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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。



消火活動用機材消火活動用機材

◎最も身近な防災用具として初期消火に威力を発揮する消火器
◆ABC粉末消火器（蓄圧式） ◆住宅用強化液消火器（蓄圧式）

●総質量：約5.08㎏
●薬剤質量：3.0㎏
●全高：約49㎝
●全幅：約18㎝
●放射時間：約14秒
●放射距離：4 ～ 7ｍ

YA-10NX
￥10,000＋税

001

●総質量：約5.0㎏
●薬剤質量：3.0㎏
●全高：約47㎝
●全幅：約20㎝
●放射時間：約15秒
●放射距離：3 ～ 6ｍ

PEP-10C
￥10,000＋税

002

●総質量：約4.1㎏
●薬剤質量：3.0㎏
●全高：約46㎝
●全幅：約21㎝
●放射時間：約14秒
●放射距離：4 ～ 6ｍ
※アルミ製

MEA10A
￥10,000＋税

003

●総質量：約2.35㎏
●薬剤質量：1ℓ
●全高：約37.3㎝
●全幅：約13.2㎝
●放射時間：約21秒
●放射距離：3 ～ 6ｍ

YTK-1XⅡ
￥9,800＋税

004

●総質量：約2.7㎏
●薬剤質量：1ℓ
●全高：約38.5㎝
●全幅：約13.5㎝
●放射時間：約22秒
●放射距離：4 ～ 6ｍ

くまさん消火器
ALS-1R
￥9,800＋税

005

キッチンアイ     
MVF1H     
￥9,800＋税
●総質量：約2.2㎏
●薬剤質量：1ℓ
●全高：約37.6㎝
●全幅：約14.6㎝
●放射時間：約12秒
●放射距離：4 ～ 6ｍ

006

エアゾール式簡易消火具
ローヤルガードⅢ            
￥2,400＋税
天ぷら鍋の火災などの消火に抜群の効果を発揮します。               
水（浸潤済等入り）400gは火面に放射すると炎を押さ
える防炎性と再燃防止を発揮します。               
●薬剤量：水（浸潤済等入り）400g
●放射時間（20℃）：約31秒               

007 三角バケツファイアマンW      
￥3,660＋税
飲料水保存タンクとしても使用できます
ABC樹脂製
●容量：７ℓ
●高さ：約355㎜

008

消火器設置台
①表示板紺色タイプ
￥3,000＋税
表示板が紺色なので、消火器の
操作方法が見やすいタイプ              

②オクダーケ
￥3,000＋税
組立不要。置くだけでOK

010

鉄製 ①      
ステンレス製      
FRP製 ②      
      
鉄製 ③      
ステンレス製      
FRP製 ④      
鉄製      
鉄製      

10型1本用

10型2本用

20型1本用
20型2本用

本体  
本体  
本体  
  
本体  
本体  
本体  
本体  
本体  

￥7,000＋税
￥17,000＋税
￥11,000＋税

￥9,000＋税
￥26,500＋税
￥22,000＋税
￥7,700＋税

￥11,000＋税

￥2,200＋税
￥9,500＋税
￥1,100＋税
￥3,600＋税
￥2,400＋税

￥12,500＋税
￥4,000＋税
￥2,200＋税
￥2,400＋税

脚
脚
ゴム足
架台
脚
脚
架台
脚
脚

009 消火器格納箱

21

業務用消火器 住宅用消火器 消火具

消火器格納箱・設置台

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㈳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、設計標準使用期限
は10年です。10年を経過した消火器は交換または水圧試験を実施して下さい。
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。

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。

①

① ②

② ③ ④
☆工事費別途
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消火活動用機材消火活動用機材

セット内容
●消防用ホース：
　1.3Mpa･40A×20ｍ×3本
●筒先：40A×1本
●可変ノズル3段切替：
　（直状、噴霧、シャット）×個
●媒介金具：
　65A×40A×1個
●スタンドパイプ：
　単口引上式（レバー付）
　65A×1本
●消火栓蓋開閉キー
　（147型バール）
●台車×1台

★セット内容は、
　ご相談下さい。

※カギ・名入代・工事費別途

スタンドパイプ式初期消火器具セット（40Aホース3本セット）
￥238,800＋税

011 ホース1本用格納箱
①鉄製
￥19,800＋税
②ステンレス製
￥83,000＋税
●サイズ
　高さ：900㎜
　幅：600㎜
　奥行：200㎜

016 ホース2本用格納箱
①鉄製
￥22,200＋税
②ステンレス製
￥90,200＋税
●サイズ
　高さ：900㎜
　幅：600㎜
　奥行：270㎜

017 ホース3本用格納箱
①鉄製
￥31,800＋税
②ステンレス製
￥110,000＋税
●サイズ
　高さ：900㎜
　幅：600㎜
　奥行：400㎜

018

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。 43

スタンドパイプ式初期消火器具 ホース格納箱

管鎗＋ストレートノズル
赤糸巻・ベルトハンドル付
①65A　 ￥21,600＋税
②50A　 ￥16,800＋税
ベルトハンドルなし
③65A　 ￥12,000＋税
④50A　 ￥10,000＋税
⑤40A　 ￥5,500＋税

019 噴霧ノズル
①65A　￥7,000＋税
②50A　￥6,800＋税
③40A　￥5,000＋税

020

媒介金具
①65A×50A　￥9,000＋税
②65A×40A　￥8,800＋税
③50A×40A　￥8,400＋税

023

消火栓蓋開閉キー（キーハンドル）
①147型バール ￥23,000＋税
②新タイプ　 ￥10,000＋税
③旧タイプ ￥5,000＋税

021 スタンドパイプ 単口引上式
65A　￥44,000＋税

022

ノズル・媒介金具等

ホース2本セット
①格納箱鉄製（脚付）
￥107,200＋税
②格納箱ステンレス製（脚付）
￥185,700＋税
セット内容
●ホース格納箱：
　900×600×270㎜  1台
●消防用ホース：
　65A×20ｍ（0.9Mpa)  2本
●管鎗：
　65A・ベルトハンドルなし・
　ストレートノズル  1本
●キーハンドル：
　新タイプ  1本
※カギ、工事費別途

012 ホース3本セット
①格納箱鉄製（脚付）　
￥146,800＋税
②格納箱ステンレス製（脚付）　
￥235,500＋税
セット内容
●ホース格納箱：
　900×600×400㎜  1台
●消防用ホース：
　65A×20ｍ（0.9Mpa)  3本
●管鎗：
　65A・ベルトハンドルなし・
　ストレートノズル  1本
●キーハンドル：
　新タイプ  1本
※カギ、工事費別途

013

屋外消火栓セット

屋外消火栓用ホース
①65A×20ｍ 0.9Mpa
￥30,000＋税
②50A×20ｍ 0.9Mpa
￥26,000＋税

014 屋内消火栓用ホース
①40A×20ｍ 0.7Mpa
￥21,000＋税
②40A×15ｍ 0.7Mpa
￥16,000＋税

015

消防用ホース

●オプション
　鉄製脚 ￥3,000＋税
　ステンレス製脚 ￥13,500＋税
　コンクリート架台 ￥13,500＋税
　※カギ・工事費別途

●オプション
　①専用カバー
　￥22,000＋税

②スロープ付収納箱
◦本体　￥55,000＋税
◦スロープ付架台
　￥7,000＋税

① ② ③

①

②

☆写真は脚付の
　見本です
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013
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015

消防用ホース
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　※カギ・工事費別途
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① ② ③

①
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☆写真は脚付の
　見本です



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

ST-147E
￥1,900＋税
●ポリプロピレン製
●飛来・落下物・
　電気（7,000V以下）用
●検定品

024

ST-0185FZ
￥2,900＋税
●ABS製
●飛来・落下物・墜落時保護・
　電気（7,000V以下）用
●検定品

025

タタメットBCP
￥4,300＋税
●軽量・コンパクトなので身近な場所に常備しやすい
●ポリプロピレン樹脂製
●収納サイズ：約332×221×35㎜
●検定品

026 LEDヘッドライト HW-888H
￥5,500＋税
●連続点灯時間：
　High約10時間・Low約30時間・点滅約22時間
●質量：約192ｇ
●単3アルカリ電池3個使用
　（テスト電池付）

027

ホイッスル Eコール
￥400＋税
●軽く吹いても人の耳に
　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

028

●オプション
　文字入れ等加工料金
　文字代（1ヵ所・1色・型代別途） ￥200＋税
　マーク代（1ヵ所・1色・型代別途） ￥200＋税
　ラインテープ（1本） ￥200＋税
　型代（1ヵ所・1色） ￥3,000＋税
　※型代は30個以上作成の場合無料。

●オプション
　可変フック ￥2,400＋税
　可変フック用収納袋 ￥2,000＋税

65

ヘルメット
はしご型避難ロープ ステップダンⅡ型
￥13,000＋税
●（一財）日本消防設備安全センターの性能評定品
●２階用（約4.6ｍ）
●カラビナ式吊下げ金具
●硬質ポリケース入り

031

避難器具

防滴型メガホン ER-1106S
￥14,800＋税
●サイレン音付
●通達距離：音声約250ｍ・
　サイレン約315ｍ
●質量：約680ｇ
●単3電池6個使用（電池別売）
●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

032 防滴型メガホン TR-215A
￥15,800＋税
●通達距離：音声約250ｍ
●質量：約630ｇ
●単3電池6個使用（電池別売）

033 防滴型メガホン TR-215SA
￥19,400＋税
●サイレン音付
●通達距離：音声約250ｍ・
　サイレン約315ｍ
●質量：約630ｇ
●単3電池6個使用（電池別売）

034

ショルダーメガホン
ER-2115W
￥28,000＋税
●ホイッスル音付
●通達距離：音声約400ｍ・
　ホイッスル約500ｍ
●質量：約910ｇ
●単2電池6個使用（電池別売）
●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

035 ショルダーメガホン
ER-604W
￥22,000＋税
●ホイッスル音付
●通達距離：音声約160ｍ・
　ホイッスル約160ｍ
●質量：約1.6㎏
●単3電池8個使用（電池別売）

036 プラスチックメガホン
￥560＋税
●ひも付き　●ポリエチレン製

037

メガホン

非常持出袋 大型リュック
￥7,800＋税
●（公財）日本防炎協会認定品
●約500×350×190㎜

029 非常持出袋 D型
￥4,500＋税
●（公財）日本防炎協会認定品
●約410×405×70㎜

030

非常持出袋

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。

GR-3

C-3 G-2 B-1

W-8

帽体色

O-3

C-9

Y-2

B-1 GR-7

Y-2 C-3 G-2

W-1

帽体色

R-1 O-1

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



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

ST-147E
￥1,900＋税
●ポリプロピレン製
●飛来・落下物・
　電気（7,000V以下）用
●検定品

024

ST-0185FZ
￥2,900＋税
●ABS製
●飛来・落下物・墜落時保護・
　電気（7,000V以下）用
●検定品

025

タタメットBCP
￥4,300＋税
●軽量・コンパクトなので身近な場所に常備しやすい
●ポリプロピレン樹脂製
●収納サイズ：約332×221×35㎜
●検定品

026 LEDヘッドライト HW-888H
￥5,500＋税
●連続点灯時間：
　High約10時間・Low約30時間・点滅約22時間
●質量：約192ｇ
●単3アルカリ電池3個使用
　（テスト電池付）

027

ホイッスル Eコール
￥400＋税
●軽く吹いても人の耳に
　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

028

●オプション
　文字入れ等加工料金
　文字代（1ヵ所・1色・型代別途） ￥200＋税
　マーク代（1ヵ所・1色・型代別途） ￥200＋税
　ラインテープ（1本） ￥200＋税
　型代（1ヵ所・1色） ￥3,000＋税
　※型代は30個以上作成の場合無料。

●オプション
　可変フック ￥2,400＋税
　可変フック用収納袋 ￥2,000＋税

65

ヘルメット
はしご型避難ロープ ステップダンⅡ型
￥13,000＋税
●（一財）日本消防設備安全センターの性能評定品
●２階用（約4.6ｍ）
●カラビナ式吊下げ金具
●硬質ポリケース入り

031

避難器具

防滴型メガホン ER-1106S
￥14,800＋税
●サイレン音付
●通達距離：音声約250ｍ・
　サイレン約315ｍ
●質量：約680ｇ
●単3電池6個使用（電池別売）
●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

032 防滴型メガホン TR-215A
￥15,800＋税
●通達距離：音声約250ｍ
●質量：約630ｇ
●単3電池6個使用（電池別売）

033 防滴型メガホン TR-215SA
￥19,400＋税
●サイレン音付
●通達距離：音声約250ｍ・
　サイレン約315ｍ
●質量：約630ｇ
●単3電池6個使用（電池別売）

034

ショルダーメガホン
ER-2115W
￥28,000＋税
●ホイッスル音付
●通達距離：音声約400ｍ・
　ホイッスル約500ｍ
●質量：約910ｇ
●単2電池6個使用（電池別売）
●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

035 ショルダーメガホン
ER-604W
￥22,000＋税
●ホイッスル音付
●通達距離：音声約160ｍ・
　ホイッスル約160ｍ
●質量：約1.6㎏
●単3電池8個使用（電池別売）

036 プラスチックメガホン
￥560＋税
●ひも付き　●ポリエチレン製

037

メガホン

非常持出袋 大型リュック
￥7,800＋税
●（公財）日本防炎協会認定品
●約500×350×190㎜

029 非常持出袋 D型
￥4,500＋税
●（公財）日本防炎協会認定品
●約410×405×70㎜

030

非常持出袋

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。

GR-3

C-3 G-2 B-1

W-8

帽体色

O-3

C-9

Y-2

B-1 GR-7

Y-2 C-3 G-2

W-1

帽体色

R-1 O-1

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



救出・救護用機材救出・救護用機材

災害多人数用救急箱 約50人用
￥75,400＋税

038

●オプション
　①4つ折担架用シート　￥10,000＋税
　※簡易布担架として使用できます
　※ビニロン製
　②4つ折担架用ポール　￥15,000＋税
　※2本1組
　※毛布等で簡易担架を作成できます
　※アルミ製 ① ②

●オプション
　足付棒担架収納箱　￥51,000＋税
　※スチール製
　※サイズ：約2,300×280×奥行200㎜

87

救急用品
4つ折担架
￥22,000＋税
●コンパクトに収納できます
●収納に便利な袋付
●肩掛けバンド付
●P11の救急リヤカーにセットできます
●サイズ：約2,100×580㎜

042

足付棒担架
￥20,000＋税
●救急搬送用のスタンダード班
●足がついているので持ち上げやすい
●肩掛けバンド付
●サイズ：約2,190×540㎜
●PVCターポリン製

043

布担架 キャリーフ
￥12,000＋税
●特殊複合高機能不織布
●最大荷量：100㎏
●サイズ：約650×1,700㎜
●質量：約300g
●2枚セット

044 軽量簡易担架 パタット担架
￥15,000＋税
●本体塩ビターポリン、内側スポンジ
●最大荷量：100㎏
●サイズ：約500×1,850㎜
●質量：約1.6㎏

045

担架

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。

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（7枚入）・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（15本入2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
（425×305×175㎜）

災害多人数用救急箱 約20人用
￥38,900＋税

039

ICボトル（1本）・止血帯（1個）・副木（大中小各1本）・
体温計（1本）・ガーゼ（3枚）・医療用救急絆創膏（大3枚、
小3枚）・救急絆創膏（10枚入3箱）・清浄綿（20包入
1箱）・紙絆創膏（1個）・伸縮包帯（6個）・三角巾（8枚）・
簡易マスク（7枚入）・簡易手袋（10枚入1袋）・災害
用ハサミ（1本）・とげ抜き兼用ピンセット（1本）・
脱脂綿（5ｇ入3袋）・綿棒（10本入10袋）・救急お手
当法（1冊）・アルミ製中型ケース（333×215×195㎜）
      
    
      
災害多人数用救急箱 約5～10人用
￥17,800＋税

040

ICボトル（1本）・体温計（1本）・ガーゼ（3枚）・救
急絆創膏（10枚入2箱）・清浄綿（5枚）・紙絆創膏（1個）・
伸縮包帯（3個）・救急三角巾（3枚）・災害用ハサミ

（1本）・とげ抜き兼用ピンセット（1本）・脱脂綿（5
ｇ入3袋）・綿棒（10本入3袋）・救急お手当法（1冊）
ナイロン製バッグ（290×150×135㎜）
      
    
      
    
      

救急三角巾
￥400＋税
●105×105×150㎝

041

折りたたみ時
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救出・救護用機材救出・救護用機材

109

救助工具
両つるはし
￥4,500＋税
●全長：約900㎜
●質量：約2.5㎏

046 パイプ柄ショベル 丸型
￥3,500＋税
●全長：約970㎜
●質量：約1.7㎏

047 パイプ柄ショベル 角型
￥3,600＋税
●全長：約970㎜
●質量：約1.8㎏

048

平バール
￥4,300＋税
●全長：約900㎜
●質量：約2.5㎏

049 長とび口
￥13,500＋税
●全長：約1,800㎜
●質量：約2.5㎏

051万能オノ
￥4,900＋税
●全長：約330㎜
●質量：約770ｇ

050

①爪付ジャッキ DHS-1E
￥54,000＋税
●爪部揚力：1t・頭部揚力：2t
●爪部位置：最低12㎜・最高115㎜
●質量：約6㎏

052

②油圧爪付ジャッキ DHS-2.5E
￥66,000＋税
●爪部揚力：2.5t・頭部揚力：5t
●爪部位置：最低19㎜・最高129㎜
●質量：約11㎏

①油圧ジャッキ TOJ-2
￥6,200＋税
●頭部揚力：2t
●高さ：最低180㎜・最高345㎜
●質量：約2.2㎏

053

②油圧ジャッキ TOJ-5
￥9,500＋税
●頭部揚力：5t
●高さ：最低200㎜・最高390㎜
●質量：約3.5㎏

救助工具セット

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。

レスキュースリム
￥42,600＋税

054

●キャスター付で移動OK
●サイズ：
1,000×180×120㎜
●質量：約16㎏
●パンダジャッキ（1t）・
平バール（900㎜）・
大ハンマー（6P）・
折込ノコギリ（210㎜）・
ゴーグル・
滑り止め軍手・
防塵マスク

レスキューミニ
￥76,000＋税

055

●キャスター付で移動OK
●サイズ：700×250×150㎜
●質量：約19㎏
●油圧ジャッキ（4t）・
ショベルミニ・
万能オノ・
ボルトクリッパー
（300㎜・切断5㎜）・
1.3㎏ハンマー・
ネイルハンマー・
バール（600㎜）・
折込ノコギリ
（210㎜）・
ゴーグル・
滑り止め軍手・
ヘッドランプ
（防水型）・
単3電池4個

レスキューキット リュック型
￥52,500＋税

056

●リュック型なので一人で持運び可能
●サイズ：940×340㎜
●質量：約12㎏
●収納ケース：ナイロン100％（PVC加工）
●平バール（900㎜）・ボルトカッター（600㎜）・折
込ノコギリ（刃渡り240㎜）・大ハンマー（両口3.5
㎏）・誘導用ロープ（10ｍ）

レスキューキット BOX型
￥95,000＋税

057

●サイズ：970×330×170㎜
●質量：約21㎏
●収納ケース：ナイロン100％（PVC加工）
●平バール（900㎜）・ボルトカッター（600㎜）・折
込ノコギリ（刃渡り240㎜）・大ハンマー（両口3.5
㎏）・カケヤ（丸、φ150㎜）・バチツル（1.8㎏）・ショ
ベル（丸型935㎜）・誘導用ロープ（10ｍ）・牛革手
袋（2組）・ゴーグル（2個）・防塵マスク（2個）・ホイッ
スル（2個）・三角巾（1）・ガーゼ（2枚）・包帯（2本）・
ウェットタオル（20枚入）

ハンドル差込口が上もしくは
左倒しのみ使用可能

DHS1-E、2..5Eは
持ち運びに便利な専用樹脂ケース付



救出・救護用機材救出・救護用機材
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救助工具
両つるはし
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●質量：約1.8㎏

048

平バール
￥4,300＋税
●全長：約900㎜
●質量：約2.5㎏

049 長とび口
￥13,500＋税
●全長：約1,800㎜
●質量：約2.5㎏

051万能オノ
￥4,900＋税
●全長：約330㎜
●質量：約770ｇ

050

①爪付ジャッキ DHS-1E
￥54,000＋税
●爪部揚力：1t・頭部揚力：2t
●爪部位置：最低12㎜・最高115㎜
●質量：約6㎏

052

②油圧爪付ジャッキ DHS-2.5E
￥66,000＋税
●爪部揚力：2.5t・頭部揚力：5t
●爪部位置：最低19㎜・最高129㎜
●質量：約11㎏

①油圧ジャッキ TOJ-2
￥6,200＋税
●頭部揚力：2t
●高さ：最低180㎜・最高345㎜
●質量：約2.2㎏

053

②油圧ジャッキ TOJ-5
￥9,500＋税
●頭部揚力：5t
●高さ：最低200㎜・最高390㎜
●質量：約3.5㎏

救助工具セット

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。
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￥42,600＋税

054
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●サイズ：
1,000×180×120㎜
●質量：約16㎏
●パンダジャッキ（1t）・
平バール（900㎜）・
大ハンマー（6P）・
折込ノコギリ（210㎜）・
ゴーグル・
滑り止め軍手・
防塵マスク

レスキューミニ
￥76,000＋税

055

●キャスター付で移動OK
●サイズ：700×250×150㎜
●質量：約19㎏
●油圧ジャッキ（4t）・
ショベルミニ・
万能オノ・
ボルトクリッパー
（300㎜・切断5㎜）・
1.3㎏ハンマー・
ネイルハンマー・
バール（600㎜）・
折込ノコギリ
（210㎜）・
ゴーグル・
滑り止め軍手・
ヘッドランプ
（防水型）・
単3電池4個

レスキューキット リュック型
￥52,500＋税

056

●リュック型なので一人で持運び可能
●サイズ：940×340㎜
●質量：約12㎏
●収納ケース：ナイロン100％（PVC加工）
●平バール（900㎜）・ボルトカッター（600㎜）・折
込ノコギリ（刃渡り240㎜）・大ハンマー（両口3.5
㎏）・誘導用ロープ（10ｍ）

レスキューキット BOX型
￥95,000＋税

057

●サイズ：970×330×170㎜
●質量：約21㎏
●収納ケース：ナイロン100％（PVC加工）
●平バール（900㎜）・ボルトカッター（600㎜）・折
込ノコギリ（刃渡り240㎜）・大ハンマー（両口3.5
㎏）・カケヤ（丸、φ150㎜）・バチツル（1.8㎏）・ショ
ベル（丸型935㎜）・誘導用ロープ（10ｍ）・牛革手
袋（2組）・ゴーグル（2個）・防塵マスク（2個）・ホイッ
スル（2個）・三角巾（1）・ガーゼ（2枚）・包帯（2本）・
ウェットタオル（20枚入）

ハンドル差込口が上もしくは
左倒しのみ使用可能

DHS1-E、2..5Eは
持ち運びに便利な専用樹脂ケース付



避難所用機材救出・救護用機材

●オプション
　※救急リヤカー用とファミリヤカーのどちら
　　かをご指定下さい
　落下防止シート　￥2,000＋税
　※荷崩れ防止や雨よけに
　※繊維補強塩ビシート製
　※サイズ：1,000×850㎜
　※止めロープ6か所付
　荷台補強ロッド　￥5,000＋税
　※2本1組
　※フレームにはめると、荷台に長尺のテーブ
　　ルなどを積めます

●オプション
　フレーム収納袋　
　1間×1.5間 ￥4,800＋税
　1.5間×2間 ￥9,600＋税
　2間×3間 ￥14,400＋税
　テント用ウエイト　
　STウエイト ￥13,000＋税
　※鋳物製20㎏　
　ベストウエイト ￥13,000＋税
　※注水後約20㎏　

1211

リヤカー
アルミ製ワンタッチ 救急リヤカー
￥95,000＋税
●超軽量・コンパクトなリヤカーです
●ノーパンクタイヤ
●別売りの担架をセットできます
●耐荷重：約150㎏ ・自重：約22.9㎏
●全長：約1,650×610㎜
●荷台：約810×610㎜
●折りたたみ時：約950×700×280㎜

058

大型テント
Eタイプ
①1間×1.5間 三方幕なし ￥74,000＋税
②1間×1.5間 三方幕付 ￥106,100＋税
●サイズ：1.79×2.67×2.54ｍ
●軒高：2ｍ
●パイプ質量：36㎏

③1.5間×2間 三方幕なし ￥99,000＋税
④1.5間×2間 三方幕付 ￥144,000＋税
●サイズ：2.67×3.56×2.81ｍ
●軒高：2ｍ
●パイプ質量：47㎏

⑤2間×3間 三方幕なし ￥165,000＋税
⑥2間×3間 三方幕付 ￥227,200＋税
●サイズ：3.56×5.30×3.07ｍ
●軒高：2ｍ
●パイプ質量：78㎏

060

セーフティータイプ
①1間×1.5間 三方幕なし ￥78,000＋税
②1間×1.5間 三方幕付 ￥110,100＋税
●サイズ：1.79×2.67×2.54ｍ
●軒高：2ｍ
●パイプ質量：36㎏

③1.5間×2間 三方幕なし ￥104,000＋税
④1.5間×2間 三方幕付 ￥149,000＋税
●サイズ：2.67×3.56×2.81ｍ
●軒高：2ｍ
●パイプ質量：47㎏

⑤2間×3間 三方幕なし ￥169,000＋税
⑥2間×3間 三方幕付 ￥231,200＋税
●サイズ：3.56×5.30×3.07ｍ
●軒高：2ｍ
●パイプ質量：78㎏

061

ワンタッチテント スカイローブ（K-33）
￥120,000＋税
●一体型のフレームを採用　
　ワンタッチで設営が可能です　
●サイズ：3×2.82×2.62（～2.92）m　
●軒高：2.12～2.42m　
●フレーム：質量22㎏　
※付属品　付属品収納袋・張ロープ（片輪さ）4本・
　杭（L＝290）4本・ボックスレンチ1本・
　六角レンチ1本・キャリーバック・フレームカバー　
　
　

062

ファミリヤカー（スチール製）
￥65,000＋税
●ノーパンクタイヤ
●車のトランクにも収納可能
●耐荷重：約100㎏ ・自重：約25.7㎏
●全長：約1,460×580㎜
●荷台：約700×520㎜
●折りたたみ時：約860×600×280㎜

059

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。

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。

軽量・コンパクトなので、収納も便利です。

※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。



避難所用機材救出・救護用機材
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　※2本1組
　※フレームにはめると、荷台に長尺のテーブ
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●オプション
　フレーム収納袋　
　1間×1.5間 ￥4,800＋税
　1.5間×2間 ￥9,600＋税
　2間×3間 ￥14,400＋税
　テント用ウエイト　
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　ベストウエイト ￥13,000＋税
　※注水後約20㎏　
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●サイズ：2.67×3.56×2.81ｍ
●軒高：2ｍ
●パイプ質量：47㎏

⑤2間×3間 三方幕なし ￥165,000＋税
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③1.5間×2間 三方幕なし ￥104,000＋税
④1.5間×2間 三方幕付 ￥149,000＋税
●サイズ：2.67×3.56×2.81ｍ
●軒高：2ｍ
●パイプ質量：47㎏

⑤2間×3間 三方幕なし ￥169,000＋税
⑥2間×3間 三方幕付 ￥231,200＋税
●サイズ：3.56×5.30×3.07ｍ
●軒高：2ｍ
●パイプ質量：78㎏

061
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●一体型のフレームを採用　
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059

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。

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。

軽量・コンパクトなので、収納も便利です。

※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。



収納時

さわやかGパックの中身
（Gパックの中身は、灰白色です）

さわやかGパック凝固剤投入後の
様子（着色してあります）

設置見本　※簡易トイレ別売

避難所用機材避難所用機材

1413

簡易トイレ・トイレ用品

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。

簡単トイレ
￥3,000＋税

064

●便や尿の水分を素早く凝固する高速吸水凝固
シートを圧着　
●単体でも使用可能　
●洋式トイレにも使用できます　
●サニタークリーン・ポータブルのスペア袋とし
ても使用可　
●20枚入
●サイズ：約650×550㎜　

災害用簡易テント
￥6,000＋税

067

●収納時はコンパクトに、組立てワンタッチ　
●中が透けないように、内側に銀布を貼っています。
●使用中が一目でわかる、プレート付　
●収納袋、固定杭4本付　
●サイズ：約1,150×1,150×1,900㎜　
●収納サイズ：約610×610×60㎜　

汚物凝固剤 さわやかGパック
￥1,300＋税

068

●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
●簡易トイレの悪臭防止　
●登山、キャンプ等の汚物処理　
●乗り物酔いの嘔吐物の処理　
●保存期間：約7年～10年　

トイレ用脱臭剤
￥1,200＋税

069

●便槽及び便袋の中に散布すると悪臭をとめます
●保存期間：約10年

長巻ロールペーパー
￥5,000＋税

070

●205m巻×24ロール

使用済み収納大袋（5枚入り）
￥950＋税

071

●そのまま可燃ごみとして処理できます
※ごみの収集方法は、自治体にご確認下さい

簡単ダンボールトイレ
￥2,800＋税

063

●4人家族で3日間分の緊急用のトイレです。
全て段ボール製のため、処分が簡単です。　
●付属品：汚物用ビニール袋1枚、消臭固化剤1袋、
ティッシュペーパー 100w、便座シート10枚
●使用時サイズ：約350×340×350㎜　
●収納時サイズ：約550×380×105㎜（箱入り）

サニタークリーン ポータブル
￥5,000＋税

065

●簡単トイレに、組立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
●簡単トイレ10枚・密閉式収納袋1枚・
脱臭剤4袋（12回分）・クリップ2個　

●使用時サイズ：約365×365×高さ350㎜　
●収納時サイズ：約390×385×145㎜　

エコトイレ安心（ひじ付）
￥22,000＋税

066

●肘掛、背もたれ付きで5段階に高さ調整も可能
●マンホールガイドを取り付ければ、マンホール
トイレとしてもご使用いただけます　
●耐荷重：約150㎏　
●フレームアルミ製・質量：約4㎏　
●便座・便座蓋ポリプロピレン製　
●サイズ：約530×400（～500）×440㎜　
●収納時サイズ：約530×235×780㎜　

●オプション
　マンホールガイド（プレート付）￥18,000＋税
　※マンホールの使用については、
　　各自治体にお問い合わせください。　



収納時

さわやかGパックの中身
（Gパックの中身は、灰白色です）

さわやかGパック凝固剤投入後の
様子（着色してあります）

設置見本　※簡易トイレ別売
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簡易トイレ・トイレ用品

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。
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068

●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
●簡易トイレの悪臭防止　
●登山、キャンプ等の汚物処理　
●乗り物酔いの嘔吐物の処理　
●保存期間：約7年～10年　

トイレ用脱臭剤
￥1,200＋税

069

●便槽及び便袋の中に散布すると悪臭をとめます
●保存期間：約10年

長巻ロールペーパー
￥5,000＋税

070

●205m巻×24ロール

使用済み収納大袋（5枚入り）
￥950＋税

071

●そのまま可燃ごみとして処理できます
※ごみの収集方法は、自治体にご確認下さい

簡単ダンボールトイレ
￥2,800＋税

063

●4人家族で3日間分の緊急用のトイレです。
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●マンホールガイドを取り付ければ、マンホール
トイレとしてもご使用いただけます　
●耐荷重：約150㎏　
●フレームアルミ製・質量：約4㎏　
●便座・便座蓋ポリプロピレン製　
●サイズ：約530×400（～500）×440㎜　
●収納時サイズ：約530×235×780㎜　

●オプション
　マンホールガイド（プレート付）￥18,000＋税
　※マンホールの使用については、
　　各自治体にお問い合わせください。　
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避難所・保温用品

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。

①難燃毛布
￥5,000＋税

072

●（公財）日本防炎協会認定品
●1枚ごとポリ袋入
●サイズ：約1,400×1,900㎜
●質量：約1.35㎏

②難燃真空パック毛布
￥6,000＋税
●（公財）日本防炎協会認定品
●1枚ごとアルミ蒸着フィルム袋入
●サイズ：約1,400×1,900㎜
●質量：約1.35㎏

エマージェンシー
ブランケット
￥900＋税

073

●しなやかな素材で音も静か
●材質：ポリエチレン
●サイズ：約1,420×2,130㎜
●質量：約82g

災害救助用カーペット
￥4,400＋税

080

●（公財）日本防炎協会認定品　
●サイズ：約900×1,900㎜　
●ペットボトルを再生利用した軽くて、
弾力性に優れた難燃カーペット　

サバイバルブランケット
￥980＋税

075

●軽くて薄い特殊素材を使用した
多目的シート
●優れた保温効果があります
●サイズ：約1,420×2,130㎜
●質量：約60g

スリーピング バッグ
￥9,000＋税

074

●使用時サイズ：
約750×2,250×75㎜
●収納時サイズ：
約φ200×380㎜
●質量：約1.45㎏

折りたたみマット
￥2,500＋税

081

●地面からの熱気、冷気、湿気を防ぎます。
●サイズ：約950×2,000×5㎜
●折りたたみサイズ：約950×250×40㎜
●質量：約356g

丸洗い寝袋フィールダー 2
￥7,000＋税

076

●洗濯機で洗える寝袋
●使用時サイズ：
約800×1,900㎜
●収納時サイズ：
約φ260×370㎜
●質量：約1.75㎏

災害用敷きマット
①1.8ｍ ￥2,200＋税
②20ｍ ￥26,000＋税

079

●サイズ：約幅910×厚さ8㎜
●抗菌、防虫効果のある薄型マット

緊急避難所 間仕切りユニット
￥230,000＋税

078

●60枚使用で6畳間×6室作成　
●板の材質ハニーコアダンボール　
●板1枚のサイズ：約900×1,100×20㎜　
●板1枚の質量：約1.1㎏　
●避難所等で個人のプライバシー保護を目的とし
た間仕切りです。軽量で組立ても簡単。通気性、
強度も優れています。

★物置各種取扱っております。
ご相談ください。

ブルーシート
2.7×3.6ｍ （3坪）￥2,500＋税
3.6×5.4ｍ （6坪）￥3,200＋税

077

●ポリエチレン製で非常に強く、軽量な為作業も
容易です。　
●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　

①

②
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ライト・ランタン

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。

エアーランタン
￥3,000＋税

082

●空気を入れて膨らませて使用する、
LEDソーラーランタン

●サイズ：直径約125×高さ112㎜　
●折りたたみ時：高さ約25㎜　
●太陽光発電・防水　
●明るさ2段階＋点滅　
●約6時間～12時間連続点灯

LED強力ライト
￥3,100＋税

083

●電池寿命：約60時間
●単1電池4個使用（電池付）
●質量：約870g

LEDハンドライト
￥3,500＋税

085

●連続点灯：側面約17時間、
天面約30時間

●単3電池3個使用（電池別売）
●サイズ：60×30×215㎜　
●質量：約210g

LEDスティックライト
￥3,500＋税

086

●連続点灯：側面約17時間、
天面約30時間

●単3電池3個使用（電池別売）
●サイズ：49×49×258㎜　
●質量：約240g

LEDマグネットライト
￥3,600＋税

088

●電池寿命：約30時間
●単3電池3個使用（電池付）
●サイズ：44×185×22㎜　
●質量：約170g

手回し充電ラジオ
￥11,000＋税

090

●AM/FMラジオ、LEDライト、スマートフォン／携帯電話
充電の1台3役　

●単3アルカリ電池2個使用（電池別売）　
●手回し充電可能　
●iPhone、スマートフォン、携帯電話充電機能付き　
　（docomo・au・SoftBank）　
　※iPhoneの充電にはiPhoneに付属のUSBケーブルが必要

です。
　※一部の機種には対応していません。　
●質量：約376g　
●付属品：キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充

電プラグアダプター、ハンドストラップ、ホイッスル　

手回し充電式ラジオライト
￥4,200＋税

091

●AM/FMラジオ、LEDライト、サイレン付
●手回し充電で電池不要
●iPhone、スマートフォン、携帯電話充電機能付き
　（docomo・au・SoftBank、iPhone、スマートフォン）
　※一部の機種には対応していません。
●質量：約164g
●付属品：携帯電話用アダプター 5種

スリムエコラジオ
￥7,000＋税

092

●AM/FMラジオ、LEDライト、サイレン付
●単4電池3個使用（電池別売）
●手回し充電可能
●スマートフォン、携帯電話充電機能付き
　※一部の機種には対応していません。
●質量：約138g
●付属品：

接続コード、
付属プラグ、
イヤホン

乾電池
単一電池2本パック　￥550＋税
単二電池2本パック　￥450＋税
単三電池4本パック　￥600＋税
単四電池4本パック　￥700＋税

093

LEDセンサーライト
￥27,000＋税

094

●光源に2W LEDを採用。大容量バッテリーで長時間点灯
が可能に。電源不要のソーラータイプ。　

●昼間は点灯しない明るさセンサ付き。　
●ソーラーユニットは本体から最大5mまで離せるので、直

射日光が当たる場所への設置が可能（本体は軒下設置）　
●サイズ：幅175×高さ320×奥行き213㎜　
●質量：本体約600g　ソーラーユニット約1,100g　

LEDライト ランタンタイプ
￥9,800＋税

087

●最大点灯時間：約10時間
●単4電池3個使用（電池別売）
●サイズ：42×159㎜　
●質量：約180g

スーパー LEDランタン
￥6,500＋税

084

●防滴仕様・最大点灯時間：
約45時間

●単1電池4個使用（電池別売）
●サイズ：139×275㎜　
●質量：約800g

こけし型LEDライト
①東北防災こけし　￥12,000＋税
②にゃんころりん　￥12,000＋税

089

●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。

●単3電池2個使用
（電池別売）　

●連続点灯時間：
約8時間

① ②
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ライト・ランタン

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。
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こけし型LEDライト
①東北防災こけし　￥12,000＋税
②にゃんころりん　￥12,000＋税

089

●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
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●単3電池2個使用
（電池別売）　
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① ②



照明用機材照明用機材
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20ℓ
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●オプション
　カセットボンベ（3本入り） ￥630＋税
　エンジンオイル（1L） ￥1,000＋税

2019

発電機・照明器具

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。

ガス発電機 EU9i
￥110,000＋税

095

●定格出力：交流100V-900VA
●連続運転時間：最長約2.2時間
●燃料・カセットボンベ2本
●インバーター制御
●質量：約19.5㎏

ガソリン発電機 EU16i
￥198,000＋税

096

●定格出力：交流100V-1.6KVA・
直流12V-8A

●連続運転時間：最長約8時間
●燃料・ガソリン（タンク容量3.6L）
●質量：約20.7㎏

レギュラーガソリンの缶詰
￥4,000＋税

097

●1L缶×4缶入り
●付属品：

給油セット（じょうご、缶切）
●品質保証期間：約3年

灯油の缶詰
￥6,940＋税

098

●1L缶×8缶入り
●付属品：

給油セット（じょうご、缶切）
●品質保証期間：約3年

②ガソリン携行缶 KS-20Z（20L）
￥17,000＋税
●消防法適合品
●サイズ：470×350×160㎜
●質量：約4㎏

①コードリール
SG-30K
￥13,000＋税

100

●AC100V
●電線仕様：30m
●質量：約7.2㎏
●定格電流：5A
●限度電流：15A
●コンセント

キャップ付
●アース付　

②コードリール
BG301KX
￥25,000＋税
●AC100V
●電線仕様：30m
●質量：約8.1㎏
●定格電流：5A
●限度電流：15A
●ブレーカー付
●コンセント

キャップ付
●アース付　

③コードリール
JS-101K
￥7,500＋税
●AC100V
●電線仕様：10m
●質量：約2.4㎏
●定格電流：5A
●限度電流：15A
●防塵

シャッター付
●アース付　

①ガソリン携行缶 KS-10Z（10L）
￥14,000＋税

099

●消防法適合品
●サイズ：310×350×160㎜
●質量：約3㎏

①LED充電式投光器 スミスライト120LB
￥150,000＋税

101

●連続使用時間：片面24～26時間・両面11～12時間　
●フル充電時間：14～16時間　●質量：約10.8㎏　

②LED充電式投光器 スミスライトEML
￥150,000＋税
●全面がLEDライト、背面が誘導灯です　●×↑→←を表示
でき、点灯・点滅を切り替えられます　●連続使用時間：
前面24～26時間・背面70～72時間・両面18～20時間　
●フル充電時間：18～20時間　●質量：約10.8㎏

①スタンド付ハロゲンライト HS-500L（1灯式）
￥17,000＋税

102

●100V×500W×1灯　●電線：5m　●アース付　
●スタンド：1,020～2,070㎜　●質量：約5.4㎏　

②スタンド付ハロゲンライト HS-500LW（2灯式）
￥21,000＋税
●100V×500W×2灯　●電線：5m　●アース付　
●スタンド：1,040～2,090㎜　●質量：約7.7㎏　

①屋外用ハロゲンライト PH-300
￥13,500＋税

103

●120V×300W×1灯　●電線：0.6m　
●4インチバイス付　●質量：約1.92㎏　

③スタンド付ハロゲンライト PHCX-305
￥47,400＋税
●120V×300W×2灯　●電線：5m
●スタンド：1,430～2,700㎜　●質量：約9.8㎏　

②屋外用ハロゲンライト PH-500
￥14,000＋税
●120V×300W×1灯　●電線：0.6m　
●4インチバイス付　●質量：約1.92㎏　

LED防雨型ケイ・ハンドランプ
￥10,000＋税

104

●消費電力：7W　●電源：AC100V　
●電線：5m
●アース不要の二重絶縁構造　
●質量：約1.24㎏　

LEDハンガービッグアイ
￥50,000＋税

106

●LED：10W  
●点灯時間：約8.5時間  
●充電時間：約9.5時間  
●照射角度：約85度  
●充電電源：AC100V～240V  
●サイズ：約148×167×316㎜  
●質量：約2.5㎏  
●付属品：ACアダプター

LEDチャージライト　
￥28,000＋税

105

●LED：10W  
●点灯時間：約4時間  
●充電時間：

AC100 V/200V 約5時間、
DC12V（シガープラグ充電
器）約6時間  

●首振角度：上120度下60度  
●サイズ：

約273×227× 383㎜  
●質量：約2.4㎏  
●付 属 品：ACア ダ プ タ ー・

シ ガ ー プ ラ グ 充 電 器・
M10×40ボリトナットセッ
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）

① ② ③
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PANCAN（24缶入）
①ブルーベリー ￥9,600＋税
②オレンジ ￥9,600＋税
③ストロベリー ￥9,600＋税

107

●内容量：1缶約100g　
●パンの風味はそのままで、開けたらすぐにパンが食べら

れます  いつでもどこでも焼きたてのおいしさが楽しめる
●備蓄に、レジャーに、贈り物に　
●賞味期限：:製造日より3年間　

①備蓄deボローニャ 24缶入　￥10,800＋税108

●食べやすいブリオッシュタイプ2個入
●パンとお菓子の中間のような食感
●賞味期限：製造日より5年間

②缶deボローニャ 12缶入　￥4,800＋税
●プレーン×4、チョコ×4、メープル×4缶セット　
●いつでもどこでも、おいしいボローニャのパンをお召し

上がりいただけます　
●賞味期限：製造日より3年間　

缶入りミルクビスケット
（24缶入）
￥6,000＋税

109

●内容量：1缶約75g　
●おやつ・携行食・非常食に安心
●賞味期限：製造日より5年間

ビスコ保存缶（10缶入）
￥5,000＋税

111

●内容量：1缶30枚（5枚×6袋）　
●クリームサンドビスケットで食べ

やすく、幅広い年齢のかたにおす
すめです　

●賞味期限：製造日より約5年間　

アンパンマン
どこでもビスケット

（24缶入）
￥7,920＋税

110

●内容量：1缶約60g　
●幼児から高齢者までめしあがれます
●賞味期限：製造日より5年間

スーパーバランス6YEARS（20袋入）
￥6,000＋税

113

●内容量：袋ココア味2パック（4本42.4g）、
全粒粉2パック（4本40.4g）　

●8種類のビタミン
とカルシウム、鉄
分、コラーゲン、食
物繊維等をバラ
ンスよく配分した
クッキースタイル
の栄養機能食品

●賞味期限：
製造日より6年間
　

保存用ファイバービスケット（24袋入）
￥6,960＋税

112

●内容量：1袋約33本入約80g　
●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

素を効率よく取れる健康機能食品です　
●賞味期限：

製造日より5年間　

小型カンパン 24缶入
￥5,760＋税

114

●氷砂糖入り
●内容量：1缶約100g
●賞味期限：製造日より5年間

保存用カンパン 60食
￥9,600＋税

115

●ダンボール箱
（アルミ蒸着フィルム内装）

●内容量：4枚（92g）×60袋
●賞味期限：製造日より5年間

保存用ビスケット 60食
￥9,600＋税

116

●ダンボール箱
（アルミ蒸着フィルム内装）

●内容量：5枚（75g）×60袋
●賞味期限：製造日より5年間

防災用クラッカー
￥16,800＋税

118

●1斗缶2缶セット
●内容量：90g×35袋×2缶
●賞味期限：製造日より5年間

非常災害用ドロップス
（10缶入）
￥4,500＋税

119

●糖分、クエン酸を補給できる
果汁入りです

●内容量：1缶140g
●賞味期限：製造日より5年間

えいようかん（20箱入）
￥10,000＋税

122

●災害時以外にも手軽にカロリー補給
が出来ます　

●内容量：1箱（60g×5個）　
●賞味期限：製造日より約5年間半　

常備用カレー職人
（10袋入）
①甘口　￥4,200＋税
②中辛　￥4,200＋税

120

●常温でも温めても食べられます
●内容量：1袋170g×3パック
●賞味期限：製造日より3年間

①保存用けんちん汁
　（約20食分）
②保存用とん汁（約20食分）
各￥3,900＋税

121

●内容量：けんちん汁1缶191g、
とん汁1缶270g

●必要湯量：3L
●賞味期限：製造日より5年間

備蓄用大型カンパン
￥21,760＋税

117

●1斗缶2缶セット
●内容量：

5枚（115g）×64袋×2缶
●賞味期限：製造日より5年間

① ①② ②③
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116
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118
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① ①② ②③



えび かに 小麦 そば 卵 ごま さけ さば 大豆 鶏肉

乳 落花生 あわび いか いくら バナナ 豚肉 まつたけ もも やまいも

オレンジ カシュー
ナッツ キウイ 牛肉 くるみ りんご ゼラチン

非常食・飲料水非常食・飲料水

◆非常用保存食「アルファ米」作り方説明書

◆非常用保存食「アルファ米」炊き出しセット　作り方説明書

◆特定原材料等27品目

ノンアレルギー製品（特定原材料等27品目不使用）

※対象商品　
　アルファ米（100g×50袋入）　
　　　白飯・赤飯・わかめごはん　
　アルファ米おかゆ（42g×50袋入）　
　　　白がゆ・梅がゆ　
　アルファ米炊出用（約50食分）　
　　　白飯・赤飯　

2423 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。

①白飯　
②赤飯　
③五目ごはん　
④わかめごはん　
⑤山菜おこわ　
⑥ドライカレー　
⑦チキンライス　
⑧えびピラフ　

※160ml

※110ml

※160ml

※160ml

※110ml

※160ml

※160ml

※160ml
※必要湯量（1袋100ｇ当り）

￥14,000＋税　
￥17,000＋税　
￥17,000＋税　
￥16,000＋税　
￥19,000＋税　
￥17,000＋税　
￥17,000＋税　
￥19,000＋税　

アルファ米（100g×50袋入）123

●お湯（約15分）または水（約60分）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　●賞味期限：製造日より5年間　

①白飯　
②赤飯　
③五目ごはん

必要湯量8.0L

必要湯量5.5L

必要湯量8.0L

￥11,000＋税　
￥14,000＋税　
￥14,000＋税　

アルファ米炊出用（約50食分）125

●お湯（約15分）または水（約60分）を注ぐだけで、おい
しいご飯が出来上がります　
●約50人分を1度に作れます　
●セット内容：アルファ米・具材・説明書・開封用カッター・
針金入りビニール紐・衛生手袋・しゃもじ・スプーン・
弁当容器・輪ゴム　
●賞味期限：製造日より5年間　

①白がゆ
●必要湯量（1袋42g当り）：
おかゆ203ml・やわらかご飯122ml

￥13,000＋税　

②梅がゆ
●必要湯量（1袋42g当り）：
　おかゆ200ml・やわらかご飯120ml

￥14,000＋税　

アルファ米おかゆ（42g×50袋入）124

●お湯（約15分）または水（約70分）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　●賞味期限：製造日より5年間　

①カルボナーラ
●クリーミーなソースにベーコンと胡椒が効いた、
　大人から子供まで幅広い人気の味　
●内容量：63.8g　●出来上り量：約214g　

￥7,200＋税　

③きのこパスタ（デミグラス風味）
●デミグラス風味のソースに、
　きのこの食感がアクセントとなった洋風パスタ　
●内容量：59.9g　●出来上り量：約210g　

￥7,200＋税　

②ペペロンチーノ
●唐辛子の辛さとガーリックの風味がクセになる味
●内容量：56.3g　●出来上り量：約206g

￥7,200＋税　

マジックパスタ（20袋入）126

●お湯（約3分）または水（約20分）を注ぐだけで出来上がります
●スプーン付　
●アウトドアやオフィスなど、どこでも手軽にお召し上がりいた
だけます。　
●必要湯量：1袋当り150ml　●賞味期限：製造日より5年間　
　

❶開封する ➡ ❷備品を取り出す ➡ ❸お湯又は水を注ぐ ➡ ❹かき混ぜる ➡ ❺閉じる ➡ ❻出来上がり　

① ②

① ②

③

①

②

③

④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧
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非常食・飲料水非常食・飲料水

2625

保存用飲料水

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。

コウ

高 
ガ

賀 の
シン

森 
スイ

水 
①2L×6本入　￥1,932＋税

127

●簡易紙コップが5個入っています。いざというときにボト
ルから直接口のみではなくみんなで分けて衛生的に飲む
ことができます。　

●賞味期限：製造日より5年間　

②500ml×24本入　￥4,104＋税
●簡易封筒型紙コップが付いていますので、いざというと

きに素早く衛生的に飲んでいただけます。　
●賞味期限：製造日より5年間　

炊飯関係用品
防災用かまどセット
①3升用 ￥32,000＋税

128

●釜羽（内口径）：305㎜　●水入量：12L
●本体サイズ：350×375㎜（約3㎏）　
●セット総質量：6㎏　

浄水器
非常用浄水器mizu-QP　￥2,800＋税133

●お風呂やプールなどの水を、飲用に適する水に浄化。
ペットボトルに取り付けられるので、
浄化した水を目で確認できます　

●粉末除菌剤付　
●浄水能力：

水道水でコップ
約500杯（100L）分

携帯用ストロー浄水器　￥2,300＋税132

●お風呂やプールなどの水を浄化することができます。
小型軽量で携帯にもべんりです　

●粉末除菌剤付　
●浄水能力：

水道水でコップ
約500杯（100L）分　

炊飯袋（100枚入）￥1,500＋税129

●ポリプロピレン製・輪ゴム付　
●炊飯袋に、お米150g（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。
●また、災害時のみならず普段でも使用でき、一杯分のご

飯が炊け、キャンプなどでも使用できます。
●大なべを使えば、一度に多人数に対応できます。

非常用飲料水タンク
￥2,600＋税

130

●ポリエチレン製 
●容量：20L

折りたたみポリ容器

①ハンディジャグ（5L）   
￥1,050＋税
②キュービジャグ（10L） 
￥1,475＋税

131

●ポリエチレン製 

②5升用 ￥46,000＋税
●釜羽（内口径）：370㎜　●水入量：22L
●本体サイズ：420×425㎜（約4.5㎏）
●セット総質量：9㎏　

③7升用 ￥76,200＋税
●釜羽（内口径）：420㎜　●水入量：34L
●本体サイズ：500×425㎜（約7㎏）
●セット総質量：13㎏　

④1斗用 ￥101,000＋税
●釜羽（内口径）：500㎜　●水入量：54L
●本体サイズ：500×425㎜（約7㎏）
●セット総質量：16㎏　

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
 ・ペットボトル内の空気まで無菌
 ・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。

① ②
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　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。 
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① ②



地震対策用機材防犯用機材

“感震ブレーカー”とは
地震の揺れに反応し、電源を遮断。
通電火災の発生を抑制します。

2827 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。

撥水ブルゾン
￥4,600＋税

134

●名入れは10枚以上から承ります（名入れ代別途）
●名入れ部分：背中・胸
●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
●サイズ：M・L・LL・XL

パトロールベストECO
￥3,500＋税

135

●名入れは10枚以上から承ります（名入れ代別途）
●名入れ部分：背中
●素材：本体ポリエステルメッシュ混率ポリエステル
100％・ポケット、背ヨーク部分裏面ツィル混率ポリ
エステル90％綿10％
●色：グリーン・イエロー　●サイズ：フリー

防犯パトロール用キャップ
￥1,600＋税

136

●名入れは10枚以上から承ります
（名入れ代別途）
●名入れ部分：前面
●素材：本体ポリエステル100％・
メッシュ部分ナイロン100％
●色：蛍光黄緑／白・黄色／白
●サイズ：フリー

ワンタッチ腕章
￥750＋税

139

●ホルダーの中の台紙に自由に
書き込めます
●マジックテープ式　
●色：赤・青・黄色・白・緑
●サイズ：85×375㎜　
●台紙サイズ：72×202㎜

感震ブレーカー 
ヤモリGV-SB1
￥3,700＋税

144

●電池不要・工事不要の簡易タイプ
●強力接着固定
●作動震度を震度６弱・５強の選択可能

ヤモリ・デ・リモート 
GV-AR1
￥2,500＋税

145

●分電盤のフタが閉まる
●ヤモリGV-SB1が別途必要です。
☆工事費別途

電池提灯（手持用）　
￥10,500＋税

137

●名入れ代別途　
●材質：ポリプロピレン　
●単1電池2個（別売り）　
●サイズ：175×200㎜

LED合図灯 ピカボー
￥4,000＋税

138

●発光は点滅、点灯に切替可能
●連続使用時間：約280時間　
●単2電池2個（別売り）
●サイズ：約540㎜　
●質量：約146ｇ

手旗
￥680＋税

140

●色：赤・白・黄色・緑
●サイズ：布地300×420㎜・
木棒450㎜

拍子木
￥9,800＋税

141

●サイズ：50×33×273㎜
●樫の木製

防犯用品 地震対策品
142 スーパー不動王ホールド〈移動できる家具用〉

（2個1組）　￥6,000＋税
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。

143 不動王Ｔ型固定式〈移動できない家具用〉
（2個1組）　￥3,300＋税

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

“通電火災”とは
地震の揺れに伴う電気機器・設備からの出火や、
停電で復旧した際に発生する火災のことです。
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（コーン別売）

その他の機材その他の機材

・住宅用火災警報器
・防犯カメラ
・ドローン
・熱中症モニター
・環境放射線モニター
・ポケッタブル酸素
　モニター
・業務用高圧洗浄機 等

3029 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。

トラロープ　
￥10,000＋税

150

●12㎜×200m

災害用伝言ダイヤル
すべり止め付軍手
￥350＋税

146

●災害用伝言ダイヤルの利用方法
を印刷した軍手です
●フリーサイズ

アラミド手袋　
￥1,500＋税

147

●高切断抵抗、高強度、耐摩耗性能
を持つアラミド繊維100％の手袋
です
●フリーサイズ

カラーコーン　
￥1,200＋税

154

●材質：
ポリエチレン（PE)
●サイズ：
約380×700㎜　
●質量：約850ｇ

麻袋（100枚入）　
￥38,500＋税

148

●材質：麻　
●サイズ：約620×480㎜

コーンベッド　
￥900＋税

155

●材質：ゴム　
●サイズ：
約370×370×20㎜
●質量：約2㎏

①雑袋透明（25枚入）　149

ライン土のう（10枚入）　
￥750＋税

153

●材質：ポリエチレン　
●サイズ：約480×620㎜

多目的ネット　
￥15,000＋税

151

●丈夫な綿ロープで編み込んだ
ネットです
●材質：高強度漁業用綿ロープ
●サイズ：2,100×900㎜　
●留め金2か所付

給水パック　152

●水に触れると急速に吸水し土のうに
変化します
●材質：吸水ポリマー・パルプ・
ポリプロピレン

①給水量 ５L ￥600＋税
●サイズ：約280×380㎜

②給水量 10L ￥1,000＋税
●サイズ：約350×455㎜

③給水量 20L ￥2,000＋税
●サイズ：約420×580㎜

②雑袋ベージュ（25枚入）　
各￥1,800＋税
●材質：ポリプロピレン　
●サイズ：約900×600㎜

その他用品

◎消防用設備等点検・消防設備工事も行っております。

※詳細はお問い合わせ下さい。

◎以下の商品も取り扱っています。お気軽にご相談ください

① ②
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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.8 2016.12

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.8

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。


