個人のプライバシー保護を
目的とした間仕切りです。軽量で組み立ても簡単。通気性、強度も
優れています。
★板の材質：ハニーコアダンボール　
★板1枚のサイズ：900×1100×厚20㎜
★板1枚の質量：約1.1㎏
★組み立て時の1ブロック（6畳間×6室）：60枚使用

0159 ①難燃毛布　標準価格 5,000円
★1.35㎏
★1枚ごとポリ袋入
★サイズ140×190㎝

②難燃真空パック毛布
　標準価格 6,500円
★1.35㎏
★サイズ140×190㎝
★1枚ごとアルミ蒸着フィルム入

0160 マイクロファイバー ニューマイヤー毛布
標準価格 6,000円

遊毛が出難く洗濯できるため衛
生的。従来の毛布と比べコンパ
クトで軽量。
★商品サイズ：1550×2000㎜
/860g
★素材：ポリエステル100％

0157 がんばるーむ 更衣室特別セット
標準価格 135,000円

避難所での共同生活にプライバシーを確保する簡易組立式生
活スペース。
★更衣室特別セット（1畳×3部屋）：組立部品×56個、組立部品底部×
14個、固定部品×13個、ピン・クリップ×110個、ダンボール×16枚
（1800×900×20㎜）、カーテン×3個、カーテンレール×3個

0158 がんばるーむ 標準組立セット
標準価格 110,000円

更衣室特別セットもラインナップ！多目的に活用できます。
★標準組立セット（2畳×5）：組立部品×34個、組立部品底部×17個、
固定部品×21個、ピン・クリップ×90個、ダンボール1800×900× 
10㎜×11枚、1800×900×20㎜×10枚、900×900×10㎜×6枚

0146

スペースエアーマット
標準価格 2,000円
★商品サイズ：W600×D2000  
×H50㎜/約250㎏
★収納サイズ：W160×D125× 
H25㎜

★ポリエチレン、ナイロン
★耐荷重：300㎏

0150 ディスポシュラフ
標準価格 3,000円

★商品サイズ：約750×1800㎜/約400g
★梱包・収納サイズ：約Φ150×330㎜
★表素材：ポリプロピレン
★肌面素材：ポリプロピレン
★中綿：ダイナチューブファイバー

0151 スリーピングバッグ
標準価格 9,000円

★2250×750×75㎜
★側地・ナイロン
★質量約1.45㎏

0152 フォールディングテーブル
（折りたたみ）スタンダード
標準価格 13,000円

★商品サイズ：W120×D60×H70㎝
またはH38㎝（2段階調節可）/3.8㎏
★素材：天板＝プリント合板、
フレーム＝アルミ合金

0153 FDコットDX（グリーン）
標準価格 7,500円

★商品サイズ：W1900×D650×H420㎜/
約6㎏
★梱包・収納サイズ：W1750×D110×
H950㎜
★フレーム：アルミ　★生地：ポリエステル
★耐荷重目安：約100㎏（静止荷重）

0154 アルミGIベッド
標準価格 13,000円

★商品サイズ：W1900×D660×H400㎜/
5.8㎏
★フレーム：アルミ合金
★耐荷重目安：約100㎏

0155 レスキューボードベンチ
標準価格 35,000円

★460×1780×380㎜
★緊急時は座面を取外して担架として使用で
きます。
★質量22.5㎏　★担架時質量7.5㎏

0147

エアウェーブマット・
シングル-J
標準価格 3,200円
★商品サイズ：720×1960㎜/
約1.7㎏
★梱包・収納サイズ：W350× 
D140×H140㎜

0148

丸洗い寝袋ジェミニ・6
標準価格 4,000円
★商品サイズ：約750×1900㎜/
約1.5㎏
★梱包・収納サイズ：約Φ250×
360㎜
★表素材：モイスポリ
★肌面素材：サーマブレスクロス
★中綿：ダイナチューブファイバー

0149

丸洗い寝袋ファミリー・2
標準価格 4,300円
★商品サイズ：約750×1800㎜/
約1.65㎏
★梱包・収納サイズ：約Φ150×
330㎜
★表素材：ポリプロピレン
★肌面素材：ポリプロピレン
★中綿：ダイナチューブファイバー

0161

オールウェザー
ブランケット
標準価格 2,600円
★商品サイズ：約1520×2130㎜
/約350g

0162

コンパクトスリーピング
パック（コクーン）
標準価格 1,400円
★商品サイズ：
2130×910㎜/
70g

0165

スペースブランケット
標準価格 800円

0166

エマージェンシーシートゴールド
標準価格 750円
★商品サイズ：約1400× 
2200㎜/50g
★素材：ポリエステル
フィルム
（アルミ蒸着）

★商品サイズ：約1400× 
2200㎜/50g
★素材：ポリエステル
フィルム
（アルミ蒸着）

0163

スペースブランケットDX
標準価格 2,500円
★商品サイズ：1500×2200㎜/ 
170g
★梱包サイズ：W210×D300× 
H20㎜
★素材：PE、
不織布、
アルミ

0164

サバイバルブランケット
標準価格 900円
★210×140㎜
★軽くて薄い、特殊資材を使用し
た多目的シート。優れた保温効
果があります。

避難所備品・保温用品

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 3837
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0144 災害用敷マット
①1.8ｍ 標準価格 2,000円
②20m 標準価格 25,000円
★巾910×厚さ8㎜　★抗菌・防虫

0145 自動空気吸入式マット　標準価格 14,000円
吸入口を開けるだけで自動的に空気を吸い込みエアマットになります。保温・
断熱効果があり、丸めて収納できるカバー付で持ち運びにも便利です。
★使用時サイズ：約500×1800×20～30㎜ 
※厚さは空気の入れ方で変わります。
★収納サイズ：約Φ130×530㎜　★質量：約860g

0156 緊急避難所用間仕切りユニット
標準価格 200,000円

やむをえず避難所での生活をする場合に個人のプライバシー保護を
目的とした間仕切りです。軽量で組み立ても簡単。通気性、強度も
優れています。
★板の材質：ハニーコアダンボール　
★板1枚のサイズ：900×1100×厚20㎜
★板1枚の質量：約1.1㎏
★組み立て時の1ブロック（6畳間×6室）：60枚使用

0159 ①難燃毛布　標準価格 5,000円
★1.35㎏
★1枚ごとポリ袋入
★サイズ140×190㎝

②難燃真空パック毛布
　標準価格 6,500円
★1.35㎏
★サイズ140×190㎝
★1枚ごとアルミ蒸着フィルム入

0160 マイクロファイバー ニューマイヤー毛布
標準価格 6,000円

遊毛が出難く洗濯できるため衛
生的。従来の毛布と比べコンパ
クトで軽量。
★商品サイズ：1550×2000㎜
/860g
★素材：ポリエステル100％

0157 がんばるーむ 更衣室特別セット
標準価格 135,000円

避難所での共同生活にプライバシーを確保する簡易組立式生
活スペース。
★更衣室特別セット（1畳×3部屋）：組立部品×56個、組立部品底部×
14個、固定部品×13個、ピン・クリップ×110個、ダンボール×16枚
（1800×900×20㎜）、カーテン×3個、カーテンレール×3個

0158 がんばるーむ 標準組立セット
標準価格 110,000円

更衣室特別セットもラインナップ！多目的に活用できます。
★標準組立セット（2畳×5）：組立部品×34個、組立部品底部×17個、
固定部品×21個、ピン・クリップ×90個、ダンボール1800×900× 
10㎜×11枚、1800×900×20㎜×10枚、900×900×10㎜×6枚

0146

スペースエアーマット
標準価格 2,000円
★商品サイズ：W600×D2000  
×H50㎜/約250㎏
★収納サイズ：W160×D125× 
H25㎜

★ポリエチレン、ナイロン
★耐荷重：300㎏

0150 ディスポシュラフ
標準価格 3,000円

★商品サイズ：約750×1800㎜/約400g
★梱包・収納サイズ：約Φ150×330㎜
★表素材：ポリプロピレン
★肌面素材：ポリプロピレン
★中綿：ダイナチューブファイバー

0151 スリーピングバッグ
標準価格 9,000円

★2250×750×75㎜
★側地・ナイロン
★質量約1.45㎏

0152 フォールディングテーブル
（折りたたみ）スタンダード
標準価格 13,000円

★商品サイズ：W120×D60×H70㎝
またはH38㎝（2段階調節可）/3.8㎏
★素材：天板＝プリント合板、
フレーム＝アルミ合金

0153 FDコットDX（グリーン）
標準価格 7,500円

★商品サイズ：W1900×D650×H420㎜/
約6㎏
★梱包・収納サイズ：W1750×D110×
H950㎜
★フレーム：アルミ　★生地：ポリエステル
★耐荷重目安：約100㎏（静止荷重）

0154 アルミGIベッド
標準価格 13,000円

★商品サイズ：W1900×D660×H400㎜/
5.8㎏
★フレーム：アルミ合金
★耐荷重目安：約100㎏

0155 レスキューボードベンチ
標準価格 35,000円

★460×1780×380㎜
★緊急時は座面を取外して担架として使用で
きます。
★質量22.5㎏　★担架時質量7.5㎏

0147

エアウェーブマット・
シングル-J
標準価格 3,200円
★商品サイズ：720×1960㎜/
約1.7㎏
★梱包・収納サイズ：W350× 
D140×H140㎜

0148

丸洗い寝袋ジェミニ・6
標準価格 4,000円
★商品サイズ：約750×1900㎜/
約1.5㎏
★梱包・収納サイズ：約Φ250×
360㎜
★表素材：モイスポリ
★肌面素材：サーマブレスクロス
★中綿：ダイナチューブファイバー

0149

丸洗い寝袋ファミリー・2
標準価格 4,300円
★商品サイズ：約750×1800㎜/
約1.65㎏
★梱包・収納サイズ：約Φ150×
330㎜
★表素材：ポリプロピレン
★肌面素材：ポリプロピレン
★中綿：ダイナチューブファイバー

0161

オールウェザー
ブランケット
標準価格 2,600円
★商品サイズ：約1520×2130㎜
/約350g

0162

コンパクトスリーピング
パック（コクーン）
標準価格 1,400円
★商品サイズ：
2130×910㎜/
70g

0165

スペースブランケット
標準価格 800円

0166

エマージェンシーシートゴールド
標準価格 750円
★商品サイズ：約1400× 
2200㎜/50g
★素材：ポリエステル
フィルム
（アルミ蒸着）

★商品サイズ：約1400× 
2200㎜/50g
★素材：ポリエステル
フィルム
（アルミ蒸着）

0163

スペースブランケットDX
標準価格 2,500円
★商品サイズ：1500×2200㎜/ 
170g
★梱包サイズ：W210×D300× 
H20㎜
★素材：PE、
不織布、
アルミ

0164

サバイバルブランケット
標準価格 900円
★210×140㎜
★軽くて薄い、特殊資材を使用し
た多目的シート。優れた保温効
果があります。

避難所備品・保温用品

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 3837
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0167 ガス発電機 
ホンダ EU9iGB
標準価格 110,000円

★交流出力900VA
★連続運転時間1.1時間
★燃料・カセットボンベ2本
★インバーター制御
★乾燥質量19.5kg

0168 ガス発電機 三菱 MGC900GB
標準価格 148,700円

★商品サイズ：W400×D330×H390㎜/21㎏
★交流定格出力50/60㎐：100V-850VA
★定格連続運転時間：約1時間（ボンベ2本）
★電圧調整方式：インバーター方式
★使用燃料：ブタン（カセットボンベ）
★使用温度範囲：-10～+40℃
★騒音値：60㏈(A)
★カセットガス2本別売

0172 蓄電機 X-Battery2800
標準価格 999,000円

蓄電池（PBAC2800）があれば、停電・
災害時でも業務に欠かせない機器を数
時間にわたって使用し続けることが可
能です。
“いざ”という時に確実に稼働させるた
めのバックアップや備蓄が必要です！
★電池容量：2800Wh（インバータ・
ロスを含まず）
★質量：63㎏
★充電時間：約12時間
★出力電圧：AC100V（50㎐/60㎐）
★連続出力：1000W
★出力コンセント：6つ（正面2、背面4）
★使用温度範囲：0℃～40℃

0174 コードリール SG-30K
標準価格 13,000円

★AC100V
★電線仕様：30m
★定格電流：5A
★限度電流：15A
★質量：7.2kg
★コンセントキャップ付
★アース付

0177 トリプルポッキン延長コード
（極太ソフト電線）　標準価格 5,700円

２芯・３芯のどちらでもアダプター無しで
差し込める
★電線仕様：長さ10m、太さ2.0㎟、芯数3C
★コンセント仕様：定格15A、形状d、個数3
★材質：塩化ビニール　★質量：12㎏

0178 ガソリン携行缶 KS-10Z
標準価格 12,000円

★本体サイズ：W310×D350×H160㎜
★質量：約3㎏
★容量：10L
★板厚：0.8㎜
★消防法適合品

ガソリン携行缶 KS-20Z
標準価格 15,000円
★本体サイズ：W470×D350×H160㎜
★質量：約4㎏
★容量：20L
★板厚：1.0㎜
★消防法適合品

0179 ガソリンの缶詰 4缶入
標準価格 4,000円

★容量：1缶1L入
★付属品：給油セット
（じょうご・缶切）、
品質保証期間3年

0180 灯油缶 8缶入
標準価格 6,940円

★容量：1缶1L入
★付属品：給油セット、
品質保証期間3年

0175 コードリール BG-301KX
標準価格 25,000円

★AC100V
★電線仕様：30m
★定格電流：5A
★限度電流：15A
★質量：8.1㎏
★ブレーカー付
★コンセント
　キャップ付　
★アース付

★AC100V
★電線仕様：10m
★定格電流：5A
★限度電流：15A
★質量：JS-101 2.0㎏
　JS-101K 2.37㎏
★防塵シャッター付
★JS-101Kは
　アース付

0176 コードリール 
JS-101K 標準価格 7,500円
JS-101 標準価格 5,800円

0173 ポータブル電源 I-BOX JUMBO
（アイボックスジャンボ）
標準価格 180,000円

★付属品：鉛蓄電池（内蔵）、
正弦波アダプタ、ハイブリッ
ド電源I-BOX、肩掛けバンド、
コード押さえ（２個）、電源
コード、リチウムイオン電池、
急速充電器、スパナ
★AC100V正弦波
★電力容量：300Wh
★最大出力：240W（断続）、
150W（連続）
★質量：8.1㎏カセットボンベ（3本入り）

600円

発電機・照明器具

発 電 機 の 注 意
●電子レンジやホットプレートには使えません。
●給油の際には、必ずエンジンを止めて圧抜きをして下さい。
●カセット式の場合もボンベの取り替えは、エンジンを止めて下さい。
●発電機の定額出力が900VAであっても、消費電力の合計900Wいっぱいまで製品をつなげることが可能と言い切れ
るわけではありません。電力はゆとりを残してご使用ください。

●モーターを使う電気機器などは、動き始めに大きな電力（起動電力）が必要なので、表示の消費電力(W)の3～4倍
の出力(V/A)を見込んでおく必要があります。

●発電機の稼働には、燃料のほかにエンジンオイルが必要です。

屋内では絶対に使用しないでください。
●屋外でも換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。
●ガス発電機はカセットボンベを燃料として使用しますが、マフラーからでる排気ガスにはカセットこんろに比べて
一酸化炭素が多く含まれております。

●誤った使い方は一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあるため、大変危険です。

※カセットボンベは
別売りです。

TTP-10E BK
(ブラック）

TTP-10E Y
(イエロー）

TTP-10E GN
(グリーン）

0169 発電機 ホンダ Eu9i
標準価格 128,000円

★交流出力：900VA
★直流出力：12V-8A
★連続運転時間：3.9～8.7時間
★燃料タンク容量：2.3ℓ
★インバータ制御
★乾燥質量：13kg

0170 発電機 ホンダ EU16i
標準価格 198,000円

★商品サイズ：W510×D290×H245㎜
/21㎏
★定格出力：1.6kVA、インバータ搭載
★連続運転時間：最長8時間

0171 発電機 ホンダ EU28i JNA3
標準価格 348,000円

★商品サイズ：W482×D658×H570㎜
/61.2㎏、ホイールタイプ
★定格出力：2.8kVA、インバータ搭載
★連続運転時間：最長17時間

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 4039
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0167 ガス発電機 
ホンダ EU9iGB
標準価格 110,000円

★交流出力900VA
★連続運転時間1.1時間
★燃料・カセットボンベ2本
★インバーター制御
★乾燥質量19.5kg

0168 ガス発電機 三菱 MGC900GB
標準価格 148,700円

★商品サイズ：W400×D330×H390㎜/21㎏
★交流定格出力50/60㎐：100V-850VA
★定格連続運転時間：約1時間（ボンベ2本）
★電圧調整方式：インバーター方式
★使用燃料：ブタン（カセットボンベ）
★使用温度範囲：-10～+40℃
★騒音値：60㏈(A)
★カセットガス2本別売

0172 蓄電機 X-Battery2800
標準価格 999,000円

蓄電池（PBAC2800）があれば、停電・
災害時でも業務に欠かせない機器を数
時間にわたって使用し続けることが可
能です。
“いざ”という時に確実に稼働させるた
めのバックアップや備蓄が必要です！
★電池容量：2800Wh（インバータ・
ロスを含まず）
★質量：63㎏
★充電時間：約12時間
★出力電圧：AC100V（50㎐/60㎐）
★連続出力：1000W
★出力コンセント：6つ（正面2、背面4）
★使用温度範囲：0℃～40℃

0174 コードリール SG-30K
標準価格 13,000円

★AC100V
★電線仕様：30m
★定格電流：5A
★限度電流：15A
★質量：7.2kg
★コンセントキャップ付
★アース付

0177 トリプルポッキン延長コード
（極太ソフト電線）　標準価格 5,700円

２芯・３芯のどちらでもアダプター無しで
差し込める
★電線仕様：長さ10m、太さ2.0㎟、芯数3C
★コンセント仕様：定格15A、形状d、個数3
★材質：塩化ビニール　★質量：12㎏

0178 ガソリン携行缶 KS-10Z
標準価格 12,000円

★本体サイズ：W310×D350×H160㎜
★質量：約3㎏
★容量：10L
★板厚：0.8㎜
★消防法適合品

ガソリン携行缶 KS-20Z
標準価格 15,000円
★本体サイズ：W470×D350×H160㎜
★質量：約4㎏
★容量：20L
★板厚：1.0㎜
★消防法適合品

0179 ガソリンの缶詰 4缶入
標準価格 4,000円

★容量：1缶1L入
★付属品：給油セット
（じょうご・缶切）、
品質保証期間3年

0180 灯油缶 8缶入
標準価格 6,940円

★容量：1缶1L入
★付属品：給油セット、
品質保証期間3年

0175 コードリール BG-301KX
標準価格 25,000円

★AC100V
★電線仕様：30m
★定格電流：5A
★限度電流：15A
★質量：8.1㎏
★ブレーカー付
★コンセント
　キャップ付　
★アース付

★AC100V
★電線仕様：10m
★定格電流：5A
★限度電流：15A
★質量：JS-101 2.0㎏
　JS-101K 2.37㎏
★防塵シャッター付
★JS-101Kは
　アース付

0176 コードリール 
JS-101K 標準価格 7,500円
JS-101 標準価格 5,800円

0173 ポータブル電源 I-BOX JUMBO
（アイボックスジャンボ）
標準価格 180,000円

★付属品：鉛蓄電池（内蔵）、
正弦波アダプタ、ハイブリッ
ド電源I-BOX、肩掛けバンド、
コード押さえ（２個）、電源
コード、リチウムイオン電池、
急速充電器、スパナ
★AC100V正弦波
★電力容量：300Wh
★最大出力：240W（断続）、
150W（連続）
★質量：8.1㎏カセットボンベ（3本入り）

600円

発電機・照明器具

発 電 機 の 注 意
●電子レンジやホットプレートには使えません。
●給油の際には、必ずエンジンを止めて圧抜きをして下さい。
●カセット式の場合もボンベの取り替えは、エンジンを止めて下さい。
●発電機の定額出力が900VAであっても、消費電力の合計900Wいっぱいまで製品をつなげることが可能と言い切れ
るわけではありません。電力はゆとりを残してご使用ください。
●モーターを使う電気機器などは、動き始めに大きな電力（起動電力）が必要なので、表示の消費電力(W)の3～4倍
の出力(V/A)を見込んでおく必要があります。
●発電機の稼働には、燃料のほかにエンジンオイルが必要です。

屋内では絶対に使用しないでください。
●屋外でも換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。
●ガス発電機はカセットボンベを燃料として使用しますが、マフラーからでる排気ガスにはカセットこんろに比べて
一酸化炭素が多く含まれております。
●誤った使い方は一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあるため、大変危険です。

※カセットボンベは
別売りです。

TTP-10E BK
(ブラック）

TTP-10E Y
(イエロー）

TTP-10E GN
(グリーン）

0169 発電機 ホンダ Eu9i
標準価格 128,000円

★交流出力：900VA
★直流出力：12V-8A
★連続運転時間：3.9～8.7時間
★燃料タンク容量：2.3ℓ
★インバータ制御
★乾燥質量：13kg

0170 発電機 ホンダ EU16i
標準価格 198,000円

★商品サイズ：W510×D290×H245㎜
/21㎏
★定格出力：1.6kVA、インバータ搭載
★連続運転時間：最長8時間

0171 発電機 ホンダ EU28i JNA3
標準価格 348,000円

★商品サイズ：W482×D658×H570㎜
/61.2㎏、ホイールタイプ
★定格出力：2.8kVA、インバータ搭載
★連続運転時間：最長17時間

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 4039
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0182 スミスライト トラベラー
標準価格 55,000円

★商品サイズ：開時W270×D170×H670㎜
閉時W270×D170×H450㎜/5.2㎏
★連続使用時間（満充電時）：
10～12時間（片面点灯のみ）

0185

0183　　  LED投光機 エコナイター LED30W
標準価格 45,000円
★質量：2.4㎏
★仕様：5mケーブル、消費電力100V/37W

0186 LEDビッグアイ
標準価格 50,000円

★球寿命：約40000時間
★電池寿命：約500回（約2年）
★充電電源：ACアダプター
★入力：AC100/200V兼用（50/60㎐）
★出力：DC12.6V/1A
★本体サイズ：W150×D140×
H265㎜（突起物除く）
★質量：2.5㎏
★付属品：ACアダプター
（100/200V兼用、
50/60㎐、
出力DC12.6V
/1A）

0187 LEDチャージライト
標準価格 28,000円

★球寿命：40000時間
★充電時間：4.5時間
★実用点灯時間：4時間
★上下首振り角度：上向き/120度、下向き/60度
★サイズ：W273×D227×H383㎜
★質量：2.4㎏
★付属品：ACアダプター、
M10× 40ボルトナット
セット（6角ボルト2本、
平ワッシャー 2枚、Sワッ
シャー2枚、6角ナット2個）

0188 LED防雨型 ケイ・ハンドランプ
標準価格 10,000円

★消費電力：7W
★定格寿命：40000時間
★昼白色相当　★屋外用防雨型
★電源：AC100V（50/60㎐兼用）
★電線仕様：長さ5m 
2PNCT0.75×2
★アース不要の
二重絶縁構造
★質量：1.24㎏

0189 60W LED投光器
標準価格 80,000円

LED投光機 エコナイター LED50W
標準価格 70,000円
★質量：4.1㎏
★仕様：5mケーブル、消費電力100V/59W

0184　　  屋外用ハロゲンライト
①PH-300　標準価格 13,500円
★120V×300w型ハロゲンランプ
★電線0.6m　★4インチバイス付
★質量1.92kg

②PH-500　標準価格 14,000円
★120V×500w型ハロゲンランプ
★電線0.6m　★4インチバイス付
★質量1.92kg

　　  照明器具用スタンド
①CHX-2　標準価格 25,000円
★寸法H1180～2450×W1000㎜
★最大取付数2個
★質量5㎏

②CHA-4　標準価格 40,000円
★寸法H1300～3000×W1260mm
★最大取付数2個
★質量8.95㎏

0181　　  LED充電式ポータブル投光機 スミスライト
①IN120L 標準価格 120,000円
★連続使用時間・片面12時間・両面6時間
★フル充電時間6時間
★質量7.7kg

0190 スタンド付
ハロゲンライト
PHCX-305
標準価格 47,400円

★120V×300w型
ハロゲンランプ×2灯

★寸法H1430～2700
×W1230㎜
★電線5m
★質量9.8㎏

0192 バルーン型投光機 YL-B1i
標準価格 1,298,000円

★商品サイズ：使用時W1097×D865×H2350～4250㎜
収納時W1100×D1050×H2350㎜/159㎏
★使用発電機：EF2800ise
★ランプ：メタルハライド1000W×1灯、ランプ寿命9000時間

0193 LEDバルーン型投光機 LB030WS-F
標準価格 445,000円

★商品サイズ：使用時(1段)W1330×D1575×H1860～2770㎜
使用時(2段)W1135×D1325×H2245～3155㎜/
17.5㎏（三脚収納カバー含む）
★仕様：LED×1灯、調光機能付（3段）、2段エアブレーキマスト、
三脚収納カバー付

0194 水圧昇降式投光機
＜アクアテレスコ＞ （発電機付）

非常時の夜間作業に活躍する、安全で使いやすい
機能を満載。水圧でスムーズに昇降するマストは、
昇降中でも360°旋回可能。悪路に強く機動性も
抜群。低振動、低騒音で長時間運転できる低公害
型ガソリンエンジンを搭載しています。

①２灯式　標準価格 1,050,000円
★ランプ：400W×2灯
★マスト方式：回転レス・
テレスコシリンダー３段
★マスト高さ：3700㎜
★収納時寸法：1200×850×2000㎜
★質量：230㎏

②４灯式　標準価格 1,250,000円
★ランプ：400W×4灯
★マスト方式：回転レス・
テレスコシリンダー３段
★マスト高さ：3700㎜
★収納時寸法：1200×850×2000㎜
★質量：250㎏

0191　　  スタンド付
　　  ハロゲンライト
①HS-500L
　標準価格 17,000円
★100V×500W型ハロゲンランプ×1灯
★スタンド高H1020～2070㎜
★電線5m　★アース付　★質量5.4kg

②HS-500LW
　標準価格 21,000円
★100V×500W型ハロゲンランプ×2灯
★スタンド高H1040～2090㎜
★電線5m　★アース付　★質量7.7kg

②IN120B 標準価格 150,000円
★連続使用時間・片面28時間・両面14時間
★フル充電時間14時間
★質量10.7kg

明るさ 片面　740lm （ルーメン）
両面 1480lm （ルーメン）
光源 LED　片面　144個
 LED　両面　288個
バッテリー　ゲル電池　寿命10,000時間
電源 （交流式）家庭用電源（AC）   
100V-240V
自動車電源（DC） 12V/24V
付属品 専用オフィシャルバック充電キット
製品寸法　最大 334mm×220mm×1180mm
最小 334mm×220mm×600mm
防塵・防水

① ②

★消費電力：17W
★定格寿命：40000時間
★昼白色相当
★屋外用防雨型
★電源：AC100V(50/60㎐兼用)
★電線仕様：長さ5m 
VCT0.75×2
★アース不要の二重絶縁構造
★軽量、高耐久性のポリカー
ボネート製ボディ
★質量：約3.3㎏

① ②

①

１９２
１９３

②

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 4241
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0182 スミスライト トラベラー
標準価格 55,000円

★商品サイズ：開時W270×D170×H670㎜
閉時W270×D170×H450㎜/5.2㎏
★連続使用時間（満充電時）：
10～12時間（片面点灯のみ）

0185

0183　　  LED投光機 エコナイター LED30W
標準価格 45,000円
★質量：2.4㎏
★仕様：5mケーブル、消費電力100V/37W

0186 LEDビッグアイ
標準価格 50,000円

★球寿命：約40000時間
★電池寿命：約500回（約2年）
★充電電源：ACアダプター
★入力：AC100/200V兼用（50/60㎐）
★出力：DC12.6V/1A
★本体サイズ：W150×D140×
H265㎜（突起物除く）
★質量：2.5㎏
★付属品：ACアダプター
（100/200V兼用、
50/60㎐、
出力DC12.6V
/1A）

0187 LEDチャージライト
標準価格 28,000円

★球寿命：40000時間
★充電時間：4.5時間
★実用点灯時間：4時間
★上下首振り角度：上向き/120度、下向き/60度
★サイズ：W273×D227×H383㎜
★質量：2.4㎏
★付属品：ACアダプター、
M10× 40ボルトナット
セット（6角ボルト2本、
平ワッシャー 2枚、Sワッ
シャー2枚、6角ナット2個）

0188 LED防雨型 ケイ・ハンドランプ
標準価格 10,000円

★消費電力：7W
★定格寿命：40000時間
★昼白色相当　★屋外用防雨型
★電源：AC100V（50/60㎐兼用）
★電線仕様：長さ5m 
2PNCT0.75×2
★アース不要の
二重絶縁構造
★質量：1.24㎏

0189 60W LED投光器
標準価格 80,000円

LED投光機 エコナイター LED50W
標準価格 70,000円
★質量：4.1㎏
★仕様：5mケーブル、消費電力100V/59W

0184　　  屋外用ハロゲンライト
①PH-300　標準価格 13,500円
★120V×300w型ハロゲンランプ
★電線0.6m　★4インチバイス付
★質量1.92kg

②PH-500　標準価格 14,000円
★120V×500w型ハロゲンランプ
★電線0.6m　★4インチバイス付
★質量1.92kg

　　  照明器具用スタンド
①CHX-2　標準価格 25,000円
★寸法H1180～2450×W1000㎜
★最大取付数2個
★質量5㎏

②CHA-4　標準価格 40,000円
★寸法H1300～3000×W1260mm
★最大取付数2個
★質量8.95㎏

0181　　  LED充電式ポータブル投光機 スミスライト
①IN120L 標準価格 120,000円
★連続使用時間・片面12時間・両面6時間
★フル充電時間6時間
★質量7.7kg

0190 スタンド付
ハロゲンライト
PHCX-305
標準価格 47,400円

★120V×300w型
ハロゲンランプ×2灯

★寸法H1430～2700
×W1230㎜
★電線5m
★質量9.8㎏

0192 バルーン型投光機 YL-B1i
標準価格 1,298,000円

★商品サイズ：使用時W1097×D865×H2350～4250㎜
収納時W1100×D1050×H2350㎜/159㎏
★使用発電機：EF2800ise
★ランプ：メタルハライド1000W×1灯、ランプ寿命9000時間

0193 LEDバルーン型投光機 LB030WS-F
標準価格 445,000円

★商品サイズ：使用時(1段)W1330×D1575×H1860～2770㎜
使用時(2段)W1135×D1325×H2245～3155㎜/
17.5㎏（三脚収納カバー含む）
★仕様：LED×1灯、調光機能付（3段）、2段エアブレーキマスト、
三脚収納カバー付

0194 水圧昇降式投光機
＜アクアテレスコ＞ （発電機付）

非常時の夜間作業に活躍する、安全で使いやすい
機能を満載。水圧でスムーズに昇降するマストは、
昇降中でも360°旋回可能。悪路に強く機動性も
抜群。低振動、低騒音で長時間運転できる低公害
型ガソリンエンジンを搭載しています。

①２灯式　標準価格 1,050,000円
★ランプ：400W×2灯
★マスト方式：回転レス・
テレスコシリンダー３段
★マスト高さ：3700㎜
★収納時寸法：1200×850×2000㎜
★質量：230㎏

②４灯式　標準価格 1,250,000円
★ランプ：400W×4灯
★マスト方式：回転レス・
テレスコシリンダー３段
★マスト高さ：3700㎜
★収納時寸法：1200×850×2000㎜
★質量：250㎏

0191　　  スタンド付
　　  ハロゲンライト
①HS-500L
　標準価格 17,000円
★100V×500W型ハロゲンランプ×1灯
★スタンド高H1020～2070㎜
★電線5m　★アース付　★質量5.4kg

②HS-500LW
　標準価格 21,000円
★100V×500W型ハロゲンランプ×2灯
★スタンド高H1040～2090㎜
★電線5m　★アース付　★質量7.7kg

②IN120B 標準価格 150,000円
★連続使用時間・片面28時間・両面14時間
★フル充電時間14時間
★質量10.7kg

明るさ 片面　740lm （ルーメン）
両面 1480lm （ルーメン）
光源 LED　片面　144個
 LED　両面　288個
バッテリー　ゲル電池　寿命10,000時間
電源 （交流式）家庭用電源（AC）   
100V-240V
自動車電源（DC） 12V/24V
付属品 専用オフィシャルバック充電キット
製品寸法　最大 334mm×220mm×1180mm
最小 334mm×220mm×600mm
防塵・防水

① ②

★消費電力：17W
★定格寿命：40000時間
★昼白色相当
★屋外用防雨型
★電源：AC100V(50/60㎐兼用)
★電線仕様：長さ5m 
VCT0.75×2
★アース不要の二重絶縁構造
★軽量、高耐久性のポリカー
ボネート製ボディ
★質量：約3.3㎏

① ②

①

１９２
１９３

②

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 4241



長さ×幅×高さ
(㎜)

600×390×125

ハンドル高さ
(㎜)
790

キャスター径
(㎜)
75

適合
ストッパー
MP-600BIKN

質量
（㎏）
3.9

長さ×幅×高さ
(㎜)

780×490×162
780×490×162

ハンドル高さ
(㎜)
900
900

キャスター径
(㎜)
100
100

適合
ストッパー
MPK-700HB
MPK-700HB

質量
（㎏）
7.9
7.9

均等荷重
（㎏）
200
200

色

ブラック
ホワイト

避難所設備用機材避難所設備用機材

その他用品
0195 充電式ファン

標準価格 10,500円
電源不要で停電時にも最適！
★蓄電池付属：鉛電池6V4.5Ah
★充電時間：15時間
★質量：約2.9㎏
★ライト＆ラジオ

0196 全閉式工場扇
キャスタータイプ
標準価格 23,000円

★電源：単相100V
★消費電力：102/142W
（50/60㎐）
★ハネ径：45㎝
★電源コード：4.8m（アース付）
★風量調節：3段式（強・中・弱）
★質量：10.5㎏
★AC100V

0197 全閉式工場扇
スタンドタイプ
標準価格 20,000円

★電源：単相100V
★消費電力：133/185W
（50/60㎐）
★ハネ径：45㎝
★電源コード：2.2m（アース付）
★風量調節：3段式（強・中・弱）
★質量：11㎏
★AC100V

0198 スポットエアコン
標準価格 130,000円

★電源：単相100V
★消費電力：0.66/0.84kW
（50/60㎐）
★冷房能力：2.2/2.5kW
（50/60㎐）
★騒音値：62/64db（50/60㎐）
★質量：40㎏
★AC100V

0202 薄型折りたたみコンテナ“スケルコン”
（スライドロックフタ付）
標準価格 2,900円

内容物が良く
見えます。

★質量：2.28㎏
★最大積載荷重：8㎏
★有効内寸：493×335×311㎜
★折りたたみ高さ：71㎜
★ポリプロピレン製
★色：透明・ブルー・オレンジ・赤・黒

0205 軽量樹脂製運搬車“カルティオ”
（折りたたみハンドルタイプ）
標準価格 14,000円

★特長：省音キャスター採用で走行音が静かです。・リブ構造を露出することで軽量化
を実現。また、床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。・エラストマ
ー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。・本体側面に紐かけ用の凹があ
ります。（荷縛り用ロープ別売り）・ハンドル折りたたみ時には積み重ねが可能です。
★仕様：完成品・折りたたみハンドルタイプ・自在キャスター、固定キャスター各2個・
滑り止めゴム 天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個
★材質：ハンドル スチール・ハンドル表面処理 粉体塗装・キャスター金具 スチール・
車輪 エラストマー樹脂

0206 ルートバン（メッシュタイプ）
標準価格 5,000円

★幅415㎜、高さ115㎜、色 ブラック、キャス
ター径75㎜、長さ615㎜、均等荷重100㎏
★荷台 再生ポリエチレン(PP)再生材100％、キ
ャスター金具 スチール(三価クロムメッキ)、ホ
イール ポリプロピレン
★特長：メッシュ構造の採用で、従来品よりさら
に軽量で移動が簡単です。
★縦・横方向に連結が可能です。

0204 小型樹脂製運搬車“こまわり君”（省音タイプ）
標準価格 7,500円

★特長：φ75省音キャスター採用で音が静かです。エラストマー樹脂車輪の採用で従
来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。タイヤ痕がつくのを軽減します。
★製造国：日本
★仕様：完成品・折りたたみハンドルタイプ・自在キャスター、固定キャスター各2個
★材質：荷台 再生ポリプロピレン(PP)再生材100％・ハンドル スチール・ハンドル表
面処理 メラミン焼き付け塗装・キャスター金具 スチール・車輪 エラストマー樹脂
★均等荷重：100㎏

0203 Ｓ型コンテナ

S24 標準価格 5,500円
★外寸寸法 間口×奥行×高さ：420×290×248㎜

S36-2 標準価格 6,600円
★外寸寸法 間口×奥行×高さ：486×336×273㎜

S54-2 標準価格 8,200円
★外寸寸法 間口×奥行×高さ：552×400×309㎜

S72 標準価格 10,000円
★外寸寸法 間口×奥行×高さ：611×421×348㎜

★材質：ポリプロピレン製

0199 カセットガスストーブ
標準価格 15,000円

★商品サイズ：W308×D205×H306㎜/約
2.4㎏（カセットガス含まず）
★最大発熱量：約1.0kW（900kcal/h）
★連続燃焼時間：約3時間20分
★カセットガス1本付

0200 電池レス石油ストーブ
標準価格 28,000円

★暖房出力：3.01～2.56kW/h
★暖房目安：木造8畳（13㎡）まで
コンクリート11畳（18㎡）まで
★質量：10㎏
★電源不要
★タンク容量：4L

0201 赤外線オイルヒーター
VAL6YDK
標準価格 270,000円

★暖房出力：38～28kW/h
★燃料消費量：3.9/2.9L/h
★電源：単相100V
★燃焼持続時間：10～13h
★強・弱（省エネモード）の2段階燃焼切替
★消費電力：103/108W（50/60㎐）
★暖房目安：木造93畳（155㎡）まで
コンクリート131畳（217㎡）まで
★タンク容量：40L

4443 ※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 4443
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避難所設備用機材避難所設備用機材

その他用品
0195 充電式ファン

標準価格 10,500円
電源不要で停電時にも最適！
★蓄電池付属：鉛電池6V4.5Ah
★充電時間：15時間
★質量：約2.9㎏
★ライト＆ラジオ

0196 全閉式工場扇
キャスタータイプ
標準価格 23,000円

★電源：単相100V
★消費電力：102/142W
（50/60㎐）
★ハネ径：45㎝
★電源コード：4.8m（アース付）
★風量調節：3段式（強・中・弱）
★質量：10.5㎏
★AC100V

0197 全閉式工場扇
スタンドタイプ
標準価格 20,000円

★電源：単相100V
★消費電力：133/185W
（50/60㎐）
★ハネ径：45㎝
★電源コード：2.2m（アース付）
★風量調節：3段式（強・中・弱）
★質量：11㎏
★AC100V

0198 スポットエアコン
標準価格 130,000円

★電源：単相100V
★消費電力：0.66/0.84kW
（50/60㎐）
★冷房能力：2.2/2.5kW
（50/60㎐）
★騒音値：62/64db（50/60㎐）
★質量：40㎏
★AC100V

0202 薄型折りたたみコンテナ“スケルコン”
（スライドロックフタ付）
標準価格 2,900円

内容物が良く
見えます。

★質量：2.28㎏
★最大積載荷重：8㎏
★有効内寸：493×335×311㎜
★折りたたみ高さ：71㎜
★ポリプロピレン製
★色：透明・ブルー・オレンジ・赤・黒

0205 軽量樹脂製運搬車“カルティオ”
（折りたたみハンドルタイプ）
標準価格 14,000円

★特長：省音キャスター採用で走行音が静かです。・リブ構造を露出することで軽量化
を実現。また、床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。・エラストマ
ー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。・本体側面に紐かけ用の凹があ
ります。（荷縛り用ロープ別売り）・ハンドル折りたたみ時には積み重ねが可能です。
★仕様：完成品・折りたたみハンドルタイプ・自在キャスター、固定キャスター各2個・
滑り止めゴム 天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個
★材質：ハンドル スチール・ハンドル表面処理 粉体塗装・キャスター金具 スチール・
車輪 エラストマー樹脂

0206 ルートバン（メッシュタイプ）
標準価格 5,000円

★幅415㎜、高さ115㎜、色 ブラック、キャス
ター径75㎜、長さ615㎜、均等荷重100㎏
★荷台 再生ポリエチレン(PP)再生材100％、キ
ャスター金具 スチール(三価クロムメッキ)、ホ
イール ポリプロピレン
★特長：メッシュ構造の採用で、従来品よりさら
に軽量で移動が簡単です。
★縦・横方向に連結が可能です。

0204 小型樹脂製運搬車“こまわり君”（省音タイプ）
標準価格 7,500円

★特長：φ75省音キャスター採用で音が静かです。エラストマー樹脂車輪の採用で従
来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。タイヤ痕がつくのを軽減します。
★製造国：日本
★仕様：完成品・折りたたみハンドルタイプ・自在キャスター、固定キャスター各2個
★材質：荷台 再生ポリプロピレン(PP)再生材100％・ハンドル スチール・ハンドル表
面処理 メラミン焼き付け塗装・キャスター金具 スチール・車輪 エラストマー樹脂
★均等荷重：100㎏

0203 Ｓ型コンテナ

S24 標準価格 5,500円
★外寸寸法 間口×奥行×高さ：420×290×248㎜

S36-2 標準価格 6,600円
★外寸寸法 間口×奥行×高さ：486×336×273㎜

S54-2 標準価格 8,200円
★外寸寸法 間口×奥行×高さ：552×400×309㎜

S72 標準価格 10,000円
★外寸寸法 間口×奥行×高さ：611×421×348㎜

★材質：ポリプロピレン製

0199 カセットガスストーブ
標準価格 15,000円

★商品サイズ：W308×D205×H306㎜/約
2.4㎏（カセットガス含まず）
★最大発熱量：約1.0kW（900kcal/h）
★連続燃焼時間：約3時間20分
★カセットガス1本付

0200 電池レス石油ストーブ
標準価格 28,000円

★暖房出力：3.01～2.56kW/h
★暖房目安：木造8畳（13㎡）まで
コンクリート11畳（18㎡）まで
★質量：10㎏
★電源不要
★タンク容量：4L

0201 赤外線オイルヒーター
VAL6YDK
標準価格 270,000円

★暖房出力：38～28kW/h
★燃料消費量：3.9/2.9L/h
★電源：単相100V
★燃焼持続時間：10～13h
★強・弱（省エネモード）の2段階燃焼切替
★消費電力：103/108W（50/60㎐）
★暖房目安：木造93畳（155㎡）まで
コンクリート131畳（217㎡）まで
★タンク容量：40L

4443 ※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 4443



生活維持活動用機材避難所設備用機材

0207 ペット用処理袋＜おサンポくん＞

20枚入り　標準価格 300円
100枚入り　標準価格 1,500円

袋ごと拾ったフンをトイレにポイ！便を包んだ紙袋
は水洗トイレに流すだけ。ポリ袋は可燃性ゴミとし
て処理できます。

4645

防災備蓄と避難所の敵はカビ

非 常 食 に つ い て

　防災用品の備蓄庫は、普段使わない場所の利用や、普段開けない扉の中にあります。気が付
いたらカビが生えている場合があります。大半の防災用品は、ダンボール箱に入っています。
中には強化ダンボールの商品もありますが、ダンボールは時間経過により強度が落ち、湿気を
含みます。定期的に備蓄庫の点検を兼ねて換気をしましょう。また布製担架や防災毛布もカビ
が生えやすいので、たまに天日干しすると良いでしょう。避難所も長期化するとカビの問題が
発生します。大勢の人と布団や洗濯物により避難所は湿気が高くなりやすく、簡易的に使用で
きるダンボールを多用する（敷物・仕切り壁・お膳代わりの箱）ので、カビの発生が早いのが
特徴です。こまめな換気が必要です。

町内会・自治会事業所組織向けの非常食備蓄

　被災後生活維持において、食料は誰もが直面する問題です。
　非常食を備蓄する場合は、下記のことを注意して非常食を備蓄しましょう。

◯成人一人の最低限必要な一日の食料
　個食タイプの非常食　３食分　飲料水及び調理用水　３ℓ

　例

　飲料水は、各自の判断で飲料してください。
　毎食500㎖など区切らないでください。
　この例は、夏場に対応した物になっています。

　これを基に、避難想定人数・避難生活維持想定日数に合わせて備蓄しましょう。
　また、日数が長期化することが想定される場合は、食事のバリエーションが単調になります。
何種類かの非常食を備蓄しましょう。
　アルファ化米の種類には、水の増量でおじやになる商品もあり、お年寄りや体調を崩してい
る人にも対応できます。

　計算例

※避難想定人数・避難想定維持想定日数は、火災・地震・津波など震災の種類や地域により変
わる物です。各組織で検討して想定しましょう。

朝　　食

昼　　食

夕　　食

缶入りソフトパン

アルファ化米　山菜おこわ
（調理用水　110㎖）

アルファ化米　五目ごはん
（調理用水　160㎖）

ペ ッ ト は 家 族 で す
　町内会・自治会などの避難所では、ペットを連れて避難してくる人も考慮し、避難想定をし
ましょう。動物アレルギーや動物が苦手な人もいます。不安な気持ちの中、トラブルが起きな
いように事前に想定しておきましょう。
（一部の犬種・性格もありますが動物セラピーの効果がある場合があります。）

１缶

個食タイプ　１パック

個食タイプ　１パック

避難生活維持
想定日数

３日間

７日間

避難想定人数

100人

250人

100人

250人

非常食
缶入りソフトパン

300缶

750缶

700缶

1,750缶

非常食
アルファ化米

600パック

1,500パック

1,400パック

3,500パック

飲料水及び
調理用水

900ℓ

2,250ℓ

2,100ℓ

15,750ℓ

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。

●防災ワンポイント！

商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 4645



生活維持活動用機材避難所設備用機材

0207 ペット用処理袋＜おサンポくん＞

20枚入り　標準価格 300円
100枚入り　標準価格 1,500円

袋ごと拾ったフンをトイレにポイ！便を包んだ紙袋
は水洗トイレに流すだけ。ポリ袋は可燃性ゴミとし
て処理できます。

4645

防災備蓄と避難所の敵はカビ

非 常 食 に つ い て

　防災用品の備蓄庫は、普段使わない場所の利用や、普段開けない扉の中にあります。気が付
いたらカビが生えている場合があります。大半の防災用品は、ダンボール箱に入っています。
中には強化ダンボールの商品もありますが、ダンボールは時間経過により強度が落ち、湿気を
含みます。定期的に備蓄庫の点検を兼ねて換気をしましょう。また布製担架や防災毛布もカビ
が生えやすいので、たまに天日干しすると良いでしょう。避難所も長期化するとカビの問題が
発生します。大勢の人と布団や洗濯物により避難所は湿気が高くなりやすく、簡易的に使用で
きるダンボールを多用する（敷物・仕切り壁・お膳代わりの箱）ので、カビの発生が早いのが
特徴です。こまめな換気が必要です。

町内会・自治会事業所組織向けの非常食備蓄

　被災後生活維持において、食料は誰もが直面する問題です。
　非常食を備蓄する場合は、下記のことを注意して非常食を備蓄しましょう。

◯成人一人の最低限必要な一日の食料
　個食タイプの非常食　３食分　飲料水及び調理用水　３ℓ

　例

　飲料水は、各自の判断で飲料してください。
　毎食500㎖など区切らないでください。
　この例は、夏場に対応した物になっています。

　これを基に、避難想定人数・避難生活維持想定日数に合わせて備蓄しましょう。
　また、日数が長期化することが想定される場合は、食事のバリエーションが単調になります。
何種類かの非常食を備蓄しましょう。
　アルファ化米の種類には、水の増量でおじやになる商品もあり、お年寄りや体調を崩してい
る人にも対応できます。

　計算例

※避難想定人数・避難想定維持想定日数は、火災・地震・津波など震災の種類や地域により変
わる物です。各組織で検討して想定しましょう。

朝　　食

昼　　食

夕　　食

缶入りソフトパン

アルファ化米　山菜おこわ
（調理用水　110㎖）

アルファ化米　五目ごはん
（調理用水　160㎖）

ペ ッ ト は 家 族 で す
　町内会・自治会などの避難所では、ペットを連れて避難してくる人も考慮し、避難想定をし
ましょう。動物アレルギーや動物が苦手な人もいます。不安な気持ちの中、トラブルが起きな
いように事前に想定しておきましょう。
（一部の犬種・性格もありますが動物セラピーの効果がある場合があります。）

１缶

個食タイプ　１パック

個食タイプ　１パック

避難生活維持
想定日数

３日間

７日間

避難想定人数

100人

250人

100人

250人

非常食
缶入りソフトパン

300缶

750缶

700缶

1,750缶

非常食
アルファ化米

600パック

1,500パック

1,400パック

3,500パック

飲料水及び
調理用水

900ℓ

2,250ℓ

2,100ℓ

15,750ℓ

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。

●防災ワンポイント！

商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 4645



生活維持活動用機材生活維持活動用機材

0208 缶入りソフトパン
（保存期間3年）

★イージーオープン缶
★内容量100g
★パンの風味はそのままで、特
殊な製法で作り上げました。
★開けたらすぐにパンが食べら
れます。
★1ケース24缶入

4847

家庭・小規模福祉施設の非常食備蓄

　被災後生活維持において、組織的避難所の備蓄と基本思考は同じですが、各家庭や小規模
福祉施設の非常食を備蓄する場合は、下記のことを注意して非常食を備蓄しましょう。家庭
や小規模福祉施設では、居住している人に合わせた非常食の種類を選択し備蓄しましょう。
被災した後の食生活は、限られた食事内容の単調さから来る食欲不振、栄養の偏りなどによ
る健康への影響が心配されます。

　すべての非常食は、一食分が400キロカロリー未満になっています、これは糖尿病などの
持病のある方に対応したものになっており、高カロリーなカタカナメニューの商品もこれに
準じています。最低限必要なカロリー摂取になっているので、家庭などの非常食備蓄は、組
み合わせによる食事をお勧めします。下記の例を参考に保存食の備蓄量を計算してください。

　例

※この例は、夏場の飲料想定に対応しています。

◯参考資料
　　一般的な成人の１日の摂取カロリーの目安は、年齢や体格によっても異なりますが
　　女性1,800キロカロリー、男性2,200キロカロリー前後です。

　　一部の商品には、特定原材料等（アレルギー物質）25品目の１部が含まれているものが
あります。アレルギー体質の方、商品選択の時はご注意ください。また特定原材料等（ア
レルギー物質）25品目不使用商品もございます。

◯特定原材料等（アレルギー物質）25品目不使用商品
　　えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイ・牛肉・
くるみ・鮭・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼ
ラチン

朝　　食

缶入りソフト
パン
朝からフルーツ
パイン

昼　　食

アルファ化米
ドライカレー
ポテトサラダ缶

間　　食

アンパンマン
ビスケット
又は　ビスコ

夕　　食

アルファ化米
五目ご飯
さんま味付け
カップ味噌汁

飲  料  水

保存水３ℓ
アルファ化米
調理用を含む

非常用食料品

①レーズン　②オレンジ
③ストロベリー
標準価格 9,600円

0210 マフィン`s工房（保存期間3年）

しっとりソフトな焼きたてマ
フィンの美味しさをそのまま
缶詰にしました。非常食とし
てはもちろん、アウトドアな
どのレジャーにも最適、3種の
味と香りをお楽しみください。
★1缶／ 2個入り 100g
★1ケース24缶入

①チョコチップ
②オレンジピール
③アーモンド
標準価格 11,400円

0211 パンですよ！（保存期間5年）

ふっくら・やわらかなパ
ンを焼きたての風味をそ
のままに缶詰にしまし
た。非常食としてはもち
ろん、アウトドアなどの
レジャーにも最適です。
★1缶／ 2個入り 100g
★1ケース24缶入

①チョコチップ味
②レーズン味
③コーヒーナッツ味
標準価格 9,096円

0209 保存パン
（保存期間3年）

★1個約80g
★甘さ控えめ
★手が汚れていても、直接触
れずに取り出せる、紙筒容
器入り。
★1ケース30袋入

①プレーン
②チョコレート
③黒糖
標準価格 11,400円

0212 缶入ミルクビスケット
（保存期間5年）  標準価格 6,000円

★1缶75g　★361kcal/1缶
★梱包サイズ：W480×D324×H125/3.9㎏
★1ケース24缶入

0215 保存用ファイバービスケット （保存期間5年）
6,960円

非常時に不足しがちな食物繊維
と、ビタミンB1などの栄養素を効
率良く摂れる、ほんのり甘くサク
サクした食感の健康機能食品（栄
養機能食品）主食タイプです。真
空パック入りで、封筒を兼ねたパ
ッケージに入れ、切手を貼ればそ
のまま郵送することもできます。
★1袋／約33本入（約80g）
★1ケース24袋入

0216 常備用カレー職人
（保存期間3年）
40袋入 6,000円

常温でもなめらかな食感はそ
のままに、たまねぎと牛肉の
コクと旨みが味わえます。非
常時や火の使えない時にとて
も便利です。
★200g（1食分）
★甘口・中辛
★1ケース40コ入

0213 アンパンマン
どこでもビスケット
（保存期間3年）  標準価格 7,920円

★1缶60g　★缶切不要　★1ケース24缶入

0214 ミルクスティック
（保存期間5年）  標準価格 8,400円

★1個約6g
★牛乳から作った高タンパク・高カルシウム
　の保存食
★1ケース30袋入（1袋・6g×8本入）

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 4847



生活維持活動用機材生活維持活動用機材

0208 缶入りソフトパン
（保存期間3年）

★イージーオープン缶
★内容量100g
★パンの風味はそのままで、特
殊な製法で作り上げました。
★開けたらすぐにパンが食べら
れます。
★1ケース24缶入

4847

家庭・小規模福祉施設の非常食備蓄

　被災後生活維持において、組織的避難所の備蓄と基本思考は同じですが、各家庭や小規模
福祉施設の非常食を備蓄する場合は、下記のことを注意して非常食を備蓄しましょう。家庭
や小規模福祉施設では、居住している人に合わせた非常食の種類を選択し備蓄しましょう。
被災した後の食生活は、限られた食事内容の単調さから来る食欲不振、栄養の偏りなどによ
る健康への影響が心配されます。

　すべての非常食は、一食分が400キロカロリー未満になっています、これは糖尿病などの
持病のある方に対応したものになっており、高カロリーなカタカナメニューの商品もこれに
準じています。最低限必要なカロリー摂取になっているので、家庭などの非常食備蓄は、組
み合わせによる食事をお勧めします。下記の例を参考に保存食の備蓄量を計算してください。

　例

※この例は、夏場の飲料想定に対応しています。

◯参考資料
　　一般的な成人の１日の摂取カロリーの目安は、年齢や体格によっても異なりますが
　　女性1,800キロカロリー、男性2,200キロカロリー前後です。

　　一部の商品には、特定原材料等（アレルギー物質）25品目の１部が含まれているものが
あります。アレルギー体質の方、商品選択の時はご注意ください。また特定原材料等（ア
レルギー物質）25品目不使用商品もございます。

◯特定原材料等（アレルギー物質）25品目不使用商品
　　えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイ・牛肉・
くるみ・鮭・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼ
ラチン

朝　　食

缶入りソフト
パン
朝からフルーツ
パイン

昼　　食

アルファ化米
ドライカレー
ポテトサラダ缶

間　　食

アンパンマン
ビスケット
又は　ビスコ

夕　　食

アルファ化米
五目ご飯
さんま味付け
カップ味噌汁

飲  料  水

保存水３ℓ
アルファ化米
調理用を含む

非常用食料品

①レーズン　②オレンジ
③ストロベリー
標準価格 9,600円

0210 マフィン`s工房（保存期間3年）

しっとりソフトな焼きたてマ
フィンの美味しさをそのまま
缶詰にしました。非常食とし
てはもちろん、アウトドアな
どのレジャーにも最適、3種の
味と香りをお楽しみください。
★1缶／ 2個入り 100g
★1ケース24缶入

①チョコチップ
②オレンジピール
③アーモンド
標準価格 11,400円

0211 パンですよ！（保存期間5年）

ふっくら・やわらかなパ
ンを焼きたての風味をそ
のままに缶詰にしまし
た。非常食としてはもち
ろん、アウトドアなどの
レジャーにも最適です。
★1缶／ 2個入り 100g
★1ケース24缶入

①チョコチップ味
②レーズン味
③コーヒーナッツ味
標準価格 9,096円

0209 保存パン
（保存期間3年）

★1個約80g
★甘さ控えめ
★手が汚れていても、直接触
れずに取り出せる、紙筒容
器入り。
★1ケース30袋入

①プレーン
②チョコレート
③黒糖
標準価格 11,400円

0212 缶入ミルクビスケット
（保存期間5年）  標準価格 6,000円

★1缶75g　★361kcal/1缶
★梱包サイズ：W480×D324×H125/3.9㎏
★1ケース24缶入

0215 保存用ファイバービスケット （保存期間5年）
6,960円

非常時に不足しがちな食物繊維
と、ビタミンB1などの栄養素を効
率良く摂れる、ほんのり甘くサク
サクした食感の健康機能食品（栄
養機能食品）主食タイプです。真
空パック入りで、封筒を兼ねたパ
ッケージに入れ、切手を貼ればそ
のまま郵送することもできます。
★1袋／約33本入（約80g）
★1ケース24袋入

0216 常備用カレー職人
（保存期間3年）
40袋入 6,000円

常温でもなめらかな食感はそ
のままに、たまねぎと牛肉の
コクと旨みが味わえます。非
常時や火の使えない時にとて
も便利です。
★200g（1食分）
★甘口・中辛
★1ケース40コ入

0213 アンパンマン
どこでもビスケット
（保存期間3年）  標準価格 7,920円

★1缶60g　★缶切不要　★1ケース24缶入

0214 ミルクスティック
（保存期間5年）  標準価格 8,400円

★1個約6g
★牛乳から作った高タンパク・高カルシウム
　の保存食
★1ケース30袋入（1袋・6g×8本入）

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 4847



生活維持活動用機材生活維持活動用機材
お惣菜缶詰各種 イージーオープン缶 （賞味期限3年）  化学調味料、着色料を一切使用せず、自然食品からダシをとった、常温でもおいしく食べられる缶詰です。

伝統のお惣菜をバラエティ豊かに、高真空パックで保存食料にしました。

5049

0217 小型カンパン
（保存期間5年）標準価格 5,760円

★イージーオープン缶
★氷砂糖入
★1ケース
24缶入

0220 備蓄用大型カンパン
（保存期間5年）標準価格 21,760円

★5枚（115g）×64袋入×2缶入
★2缶セットでの販売になります

0221 ビスコ保存缶（保存期間5年）
標準価格 4,500円

ロングセラーのビスコが保存缶にな
りました。ビスコは、子供が喜ぶ・
おいしそう等の理由からたかく支持
されています。クリームサンドビス
ケットで食べやすく、幅広い年齢の
方におすすめです。また5枚ずつの
分包が6袋入り、と分けやすくなっ
ています。卵は使用していません。
★1缶/30枚（5枚×6袋）
★1ケース10缶入

0218 防災用クラッカー
（保存期間5年）標準価格 15,800円

★44g（13枚）2本×35袋入×2缶
★2缶セットでの販売になります

0219 非常災害用ドロップス
（保存期間5年）標準価格 4,500円

非常災害用ドロップスは、糖分、クエン酸を
補給できる果汁入りドロップスです。
★1缶/140g　★1ケース10缶入

0222 こまちがゆ
（保存期間3年）標準価格 7,200円

★消化が早くてお子様からお年寄りまで安心
して食べられます。
★缶切り不要　★1ケース24缶入
★湯せんで温められます

0223 保存用みそ汁缶
（保存期間3年）標準価格 4,800円

かつおだしの本格的みそ汁がどこでも手軽に
味わえます。
★190g　★1ケース30缶入
★湯せんで温められます

0224 梅干（賞味期限5年）
標準価格 9,600円

人体に必要な塩分の補給に役立ちます。
★1袋12粒入り　★1ケース20袋入

0225 バランスパワー 6YEARS
（保存期間6年）標準価格 6,000円

ビタミン8種類と、カルシウム、鉄分とコラ
ーゲン、食物繊維等をバランスよく配合した
クッキースタイルの栄養機能食品。ソフトな
食感でお子様から高齢者まで、おいしく手軽
に栄養補充できます。
★1パック：ココア味2袋(4本･42.4g)、全粒
粉2袋（4本･40.4g）
★1ケース20パック入

0226 えいようかん（保存期間約5年半）
標準価格 10,000円

★1個約60g
★災害時以外にも手軽にカロリー補給ができ
る美味しいようかん。
★1ケース20箱入（1箱・60g×5個）

0227 おでん缶（保存期間約3年）
標準価格 6,300円

★1缶280g
★具材・大根・こんにゃく・昆布・卵・ごぼ
う巻・いわしつみれ・ちくわ
★1ケース15缶入
★湯せんで温められます

※梅干しは入っていません。

0228

うの花炒り
標準価格 6,720円
★内容量65g　★1ケース24缶入

0229

きんぴらごぼう
標準価格 6,720円
★内容量45g　★1ケース24缶入

0230

ごもく豆
標準価格 6,720円
★内容量70g　★1ケース24缶入

0231

切り干しだいこん
標準価格 6,720円
★内容量65g　★1ケース24缶入

0232

ひじき
標準価格 6,720円
★内容量65g　★1ケース24缶入

0233

たけのこかか煮
標準価格 6,720円
★内容量55g　★1ケース24缶入

0234

むらさきはな豆
標準価格 6,720円
★内容量70g　★1ケース24缶入

0235

かぼちゃいとこ煮
標準価格 6,720円
★内容量60g　★1ケース24缶入

缶　詰　各　種　イージーオープン缶 （賞味期限3年）
0236

ウインナー
ソーセージ
標準価格 7,200円
★内容量105g
★1ケース24缶入

0237

牛肉大和煮
標準価格 12,000円
★内容量160g
★1ケース24缶入

0238

コンビーフ
標準価格 9,120円
★内容量100g
★1ケース24缶入

0240

さばみそ煮
標準価格 6,000円
★内容量190g
★1ケース24缶入

0239

鉄板焼肉（馬肉）
標準価格 4,800円
★内容量65g
★1ケース24缶入

0241

いわし味付
標準価格 4,800円
★内容量100g
★1ケース24缶入

0242

まぐろ油漬
（ライトツナ・フレーク）
標準価格 6,000円
★内容量80g
★1ケース24缶入

0243

さんま味付
標準価格 4,800円
★内容量140g
★1ケース24缶入

0245

やきとり たれ味
標準価格 4,800円
★内容量85g
★1ケース24缶入

0244

朝からフルーツ
パイミン
標準価格 4,800円
★内容量190g
★1ケース24缶入

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 5049



生活維持活動用機材生活維持活動用機材
お惣菜缶詰各種 イージーオープン缶 （賞味期限3年）  化学調味料、着色料を一切使用せず、自然食品からダシをとった、常温でもおいしく食べられる缶詰です。

伝統のお惣菜をバラエティ豊かに、高真空パックで保存食料にしました。

5049

0217 小型カンパン
（保存期間5年）標準価格 5,760円

★イージーオープン缶
★氷砂糖入
★1ケース
24缶入

0220 備蓄用大型カンパン
（保存期間5年）標準価格 21,760円

★5枚（115g）×64袋入×2缶入
★2缶セットでの販売になります

0221 ビスコ保存缶（保存期間5年）
標準価格 4,500円

ロングセラーのビスコが保存缶にな
りました。ビスコは、子供が喜ぶ・
おいしそう等の理由からたかく支持
されています。クリームサンドビス
ケットで食べやすく、幅広い年齢の
方におすすめです。また5枚ずつの
分包が6袋入り、と分けやすくなっ
ています。卵は使用していません。
★1缶/30枚（5枚×6袋）
★1ケース10缶入

0218 防災用クラッカー
（保存期間5年）標準価格 15,800円

★44g（13枚）2本×35袋入×2缶
★2缶セットでの販売になります

0219 非常災害用ドロップス
（保存期間5年）標準価格 4,500円

非常災害用ドロップスは、糖分、クエン酸を
補給できる果汁入りドロップスです。
★1缶/140g　★1ケース10缶入

0222 こまちがゆ
（保存期間3年）標準価格 7,200円

★消化が早くてお子様からお年寄りまで安心
して食べられます。
★缶切り不要　★1ケース24缶入
★湯せんで温められます

0223 保存用みそ汁缶
（保存期間3年）標準価格 4,800円

かつおだしの本格的みそ汁がどこでも手軽に
味わえます。
★190g　★1ケース30缶入
★湯せんで温められます

0224 梅干（賞味期限5年）
標準価格 9,600円

人体に必要な塩分の補給に役立ちます。
★1袋12粒入り　★1ケース20袋入

0225 バランスパワー 6YEARS
（保存期間6年）標準価格 6,000円

ビタミン8種類と、カルシウム、鉄分とコラ
ーゲン、食物繊維等をバランスよく配合した
クッキースタイルの栄養機能食品。ソフトな
食感でお子様から高齢者まで、おいしく手軽
に栄養補充できます。
★1パック：ココア味2袋(4本･42.4g)、全粒
粉2袋（4本･40.4g）
★1ケース20パック入

0226 えいようかん（保存期間約5年半）
標準価格 10,000円

★1個約60g
★災害時以外にも手軽にカロリー補給ができ
る美味しいようかん。
★1ケース20箱入（1箱・60g×5個）

0227 おでん缶（保存期間約3年）
標準価格 6,300円

★1缶280g
★具材・大根・こんにゃく・昆布・卵・ごぼ
う巻・いわしつみれ・ちくわ
★1ケース15缶入
★湯せんで温められます

※梅干しは入っていません。

0228

うの花炒り
標準価格 6,720円
★内容量65g　★1ケース24缶入

0229

きんぴらごぼう
標準価格 6,720円
★内容量45g　★1ケース24缶入

0230

ごもく豆
標準価格 6,720円
★内容量70g　★1ケース24缶入

0231

切り干しだいこん
標準価格 6,720円
★内容量65g　★1ケース24缶入

0232

ひじき
標準価格 6,720円
★内容量65g　★1ケース24缶入

0233

たけのこかか煮
標準価格 6,720円
★内容量55g　★1ケース24缶入

0234

むらさきはな豆
標準価格 6,720円
★内容量70g　★1ケース24缶入

0235

かぼちゃいとこ煮
標準価格 6,720円
★内容量60g　★1ケース24缶入

缶　詰　各　種　イージーオープン缶 （賞味期限3年）
0236

ウインナー
ソーセージ
標準価格 7,200円
★内容量105g
★1ケース24缶入

0237

牛肉大和煮
標準価格 12,000円
★内容量160g
★1ケース24缶入

0238

コンビーフ
標準価格 9,120円
★内容量100g
★1ケース24缶入

0240

さばみそ煮
標準価格 6,000円
★内容量190g
★1ケース24缶入

0239

鉄板焼肉（馬肉）
標準価格 4,800円
★内容量65g
★1ケース24缶入

0241

いわし味付
標準価格 4,800円
★内容量100g
★1ケース24缶入

0242

まぐろ油漬
（ライトツナ・フレーク）
標準価格 6,000円
★内容量80g
★1ケース24缶入

0243

さんま味付
標準価格 4,800円
★内容量140g
★1ケース24缶入

0245

やきとり たれ味
標準価格 4,800円
★内容量85g
★1ケース24缶入

0244

朝からフルーツ
パイミン
標準価格 4,800円
★内容量190g
★1ケース24缶入

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 5049



生活維持活動用機材生活維持活動用機材

白飯
標準価格 14,000円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)170㎖

五目ご飯
標準価格 17,000円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)170㎖

山菜おこわ
標準価格 17,000円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)130㎖

鶏そぼろご飯
標準価格 17,000円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)170㎖

赤飯
標準価格 17,000円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)130㎖

ドライカレー
標準価格 17,000円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)170㎖

海鮮おこわ
標準価格 19,000円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)130㎖

エビピラフ
標準価格 17,000円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)170㎖

きのこご飯
標準価格 17,500円

★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)170㎖

特定原材料（アレルギー物質）25品目のえび、かに、小麦、そば、
卵、乳、落花生、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイ、牛肉、
くるみ、さけ、さば、ゼラチン、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、
もも、やまいも、りんごを使用しておりません。

ひじきご飯
標準価格 17,500円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)170㎖

わかめご飯
標準価格 16,500円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)170㎖

0246

0247

アルファ米（保存期間約5年）

アルファ米おかゆ（保存期間約5年）

0248 アルファ米炊出用（保存期間約5年）

★お湯または水を注ぐだけで、おいしいご飯が出来上がります。　★スプーン付　★別途、お湯または水が必要です。

0249

0251

安心米（保存期間5年）

5251

白飯
赤飯
五目ごはん
わかめごはん
山菜おこわ
ドライカレー
チキンライス

8.0ℓ
5.5ℓ
8.0ℓ
8.0ℓ
5.5ℓ
8.0ℓ
8.0ℓ

1 1 , 0 0 0円
14 , 0 0 0円
14 , 0 0 0円
13 , 0 0 0円
14 , 8 0 0円
14 , 0 0 0円
14 , 0 0 0円

品名 標準価格 湯または水の必要量

◎セット内容
★アルファ米・具材・割箸・輪ゴム・
しゃもじ・衛生手袋・弁当容器・
針金入りビニールヒモ・開封用
カッター・説明書

★割箸・弁当容器・しゃもじ・説明書付
★お湯または水を注ぐだけで、ご飯が食べられます。
★約50人分を一度に作れます。
★お湯で約20～30分・水で約60～70分
★別途、水またはお湯が必要です。

★お湯または水を注ぐだけで、おいしいおかゆが出来上がります。
★スプーン付　★別途、お湯または水が必要です。

★40g×50袋入
★必要水量：1袋(40g)280㎖

①白がゆ
　標準価格 13,000円

★42g×50袋入
★必要水量：1袋(42g)278㎖

★42g×50袋
★必要水量：1袋(42g)210㎖

★41g×50袋
★必要水量：1袋(41g)210㎖

②梅がゆ
　標準価格 14,000円

★お湯または水を注ぐだけで、おいしいご飯が出来上がります。　★スプーン付　★別途、お湯または水が必要です。

0250 安心米おかゆ（保存期間約5年）
★お湯または水を注ぐだけで、おいしいおかゆが出来上がります。
★スプーン付　★別途、お湯または水が必要です。

①白がゆ
　標準価格 13,000円

②梅がゆ
　標準価格 14,000円

特定原材料（アレルギー物質）
25品目不使用商品

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。

白飯
標準価格 14,000円
★100g×50袋入
★必要水量：1袋(100g)160㎖

赤飯
標準価格 17,000円
★100g×50袋入
★必要水量：1袋(100g)110㎖

五目ごはん
標準価格 17,000円
★100g×50袋入
★必要水量：1袋(100g)160㎖

わかめごはん
標準価格 16,000円
★100g×50袋入
★必要水量：1袋(100g)160㎖

山菜おこわ
標準価格 19,000円
★100g×50袋入
★必要水量：1袋(100g)110㎖

ドライカレー
標準価格 17,000円
★100g×50袋入
★必要水量：1袋(100g)160㎖

チキンライス
標準価格 17,000円
★100g×50袋入
★必要水量：1袋(100g)160㎖

えびピラフ
標準価格 19,000円
★100g×50袋入
★必要水量：1袋(100g)160㎖

商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 5251



生活維持活動用機材生活維持活動用機材

白飯
標準価格 14,000円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)170㎖

五目ご飯
標準価格 17,000円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)170㎖

山菜おこわ
標準価格 17,000円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)130㎖

鶏そぼろご飯
標準価格 17,000円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)170㎖

赤飯
標準価格 17,000円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)130㎖

ドライカレー
標準価格 17,000円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)170㎖

海鮮おこわ
標準価格 19,000円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)130㎖

エビピラフ
標準価格 17,000円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)170㎖

きのこご飯
標準価格 17,500円

★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)170㎖

特定原材料（アレルギー物質）25品目のえび、かに、小麦、そば、
卵、乳、落花生、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイ、牛肉、
くるみ、さけ、さば、ゼラチン、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、
もも、やまいも、りんごを使用しておりません。

ひじきご飯
標準価格 17,500円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)170㎖

わかめご飯
標準価格 16,500円
★100g×50袋
★必要水量：1袋(100g)170㎖

0246

0247

アルファ米（保存期間約5年）

アルファ米おかゆ（保存期間約5年）

0248 アルファ米炊出用（保存期間約5年）

★お湯または水を注ぐだけで、おいしいご飯が出来上がります。　★スプーン付　★別途、お湯または水が必要です。

0249

0251

安心米（保存期間5年）

5251

白飯
赤飯
五目ごはん
わかめごはん
山菜おこわ
ドライカレー
チキンライス

8.0ℓ
5.5ℓ
8.0ℓ
8.0ℓ
5.5ℓ
8.0ℓ
8.0ℓ

1 1 , 0 0 0円
14 , 0 0 0円
14 , 0 0 0円
13 , 0 0 0円
14 , 8 0 0円
14 , 0 0 0円
14 , 0 0 0円

品名 標準価格 湯または水の必要量

◎セット内容
★アルファ米・具材・割箸・輪ゴム・
しゃもじ・衛生手袋・弁当容器・
針金入りビニールヒモ・開封用
カッター・説明書

★割箸・弁当容器・しゃもじ・説明書付
★お湯または水を注ぐだけで、ご飯が食べられます。
★約50人分を一度に作れます。
★お湯で約20～30分・水で約60～70分
★別途、水またはお湯が必要です。

★お湯または水を注ぐだけで、おいしいおかゆが出来上がります。
★スプーン付　★別途、お湯または水が必要です。

★40g×50袋入
★必要水量：1袋(40g)280㎖

①白がゆ
　標準価格 13,000円

★42g×50袋入
★必要水量：1袋(42g)278㎖

★42g×50袋
★必要水量：1袋(42g)210㎖

★41g×50袋
★必要水量：1袋(41g)210㎖

②梅がゆ
　標準価格 14,000円

★お湯または水を注ぐだけで、おいしいご飯が出来上がります。　★スプーン付　★別途、お湯または水が必要です。

0250 安心米おかゆ（保存期間約5年）
★お湯または水を注ぐだけで、おいしいおかゆが出来上がります。
★スプーン付　★別途、お湯または水が必要です。

①白がゆ
　標準価格 13,000円

②梅がゆ
　標準価格 14,000円

特定原材料（アレルギー物質）
25品目不使用商品

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。

白飯
標準価格 14,000円
★100g×50袋入
★必要水量：1袋(100g)160㎖

赤飯
標準価格 17,000円
★100g×50袋入
★必要水量：1袋(100g)110㎖

五目ごはん
標準価格 17,000円
★100g×50袋入
★必要水量：1袋(100g)160㎖

わかめごはん
標準価格 16,000円
★100g×50袋入
★必要水量：1袋(100g)160㎖

山菜おこわ
標準価格 19,000円
★100g×50袋入
★必要水量：1袋(100g)110㎖

ドライカレー
標準価格 17,000円
★100g×50袋入
★必要水量：1袋(100g)160㎖

チキンライス
標準価格 17,000円
★100g×50袋入
★必要水量：1袋(100g)160㎖

えびピラフ
標準価格 19,000円
★100g×50袋入
★必要水量：1袋(100g)160㎖

商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 5251



生活維持活動用機材生活維持活動用機材

保存食「白飯」
20袋入 標準価格 5,600円
50袋入 標準価格 14,000円
どんな副菜・汁物にも合うシンプルな
日本人の基本食。
★内容量：100g
★出来上がり量：
260g（390g）
★保存期間5年

カルボナーラ
20袋入 標準価格 7,200円
口あたりのやさしいクリー
ミーな味に黒こしょうのピ
リッとした風味をプラス。
★内容量：71g
★出来上がり量：220g
★保存期間5年

ナポリタン
20袋入 標準価格 7,200円
太陽をいっぱい浴びたトマ
トと野菜の味を閉じ込めた
昔なつかしい味。
★内容量：71g
★出来上がり量：220g
★保存期間2年

ペペロンチーノ
20袋入 標準価格 7,200円
ピリッと辛い唐辛子と旨み
のあるガーリックオイルの
ハーモニーが絶妙。
★内容量：60g
★出来上がり量：210g
★保存期間5年

こだわり鰻茶漬け
20袋入 標準価格 9,400円
ボリュームたっぷり、
具だくさん！
★内容量：63.8g
★出来上がり量：260g
★保存期間1年

わさび茶漬け
20袋入 標準価格 6,400円
わさびの葉入りでちょ
っぴり辛口、大人の味。
★内容量：46g
★出来上がり量：246g
★保存期間2年

鮭茶漬け
20袋入 標準価格 6,400円
磯の香りが口いっぱい
に広がります。
★内容量：46g
★出来上がり量：246g
★保存期間2年

梅茶漬け
20袋入 標準価格 6,400円
あっさり風味。
朝食にぴったり。
★内容量：46g
★出来上がり量：246g
★保存期間2年

保存食「五目ご飯」
20袋入 標準価格 6,800円
50袋入 標準価格 17,000円

食べきり「しそわかめご飯」
20袋入 標準価格 6,800円
50袋入 標準価格 17,000円

保存食「しそわかめご飯」
20袋入 標準価格 7,600円
50袋入 標準価格 19,000円

野菜の旨味と醤油のあっさり味。
★内容量：100g
★出来上がり量：
260g（390g）
★保存期間5年

保存食「牛飯」
20袋入 標準価格 7,600円
50袋入 標準価格 19,000円
牛肉の旨味がつまった、男性にも人気の
定番アイテム。
★内容量：100g
★出来上がり量：
260g（390g）
★保存期間5年

保存食「えびピラフ］
20袋入 標準価格 7,600円
50袋入 標準価格 19,000円
プリプリのえびに彩りの良い野菜が入った
人気の洋食メニュー。
★内容量：100g
★出来上がり量：
240g（390g）
★保存期間5年

しそ、わかめ、ごまのバランスが絶妙、
風味豊かなご飯。
★内容量：77g
★出来上がり量：
187g（277g）
★保存期間5年

保存食「炒飯」
20袋入 標準価格 7,600円
50袋入 標準価格 19,000円
ピリッとスパイシー！
色とりどりの具がたくさん！
★内容量：100g
★出来上がり量：
260g（390g）
★保存期間5年

食べきり「えびピラフ］
20袋入 標準価格 6,800円
50袋入 標準価格 17,000円
プリプリのえびに彩りの良い野菜が入った
人気の洋食メニュー。
★内容量：77g
★出来上がり量：
187g（277g）
★保存期間5年

しそ、わかめ、ごまのバランスが絶妙、
風味豊かなご飯。
★内容量：100g
★出来上がり量：
240g（390g）
★保存期間5年

保存食「ドライカレー」
20袋入 標準価格 6,800円
50袋入 標準価格 17,000円
マイルドなカレー味とご飯が良く合い、
食欲をそそります。
★内容量：100g
★出来上がり量：
240g（390g）
★保存期間5年

食べきり「ちらし寿司］
20袋入 標準価格 7,600円
本格ちらし寿司が簡単にできる！
（※雑炊にはできません）。
★内容量：77g
★出来上がり量：
187g
★保存期間3年

0252 マジックライス 0253 マジックパスタ

5453

0254 マジックライスお茶漬け

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 5453



生活維持活動用機材生活維持活動用機材

保存食「白飯」
20袋入 標準価格 5,600円
50袋入 標準価格 14,000円
どんな副菜・汁物にも合うシンプルな
日本人の基本食。
★内容量：100g
★出来上がり量：
260g（390g）
★保存期間5年

カルボナーラ
20袋入 標準価格 7,200円
口あたりのやさしいクリー
ミーな味に黒こしょうのピ
リッとした風味をプラス。
★内容量：71g
★出来上がり量：220g
★保存期間5年

ナポリタン
20袋入 標準価格 7,200円
太陽をいっぱい浴びたトマ
トと野菜の味を閉じ込めた
昔なつかしい味。
★内容量：71g
★出来上がり量：220g
★保存期間2年

ペペロンチーノ
20袋入 標準価格 7,200円
ピリッと辛い唐辛子と旨み
のあるガーリックオイルの
ハーモニーが絶妙。
★内容量：60g
★出来上がり量：210g
★保存期間5年

こだわり鰻茶漬け
20袋入 標準価格 9,400円
ボリュームたっぷり、
具だくさん！
★内容量：63.8g
★出来上がり量：260g
★保存期間1年

わさび茶漬け
20袋入 標準価格 6,400円
わさびの葉入りでちょ
っぴり辛口、大人の味。
★内容量：46g
★出来上がり量：246g
★保存期間2年

鮭茶漬け
20袋入 標準価格 6,400円
磯の香りが口いっぱい
に広がります。
★内容量：46g
★出来上がり量：246g
★保存期間2年

梅茶漬け
20袋入 標準価格 6,400円
あっさり風味。
朝食にぴったり。
★内容量：46g
★出来上がり量：246g
★保存期間2年

保存食「五目ご飯」
20袋入 標準価格 6,800円
50袋入 標準価格 17,000円

食べきり「しそわかめご飯」
20袋入 標準価格 6,800円
50袋入 標準価格 17,000円

保存食「しそわかめご飯」
20袋入 標準価格 7,600円
50袋入 標準価格 19,000円

野菜の旨味と醤油のあっさり味。
★内容量：100g
★出来上がり量：
260g（390g）
★保存期間5年

保存食「牛飯」
20袋入 標準価格 7,600円
50袋入 標準価格 19,000円
牛肉の旨味がつまった、男性にも人気の
定番アイテム。
★内容量：100g
★出来上がり量：
260g（390g）
★保存期間5年

保存食「えびピラフ］
20袋入 標準価格 7,600円
50袋入 標準価格 19,000円
プリプリのえびに彩りの良い野菜が入った
人気の洋食メニュー。
★内容量：100g
★出来上がり量：
240g（390g）
★保存期間5年

しそ、わかめ、ごまのバランスが絶妙、
風味豊かなご飯。
★内容量：77g
★出来上がり量：
187g（277g）
★保存期間5年

保存食「炒飯」
20袋入 標準価格 7,600円
50袋入 標準価格 19,000円
ピリッとスパイシー！
色とりどりの具がたくさん！
★内容量：100g
★出来上がり量：
260g（390g）
★保存期間5年

食べきり「えびピラフ］
20袋入 標準価格 6,800円
50袋入 標準価格 17,000円
プリプリのえびに彩りの良い野菜が入った
人気の洋食メニュー。
★内容量：77g
★出来上がり量：
187g（277g）
★保存期間5年

しそ、わかめ、ごまのバランスが絶妙、
風味豊かなご飯。
★内容量：100g
★出来上がり量：
240g（390g）
★保存期間5年

保存食「ドライカレー」
20袋入 標準価格 6,800円
50袋入 標準価格 17,000円
マイルドなカレー味とご飯が良く合い、
食欲をそそります。
★内容量：100g
★出来上がり量：
240g（390g）
★保存期間5年

食べきり「ちらし寿司］
20袋入 標準価格 7,600円
本格ちらし寿司が簡単にできる！
（※雑炊にはできません）。
★内容量：77g
★出来上がり量：
187g
★保存期間3年

0252 マジックライス 0253 マジックパスタ

5453

0254 マジックライスお茶漬け

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 5453



生活維持活動用機材生活維持活動用機材

0257 保存用けんちん汁・とん汁（保存期間5年）
①けんちん汁  ②とん汁  標準価格 各3,900円

缶の中身をナベに入れ、熱湯を加えてかきまぜるだけで栄養たっぷ
りの本格的な味が楽しめます。寒い季節の食事に温かい汁物は欠か
せません。キャンプにも最適です。
★けんちん汁：191g（約20食分）
★とん汁：270g（約20食分）
★湯の必要量：3ℓ（20食）

0259 保存用即席乾燥餅（保存期間5年）
①きなこ餅  ②あんこ餅  ③いそべ餅
標準価格 各22,000円

水に約１分間ひたすだけで食べられる、食感バツグンの
特殊乾燥食品です。お好みで選べる３種の味が揃ってい
ます。
★各味とも乾燥餅8g×10個、トレイ、割り箸付
★きなこ餅：きなこ（7g×2袋）入
★あんこ餅：あん顆粒（20g×1袋）入
★いそべ餅：のり10枚、粉末しょうゆ（3g）入
★1ケース50袋入

0258 リゾット（保存期間24℃以下で25年）
①洋風えび雑炊  ②洋風とり雑炊
標準価格 各46,200円

主食・副食が一度に摂取できる、具のたっぷり入った栄養バランス
の良いフリーズドライ食品です。水分が多く、のど越しが良いため、
どなたでもおいしく召し上がれます。
★洋風えび雑炊：約430g（10食分）
★洋風とり雑炊：約380g（10食分）
★湯の必要量：270㎖（1食）　★1ケース6缶入

0255 備蓄用わかめのみそ汁（保存期間3年）
標準価格 8,800円

●４種の合わせだし使用で引き立
つ旨さ。
●１缶で約20食
●顆粒状みそを使用お湯を注ぐだ
けで簡単に食べられます。
★1缶内容量：150g
★梱包サイズ：
W290×D220×
H104㎜/2.7㎏
★1ケース12缶入

0260 高賀の森水（５年保存水）
2ℓ×6本
標準価格 1,932円
500㎖×24本　
標準価格 4,104円

こう か　　　しんすい

５年保存水の特徴
 ・非加熱除菌の保存水
 ・強化ダンボール使用
 ・簡易コップ５ヶ付
 ・公的機関認証商品
 ・原水はモンドセレクション最高金賞
受賞の高賀の森水使用

非加熱除菌の天然水を保存可能に
天然水の美味しさはそのままに、５年間の長期保存
　5年保存水は、岐阜奥長良川高賀渓谷の天然軟水「高賀の森水」の美味し
さをそのままボトリングしました。 
　「高賀の森水」500mlにてモンドセレクション6年連続（2008年～2013
年）最高金賞受賞。 
　iTQi（国際味覚審査機構）においても4年連続（2010年～2013年）優
秀味覚賞最高位3つ星を受賞しており、5年後も常温で安心してお飲み頂け
ます。 

ダンボールにもひと工夫
簡易コップ付きで、いつでも素早く、衛生的に
　湿気や衝撃対策として強化段ボールを使用し、虫やホコリの侵入を防ぐ
ため手掛け穴は開いておりません。長期間開封をしない緊急時用のお水で
すので、外見から一目で内容物がわかるパッケージになっております。また、
簡易コップを同梱しておりますので、いつでも素早く衛生的にご利用頂け
ます。

備蓄保存水の目安
災害時、給水が始まるまでの水分補給に
　災害が起きた場合、応急給水が始まる日数の目安が3日と言われており、
その3日間をしのぐ「保存水」の常備をお薦めします。 
　1人当たり「1日1人×3L×3日=9L」が備蓄量の基本の目安となります。
　4人家族の場合では2Lが3ケース（18本）、500mlの場合3ケース（72本）
が必要備蓄量となります。
 ※賞味期限に余裕を持って順次新しい商品に入替えをお願いいたします。

0256 カップ付みそ汁（保存期間3年）
標準価格 3,900円

★1袋9.5g
★パッケージを組み立てるとそのまま一杯分の容器になります。
★スプーン付　★必要水量・1食160㎖
★1ケース5袋入（1袋・1袋×6個入）

5655

非常用飲料水

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 5655



生活維持活動用機材生活維持活動用機材

0257 保存用けんちん汁・とん汁（保存期間5年）
①けんちん汁  ②とん汁  標準価格 各3,900円

缶の中身をナベに入れ、熱湯を加えてかきまぜるだけで栄養たっぷ
りの本格的な味が楽しめます。寒い季節の食事に温かい汁物は欠か
せません。キャンプにも最適です。
★けんちん汁：191g（約20食分）
★とん汁：270g（約20食分）
★湯の必要量：3ℓ（20食）

0259 保存用即席乾燥餅（保存期間5年）
①きなこ餅  ②あんこ餅  ③いそべ餅
標準価格 各22,000円

水に約１分間ひたすだけで食べられる、食感バツグンの
特殊乾燥食品です。お好みで選べる３種の味が揃ってい
ます。
★各味とも乾燥餅8g×10個、トレイ、割り箸付
★きなこ餅：きなこ（7g×2袋）入
★あんこ餅：あん顆粒（20g×1袋）入
★いそべ餅：のり10枚、粉末しょうゆ（3g）入
★1ケース50袋入

0258 リゾット（保存期間24℃以下で25年）
①洋風えび雑炊  ②洋風とり雑炊
標準価格 各46,200円

主食・副食が一度に摂取できる、具のたっぷり入った栄養バランス
の良いフリーズドライ食品です。水分が多く、のど越しが良いため、
どなたでもおいしく召し上がれます。
★洋風えび雑炊：約430g（10食分）
★洋風とり雑炊：約380g（10食分）
★湯の必要量：270㎖（1食）　★1ケース6缶入

0255 備蓄用わかめのみそ汁（保存期間3年）
標準価格 8,800円

●４種の合わせだし使用で引き立
つ旨さ。
●１缶で約20食
●顆粒状みそを使用お湯を注ぐだ
けで簡単に食べられます。
★1缶内容量：150g
★梱包サイズ：
W290×D220×
H104㎜/2.7㎏
★1ケース12缶入

0260 高賀の森水（５年保存水）
2ℓ×6本
標準価格 1,932円
500㎖×24本　
標準価格 4,104円

こう か　　　しんすい

５年保存水の特徴
 ・非加熱除菌の保存水
 ・強化ダンボール使用
 ・簡易コップ５ヶ付
 ・公的機関認証商品
 ・原水はモンドセレクション最高金賞
受賞の高賀の森水使用

非加熱除菌の天然水を保存可能に
天然水の美味しさはそのままに、５年間の長期保存
　5年保存水は、岐阜奥長良川高賀渓谷の天然軟水「高賀の森水」の美味し
さをそのままボトリングしました。 
　「高賀の森水」500mlにてモンドセレクション6年連続（2008年～2013
年）最高金賞受賞。 
　iTQi（国際味覚審査機構）においても4年連続（2010年～2013年）優
秀味覚賞最高位3つ星を受賞しており、5年後も常温で安心してお飲み頂け
ます。 

ダンボールにもひと工夫
簡易コップ付きで、いつでも素早く、衛生的に
　湿気や衝撃対策として強化段ボールを使用し、虫やホコリの侵入を防ぐ
ため手掛け穴は開いておりません。長期間開封をしない緊急時用のお水で
すので、外見から一目で内容物がわかるパッケージになっております。また、
簡易コップを同梱しておりますので、いつでも素早く衛生的にご利用頂け
ます。

備蓄保存水の目安
災害時、給水が始まるまでの水分補給に
　災害が起きた場合、応急給水が始まる日数の目安が3日と言われており、
その3日間をしのぐ「保存水」の常備をお薦めします。 
　1人当たり「1日1人×3L×3日=9L」が備蓄量の基本の目安となります。
　4人家族の場合では2Lが3ケース（18本）、500mlの場合3ケース（72本）
が必要備蓄量となります。
 ※賞味期限に余裕を持って順次新しい商品に入替えをお願いいたします。

0256 カップ付みそ汁（保存期間3年）
標準価格 3,900円

★1袋9.5g
★パッケージを組み立てるとそのまま一杯分の容器になります。
★スプーン付　★必要水量・1食160㎖
★1ケース5袋入（1袋・1袋×6個入）

5655

非常用飲料水

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 5655



TFC-1

活性炭（２本）

１２００ℓ/毎時
６６０×５３０×高８８０㎜

４３㎏
一次フィルタ（１本）

TFM-1

中空糸膜（２本）

TFC-２

活性炭（4本）

2,400ℓ/毎時
８２０×５３０×高800㎜

４９㎏
一次フィルタ（２本）

TFM-2

中空糸膜（4本）

型式
浄水能力
サイズ
質量

フィルタ

生活維持活動用機材生活維持活動用機材

0261 かまどセット

0262 薪 ３㎏
標準価格 1,500円

★主素材：杉、檜

5857

炊飯関係用品 浄　水　器
★非常時の炊出し（炊飯）・湯沸しに

釜容量

3升用

5升用

7升用

1斗用

釜サイズ

28㎝

34㎝

40㎝

45㎝

水入量

12ℓ

22ℓ

34ℓ

54ℓ

セット質量

6.0kg

9.0kg

13.0kg

16.0kg

セット標準価格

32,000円

46,000円

73,000円

98,000円

かまどサイズ

375×350㎜

425×420㎜

425×500㎜

425×500㎜

10,000円

13,000円

17,000円

17,000円

かまどのみ標準価格

0263

上つけこんろ（4号）
標準価格 1,900円
★大きさ：直径23㎝×高さ26㎝
★質量5.5kg
★キャンプやバーベキューにも使
えます。

0270

TFC-1 標準価格 1,240,000円
TFM-1 標準価格 1,290,000円

TFC-2 標準価格 1,345,000円
TFM-2 標準価格 1,470,000円

交換用一次フィルタ（1本）　標準価格 12,880円
交換用活性炭フィルタ（1本）　標準価格 6,440円
交換用中空糸膜フィルタ（1本）　標準価格 33,500円

災害用浄水器

手動ポンプ及びエンジンポンプを標準装備した軽量コンパクト設計。
交換が容易な特殊カートリッジフィルタにより、高いろ過効果が得
られます。運転操作も簡単で電源の使えない災害時に機動力を発揮
します。
★取水ホースの長さ：4m
★ストレーナ、滅菌用錠剤、塩素水素検査キット付
※TFC-1型/TFC-2型は2ミクロンの有害物質を除去します。TFM-1
型/TFM-2型は0.1ミクロンの有害物質を除去します。

【引用の安全に関するご注意】飲用水として使用する場合は、厚生労働省
令第百一号（平成20年4月1日）の水質基準に関する省令に準拠した51項
目の水質検査（原水と処理水を同時）を実施し、水質基準の適合を確認さ
れることをご推奨します。

0264

いっぱつレンタン
標準価格 1,870円
★上つけこんろの燃料にどうぞ
★4号用・8個入

0265

非常用給水袋
標準価格 560円
★容量：4L
★ポリエチレン
★特殊構造のチャック
「エクシール」使用

0266

折りたたみポリ容器
①ハンディジャグ
　5ℓ 標準価格 1,050円
②キュービージャグ
　10ℓ 標準価格 1,475円

0267

炊飯袋（100枚）
標準価格 1,500円
★お米約150gと水を袋に入れ、
約20分沸騰したお湯に入れ
ればご飯が炊き上がります。
★大なべを使えば、一度に多人
数に対応できます。
★ポリプロピレン製・輪ゴム付
★サイズ100×340㎜

0271 手動式浄水器 ＜mizu-Q500>
標準価格 94,800円

浄水ポンプと12ℓタンクを背負子にセットした持ち運びの楽な浄水
器。プールの水や雨水などをろ過して、いざ、という時、迅速に浄
水することができます。電源不要で操作も簡単、どなたでも使いこ
なすことができます。
★取水ホースの長さ：1.5m
★浄水能力：3ℓ/毎分
★サイズ：270×380×
高700㎜　
★質量：3.5㎏
交換用フィルタセット
標準価格 9,800円
★メインフィルター 1本

0272 手動式浄水器 ＜mizu-Q1000>
標準価格 495,000円

手動式ポンプ使用のため、電源がなくても水源さえあればどこでも
浄水することができます。軽量コンパクトで操作も簡単、どなたで
も使いこなすことができます。
★取水ホースの長さ：4m
★浄水能力：500ℓ/毎時
★サイズ：570×304×
高500㎜　
★質量：18.5㎏
交換用フィルタセット　
標準価格 89,500円
★ファーストフィルタ3本、
セカンドフィルタ1本、
サードフィルタ1本

0273 浄水器 ＜MSRスウィートウォーター 
マイクロフィルター>　標準価格 19,500円

鞭毛虫類や微生物など水中のバクテリアの99.9999％を除去し、よ
う素を使用せず0.2ミクロンまでろ過します。海外旅行やアウトドア
にも最適です。
★フィルター寿命：
760ℓ（真水）
★浄水能力：
1ℓ/毎分
スウィート
ウォーター用
カートリッジ
標準価格 9,000円

0274 携帯用ストロー浄水器　標準価格 2,300円
川やプールの水、お
風呂などの生水の有
害微生物や残留塩素
などを除去して浄水
することができま
す。小型軽量で海外
旅行の携帯にも便利
です。
★粉末除菌剤付
（浄水能力／水道
水でコップ約500
杯分）

　炊飯袋に、お米160g（袋下段の赤線）と水（袋上段の赤線）
を入れ、約20分沸騰したお湯で煮ると小どんぶり一杯分の
ご飯が炊き上がります。
　水の増量でおかゆ等も炊く事ができます。

◎炊飯袋レシピ
例１　エスニック風ご飯
①炊飯袋に、お米160g(袋下段の赤線)と水(袋上段の赤線)を入れます。　②激辛ポテトチップをお米と同じ位の分量を砕いて
入れます。　③バターを少量加え、お米とよく混ぜて封をします。(袋を揉むと混ざります)　④約20分沸騰したお湯で煮る
と出来上がりです。

例２　缶詰炊き込みご飯
①炊飯袋に、お米160g（袋下段の赤線）と水（袋上段の赤線）を入れます。　②缶詰（魚系の蒲焼・肉系の大和煮）をお米の
量の半分位と煮汁を入れます。　③水と煮汁を軽く混ぜ封をします。　④約20分沸騰したお湯で煮ると出来上がりです。
これの応用で、いろんな炊き込みご飯・パエリアなどが少量でも作れます。

例３　パンケーキ
　炊飯袋に、ホツトケーキミックスを入れます。牛乳を入れながら、よく揉んで混ぜ合せ、適度な硬さの生地を作ります。
約20分沸騰したお湯で煮ると出来上がりです。

例４　サフランライスなど、鍋や釜の黄ばみ、後片付けが大変な物にも便利です。

0268

非常用飲料水タンク
標準価格 2,600円
★ポリエチレン製
★容量20ℓ

0269

抗菌広口水コンテナ 16L
標準価格 1,800円
★商品サイズ：約W240×D270
×H305㎜/360g  ★容量：約16L  
★収納サイズ：Ｗ250×D270×H 
140㎜  ★主素材：ポリエチレン

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 5857



TFC-1

活性炭（２本）

１２００ℓ/毎時
６６０×５３０×高８８０㎜

４３㎏
一次フィルタ（１本）

TFM-1

中空糸膜（２本）

TFC-２

活性炭（4本）

2,400ℓ/毎時
８２０×５３０×高800㎜

４９㎏
一次フィルタ（２本）

TFM-2

中空糸膜（4本）

型式
浄水能力
サイズ
質量

フィルタ

生活維持活動用機材生活維持活動用機材

0261 かまどセット

0262 薪 ３㎏
標準価格 1,500円

★主素材：杉、檜

5857

炊飯関係用品 浄　水　器
★非常時の炊出し（炊飯）・湯沸しに

釜容量

3升用

5升用

7升用

1斗用

釜サイズ

28㎝

34㎝

40㎝

45㎝

水入量

12ℓ

22ℓ

34ℓ

54ℓ

セット質量

6.0kg

9.0kg

13.0kg

16.0kg

セット標準価格

32,000円

46,000円

73,000円

98,000円

かまどサイズ

375×350㎜

425×420㎜

425×500㎜

425×500㎜

10,000円

13,000円

17,000円

17,000円

かまどのみ標準価格

0263

上つけこんろ（4号）
標準価格 1,900円
★大きさ：直径23㎝×高さ26㎝
★質量5.5kg
★キャンプやバーベキューにも使
えます。

0270

TFC-1 標準価格 1,240,000円
TFM-1 標準価格 1,290,000円

TFC-2 標準価格 1,345,000円
TFM-2 標準価格 1,470,000円

交換用一次フィルタ（1本）　標準価格 12,880円
交換用活性炭フィルタ（1本）　標準価格 6,440円
交換用中空糸膜フィルタ（1本）　標準価格 33,500円

災害用浄水器

手動ポンプ及びエンジンポンプを標準装備した軽量コンパクト設計。
交換が容易な特殊カートリッジフィルタにより、高いろ過効果が得
られます。運転操作も簡単で電源の使えない災害時に機動力を発揮
します。
★取水ホースの長さ：4m
★ストレーナ、滅菌用錠剤、塩素水素検査キット付
※TFC-1型/TFC-2型は2ミクロンの有害物質を除去します。TFM-1
型/TFM-2型は0.1ミクロンの有害物質を除去します。

【引用の安全に関するご注意】飲用水として使用する場合は、厚生労働省
令第百一号（平成20年4月1日）の水質基準に関する省令に準拠した51項
目の水質検査（原水と処理水を同時）を実施し、水質基準の適合を確認さ
れることをご推奨します。

0264

いっぱつレンタン
標準価格 1,870円
★上つけこんろの燃料にどうぞ
★4号用・8個入

0265

非常用給水袋
標準価格 560円
★容量：4L
★ポリエチレン
★特殊構造のチャック
「エクシール」使用

0266

折りたたみポリ容器
①ハンディジャグ
　5ℓ 標準価格 1,050円
②キュービージャグ
　10ℓ 標準価格 1,475円

0267

炊飯袋（100枚）
標準価格 1,500円
★お米約150gと水を袋に入れ、
約20分沸騰したお湯に入れ
ればご飯が炊き上がります。
★大なべを使えば、一度に多人
数に対応できます。
★ポリプロピレン製・輪ゴム付
★サイズ100×340㎜

0271 手動式浄水器 ＜mizu-Q500>
標準価格 94,800円

浄水ポンプと12ℓタンクを背負子にセットした持ち運びの楽な浄水
器。プールの水や雨水などをろ過して、いざ、という時、迅速に浄
水することができます。電源不要で操作も簡単、どなたでも使いこ
なすことができます。
★取水ホースの長さ：1.5m
★浄水能力：3ℓ/毎分
★サイズ：270×380×
高700㎜　
★質量：3.5㎏
交換用フィルタセット
標準価格 9,800円
★メインフィルター 1本

0272 手動式浄水器 ＜mizu-Q1000>
標準価格 495,000円

手動式ポンプ使用のため、電源がなくても水源さえあればどこでも
浄水することができます。軽量コンパクトで操作も簡単、どなたで
も使いこなすことができます。
★取水ホースの長さ：4m
★浄水能力：500ℓ/毎時
★サイズ：570×304×
高500㎜　
★質量：18.5㎏
交換用フィルタセット　
標準価格 89,500円
★ファーストフィルタ3本、
セカンドフィルタ1本、
サードフィルタ1本

0273 浄水器 ＜MSRスウィートウォーター 
マイクロフィルター>　標準価格 19,500円

鞭毛虫類や微生物など水中のバクテリアの99.9999％を除去し、よ
う素を使用せず0.2ミクロンまでろ過します。海外旅行やアウトドア
にも最適です。
★フィルター寿命：
760ℓ（真水）
★浄水能力：
1ℓ/毎分
スウィート
ウォーター用
カートリッジ
標準価格 9,000円

0274 携帯用ストロー浄水器　標準価格 2,300円
川やプールの水、お
風呂などの生水の有
害微生物や残留塩素
などを除去して浄水
することができま
す。小型軽量で海外
旅行の携帯にも便利
です。
★粉末除菌剤付
（浄水能力／水道
水でコップ約500
杯分）

　炊飯袋に、お米160g（袋下段の赤線）と水（袋上段の赤線）
を入れ、約20分沸騰したお湯で煮ると小どんぶり一杯分の
ご飯が炊き上がります。
　水の増量でおかゆ等も炊く事ができます。

◎炊飯袋レシピ
例１　エスニック風ご飯
①炊飯袋に、お米160g(袋下段の赤線)と水(袋上段の赤線)を入れます。　②激辛ポテトチップをお米と同じ位の分量を砕いて
入れます。　③バターを少量加え、お米とよく混ぜて封をします。(袋を揉むと混ざります)　④約20分沸騰したお湯で煮る
と出来上がりです。
例２　缶詰炊き込みご飯
①炊飯袋に、お米160g（袋下段の赤線）と水（袋上段の赤線）を入れます。　②缶詰（魚系の蒲焼・肉系の大和煮）をお米の
量の半分位と煮汁を入れます。　③水と煮汁を軽く混ぜ封をします。　④約20分沸騰したお湯で煮ると出来上がりです。
これの応用で、いろんな炊き込みご飯・パエリアなどが少量でも作れます。
例３　パンケーキ
　炊飯袋に、ホツトケーキミックスを入れます。牛乳を入れながら、よく揉んで混ぜ合せ、適度な硬さの生地を作ります。
約20分沸騰したお湯で煮ると出来上がりです。
例４　サフランライスなど、鍋や釜の黄ばみ、後片付けが大変な物にも便利です。

0268

非常用飲料水タンク
標準価格 2,600円
★ポリエチレン製
★容量20ℓ

0269

抗菌広口水コンテナ 16L
標準価格 1,800円
★商品サイズ：約W240×D270
×H305㎜/360g  ★容量：約16L  
★収納サイズ：Ｗ250×D270×H 
140㎜  ★主素材：ポリエチレン

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 5857
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0287 ソルチャージャー
標準価格 5,500円

●昼間などにソーラーパネルで発電された電気を内蔵蓄電池に蓄え、
携帯電話に充電・各種スマートフォンにも対応。
●太陽光充電もしくはパソコンのUSBから蓄電・充電が可能。
●LEDライト機能付。
★商品サイズ：約W115×D140×H20㎜/130g
★収納サイズ：約W115×D75×H20㎜
★光源：LED
★ソーラーパネル：
1150ｍW、5V、230mA

0288 ２電源・クランクチャージラジオライト
標準価格 3,200円

●手回し、電池の２電源対応。
●皆で情報が共有できるスピーカータイプ。
●AM/FM対応ラジオ、緊急用LEDライト、サイレン機能、携帯電
話充電機能を搭載。
★商品サイズ：約W120×D43×H62㎜/220g
★主素材ABS　★電源：手回し充電/単4電池2本(別売)
★光源：LED
★手回し充電のみでの目安使用時間：
（ライト点灯時間）
1分間充電→約30分間点灯
（ラジオ作動時間）
1分間充電→約30分間作動
（携帯電話充電）
5分間充電→約30秒
～3分間通話

0275 LEDランタン
ジェントス エクスプローラー
EX-777XP　
標準価格 9,500円

★最大点灯時間：約72時間（Highモード時）
★防滴仕様　
★材質：ABS樹脂
★電源：単1型アルカリ乾電池（3個）別売
★質量：817g

0276 富士通
スーパー LEDランタン
標準価格 6,500円

★防滴仕様
★アルカリ電池使用時最大点灯時間：約45時
間（20℃連続使用の場合）
★材質：（本体）ABS樹脂
★電源：単1型乾電池（4個）別売
★質量：800g

0289 常備ラジオ Eco-3
9,000円

★商品サイズ：W104×D46×H66㎜/180g
★手回し充電/単4電池2本（別売）/携帯充
電 機 能 付 き、FM/AM・TV(1～3ch）、
LEDライト、サイレン

0290 多機能防災ラジオライト時計
7,000円

●AM/FMラジオ、白色LED懐中電灯、手回し
充電、非常用ブザー、携帯電話充電機能付。
★商品サイズ：W170×D60×H160㎜
★単3電池4本（別売）

0291 AM/FMポケットラジオ
1,400円

●スリムで高感度。
★商品サイズ：W58×D19×H96㎜/72g
★単4電池2本（別売）

0277 17LEDランタン LEL-17P 
標準価格 3,300円

★サイズ直径：59×150㎜
★電池：単3電池×4本（付属）
★点灯時間：6時間（明るさ2段階調整）
出力50%時/12時間、点滅時32時間
（SOSモールス信号）
★質量：186g（電池込280g）
★雨中でも使える屋外型
★カラビナ付（登山用ではありません）

0284 NPW×3 水電池NoPoPo
交換用×10パック　
標準価格 8,300円

★1パックあたり単3タイプNewNopopo3個、
スポイト付

0285 水電池NoPoPo防災備蓄用
バラ100本（NWP×100AD)
標準価格 27,000円

★単3型水電池Nopopo 100本、スポイト50
個、単2用変換アダプタ/単1型変換アダプタ
各4個、取扱説明書5枚、説明書10枚

0286

0278 3電源・クランクチャージ
ランタン　標準価格 4,300円

★商品サイズ：W110×D100×H210㎜/700g
★光源：LED 明るさ 2段階調節可能

0281

セーフティーローソク
コップ付  標準価格 400円
★使用限度時間：約8時間
★付属品：マッチ
★商品サイズ：φ40×H45㎜

0283

非常用液体ローソク
標準価格 1,580円
流動パラフィンを使用した安全
なローソク。灯油などの揮発性
物質を一切含まないので長時間
安心し使用できます。風よけの
ホヤも一体になっているので、
非常時には即使用できます。
★燃焼時間：約40時間
★マッチ付
★本体：ポリカーボネート
★本体サイズ：φ62×H125㎜
★色：青、白、黄

0282

非常用 24時間ローソク
標準価格 550円
★商品サイズ：φ50×H150㎜

0279 ８LEDランタンライト
標準価格 1,500円

★商品サイズ：φ119×180㎜/約187g
★単3電池4本（別売り）

0280 セーフティーキャンドル
標準価格 5,000円

★燃焼時間：約8時間
★補給用ろうペレット100g、ピンセット1本、
換芯付
★高さ：185㎜
◆補給用
ろうペレット
セット  
標準価格 

　1,420円
★100g×5袋・
ピンセット・
換芯付

6059

避難生活用品 乾電池　★10年保存可能
①単一乾電池2本パック
②単二乾電池2本パック
③単三乾電池4本パック
④単四乾電池4本パック

① ②

③ ④

　標準価格 550円
　標準価格 450円
　標準価格 600円
　標準価格 700円

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 6059
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0287 ソルチャージャー
標準価格 5,500円

●昼間などにソーラーパネルで発電された電気を内蔵蓄電池に蓄え、
携帯電話に充電・各種スマートフォンにも対応。
●太陽光充電もしくはパソコンのUSBから蓄電・充電が可能。
●LEDライト機能付。
★商品サイズ：約W115×D140×H20㎜/130g
★収納サイズ：約W115×D75×H20㎜
★光源：LED
★ソーラーパネル：
1150ｍW、5V、230mA

0288 ２電源・クランクチャージラジオライト
標準価格 3,200円

●手回し、電池の２電源対応。
●皆で情報が共有できるスピーカータイプ。
●AM/FM対応ラジオ、緊急用LEDライト、サイレン機能、携帯電
話充電機能を搭載。
★商品サイズ：約W120×D43×H62㎜/220g
★主素材ABS　★電源：手回し充電/単4電池2本(別売)
★光源：LED
★手回し充電のみでの目安使用時間：
（ライト点灯時間）
1分間充電→約30分間点灯
（ラジオ作動時間）
1分間充電→約30分間作動
（携帯電話充電）
5分間充電→約30秒
～3分間通話

0275 LEDランタン
ジェントス エクスプローラー
EX-777XP　
標準価格 9,500円

★最大点灯時間：約72時間（Highモード時）
★防滴仕様　
★材質：ABS樹脂
★電源：単1型アルカリ乾電池（3個）別売
★質量：817g

0276 富士通
スーパー LEDランタン
標準価格 6,500円

★防滴仕様
★アルカリ電池使用時最大点灯時間：約45時
間（20℃連続使用の場合）
★材質：（本体）ABS樹脂
★電源：単1型乾電池（4個）別売
★質量：800g

0289 常備ラジオ Eco-3
9,000円

★商品サイズ：W104×D46×H66㎜/180g
★手回し充電/単4電池2本（別売）/携帯充
電 機 能 付 き、FM/AM・TV(1～3ch）、
LEDライト、サイレン

0290 多機能防災ラジオライト時計
7,000円

●AM/FMラジオ、白色LED懐中電灯、手回し
充電、非常用ブザー、携帯電話充電機能付。
★商品サイズ：W170×D60×H160㎜
★単3電池4本（別売）

0291 AM/FMポケットラジオ
1,400円

●スリムで高感度。
★商品サイズ：W58×D19×H96㎜/72g
★単4電池2本（別売）

0277 17LEDランタン LEL-17P 
標準価格 3,300円

★サイズ直径：59×150㎜
★電池：単3電池×4本（付属）
★点灯時間：6時間（明るさ2段階調整）
出力50%時/12時間、点滅時32時間
（SOSモールス信号）
★質量：186g（電池込280g）
★雨中でも使える屋外型
★カラビナ付（登山用ではありません）

0284 NPW×3 水電池NoPoPo
交換用×10パック　
標準価格 8,300円

★1パックあたり単3タイプNewNopopo3個、
スポイト付

0285 水電池NoPoPo防災備蓄用
バラ100本（NWP×100AD)
標準価格 27,000円

★単3型水電池Nopopo 100本、スポイト50
個、単2用変換アダプタ/単1型変換アダプタ
各4個、取扱説明書5枚、説明書10枚

0286

0278 3電源・クランクチャージ
ランタン　標準価格 4,300円

★商品サイズ：W110×D100×H210㎜/700g
★光源：LED 明るさ 2段階調節可能

0281

セーフティーローソク
コップ付  標準価格 400円
★使用限度時間：約8時間
★付属品：マッチ
★商品サイズ：φ40×H45㎜

0283

非常用液体ローソク
標準価格 1,580円
流動パラフィンを使用した安全
なローソク。灯油などの揮発性
物質を一切含まないので長時間
安心し使用できます。風よけの
ホヤも一体になっているので、
非常時には即使用できます。
★燃焼時間：約40時間
★マッチ付
★本体：ポリカーボネート
★本体サイズ：φ62×H125㎜
★色：青、白、黄

0282

非常用 24時間ローソク
標準価格 550円
★商品サイズ：φ50×H150㎜

0279 ８LEDランタンライト
標準価格 1,500円

★商品サイズ：φ119×180㎜/約187g
★単3電池4本（別売り）

0280 セーフティーキャンドル
標準価格 5,000円

★燃焼時間：約8時間
★補給用ろうペレット100g、ピンセット1本、
換芯付
★高さ：185㎜
◆補給用
ろうペレット
セット  
標準価格 

　1,420円
★100g×5袋・
ピンセット・
換芯付

6059

避難生活用品 乾電池　★10年保存可能
①単一乾電池2本パック
②単二乾電池2本パック
③単三乾電池4本パック
④単四乾電池4本パック

① ②

③ ④

　標準価格 550円
　標準価格 450円
　標準価格 600円
　標準価格 700円

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 6059



エアーテント内部

1,800㎜
660㎜
1,060㎜
98㎏
1
35～45㎞
55㎞/h
12度
600W
シリコンバッテリー
12V20Ah×5
70％充電まで　2～3時間
100％充電まで　7～9時間
ディスクブレーキ
3.00-10
1,290㎜
110㎜
730㎜

　　　　　　　　　　　　　　 SEED60 スペック・機能
全　　長
全　　幅
全　　高
車両重量
乗車定員

1充電実用走行距離
最高速度
実用登坂力
モーター出力
バッテリー種類

バッテリー電圧・容量
充電時間

前輪ブレーキ
タイヤサイズ
軸間距離
最低地上高
シート高

生活維持活動用機材生活維持活動用機材
0292 きらり妓（きらりこ）  標準価格 30,000円

0293

東北防災こけし
標準価格 12,000円

0294

にゃんころん
（ねこ型）
標準価格 12,000円

こけしは元箱根の人気作家が作成した木工品になっております。

0296 避難生活用ロッジテント
標準価格 280,000円

災害時の避難生活や宿泊所、救護所等と多目的に利用できる
テントです。
★商品サイズ：W3.5×D4.6×H2.15m、軒高1.7m／
幕体29㎏、フレーム19.7㎏、付属品7㎏

こけしの故郷東北地
方の伝統こけしのう
ち、代表的な「作並
系」と呼ばれるこけ
しに地震検知LEDラ
イトユニットを装填
しました。

0297 防災用スクーター SEED60
標準価格 250,000円

震災後の復旧が速い電気を使用し、燃料不足を回避できます。
ご家庭の100Vコンセントにつなぐだけ、簡単充電１回の充電料金は約30円。

0295

NDX-44 標準価格 1,223,000円
エアーテント

★商品サイズ：
W4.0×D4.0×H2.8m/59㎏

NDX-45 標準価格 1,368,000円
★商品サイズ：
W4.0×D5.0×H2.8m/75㎏

NDX-46 標準価格 1,464,000円
★商品サイズ：
W4.0×D6.0×H2.8m/83㎏

NDX-66 標準価格 1,761,000円
★商品サイズ：
W6.0×D6.0×H3.2m/105㎏

6261

　震度４以上の地震で倒れる構造で、内蔵されたLEDライトが点灯する防災用こけしです。
　枕元に飾っておけば、真夜中の地震にも安心です。
　ご贈答や記念品にも好評です。

　★単３電池２本使用。（電池付き）　★LEDライト６球点灯します。　★連続点灯時間：約８時間

ここが光ります。
（LED６球）

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 6261



エアーテント内部

1,800㎜
660㎜
1,060㎜
98㎏
1
35～45㎞
55㎞/h
12度
600W
シリコンバッテリー
12V20Ah×5
70％充電まで　2～3時間
100％充電まで　7～9時間
ディスクブレーキ
3.00-10
1,290㎜
110㎜
730㎜

　　　　　　　　　　　　　　 SEED60 スペック・機能
全　　長
全　　幅
全　　高
車両重量
乗車定員

1充電実用走行距離
最高速度
実用登坂力
モーター出力
バッテリー種類

バッテリー電圧・容量
充電時間

前輪ブレーキ
タイヤサイズ
軸間距離
最低地上高
シート高

生活維持活動用機材生活維持活動用機材
0292 きらり妓（きらりこ）  標準価格 30,000円

0293

東北防災こけし
標準価格 12,000円

0294

にゃんころん
（ねこ型）
標準価格 12,000円

こけしは元箱根の人気作家が作成した木工品になっております。

0296 避難生活用ロッジテント
標準価格 280,000円

災害時の避難生活や宿泊所、救護所等と多目的に利用できる
テントです。
★商品サイズ：W3.5×D4.6×H2.15m、軒高1.7m／
幕体29㎏、フレーム19.7㎏、付属品7㎏

こけしの故郷東北地
方の伝統こけしのう
ち、代表的な「作並
系」と呼ばれるこけ
しに地震検知LEDラ
イトユニットを装填
しました。

0297 防災用スクーター SEED60
標準価格 250,000円

震災後の復旧が速い電気を使用し、燃料不足を回避できます。
ご家庭の100Vコンセントにつなぐだけ、簡単充電１回の充電料金は約30円。

0295

NDX-44 標準価格 1,223,000円
エアーテント

★商品サイズ：
W4.0×D4.0×H2.8m/59㎏

NDX-45 標準価格 1,368,000円
★商品サイズ：
W4.0×D5.0×H2.8m/75㎏

NDX-46 標準価格 1,464,000円
★商品サイズ：
W4.0×D6.0×H2.8m/83㎏

NDX-66 標準価格 1,761,000円
★商品サイズ：
W6.0×D6.0×H3.2m/105㎏

6261

　震度４以上の地震で倒れる構造で、内蔵されたLEDライトが点灯する防災用こけしです。
　枕元に飾っておけば、真夜中の地震にも安心です。
　ご贈答や記念品にも好評です。

　★単３電池２本使用。（電池付き）　★LEDライト６球点灯します。　★連続点灯時間：約８時間

ここが光ります。
（LED６球）

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 6261



　　  両刃鋸“角利”
刃長210㎜　標準価格 3,000円
刃長240㎜　標準価格 4,000円
刃長270㎜　標準価格 4,800円
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0298 エコマスク　
標準価格 2,400円

★特長：バクテリア捕集効率95％
以上です。
★用途：軽作業の使い捨てに。
★仕様：耳掛けタイプ
★縦95㎜、横145㎜、構造3層、
箱入数100枚

0301 災害伝言ダイヤルすべり止め付軍手　
標準価格 350円

★特長：災害伝言ダイヤルの利用方法を手の甲側に印刷した軍手で
す。携帯電話からでは再生のみ利用可能です。
※通信事業者により利用できない場
合があります。
★仕様：7ゲージ、2本幅、厚み2.5
㎜
★材質：手袋部 綿･ポリエステル、
すべり止め部 塩化ビニール（PVC）
★ホワイト色、フリーサイズ

0302 ラム革ゴムマジック付　標準価格 3,500円
★特長：ラム革を使用し、非常に手に
良く馴染み、洗ってもソフト感が長
続きしまます。袖口マジック式でフ
ィット感に優れています。
★用途：園芸・日曜大工・レジャー
など
★仕様：厚み0.8㎜
★材質：ラム革、掌部 補強革付、
袖口 パイルゴムマジック止め式
★白色

0303 アラミド手袋（７ゲージ）　標準価格 1,500円
★特長：高切断抵抗・高強度・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100
％使用しています。カミソリや鋭利な物による切断に対して非常
に高い抵抗性があります。
★用途：建設・ガラス・鉄鋼・造船・
自動車・機械・プレス・食肉など
の作業による切り傷防止。
★仕様：厚み2.2㎜
★材質：表・裏 アラミド繊維
★フリーサイズ

0305 安全簡易ゴーグル
標準価格 750円

★仕様：ANSI規格品（Z87.1）、EN規格品、
通気孔付、レンズ厚1.8㎜
★材質：レンズ ポリカーボネート、フレー
ム 塩化ビニール、バンド 布、ゴム混紡
★レンズ色 クリア

0306 セーフティゴーグル
   （有機溶剤対応）標準価格 2,000円
★特長：レンズ表面に付着した塗料ミストな
どをシンナーで拭き取ることができます。
★仕様：通気孔付、レンズ厚0.6㎜
★材質：レンズ ポリカーボネート、フレー
ム 軟質塩化ビニール、バンド イソプロピ
レンラバー
★レンズ色 クリア

0307 LEDライト付セーフティー
グラス  標準価格 2,500円

★特長：LEDライト内蔵保護メガネです。暗
く狭いのぞき込み作業の際、手元が明るく
便利です。
★仕様：ANSI規格品（Z87.1）、レンズ厚約 
2.2㎜、連続点灯時間 約30時間、アルカリ
ボタン電池（LR44・6個付）、メガネ拭き付
★材質：レンズ・フレーム ポリカーボネート

0304 アラミドパワー手袋（女性用・７ゲージ）　
標準価格 1,500円

★特長：バージン繊維100％なので
軽くてゴワつかずに柔軟性に富ん
でいます。切創、摩耗に強いです。
★用途：工場等、ガーデニング、アウトドア
★仕様：厚み2.2㎜
★材質：表・裏 アラミド繊維
★フリーサイズ

0299 使い捨て防じんマスク
（低吸気抵抗値タイプ）
標準価格 3,000円

★特長：特殊帯電処理されたフィルター
を使用した多重構造によって、微細な
粉塵も効率よく捕集します。
★用途：一般粉塵作業、研磨作業、清掃
作業、軽作業など。
★仕様：使用限度24時間、国家検定DS1
合 格 品（第TM466号）型 式 名 称
T33DS1、頭掛けタイプ、3重構造
★粒子捕集効率80％、吸気抵抗25Pa、
箱入数10枚

0300 バリエールマスク（サージカル）
標準価格 10,800円

★特長：ウイルス素材BR-p3を特殊加工した、ダイワボウ
ウイルス不織布を採用しています。清潔な個包装タイプ
です。
★用途：花粉、細菌の侵入防止。
★仕様：細菌ろ過効率99％以上、吸気抵抗41Pa、BFE（細
菌ろ過効率）99％、耳掛けタイプ
★EB-SS（サイズS、縦90㎜、
横150㎜、構造4層）、
EB-SM（サイズM、縦90㎜、
横175㎜、構造4層）
★箱入数30枚
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災害復旧用品 0308

MM鉄道チリトリ
標準価格 3,500円
★材質：本体 スチール、
ハンドル柄 スチール

0309

ちりとり捨楽
標準価格 3,000円
★材質：グリップ 再生ポリプロ
ピレン、袋止め ポリプロピレ
ン（PP）、フレーム・ベース 
塩化ビニール（PVC）

0310　　  火バサミ
全長450㎜　標準価格 400円
全長570㎜　標準価格 520円
★特長：トップR部の凸凹が、強
いバネ力を産み、長期間使用
しても、適度な反発力が維持
されます。
★材質：スチール

0311　　  木柄スコップ
全長470㎜　標準価格 1,400円
全長500㎜　標準価格 1,600円
全長510㎜　標準価格 1,800円
★特長：溝に詰まったゴミの除
去、モルタル・セメントのま
ぜ合わせ作業に最適です。
★材質 ： 頭部 スチール、柄 天然木

0314　　  分別収集袋（印刷入）
　　　　  標準価格 1,200円
★特長：ゴミ入れやガラ入れな
どの袋です。間口60㎝の大型
雑袋です。この袋1枚であら
ゆる分別に対応できます。
★用途：廃材・クズなどの収集袋。
収納・保管袋など。
★仕様：分別印刷入
★材質：ポリプロピレン（PP）
★パック入包5枚、
半透明色、
縦×横
1000 ×480

0313　　  PE収集袋
　　　　  標準価格 760円
★特長：ゴミ入れやガラ入れな
どの袋です。
★用途：廃材・クズなどの収集袋。
収納・保管袋など。
★材質：ポリエチレン（PE）
★パック入包10枚、
縦×横620×480

0317　　  雑袋ヒモ付
　　　　  標準価格 1,400円
★特長：作業現場での整理整頓
にご使用いただけます。しぼ
りロープ付です。
★材質：袋本体 ポリプロピレン
（PP）
★ベージュ色、袋入数25枚、縦
×横900×600㎜

0316　　  雑袋(透明)ヒモ付
　　　　  標準価格 1,600円
★特長：透明タイプのため、内
容物が容易に視認できます。
作業現場や工場内現場での複
雑なゴミ分別の際に大変便利
です。
★材質：ポリプロピレン（PP）
★パック入数25枚、縦×横900 
×600㎜

0315　　  麻袋
　　　　  標準価格 35,000円
★特長：油に強く中のものがサ
ビにくいので、保管・輸送に
活用できます。環境にやさし
い天然素材（麻100％）で作
られています。天然素材です
ので廃棄が容易です。
★材質：麻
★ベージュ色、入数100袋
★縦×横620×480

0312

★特長：本目立て済みですのでこ
のまま使用することができます。
収納に便利な刃先をカバーする
収納ケースがついています。
★用途：日曜大工から、不要な大
型商品の切断に。
★材質：刃 炭素鋼、柄：藤

0318　　  自立式万能袋 120L　標準価格 3,600円
180L　標準価格 4,200円 300L　標準価格 4,800円
★特長：FRP芯ありで半永久的に自立します。両面ラミネート加工で
水洗いが可能です。コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
★材質：本体 ポリエチレン（PE）、ベルト ポリプロピレン（PP）
★モスグリーン色
★120L（間口×奥行×高さ500×500×500㎜、容量120L）、180L（間
口×奥行×高さ580×580×580㎜、容量180L）、300L（間口×奥
行×高さ680×680×680㎜、容量300L）

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。

災害復旧用機材災害復旧用機材

商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 6463



　　  両刃鋸“角利”
刃長210㎜　標準価格 3,000円
刃長240㎜　標準価格 4,000円
刃長270㎜　標準価格 4,800円
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0298 エコマスク　
標準価格 2,400円

★特長：バクテリア捕集効率95％
以上です。
★用途：軽作業の使い捨てに。
★仕様：耳掛けタイプ
★縦95㎜、横145㎜、構造3層、
箱入数100枚

0301 災害伝言ダイヤルすべり止め付軍手　
標準価格 350円

★特長：災害伝言ダイヤルの利用方法を手の甲側に印刷した軍手で
す。携帯電話からでは再生のみ利用可能です。
※通信事業者により利用できない場
合があります。
★仕様：7ゲージ、2本幅、厚み2.5
㎜
★材質：手袋部 綿･ポリエステル、
すべり止め部 塩化ビニール（PVC）
★ホワイト色、フリーサイズ

0302 ラム革ゴムマジック付　標準価格 3,500円
★特長：ラム革を使用し、非常に手に
良く馴染み、洗ってもソフト感が長
続きしまます。袖口マジック式でフ
ィット感に優れています。
★用途：園芸・日曜大工・レジャー
など
★仕様：厚み0.8㎜
★材質：ラム革、掌部 補強革付、
袖口 パイルゴムマジック止め式
★白色

0303 アラミド手袋（７ゲージ）　標準価格 1,500円
★特長：高切断抵抗・高強度・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100
％使用しています。カミソリや鋭利な物による切断に対して非常
に高い抵抗性があります。
★用途：建設・ガラス・鉄鋼・造船・
自動車・機械・プレス・食肉など
の作業による切り傷防止。
★仕様：厚み2.2㎜
★材質：表・裏 アラミド繊維
★フリーサイズ

0305 安全簡易ゴーグル
標準価格 750円

★仕様：ANSI規格品（Z87.1）、EN規格品、
通気孔付、レンズ厚1.8㎜
★材質：レンズ ポリカーボネート、フレー
ム 塩化ビニール、バンド 布、ゴム混紡
★レンズ色 クリア

0306 セーフティゴーグル
   （有機溶剤対応）標準価格 2,000円
★特長：レンズ表面に付着した塗料ミストな
どをシンナーで拭き取ることができます。
★仕様：通気孔付、レンズ厚0.6㎜
★材質：レンズ ポリカーボネート、フレー
ム 軟質塩化ビニール、バンド イソプロピ
レンラバー
★レンズ色 クリア

0307 LEDライト付セーフティー
グラス  標準価格 2,500円

★特長：LEDライト内蔵保護メガネです。暗
く狭いのぞき込み作業の際、手元が明るく
便利です。
★仕様：ANSI規格品（Z87.1）、レンズ厚約 
2.2㎜、連続点灯時間 約30時間、アルカリ
ボタン電池（LR44・6個付）、メガネ拭き付
★材質：レンズ・フレーム ポリカーボネート

0304 アラミドパワー手袋（女性用・７ゲージ）　
標準価格 1,500円

★特長：バージン繊維100％なので
軽くてゴワつかずに柔軟性に富ん
でいます。切創、摩耗に強いです。
★用途：工場等、ガーデニング、アウトドア
★仕様：厚み2.2㎜
★材質：表・裏 アラミド繊維
★フリーサイズ

0299 使い捨て防じんマスク
（低吸気抵抗値タイプ）
標準価格 3,000円

★特長：特殊帯電処理されたフィルター
を使用した多重構造によって、微細な
粉塵も効率よく捕集します。
★用途：一般粉塵作業、研磨作業、清掃
作業、軽作業など。
★仕様：使用限度24時間、国家検定DS1
合 格 品（第TM466号）型 式 名 称
T33DS1、頭掛けタイプ、3重構造
★粒子捕集効率80％、吸気抵抗25Pa、
箱入数10枚

0300 バリエールマスク（サージカル）
標準価格 10,800円

★特長：ウイルス素材BR-p3を特殊加工した、ダイワボウ
ウイルス不織布を採用しています。清潔な個包装タイプ
です。
★用途：花粉、細菌の侵入防止。
★仕様：細菌ろ過効率99％以上、吸気抵抗41Pa、BFE（細
菌ろ過効率）99％、耳掛けタイプ
★EB-SS（サイズS、縦90㎜、
横150㎜、構造4層）、
EB-SM（サイズM、縦90㎜、
横175㎜、構造4層）
★箱入数30枚
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災害復旧用品 0308

MM鉄道チリトリ
標準価格 3,500円
★材質：本体 スチール、
ハンドル柄 スチール

0309

ちりとり捨楽
標準価格 3,000円
★材質：グリップ 再生ポリプロ
ピレン、袋止め ポリプロピレ
ン（PP）、フレーム・ベース 
塩化ビニール（PVC）

0310　　  火バサミ
全長450㎜　標準価格 400円
全長570㎜　標準価格 520円
★特長：トップR部の凸凹が、強
いバネ力を産み、長期間使用
しても、適度な反発力が維持
されます。
★材質：スチール

0311　　  木柄スコップ
全長470㎜　標準価格 1,400円
全長500㎜　標準価格 1,600円
全長510㎜　標準価格 1,800円
★特長：溝に詰まったゴミの除
去、モルタル・セメントのま
ぜ合わせ作業に最適です。
★材質 ： 頭部 スチール、柄 天然木

0314　　  分別収集袋（印刷入）
　　　　  標準価格 1,200円
★特長：ゴミ入れやガラ入れな
どの袋です。間口60㎝の大型
雑袋です。この袋1枚であら
ゆる分別に対応できます。
★用途：廃材・クズなどの収集袋。
収納・保管袋など。
★仕様：分別印刷入
★材質：ポリプロピレン（PP）
★パック入包5枚、
半透明色、
縦×横
1000 ×480

0313　　  PE収集袋
　　　　  標準価格 760円
★特長：ゴミ入れやガラ入れな
どの袋です。
★用途：廃材・クズなどの収集袋。
収納・保管袋など。
★材質：ポリエチレン（PE）
★パック入包10枚、
縦×横620×480

0317　　  雑袋ヒモ付
　　　　  標準価格 1,400円
★特長：作業現場での整理整頓
にご使用いただけます。しぼ
りロープ付です。
★材質：袋本体 ポリプロピレン
（PP）
★ベージュ色、袋入数25枚、縦
×横900×600㎜

0316　　  雑袋(透明)ヒモ付
　　　　  標準価格 1,600円
★特長：透明タイプのため、内
容物が容易に視認できます。
作業現場や工場内現場での複
雑なゴミ分別の際に大変便利
です。
★材質：ポリプロピレン（PP）
★パック入数25枚、縦×横900 
×600㎜

0315　　  麻袋
　　　　  標準価格 35,000円
★特長：油に強く中のものがサ
ビにくいので、保管・輸送に
活用できます。環境にやさし
い天然素材（麻100％）で作
られています。天然素材です
ので廃棄が容易です。
★材質：麻
★ベージュ色、入数100袋
★縦×横620×480

0312

★特長：本目立て済みですのでこ
のまま使用することができます。
収納に便利な刃先をカバーする
収納ケースがついています。
★用途：日曜大工から、不要な大
型商品の切断に。
★材質：刃 炭素鋼、柄：藤

0318　　  自立式万能袋 120L　標準価格 3,600円
180L　標準価格 4,200円 300L　標準価格 4,800円
★特長：FRP芯ありで半永久的に自立します。両面ラミネート加工で
水洗いが可能です。コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
★材質：本体 ポリエチレン（PE）、ベルト ポリプロピレン（PP）
★モスグリーン色
★120L（間口×奥行×高さ500×500×500㎜、容量120L）、180L（間
口×奥行×高さ580×580×580㎜、容量180L）、300L（間口×奥
行×高さ680×680×680㎜、容量300L）

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。

災害復旧用機材災害復旧用機材

商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 6463



タービンガン

吸・排水ホース
セット3m

高圧ホース
20m

災害復旧用機材災害復旧用機材

6665

0319 エンジン式高圧洗浄機
(冷水タイプ・防音型)
標準価格 570,000円

★エンジン：空冷OHVガソリンエンジン
★給水方式：自吸式
★質量：62㎏

0320 業務用高圧洗浄機
(冷水タイプ)
標準価格 180,000円

★電源：単相100V
★給水方式：水道直結タイプ
★付属品：850㎜スプレーランス、高圧ホー
ス10m、トリガーガン、パワーノズル（高
圧25°）、ダイレクトコネクター、
ノズルチップ固定ホルダー、
パワーノズル
（洗浄剤塗布用）
★コード長さ：4.5m
★質量：19㎏

0321 冷水高圧洗浄機
標準価格 410,000円

★電源：3相200V
★吐出圧力：10MPa
★吐出水量：11.6L/min
★動力出力：3相200Vモーター kV
★本体質量：29㎏

0322 ブロワバキューム（乾式）
標準価格 22,000円

吹き寄せ＆集じん
★消費電力：1050W
★電源：単相100V
★風速：高速 62m/s、低速 47m/s
★集じん容量：25L
★最大風量：9.0㎥/min
★付属品：延長コード10m
★質量：3.2㎏

0323 業務用掃除機（乾湿両用）
標準価格 30,000円

乾湿両用
★消費電力：1100W
★電源：単相100V
★集じん容量：8L
★給水量：6.5ℓ
★最大真空圧：23.0kPa
★最大風量：2.6㎥/min
★騒音値：73db
★付属品：フィルター、
1.8mサクションホース、
角ブラシノズル、
フロアノズル、
パイプ2本組、
スキマノズル
★質量：7.9㎏

0324 業務用掃除機（乾湿両用・
ステンレスボディータイプ）
標準価格 75,000円

乾湿両用
★消費電力：1100W
★電源：単相100V
★集じん容量：10L
★給水量：8ℓ
★最大真空圧：23kPa
★最大風量：2.7㎥/min
★質量：12㎏

0325 自由ほうき
“ブルロン”（パイプ柄）
標準価格 1,500円

★長さ：1350㎜
★幅：460㎜
★柄：スチール
★甲：ポリプロピレン(PP)
★毛：ポリプロピレン(PP)
70％ PET20％ 
馬毛10％

0326 シダほうき
標準価格 850円

★長さ：1260㎜
★幅：260㎜
★柄：竹
★甲：ポリエチレン(PE)
★毛：ポリプロピレン(PP)

0327 庭ほうき 耐水型
標準価格 1,000円

★長さ：1260㎜
★幅：260㎜
★柄：スチール
★甲：ポリプロピレン(PP)
★毛：ポリプロピレン(PP)
★質量：330g

0328 放射線測定器（GM管）
標準価格 50,000円

★特長：コンパクトボディーで携帯性抜群です。
放射線量に応じて、アラームを3段階で設定可能です。
ボタン1つで誰でも簡単に測定できます。
★用途：身の回りの空間線量の簡易測定に。
★仕様：電源 単4乾電池×2本（付属）、幅×奥行×高さ 60×26× 
105㎜、測定線種 β線・γ線、サンプリング時間 40±0.5秒、ア
ラーム 0.30・0.60・1.20μSr/h
★測定範囲 0.05～9.99μSv/h、梱包数1個、質量100g

0329 環境放射線モニター（シンチレーション式）
標準価格 180,000円

★特長：だれでも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放
射線モニターです。
検出器に「Csi（TL）」を採用しています。
★用途：環境教育での放射線測定の実験に。
放射線の正しい知識に関する啓蒙活動に。
くらしの中の環境放射線測定に。
★仕様：電源 単3乾電池×2本（付属）、幅×奥行×高さ 68×28× 
121㎜、測定線種 γ線、サンプリング時間 60秒
★測定範囲 0.001～9.999μSv/h、梱包数1個、質量175g

0330 ポケッタブル酸素モニタ
OX-01　標準価格 55,000円

★電源：単4型アルカリ乾電池2本（付属）
★測定対象気体：大気中の酸素（O2）
★本体質量：約80g（クリップ除く）
★使用温度：-20～+40℃
★寸法：約W35×H104×D20㎜（突起
物を除く）
★連続使用時間：アルカリ乾電池 約
3000時間（25℃、無警報、無照明時）

★機能：LCD手動バックライト（警報
時は自動点灯）、ピークホールド
★使用湿度範囲：85％RH以下（結露し
ないこと）
★検知原理：隔膜ガルバニ電池式
★検知範囲：0～25.0vol％（1デジッ
ト 0.1vol%）
★防爆構造：防爆検定番号 第C16490
★警報設定値：L警報 19.5vol％

0331 ポケッタブル酸素モニター
OX-07　標準価格 120,000円

★特長：リモートケーブルにより30m遠隔測定可能なので、酸素欠
乏または過剰による自己防止に最適の1台です。本質安全防爆構造
で、衝撃に強い保護ラバー標準装備です。大画面デジタル表示タ
イプです。
★用途：マンホール、タンク等での酸欠
管理地下ピットでの安全管理に。
★質量：約230g
★電源：単3型アルカリ乾電池2本
★連続使用時間：約5000時間
（25℃、無警報、無照明時）
★外形寸法：約W131×H770×D 40㎜
★検知範囲：0～40.0vol％
（1デジット/0.1vol%）
★使用温湿度範囲：-20～+50℃、
95％RH以下（結露なきこと）
★防爆構造：本質安全防爆構造・
防爆検定番号 第TC18099
★検知方式：拡散式
★警報設定値：L警報 19.5vol％

災害復旧はゴミの分別から
　被災後、復旧作業・生活維持において、ゴミは必ず出ます。災害復旧の近道は、ゴミの分別です。阪神淡路大震災・
東日本大震災などでもガレキ等のゴミの分別が問題視され、混合ゴミは、酸化による発熱火災・有害ガスの発生・悪臭・
蝿や蚊、害虫の大量発生など２次災害の原因にもなります。分別の速い所から復旧して行く傾向があります。誰にで
も出来る復興作業がゴミの分別です。

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。

●防災ワンポイント！

商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 6665
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0319 エンジン式高圧洗浄機
(冷水タイプ・防音型)
標準価格 570,000円

★エンジン：空冷OHVガソリンエンジン
★給水方式：自吸式
★質量：62㎏

0320 業務用高圧洗浄機
(冷水タイプ)
標準価格 180,000円

★電源：単相100V
★給水方式：水道直結タイプ
★付属品：850㎜スプレーランス、高圧ホー
ス10m、トリガーガン、パワーノズル（高
圧25°）、ダイレクトコネクター、
ノズルチップ固定ホルダー、
パワーノズル
（洗浄剤塗布用）
★コード長さ：4.5m
★質量：19㎏

0321 冷水高圧洗浄機
標準価格 410,000円

★電源：3相200V
★吐出圧力：10MPa
★吐出水量：11.6L/min
★動力出力：3相200Vモーター kV
★本体質量：29㎏

0322 ブロワバキューム（乾式）
標準価格 22,000円

吹き寄せ＆集じん
★消費電力：1050W
★電源：単相100V
★風速：高速 62m/s、低速 47m/s
★集じん容量：25L
★最大風量：9.0㎥/min
★付属品：延長コード10m
★質量：3.2㎏

0323 業務用掃除機（乾湿両用）
標準価格 30,000円

乾湿両用
★消費電力：1100W
★電源：単相100V
★集じん容量：8L
★給水量：6.5ℓ
★最大真空圧：23.0kPa
★最大風量：2.6㎥/min
★騒音値：73db
★付属品：フィルター、
1.8mサクションホース、
角ブラシノズル、
フロアノズル、
パイプ2本組、
スキマノズル
★質量：7.9㎏

0324 業務用掃除機（乾湿両用・
ステンレスボディータイプ）
標準価格 75,000円

乾湿両用
★消費電力：1100W
★電源：単相100V
★集じん容量：10L
★給水量：8ℓ
★最大真空圧：23kPa
★最大風量：2.7㎥/min
★質量：12㎏

0325 自由ほうき
“ブルロン”（パイプ柄）
標準価格 1,500円

★長さ：1350㎜
★幅：460㎜
★柄：スチール
★甲：ポリプロピレン(PP)
★毛：ポリプロピレン(PP)
70％ PET20％ 
馬毛10％

0326 シダほうき
標準価格 850円

★長さ：1260㎜
★幅：260㎜
★柄：竹
★甲：ポリエチレン(PE)
★毛：ポリプロピレン(PP)

0327 庭ほうき 耐水型
標準価格 1,000円

★長さ：1260㎜
★幅：260㎜
★柄：スチール
★甲：ポリプロピレン(PP)
★毛：ポリプロピレン(PP)
★質量：330g

0328 放射線測定器（GM管）
標準価格 50,000円

★特長：コンパクトボディーで携帯性抜群です。
放射線量に応じて、アラームを3段階で設定可能です。
ボタン1つで誰でも簡単に測定できます。
★用途：身の回りの空間線量の簡易測定に。
★仕様：電源 単4乾電池×2本（付属）、幅×奥行×高さ 60×26× 
105㎜、測定線種 β線・γ線、サンプリング時間 40±0.5秒、ア
ラーム 0.30・0.60・1.20μSr/h
★測定範囲 0.05～9.99μSv/h、梱包数1個、質量100g

0329 環境放射線モニター（シンチレーション式）
標準価格 180,000円

★特長：だれでも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放
射線モニターです。
検出器に「Csi（TL）」を採用しています。
★用途：環境教育での放射線測定の実験に。
放射線の正しい知識に関する啓蒙活動に。
くらしの中の環境放射線測定に。
★仕様：電源 単3乾電池×2本（付属）、幅×奥行×高さ 68×28× 
121㎜、測定線種 γ線、サンプリング時間 60秒
★測定範囲 0.001～9.999μSv/h、梱包数1個、質量175g

0330 ポケッタブル酸素モニタ
OX-01　標準価格 55,000円

★電源：単4型アルカリ乾電池2本（付属）
★測定対象気体：大気中の酸素（O2）
★本体質量：約80g（クリップ除く）
★使用温度：-20～+40℃
★寸法：約W35×H104×D20㎜（突起
物を除く）
★連続使用時間：アルカリ乾電池 約
3000時間（25℃、無警報、無照明時）

★機能：LCD手動バックライト（警報
時は自動点灯）、ピークホールド
★使用湿度範囲：85％RH以下（結露し
ないこと）
★検知原理：隔膜ガルバニ電池式
★検知範囲：0～25.0vol％（1デジッ
ト 0.1vol%）
★防爆構造：防爆検定番号 第C16490
★警報設定値：L警報 19.5vol％

0331 ポケッタブル酸素モニター
OX-07　標準価格 120,000円

★特長：リモートケーブルにより30m遠隔測定可能なので、酸素欠
乏または過剰による自己防止に最適の1台です。本質安全防爆構造
で、衝撃に強い保護ラバー標準装備です。大画面デジタル表示タ
イプです。
★用途：マンホール、タンク等での酸欠
管理地下ピットでの安全管理に。
★質量：約230g
★電源：単3型アルカリ乾電池2本
★連続使用時間：約5000時間
（25℃、無警報、無照明時）
★外形寸法：約W131×H770×D 40㎜
★検知範囲：0～40.0vol％
（1デジット/0.1vol%）
★使用温湿度範囲：-20～+50℃、
95％RH以下（結露なきこと）
★防爆構造：本質安全防爆構造・
防爆検定番号 第TC18099
★検知方式：拡散式
★警報設定値：L警報 19.5vol％

災害復旧はゴミの分別から
　被災後、復旧作業・生活維持において、ゴミは必ず出ます。災害復旧の近道は、ゴミの分別です。阪神淡路大震災・
東日本大震災などでもガレキ等のゴミの分別が問題視され、混合ゴミは、酸化による発熱火災・有害ガスの発生・悪臭・
蝿や蚊、害虫の大量発生など２次災害の原因にもなります。分別の速い所から復旧して行く傾向があります。誰にで
も出来る復興作業がゴミの分別です。

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。

●防災ワンポイント！

商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 6665



　　  カラーコーン
　　  標準価格 1,100円

安全維持機材安全維持機材

6867

0332

★特長：軽量のため持ち運びが
用意で設置が楽に行えます。
★用途：工事現場や駐車場
★幅×高さ：380×700㎜
★材質：ポリエチレン(PE)
★質量：850g

　　  スコッチコーン 赤
 標準価格 2,500円
0333

★特長：夜間でも安心の反射テ
ープ付です。
★用途：工事現場や駐車場に。
★材質：ポリエチレン(PE)
★幅×高さ380×700㎜、
質量1㎏

　　  カラーコーン透明表示カバー
 (12枚入）　標準価格 各9,000円

 立入禁止 駐車禁止 進入禁止 車両出入口

BRS-605A
「トラ」

BRS-605B
「危険・立入禁止」

（コーン別売）

（コーン別売）

（コーン別売）

（コーン別売）

（コーン別売）
（コーン別売）

0336

★特長：コーンにかぶせるだけで、無地のコ
ーンを様々な印字パターンのコーンに変え
ることができます。70㎝コーン用です。
透明なシートなので、コーンの色をそのま
ま生かすことができます。
★用途：カラーコーン用表示カバー。
★材質：ポリ塩化ビニール(PVC)
★縦×横501×35㎜

　　  コーンマルチアダプター
　　　  標準価格 950円
0337

★特長：コーン（別売）にかぶせ、ねじで止
めるだけで簡単にロープやテープで区画が
できます。
★用途：カラーコーン用。
★材質：ポリプロピレン(PP)
★付属品：コーン固定用ねじ×2本

　　  カラーコーン用ロープ
　　　  標準価格 1,500円
0338

★特長：持ち運び、保管時にかさばりません。
両端コーン用リング金具付です。
★用途：カラーコーン専用の間仕切りロープ
として。
★材質：ポリエチレン(PE)

　　  ガードバー
 1.5ｍ 標準価格 2,100円 
 2m 標準価格 2,300円

0339

★特長：吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。雨、
海沿いでの仕様に最適です。

★用途：工事現場や駐車場に。
★材質：パイプ ABS樹脂、吊輪 ポリエチレン(PE)
（内径85㎜）

　　  スライドバー
 イエローブラック 標準価格 3,900円　
 レッドホワイト 標準価格 4,300円

0340

★特長：長さが1.3～2mに伸縮しますので伸縮し
ますので使用場所によって、長さを調節すること
ができます。用途に合わせて、カラーが選べます。
反射テープ付で夜間でも安心です。
★用途：工事現場や駐車場に。
★材質：パイプ ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊
輪 ポリエチレン(PE) (内径85㎜)

 反射標識ロープ
20m　標準価格 12,000円
30m　標準価格 15,000円

0350 　　  蓄光ロープ
 φ9.5㎜×20m 標準価格 1,800円
 φ12.5㎜×20m 標準価格 4,200円
 φ9.5㎜×30m 標準価格 2,700円
 φ12.5㎜×30m 標準価格 6,300円

0351

★特長：夜間、車などのライトの明かりに
反射します。
★用途：立入禁止・危険区域の表示や駐車
場の区画。
★材質：ポリエチレン(PE)

　　  やわらかコーン
　　  標準価格 2,500円
0334

★380×770㎜
★車にひかれてもすぐに
　元通りになります。
★色・赤
★質量1㎏

　　  コーンベッド
 標準価格 900円
0335

★特長：コーンにくぐらせるだ
けで簡単に設置できます。
★用途：レッドコーン用重石。
★材質：ゴム
★幅×高さ370×20㎜、梱包数
10個、質量2㎏

　　  プラバー
幅1.5mタイプ　標準価格 5,400円
幅2.0mタイプ　標準価格 6,000円

0343

★材質：ガードバー ABS樹脂、
脚 スチール、ジョイント部カ
バー ポリエチレン(PE)
★質量：幅1.5mタイプ 1.34㎏、
幅2.0mタイプ 1.48㎏

 プラバーウェイト
 標準価格 730円
0344

★材質：ポリエチレン(PE)
★水等を入れて使用
★質量：125g

　　  プラケード
　　　  標準価格 6,500円
0342

★特長：コンパクトで持ち運びに便
利です。車のトランクに収納可能
です。足がワンタッチで開くので、
現場での設置や撤去が短時間で行
えます。設置・撤去が素早くでき
る軽量型バリケードです。
★材質：プレート ABS樹脂、脚 スチ
ール、カバー ポリエチレン(PE)
★色：イエローブラック、
レッドホワイト

 トラ表示テープ
 標準価格 850円
0346

★50㎜×25m
★手で切断可能
★屋内用
★ポリエチレン

 危険表示テープ
 標準価格 850円
0347

★50mm×20m
★手で切断可能
★ポリエチレン
★「関係者以外立入禁止」

 トラロープ
 標準価格 9,000円
0352

★12mm×200m

 LEDチューブ
　　  標準価格 5,500円
0345

★特長：高輝度LEDを約24個使用し、
12個ずつ交互に点滅します。最大
約50本まで継ぎ足し接続が可能で
す。電源は単相100Vです。
★用途：夜間の工事現場に。
★材質：チューブ ポリ塩化ビニール
(PVC)
★長さ10m

 バリアリール
 コーンタイプ
 標準価格 6,600円

0349

コーンを使って仕切りができる
最大５ｍ
★表示内容：危険・立入禁止
★シート幅：60㎜
★シート厚さ：0.2㎜
★材質：シート 軟化塩化ビニー
ル、リールケース ABS樹脂

 自動巻バリアリール
　　  標準価格 6,200円
0348

★特長：コンパクトで持ち運びに便
利です。最大5mのロングストロー
クです。マグネット付でワンタッ
チで金属部へ取付できます。
★用途：工場・施設・駐車場の立入
り制限、区画分け。
★材質：シート 軟化塩化ビニール、
リールケース ABS樹脂
★シート幅60㎜、シート厚さ0.2㎜

　　  カットチェーン
 2m　標準価格 1,200円　
 3m　標準価格 1,600円

0341

★特長：保管・収納時にかさば
りません。持ち運びが便利で
す。コーン用のプラスチック
製リング付チェーンです。
★材質：チェーン、リング ポリ
エチレン(PE)

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 6867



　　  カラーコーン
　　  標準価格 1,100円
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0332

★特長：軽量のため持ち運びが
用意で設置が楽に行えます。
★用途：工事現場や駐車場
★幅×高さ：380×700㎜
★材質：ポリエチレン(PE)
★質量：850g

　　  スコッチコーン 赤
 標準価格 2,500円
0333

★特長：夜間でも安心の反射テ
ープ付です。
★用途：工事現場や駐車場に。
★材質：ポリエチレン(PE)
★幅×高さ380×700㎜、
質量1㎏

　　  カラーコーン透明表示カバー
 (12枚入）　標準価格 各9,000円

 立入禁止 駐車禁止 進入禁止 車両出入口

BRS-605A
「トラ」

BRS-605B
「危険・立入禁止」

（コーン別売）

（コーン別売）

（コーン別売）

（コーン別売）

（コーン別売）
（コーン別売）

0336

★特長：コーンにかぶせるだけで、無地のコ
ーンを様々な印字パターンのコーンに変え
ることができます。70㎝コーン用です。
透明なシートなので、コーンの色をそのま
ま生かすことができます。
★用途：カラーコーン用表示カバー。
★材質：ポリ塩化ビニール(PVC)
★縦×横501×35㎜

　　  コーンマルチアダプター
　　　  標準価格 950円
0337

★特長：コーン（別売）にかぶせ、ねじで止
めるだけで簡単にロープやテープで区画が
できます。
★用途：カラーコーン用。
★材質：ポリプロピレン(PP)
★付属品：コーン固定用ねじ×2本

　　  カラーコーン用ロープ
　　　  標準価格 1,500円
0338

★特長：持ち運び、保管時にかさばりません。
両端コーン用リング金具付です。
★用途：カラーコーン専用の間仕切りロープ
として。
★材質：ポリエチレン(PE)

　　  ガードバー
 1.5ｍ 標準価格 2,100円 
 2m 標準価格 2,300円

0339

★特長：吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。雨、
海沿いでの仕様に最適です。

★用途：工事現場や駐車場に。
★材質：パイプ ABS樹脂、吊輪 ポリエチレン(PE)
（内径85㎜）

　　  スライドバー
 イエローブラック 標準価格 3,900円　
 レッドホワイト 標準価格 4,300円

0340

★特長：長さが1.3～2mに伸縮しますので伸縮し
ますので使用場所によって、長さを調節すること
ができます。用途に合わせて、カラーが選べます。
反射テープ付で夜間でも安心です。
★用途：工事現場や駐車場に。
★材質：パイプ ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊
輪 ポリエチレン(PE) (内径85㎜)

 反射標識ロープ
20m　標準価格 12,000円
30m　標準価格 15,000円

0350 　　  蓄光ロープ
 φ9.5㎜×20m 標準価格 1,800円
 φ12.5㎜×20m 標準価格 4,200円
 φ9.5㎜×30m 標準価格 2,700円
 φ12.5㎜×30m 標準価格 6,300円

0351

★特長：夜間、車などのライトの明かりに
反射します。
★用途：立入禁止・危険区域の表示や駐車
場の区画。
★材質：ポリエチレン(PE)

　　  やわらかコーン
　　  標準価格 2,500円
0334

★380×770㎜
★車にひかれてもすぐに
　元通りになります。
★色・赤
★質量1㎏

　　  コーンベッド
 標準価格 900円
0335

★特長：コーンにくぐらせるだ
けで簡単に設置できます。
★用途：レッドコーン用重石。
★材質：ゴム
★幅×高さ370×20㎜、梱包数
10個、質量2㎏

　　  プラバー
幅1.5mタイプ　標準価格 5,400円
幅2.0mタイプ　標準価格 6,000円

0343

★材質：ガードバー ABS樹脂、
脚 スチール、ジョイント部カ
バー ポリエチレン(PE)
★質量：幅1.5mタイプ 1.34㎏、
幅2.0mタイプ 1.48㎏

 プラバーウェイト
 標準価格 730円
0344

★材質：ポリエチレン(PE)
★水等を入れて使用
★質量：125g

　　  プラケード
　　　  標準価格 6,500円
0342

★特長：コンパクトで持ち運びに便
利です。車のトランクに収納可能
です。足がワンタッチで開くので、
現場での設置や撤去が短時間で行
えます。設置・撤去が素早くでき
る軽量型バリケードです。
★材質：プレート ABS樹脂、脚 スチ
ール、カバー ポリエチレン(PE)
★色：イエローブラック、
レッドホワイト

 トラ表示テープ
 標準価格 850円
0346

★50㎜×25m
★手で切断可能
★屋内用
★ポリエチレン

 危険表示テープ
 標準価格 850円
0347

★50mm×20m
★手で切断可能
★ポリエチレン
★「関係者以外立入禁止」

 トラロープ
 標準価格 9,000円
0352

★12mm×200m

 LEDチューブ
　　  標準価格 5,500円
0345

★特長：高輝度LEDを約24個使用し、
12個ずつ交互に点滅します。最大
約50本まで継ぎ足し接続が可能で
す。電源は単相100Vです。
★用途：夜間の工事現場に。
★材質：チューブ ポリ塩化ビニール
(PVC)
★長さ10m

 バリアリール
 コーンタイプ
 標準価格 6,600円

0349

コーンを使って仕切りができる
最大５ｍ
★表示内容：危険・立入禁止
★シート幅：60㎜
★シート厚さ：0.2㎜
★材質：シート 軟化塩化ビニー
ル、リールケース ABS樹脂

 自動巻バリアリール
　　  標準価格 6,200円
0348

★特長：コンパクトで持ち運びに便
利です。最大5mのロングストロー
クです。マグネット付でワンタッ
チで金属部へ取付できます。
★用途：工場・施設・駐車場の立入
り制限、区画分け。
★材質：シート 軟化塩化ビニール、
リールケース ABS樹脂
★シート幅60㎜、シート厚さ0.2㎜

　　  カットチェーン
 2m　標準価格 1,200円　
 3m　標準価格 1,600円

0341

★特長：保管・収納時にかさば
りません。持ち運びが便利で
す。コーン用のプラスチック
製リング付チェーンです。
★材質：チェーン、リング ポリ
エチレン(PE)

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 6867
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　　  LED合図灯“ピカボー”
　　  標準価格 4,000円
0353

★特長：発光は点滅・点灯に切り替えが可能
です。
★用途：夜間工事現場など。
★仕様：LED6個仕様、連続使用時間 280時
間（アルカリ電池仕様）、電源 単2乾電池
×2本（別売）
★レッド色、幅×長さ32×540㎜、梱包数20
本、質量146g

　　  避難誘導手旗電池式誘導灯付
　　  標準価格 5,000円
0354

★仕様：電池式誘導灯付 831-76
★サイズ：シートサイズ 427×315㎜、
合図灯サイズ592㎜
★材質：ユニビニール
★電源：単2乾電池2本

　　  LED合図灯 赤・青２色
　　  標準価格 4,500円
0355

★LED合図灯：赤・青2色・赤点滅→赤点灯
→青点滅→青点灯→OFF
★サイズ：全長56㎝
★仕様LED：赤色・青色超高輝度LED 各9個
使用
★使用電池：単2サイズ×3本（別売）
★電池寿命：アルカリ電池 点滅120時間、
点灯70時間　★夜間用

　　  腕　章
◆ビニール製　標準価格 600円
◆フエルト製　標準価格 1,300円

0356

★価格は無地・ハトメの値段。
★名入れ・カバー等別見積り。
★370×90㎜

　　  ワンタッチ腕章
　　  標準価格 700円
0357

★マジックテープ式
★85×375㎜・紙サイズ72×202㎜
★ホルダーの中の台紙に自由に書き込めま
す。

　　  伸縮自在腕章
　　  標準価格 2,500円
0358

★特長：安全ピンがないので衣服を傷めませ
ん。伸縮性のある素材で輪仕立てのため着
脱が容易です。
★仕様：安全ピンなし
★材質：ポリエステル84％、ポリウレタン16％
★表記「安全パトロール」、質量20g
★サイズ：S、M、L

　　  電池提灯（手持用）
　　　  標準価格 10,500円
0359

★直径175×高さ200㎜（灯体）
★材質：ポリプロピレン
★単1電池2個使用（別売）
★名入れ代別途

　　  手旗
　　　  1本　標準価格 600円
0360

★布地300×420㎜
★木棒450㎜
★色・赤、白、黄色、緑

　　  さすまた
　　　  標準価格 15,000円
0361

★材質：アルミ
★全長：1710㎜
★直径：23㎜
★質量：1.5㎏

　　  撥水ブルゾン
　　　  標準価格 4,200円
0362

★素材：撥水ポプリン
★混率：ポリエステル100％
★色：グリーン・イエロー・ブルー

　　  パトロールベスト ECO
　　　  標準価格 3,500円
0364

★町内会名入れなど背ヨークに印刷ができます。
★サイズ：フリーサイズ　男女兼用
★素材：メッシュ ポリエステル100％
ポケット・背ヨーク エコペット裏綿ツイル（耐光加工）
ポリエステル90％・綿10％（再生糸55％使用）
★色：グリーン・イエロー

　　  夜光ベスト
　　  18710-GY（グレー）/18710-Y（イエロー）　 
　　  標準価格 2,800円

0365

★特長：視認性に優れ、反射部の耐光強度も高いベストです。
裾回りマジックテープにて最大130㎝まで対応可能です。
★材質：ポリエステル
★着丈57㎝、幅106～130㎝

　　  LED安全ベスト
　　　  標準価格 5,300円
0366

★サイズ：フリーサイズ
★着丈：最大約58㎝
★胴回り：最大約130㎝～最小約100㎝
★素材：テープ 塩化ビニール
メッシュ ナイロンメッシュ
★反射テープ幅：60㎝
★LED24個付き（単3電池2個使用）

　　  防犯パトロール用キャップ
　　　  標準価格 1,600円
0363

★素材：ポリエステル100％
★メッシュ：ナイロン100％
★サイズ：フリーサイズ
★色：蛍光黄緑・白／黄・白

◎名入れ印刷できます。
名入れ印刷は自治会名等の名称や
防犯パトロール等の文字を印刷す
ることができます。
★名入れ印刷は10枚以上より承ります。
　（名入れ印刷代は別途）
※名入れ出来るのは、撥水ブルゾン・防犯パトロ
　ールキャップ・パトロールベストになります。

サイズ 
着丈 
裄丈 
胸囲 

S
72 
81.5
118

M
74
84.5
123

L
76
87.5
128

LL
78
90.5
133

XL
80
93.5
138

4L
80
94.5
143

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 7069
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7069

　　  LED合図灯“ピカボー”
　　  標準価格 4,000円
0353

★特長：発光は点滅・点灯に切り替えが可能
です。
★用途：夜間工事現場など。
★仕様：LED6個仕様、連続使用時間 280時
間（アルカリ電池仕様）、電源 単2乾電池
×2本（別売）
★レッド色、幅×長さ32×540㎜、梱包数20
本、質量146g

　　  避難誘導手旗電池式誘導灯付
　　  標準価格 5,000円
0354

★仕様：電池式誘導灯付 831-76
★サイズ：シートサイズ 427×315㎜、
合図灯サイズ592㎜
★材質：ユニビニール
★電源：単2乾電池2本

　　  LED合図灯 赤・青２色
　　  標準価格 4,500円
0355

★LED合図灯：赤・青2色・赤点滅→赤点灯
→青点滅→青点灯→OFF
★サイズ：全長56㎝
★仕様LED：赤色・青色超高輝度LED 各9個
使用
★使用電池：単2サイズ×3本（別売）
★電池寿命：アルカリ電池 点滅120時間、
点灯70時間　★夜間用

　　  腕　章
◆ビニール製　標準価格 600円
◆フエルト製　標準価格 1,300円

0356

★価格は無地・ハトメの値段。
★名入れ・カバー等別見積り。
★370×90㎜

　　  ワンタッチ腕章
　　  標準価格 700円
0357

★マジックテープ式
★85×375㎜・紙サイズ72×202㎜
★ホルダーの中の台紙に自由に書き込めま
す。

　　  伸縮自在腕章
　　  標準価格 2,500円
0358

★特長：安全ピンがないので衣服を傷めませ
ん。伸縮性のある素材で輪仕立てのため着
脱が容易です。
★仕様：安全ピンなし
★材質：ポリエステル84％、ポリウレタン16％
★表記「安全パトロール」、質量20g
★サイズ：S、M、L

　　  電池提灯（手持用）
　　　  標準価格 10,500円
0359

★直径175×高さ200㎜（灯体）
★材質：ポリプロピレン
★単1電池2個使用（別売）
★名入れ代別途

　　  手旗
　　　  1本　標準価格 600円
0360

★布地300×420㎜
★木棒450㎜
★色・赤、白、黄色、緑

　　  さすまた
　　　  標準価格 15,000円
0361

★材質：アルミ
★全長：1710㎜
★直径：23㎜
★質量：1.5㎏

　　  撥水ブルゾン
　　　  標準価格 4,200円
0362

★素材：撥水ポプリン
★混率：ポリエステル100％
★色：グリーン・イエロー・ブルー

　　  パトロールベスト ECO
　　　  標準価格 3,500円
0364

★町内会名入れなど背ヨークに印刷ができます。
★サイズ：フリーサイズ　男女兼用
★素材：メッシュ ポリエステル100％
ポケット・背ヨーク エコペット裏綿ツイル（耐光加工）
ポリエステル90％・綿10％（再生糸55％使用）
★色：グリーン・イエロー

　　  夜光ベスト
　　  18710-GY（グレー）/18710-Y（イエロー）　 
　　  標準価格 2,800円

0365

★特長：視認性に優れ、反射部の耐光強度も高いベストです。
裾回りマジックテープにて最大130㎝まで対応可能です。
★材質：ポリエステル
★着丈57㎝、幅106～130㎝

　　  LED安全ベスト
　　　  標準価格 5,300円
0366

★サイズ：フリーサイズ
★着丈：最大約58㎝
★胴回り：最大約130㎝～最小約100㎝
★素材：テープ 塩化ビニール
メッシュ ナイロンメッシュ
★反射テープ幅：60㎝
★LED24個付き（単3電池2個使用）

　　  防犯パトロール用キャップ
　　　  標準価格 1,600円
0363

★素材：ポリエステル100％
★メッシュ：ナイロン100％
★サイズ：フリーサイズ
★色：蛍光黄緑・白／黄・白

◎名入れ印刷できます。
名入れ印刷は自治会名等の名称や
防犯パトロール等の文字を印刷す
ることができます。
★名入れ印刷は10枚以上より承ります。
　（名入れ印刷代は別途）
※名入れ出来るのは、撥水ブルゾン・防犯パトロ
　ールキャップ・パトロールベストになります。

サイズ 
着丈 
裄丈 
胸囲 

S
72 
81.5
118

M
74
84.5
123

L
76
87.5
128

LL
78
90.5
133

XL
80
93.5
138

4L
80
94.5
143

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 7069



　　  蛍光灯蓄光システム
　　  バンガードナイト
　　　  標準価格 3,300円

安全維持機材安全維持機材

0367 不動王 
薄型TV用耐震シート
（6枚入）標準価格 2,500円

震度７の転倒防止性能を確認済み。
•工具を使わないため床や壁を傷つけません。
•洗えば何度でも使えます。
•６枚で耐荷重150㎏。
42インチの大型画面にも対応。

★商品サイズ：W200×D120×H5㎜/72g

0375 太陽光線を反射する
窓用省エネフィルム
マイクロホール付　
標準価格 7,000円

太陽光線を反射し、温度上昇を抑える
★材質：ポリエステルフィルム（金属蒸着）
★幅×長さ：750×900㎜

0378　　  蛍光灯飛散防止システム
　　  バンガード
直管形蛍光ランプ規格 バンガード適応サイズ
40Wレギュラー 34×35×1172　標準価格 3,200円
★ガラス管径×長さ：32.5φ×1198㎜
40Wスリム 30×31×1172　標準価格 3,200円
★ガラス管径×長さ：28φ×1198㎜
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで震災、
事故等に威力を発揮します。
強力な防虫、異物混住防止。
UV（紫外線）400nmまでを99％カットします。
10年耐用製品。40W以外の蛍光灯はご相談ください。

0379

安全のため、バンガードを取り付けた蛍光灯にお使
い下さい。
★色：半透明　★適合種別：40形
★内径：28.5㎜　★外形：29.1㎜　★長さ：500㎜
★材質：チューブ ポリカーボネート・蓄光体

　　  蛍光灯飛散防止チューブ
HBT-FHF32/HBT-FLR40　標準価格 2,600円
0380

•蛍光灯を入れるだけで使用できます。
•寿命３～５年。
•強力な防虫効果があります。
•HACCP・AJVC認定製品です。
★HBT-FHF32：透明色、32形、内径27㎜、
外形28㎜、長さ1172㎜、質量60g
★HTB-FLR40：透明色、40形、内径34㎜、
外形35㎜、長さ1172㎜、質量78g

0376 ガラス飛散防止フィルム
凸凹ガラス用 標準価格 5,800円

★商品サイズ：92×185㎝

0377 ガラス飛散防止フィルム
平面ガラス用 標準価格 3,300円

★商品サイズ：92×185㎝
0368 透明耐震ゴム〈G-BLOXゲル〉（4枚入）

標準価格 2,500円
パソコンやモニターの下に敷くことにより、強力な粘着力で地震等による衝撃や
振動を吸収します。厚みを3ミリに抑えたことで、重心を低く、より安定させるこ
とができます。
★対象物重量：100㎏（4枚使用）　
★材質：ポリウレタン　
★本体サイズ：
50×50×厚3㎜（1枚）

0369〈移動できる家具用〉スーパー不動王ホールド
（2個1組）　標準価格 6,000円

大型家具・キャビネットなどを移動せず、簡単に取り付けできます。
キャビネットや家具を移動させずに簡単に設置することができ、地震動をソフトかつ
強力に吸収して家具の転倒を防ぎます。家具類と壁の隙間が0～9㎝まで利用可能。
粘着面の汚れや変形などがなければ繰り返し使用可能が可能です。
★材質：ABS樹脂、ポリウ
レタンフォーム
★取付可能な家具類：本棚、
食器棚、オフィス棚（ス
チール棚）、下駄箱、キャ
ビネット、サイドボード、
テレビ台、パソコンラック、
洋服タンス、クローゼット、
冷蔵庫（天板が平面なも
の）等

不動王Ｔ型固定式とスーパー不動王ホールドに共通のご注意
◯取付可能な壁材：木材、合板、ベニヤ版（ニス塗り、塗装品を含む）、スチール材（塗装品を含む）、塩化ビニール樹脂壁紙、オレフィン樹脂壁紙（PE、PP、EVA樹脂壁紙）、
フッ素コートされた壁紙（キッチンまわりなどの汚れやすいところ）、繊維織物でできた壁紙、珪藻土が表面に付着した壁紙、無機質防火壁紙（11階建て以上の建物の内装）

×取付けできない壁紙：セメントモルタル、石膏ブラスター（表面から砂や粉がはがれる）、表面の柔らかい壁紙（指で押すとふかふかとしてはがれやすい）、コルク壁紙（コ
ルクが表面に貼ってある）、紙壁紙（和紙や紙布でできた壁紙）、ふすま、障子など。

0370〈移動できない家具用〉不動王Ｔ型固定式
（2個1組）　標準価格 3,300円

目立たず、邪魔にならずに家具を固定！状況に応じて天面・側面の2通りの取
り付け方法が選べます。
超発泡ダンパーが地震動をソフトかつ強力に吸収し、家具の転倒を防ぎます。家具
や壁を傷つけずに簡単に取り付ける
ことができ、粘着面の汚れや変形
などがなければ繰り返し仕様が可能
です。
★材質：ABS樹脂、ポリウレタンフ
ォーム
★取付可能な家具類：本棚、食器棚、
オフィス棚（スチール棚）、下駄箱、
キャビネット、サイドボード、テレ
ビ台、パソコンラック、洋服タン
ス、クローゼット等

0373 ミュージアムジェル　標準価格 3,500円
ガラス製品の転倒防止接着剤
★色：無色透明　★材質：シリコン樹脂

0374 ノンスリップマット　標準価格 2,300円
強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぐ
★使用温度範囲：-10～60℃　★材質：塩化ビニール
★幅：600㎜　★長さ：2000㎜　★厚み：3㎜

0371 0372　　  ピアノ転倒防止具 ＜ニューストップ＞
①グランドピアノ用（黒・3個組）標準価格 14,000円
②アップライトピアノ用（黒・4個組）標準価格 18,000円
地震によるピアノの転倒、暴走を防ぎ、
騒音の防止にも効果を発揮します。
取り付けは簡単。

　　  家具転倒防止板〈ふんばる君〉（2枚入）
　　  標準価格 2,000円
家具の前下部に敷くだけで地震
に力を発揮する耐震性能に優れ
た形状の転倒防止板です。
★材質：合成樹脂エストラマー
★幅4.3×90㎝（家具の間に合
わせてハサミやカッターでカ
ットできます。）

7271

地震対策用品

万が一蛍光灯が破損しても
破片が飛び散りません

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 7271



　　  蛍光灯蓄光システム
　　  バンガードナイト
　　　  標準価格 3,300円

安全維持機材安全維持機材

0367 不動王 
薄型TV用耐震シート
（6枚入）標準価格 2,500円

震度７の転倒防止性能を確認済み。
•工具を使わないため床や壁を傷つけません。
•洗えば何度でも使えます。
•６枚で耐荷重150㎏。
42インチの大型画面にも対応。

★商品サイズ：W200×D120×H5㎜/72g

0375 太陽光線を反射する
窓用省エネフィルム
マイクロホール付　
標準価格 7,000円

太陽光線を反射し、温度上昇を抑える
★材質：ポリエステルフィルム（金属蒸着）
★幅×長さ：750×900㎜

0378　　  蛍光灯飛散防止システム
　　  バンガード
直管形蛍光ランプ規格 バンガード適応サイズ
40Wレギュラー 34×35×1172　標準価格 3,200円
★ガラス管径×長さ：32.5φ×1198㎜
40Wスリム 30×31×1172　標準価格 3,200円
★ガラス管径×長さ：28φ×1198㎜
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで震災、
事故等に威力を発揮します。
強力な防虫、異物混住防止。
UV（紫外線）400nmまでを99％カットします。
10年耐用製品。40W以外の蛍光灯はご相談ください。

0379

安全のため、バンガードを取り付けた蛍光灯にお使
い下さい。
★色：半透明　★適合種別：40形
★内径：28.5㎜　★外形：29.1㎜　★長さ：500㎜
★材質：チューブ ポリカーボネート・蓄光体

　　  蛍光灯飛散防止チューブ
HBT-FHF32/HBT-FLR40　標準価格 2,600円
0380

•蛍光灯を入れるだけで使用できます。
•寿命３～５年。
•強力な防虫効果があります。
•HACCP・AJVC認定製品です。
★HBT-FHF32：透明色、32形、内径27㎜、
外形28㎜、長さ1172㎜、質量60g
★HTB-FLR40：透明色、40形、内径34㎜、
外形35㎜、長さ1172㎜、質量78g

0376 ガラス飛散防止フィルム
凸凹ガラス用 標準価格 5,800円

★商品サイズ：92×185㎝

0377 ガラス飛散防止フィルム
平面ガラス用 標準価格 3,300円

★商品サイズ：92×185㎝
0368 透明耐震ゴム〈G-BLOXゲル〉（4枚入）

標準価格 2,500円
パソコンやモニターの下に敷くことにより、強力な粘着力で地震等による衝撃や
振動を吸収します。厚みを3ミリに抑えたことで、重心を低く、より安定させるこ
とができます。
★対象物重量：100㎏（4枚使用）　
★材質：ポリウレタン　
★本体サイズ：
50×50×厚3㎜（1枚）

0369〈移動できる家具用〉スーパー不動王ホールド
（2個1組）　標準価格 6,000円

大型家具・キャビネットなどを移動せず、簡単に取り付けできます。
キャビネットや家具を移動させずに簡単に設置することができ、地震動をソフトかつ
強力に吸収して家具の転倒を防ぎます。家具類と壁の隙間が0～9㎝まで利用可能。
粘着面の汚れや変形などがなければ繰り返し使用可能が可能です。
★材質：ABS樹脂、ポリウ
レタンフォーム
★取付可能な家具類：本棚、
食器棚、オフィス棚（ス
チール棚）、下駄箱、キャ
ビネット、サイドボード、
テレビ台、パソコンラック、
洋服タンス、クローゼット、
冷蔵庫（天板が平面なも
の）等

不動王Ｔ型固定式とスーパー不動王ホールドに共通のご注意
◯取付可能な壁材：木材、合板、ベニヤ版（ニス塗り、塗装品を含む）、スチール材（塗装品を含む）、塩化ビニール樹脂壁紙、オレフィン樹脂壁紙（PE、PP、EVA樹脂壁紙）、
フッ素コートされた壁紙（キッチンまわりなどの汚れやすいところ）、繊維織物でできた壁紙、珪藻土が表面に付着した壁紙、無機質防火壁紙（11階建て以上の建物の内装）

×取付けできない壁紙：セメントモルタル、石膏ブラスター（表面から砂や粉がはがれる）、表面の柔らかい壁紙（指で押すとふかふかとしてはがれやすい）、コルク壁紙（コ
ルクが表面に貼ってある）、紙壁紙（和紙や紙布でできた壁紙）、ふすま、障子など。

0370〈移動できない家具用〉不動王Ｔ型固定式
（2個1組）　標準価格 3,300円

目立たず、邪魔にならずに家具を固定！状況に応じて天面・側面の2通りの取
り付け方法が選べます。
超発泡ダンパーが地震動をソフトかつ強力に吸収し、家具の転倒を防ぎます。家具
や壁を傷つけずに簡単に取り付ける
ことができ、粘着面の汚れや変形
などがなければ繰り返し仕様が可能
です。
★材質：ABS樹脂、ポリウレタンフ
ォーム
★取付可能な家具類：本棚、食器棚、
オフィス棚（スチール棚）、下駄箱、
キャビネット、サイドボード、テレ
ビ台、パソコンラック、洋服タン
ス、クローゼット等

0373 ミュージアムジェル　標準価格 3,500円
ガラス製品の転倒防止接着剤
★色：無色透明　★材質：シリコン樹脂

0374 ノンスリップマット　標準価格 2,300円
強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぐ
★使用温度範囲：-10～60℃　★材質：塩化ビニール
★幅：600㎜　★長さ：2000㎜　★厚み：3㎜

0371 0372　　  ピアノ転倒防止具 ＜ニューストップ＞
①グランドピアノ用（黒・3個組）標準価格 14,000円
②アップライトピアノ用（黒・4個組）標準価格 18,000円
地震によるピアノの転倒、暴走を防ぎ、
騒音の防止にも効果を発揮します。
取り付けは簡単。

　　  家具転倒防止板〈ふんばる君〉（2枚入）
　　  標準価格 2,000円
家具の前下部に敷くだけで地震
に力を発揮する耐震性能に優れ
た形状の転倒防止板です。
★材質：合成樹脂エストラマー
★幅4.3×90㎝（家具の間に合
わせてハサミやカッターでカ
ットできます。）

7271

地震対策用品

万が一蛍光灯が破損しても
破片が飛び散りません

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 7271



その他安全維持機材

0381 エレベーター防災キャビネット 
Lタイプ　標準価格 154,000円

★商品サイズ：W280×D141×H1093㎜/10.5㎏
★本体質量：8.2㎏　★内容物質量：2.3㎏
★内容物：多機能ラジオライト、非常用飲料水50㎖×10袋、非常用
食料10個、簡易トイレ大3枚・小3枚、エマージェンシーブランケッ
ト2枚、ホイッスル、サイリュームライト2個、救急用品

0383 レスキューキャビネット
標準価格 252,000円

★商品サイズ：W565×D305×H1417㎜/44.4㎏
★本体質量：26.7㎏　★内容物質量：17.7
★内容物：デコバール、平バラシバール、両口ハンマ
ー、救急用品、多機能ラジオライト、スタンドライト2
個、ヘルメット2個、ヘッドライト2個、救助ロープφ９
㎜・長さ２０ｍ、革手袋２組、保護メガネ２個、ホイッス
ル２個、使い捨てマスク２枚、油圧ジャッキ〈その他の
内容物〉アルカリ電池（単１）８個・（単４）６個

0382 エレベーター防災キャビネット
Sタイプ　標準価格 154,000円

★商品サイズ：W341×D164×H699㎜/9.3㎏
★本体質量：7.0㎏　★内容物質量：2.3㎏
★内容物：多機能ラジオライト、非常用飲料水50㎖×10袋、非常
用食料10個、簡易トイレ大3枚・小3枚、エマージェンシーブラ
ンケット2枚、ホイッスル、サイリュームライト2個、救急用品

7473

その他用品

　　  ライン土のう
（10枚）　標準価格 750円
0387

★PP製
★約450×600mm

　　  ダッシュバッグ
（10枚）　標準価格 1,500円
0390

★特長：水を吸収して数分間で膨張し、土の詰め込み作業は必要あ
りません。
吸収前はわずか400g.
運搬が容易です。
10枚真空パックしている
ので長期保存が可能です。
★用途：水害、浸水対策用
★仕様：給水時間 約5分
★材質：外 麻、内袋 綿

　　  給水パック0391

　　  トラ土のう
（10枚）　標準価格 1,800円
0388

★特長：黄色と黒色のストライプ柄で、
危険箇所をハッキリと表示した安全模
様の土のうです。
★用途：土木工事での土塁。
河川工事などでの土塁。
建設・建築現場での土塁。
★仕様：しぼりロープ付
★材質：ポリプロピレン(PE)
★縦×横620×480㎜

　　  OD土のう
（200枚）　標準価格 28,500円
0389

★特長：緑に溶けこむダークグリーン色
の土のう袋です。
山間部や緑地帯の使用において景観美
感を損なうことがなく汚れなども目立
ちにくい土のう袋です。
★用途：林間、山間部、緑地帯
などでの工事土塁用として。
★仕様：しぼりロープ付
★材質：ポリプロピレン(PE)
★縦×横620×480㎜

　　  ブルーシート アルファ #3000
①1.71×1.71ｍ 標準価格 1,600円
②1.71×2.61ｍ 標準価格 1,800円
③1.71×3.51ｍ 標準価格 2,000円
④2.62×2.61ｍ 標準価格 2,200円
⑤2.62×3.51ｍ 標準価格 2,500円

0385

★特長：縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシー
トです。ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。
寒冷地や猛暑でも使用可能です。
★用途：屋外工事現場の保護カバー、養生シート。
農水産業用シート。
★仕様：色 ブルー、シート厚み 0.25㎜、引張強度 
縦520N/5㎝・横500N/5㎝、引裂強度 縦130N・
横120N
★材質：シート ポリエチレン(PE)、
ハトメ アルミ（内径12㎜）

　　  防炎シート スパッタシート アルファー
①1号 920×920㎜ 標準価格 6,000円
②2号 920×1,920㎜ 標準価格 12,000円
③4号 1,920×1,920㎜ 標準価格 23,000円
④6号 1,920×2,920㎜ 標準価格 33,000円
⑤ロール 1,000㎜×30m 標準価格 120,000円

0386

★特長：平織のエコノミータイプで、お求め
やすいお手ごろタイプです。
火花・ノ口を弾く（表面）・付着（裏面）
兼用タイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激の
あるガラス繊維は含んでいません。
★用途：望遠カバー、溶接火花受けシート、
防炎カーテン、養生シート。
★仕様：JIS A 1323 C種合格 第03A0412
号、㈶日本防炎協会防炎性能試験適合 試
験番号CO030040、厚み約0.7㎜
★材質：対炎繊維織物、シリコン（白）片面加工

　　  停電の見張り番　BG-600　150,000円0384

◦AM/FMラジオ、LEDライト搭載
◦小型モバイル機器等に対応できるUSBポート付。
◦電池残量のわかる５段階インジケーター付。
家庭用コンセントから充電して非常時に使える大容量600W地区電
源。いつも利用している電気を蓄えて、いざというときに使えます。
★商品サイズ：W482×D153×H292.5㎜/15.0㎏
★フル充電時間：約30時間（6ヶ月に1度フル充電して下さい）

停電の見張り番　BG-200　110,000円
◦家庭用コンセントから充電可能。
◦携帯性に優れたコンパクト設計。
◦AM/FMラジオ、１W LEDライト搭載。
★商品サイズ：
W120×D290×H350㎜/5.0㎏

吸水量5ℓ（1枚入）
標準価格 600円
★約280×380mm
★本体質量／64g

吸水量10ℓ（1枚入）
標準価格 1,000円
★約350×455mm
★本体質量／123g

吸水量20ℓ（1枚入）
標準価格 2,000円
★約420×580mm
★本体質量／255g

★水に触れると急速に水を吸水して土のうに変化。水害や工事現場
などあらゆる水対策にスピーディに対応。使用後は一般ゴミとして
処分するか、土中に埋めても自然還元するので環境にも安全です。

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 7473



その他安全維持機材

0381 エレベーター防災キャビネット 
Lタイプ　標準価格 154,000円

★商品サイズ：W280×D141×H1093㎜/10.5㎏
★本体質量：8.2㎏　★内容物質量：2.3㎏
★内容物：多機能ラジオライト、非常用飲料水50㎖×10袋、非常用
食料10個、簡易トイレ大3枚・小3枚、エマージェンシーブランケッ
ト2枚、ホイッスル、サイリュームライト2個、救急用品

0383 レスキューキャビネット
標準価格 252,000円

★商品サイズ：W565×D305×H1417㎜/44.4㎏
★本体質量：26.7㎏　★内容物質量：17.7
★内容物：デコバール、平バラシバール、両口ハンマ
ー、救急用品、多機能ラジオライト、スタンドライト2
個、ヘルメット2個、ヘッドライト2個、救助ロープφ９
㎜・長さ２０ｍ、革手袋２組、保護メガネ２個、ホイッス
ル２個、使い捨てマスク２枚、油圧ジャッキ〈その他の
内容物〉アルカリ電池（単１）８個・（単４）６個

0382 エレベーター防災キャビネット
Sタイプ　標準価格 154,000円

★商品サイズ：W341×D164×H699㎜/9.3㎏
★本体質量：7.0㎏　★内容物質量：2.3㎏
★内容物：多機能ラジオライト、非常用飲料水50㎖×10袋、非常
用食料10個、簡易トイレ大3枚・小3枚、エマージェンシーブラ
ンケット2枚、ホイッスル、サイリュームライト2個、救急用品

7473

その他用品
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0387
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　　  ダッシュバッグ
（10枚）　標準価格 1,500円
0390
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　　  給水パック0391
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0388
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0389
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◦電池残量のわかる５段階インジケーター付。
家庭用コンセントから充電して非常時に使える大容量600W地区電
源。いつも利用している電気を蓄えて、いざというときに使えます。
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◦家庭用コンセントから充電可能。
◦携帯性に優れたコンパクト設計。
◦AM/FMラジオ、１W LEDライト搭載。
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などあらゆる水対策にスピーディに対応。使用後は一般ゴミとして
処分するか、土中に埋めても自然還元するので環境にも安全です。

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。 7473



その他
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　　  熱中症 みはりん坊ミニ
　　  標準価格 3,300円
0392

設定なしで電池を入れるだけで自動アラーム。
WBGT指数が28～31℃になるとアラームで
お知らせ！
★温度表示、湿度表示、アラーム表示、
WBGT指数表示
★電源：コイン型リチウム電池（CR-2032×
1個付属）
★熱中症指数表示範囲 0～60、測定範囲 温
度 0～50℃・湿度20～90%RH

　　  携帯型熱中症&
　　  風邪チェッカー
　　  標準価格 2,500円

0393

◦風邪、熱中症の警戒度をLEDとブザーで
お知らせします。
◦温度、湿度表示機能付。
◦ネックストラップ付。
★電源：コイン型リチウム電池（CR-2032×
1個付属）
★測定範囲：温度 0～50℃、
湿度20～90%RH

　　  TRUSCO 熱中症モニター
　　  標準価格 4,800円
0394

◦WBGT指数と危険レベルを同時に
表示します。
★温度表示、湿度表示、時計機能、
アラーム表示、WBGT指数表示
★電源：単4乾電池×2個（別売）
★測定範囲：温度 0～50℃、
湿度20～90%RH

　　  TRUSCO 熱中症モニター
　　  標準価格 4,000円
0395

◦各アイコンが点灯すると「注意」、点滅する
と「警戒」を意味します。
★環境アイコン一覧：快適・カビ・風邪・
熱中症
★電源：単4乾電池×2個（別売）
★測定範囲：温度 0～40℃、
湿度20～90%RH

　　  ネックール氷結 ブルー
　　　   標準価格 750円
0396

★商品サイズ：W600×D80×H20㎜/260g
★出荷単位：48個
★梱包サイズ：W320×D270×H505㎜
/14.2㎏

　　  熱中対策水 レモン味
500㎖（24本入）　標準価格 4,800円
0397

★ノンカロリー飲料
★クエン酸1本に1000mg配合
★梱包サイズ：W380×D260×H230㎜

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。75
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◦風邪、熱中症の警戒度をLEDとブザーで
お知らせします。
◦温度、湿度表示機能付。
◦ネックストラップ付。
★電源：コイン型リチウム電池（CR-2032×
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湿度20～90%RH

　　  TRUSCO 熱中症モニター
　　  標準価格 4,800円
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◦WBGT指数と危険レベルを同時に
表示します。
★温度表示、湿度表示、時計機能、
アラーム表示、WBGT指数表示
★電源：単4乾電池×2個（別売）
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湿度20～90%RH
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　　  標準価格 4,000円
0395

◦各アイコンが点灯すると「注意」、点滅する
と「警戒」を意味します。
★環境アイコン一覧：快適・カビ・風邪・
熱中症
★電源：単4乾電池×2個（別売）
★測定範囲：温度 0～40℃、
湿度20～90%RH

　　  ネックール氷結 ブルー
　　　   標準価格 750円
0396

★商品サイズ：W600×D80×H20㎜/260g
★出荷単位：48個
★梱包サイズ：W320×D270×H505㎜
/14.2㎏

　　  熱中対策水 レモン味
500㎖（24本入）　標準価格 4,800円
0397

★ノンカロリー飲料
★クエン酸1本に1000mg配合
★梱包サイズ：W380×D260×H230㎜

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。75

◎消火器及び消防設備・防災の専門家の組合です。

消火器事業
★昭和48年横浜市地域防災計画の中で地震防災対策が提案され、市民の初期消火体制の強化策
として、家庭用消火器の設置奨励事業の実施が決定し、行政から協力要請を受け、横浜市消
火器設置奨励補助事業普及会を結成してこれに協力しました。

★昭和53年に『家庭に消火器を』スローガンに組合を発足し、町内会等の協力を得て、消火器
普及事業をはじめ現在に至っています。

★当組合は、組合員全員が消防設備士の資格を有し、町内会等に対応しています。また、この
事業により横浜市は過去に初期消火成功率日本一に、消火器の不法投棄もほとんど出ません
でした。

★平成24年の法改正により消火器の廃棄処理方法が変わり、これに対応するため、当組合も新
しい法律に対応する事となり、組合員全員『廃棄物処理広域認定』を取得し、事業を行って
います。

★当組合員全社は、消防設備業を専門職として運営し、消防設備全般と消防法に対応します。

防災事業
★防災についても、阪神淡路大震災・東日本大震災と当組合員が現地に防災業者として行き、
家庭防災・地域防災・事業所防災対策に役立て、その場所に合う防災に対応しています。

連結送水管事業
★高層建物に付随する連結送水管設備の試験及び点検に使用する耐圧試験ポンプ車を用意し、
マンションやトンネル内消火設備などの点検や試験に対応しています。

※防災について、当組合にご相談ください。
担当組合員が親切丁寧に対応します。

横浜市防災機器販売協同組合

その他

76

      15,000円
★丈夫な綿ロープで編み込んだネットです。
　リヤカーの荷崩れ防止や担架として、
　いろいろ役立ちます。
★サイズ長さ2,100×幅900㎜
★材質 高強度漁業用綿ロープ
★留め金2ヶ付き

NXP-25ST（断熱材付き）標準価格 186,000円
★W1,790×D1,370×H2,075　★床面積2.59㎡
★棚板4枚付き　★切り文字はオプションです
★組立費は別途になります

NXN-30sNXP-25ST

★物置各種取扱っております。

●消火設備工事 ●消火設備保守点検業務 等も行っております。お気軽にご相談下さい。

0399 NXN-30S（断熱材付き）標準価格 146,000円
★W2,210×D1,370×H2,075　★床面積3.03㎡
★切り文字はオプションです　
★組立費は別途になります

多目的ネット0398

※商品の価格は本体価格になります。ご購入の際には、別途消費税が加算されます。商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。
商品は、予告なく仕様が変更する場合がございます。一部商品には別途送料がかかります。 76


