事務所で被災した際に役立つ防災用品や、避難用品、備蓄用品などを紹介します。

防災・避難用品
カタログvol.2.1

2.1

Vol.

トーグ安全工業の総合カタログを
ご希望の方は、こちらのアドレスに
アクセスしてください。
http://www.tougu.co.jp

非常持出袋

Disaster-measures goods catalog vol.2.1
アートちゃん

※掲載しています製品の一部は、生産が終了している場合がございます。
購入をご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。

日頃から備えることが大切です

企業全体で防災対策を！
災害が起きる前に！防災用品を用意しましょう！
！
災害時の初期消火活動や救助活動を行うためには、必要な器材を準備して保管場所を定め、いつでも使用できるようにしておくのが
重要です。また、停電や断水などに備えて、照明器具や発電機、飲料水や非常食（1人あたり3日分程度の備蓄）、非常用トイレ、毛布、
ヘルメットなど防災用品・避難用品を常に備えておきましょう。自主防災組織などの訓練に職場単位で参加することもお勧めです。

「帰宅困難者対策」に役立つ備蓄用品が満載！
！
東京都の帰宅困難者対策条例では、ライフライン（生活物資補給路）の復旧のめどが立つ３日程度の備蓄を企業に促しています。
また、駅や集客施設に対しても利用者の保護を求めています。屋内で生活できる態勢を整えることができるよう、備蓄用品を備えましょう。

顧客や従業員の安全のために企業防災を！
！
企業は、従業員や顧客の安全を第一に防災活動に取り組まなければなりません。また、地域の一員として、
被害の軽減及び災害復旧・復興に貢献することが求められています。
（内閣府 企業防災のページより抜粋）
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災害用 保安用品
Safety goods for disasters
（登録番号 KT-120117-A）

災害用
保安用品

通行止予告板（災害対策基本法仕様）

昇降型アルミ枠標示板

LEDソーラー看板照明

NETIS
登録済み製品

災害時専用の車両通行止め看板です。

植栽、積雪の中でも設置可能です。

ソーラー電源の看板専用照明です。

●サイズ：
（取付枠）横640×縦1400×□25㎜
（標示板）横640×縦1200㎜
●材 質：
（標示板）封入レンズ反射・プリズム高輝度反射

●サイズ：
（標示板）横550×縦1000㎜
（枠）高さ1160〜1640㎜
●材 質：
（標示板）封入レンズ反射・プリズム高輝度反射

●サイズ：
（本体）幅500×高さ110×奥行120㎜
●LED数：超高輝度3チップLED（白色）6個
●満充電から60時間以上発光（夜間自動点灯）
●専用の100Vバッテリー充電器で充電可能（別売）
●防滴仕様

5-1STK（封入反射）

215441

保 存 食 品

！
U P！

5-1STK（高輝度反射）

215442

高さ調節が
可能です！
！

UPD-55 631211

LS6-S 241672

※特注品も承ります。

安全装着品

パイプ看板スリムミニ

コーンマンガフリー

高輝度コーンサイン

災害時に活躍する小型看板です。

あらゆるカラーコーンに装着可能です。

標示板は差し換え可能です。

●サイズ：
（取付枠）横355×縦1050㎜
（標示板）横300×縦800㎜
●重りを乗せることができる一体型キャリー付き。

●サイズ：横300×縦500㎜×厚さ1㎜
●SSφ5×直径140リング付き
●取付金具：蝶番式 ●プリズム高輝度反射シート
●材質：アルミ ※別注製作が可能です。

●サイズ：横305×縦605㎜ ●重量：約1.2kg
●材 質：本体スチール製差込式、
白色メラミン焼付SS取付リング
（上部直径φ100㎜、下部φ230㎜）

防 災 用 品
環 境 用 品

COM-700F

264512

KCOS-14

233227
OT-30S 876113 ※重りは別売 ※文字入れ承ります。

KCOS-10A 233224 ※カラーコーンは別売

避難 ・ 救助
消 防 用 品

パイプバリケード（赤反射シート付)

※コーン専用のマンガ板
取付枠です。
※標示板は
（横300×縦
600㎜）のものからお
選びください。
※コーンは別売りです。

LED蛍サインボード

災害時用の大型バリケードです。
（標識は別売）

赤色LEDが文字の形に沿って発光する看板です。

●サイズ：幅2000×奥行600×高さ900㎜ ●標識サイズ：φ600（アルミ製）
●封入反射シート
（赤）付 ●連結チェーン：1m・シャックル付 ●重量：約20kg

●サイズ：横425×縦1020 ㎜ ●カラー：黄蛍光反射地または白反射地赤文字反射
●電源：AC-100V DC-12V（単1乾電池×8個使用） ●重量：約8kg
●約120時間維持（アルカリ乾電池使用時） ●LED色：赤色（レンズカバー付）

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

670

2000

GPK-3（バリケード）380113
M301（封入 反 射）

土 木 資 材
蓄 光 用 品

02

242111

LESB-04 672114

LESB-11 672122

LEDシェブロンアロー・アルミ矢印板
AR-2VR 637115

AR-12（折りたたみ式）630111

●サイズ：幅610×奥行530×高さ420㎜
●光源：赤色高輝度ＬＥＤ×28個（大型集光レンズ付）
●輝度：3000mcd×28個 ●電源：単１乾電池×2本
●連続使用時間：約40時間（単1アルカリ乾電池使用時）
●発光パターン：一斉点滅／流動点滅／前後連動点滅

●サイズ：幅900×高さ500㎜
●材質：アルミ ●全面反射
●頭部二重式で、開き角度が一定し座屈しません。
●専用レールを装着すると、他の標示板を差し込む
ことができます。※注文時にお伝え下さい

災害用 保安用品
Safety goods for disasters

03

（登録番号 KK-160007-A）

エアーメッシュサイン看板（プリズムスリム）

NETIS
登録済み製品

全面反射なので夜間でも効果抜群！
！

強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。

●サイズ：
（取付枠）横550×縦1580×□25・□19㎜
（標示板）横550×縦1400㎜
●材質：
（取付枠）角鋼管メラミン焼付塗装
（標示板）封入レンズ反射・プリズム高輝度反射

●サイズ：
（取付枠）横275×縦1550×□25・□19㎜、
（ 標示板）横275×縦1400㎜
●材 質：
（取付枠）角鋼管メッキ仕上げ、
（ 標示板）プリズム高輝度反射シート
※その他、高輝度オレンジ蛍光タイプ、封入レンズ反射タイプなどがございます。
（別注製作も可能）

災害用
保安用品

SL立看板

SL-2A（封入反射）

PSL-2A（高輝度反射）

230313

AKKSLM-02
（枠付き）

234803
AKKSLM-02
（標示板のみ）

風を通す直径約4ミリの穴が
無数に開いています。

234903

LEDどこでも情報板

360度高視認！発光部もパネルもビッグサイズ！
！

片手で持ち運びできる携帯型LED標示板です。

●サイズ：幅160×奥行85×高さ226㎜
●発光体：超高輝度チップLED×10個（青×2、赤×8）
●電源：ニッケル水素電池×2本 ●無日照時10日間点滅（夜間発光時）
●スイッチ：ON／OFF（電源OFF時充電可能） ●視認距離800m以上

●サイズ：
（本体）横880×縦460×厚さ20㎜、
（文字）□400㎜
●LED色：アンバー（レンズ付低電力型LED） ●チャンネル数：最大256ch
●電源：リチウムイオン電池（AC充電器にて充電）
●満充電時 約100時間点灯 ●重量：約8kg
●専用ソフトにより文字の入力や編集が可能です。
●オプション：データメモリー転送器・折りたたみ式スタンド・ブラケット

160㎜

防 災 用 品
環 境 用 品

93㎜

MPG-8RB
（赤・青点滅）

DJ-840

620351

670117

設置例

避難 ・ 救助
消 防 用 品

LEDリフレクターライト（赤）ESL-3W・ESL-2
●サイズ：φ34〜φ30×長さ560㎜
●電 源：単2乾電池×2本（別売） ●持続時間：30時間
●発光方式：点滅・連続全灯および免許確認用ライト付（白LED）
●LED：赤色11000mCD×15灯+白色8000mCD×1灯
●スイッチ：プッシュ式×2個 ●重量：150g（電池含まず）

LEDリフレクターライト ミニ

●LED：赤色4000mCD
（12赤LED+1白LED)

ESL-5（赤）587533

ESL-3W 587517
340㎜

ESL-2 587513

ハンディミニ警告灯
●2色灯（赤／黄） ●サイズ：φ37×長さ165㎜ ●電源：単3乾電池×2本（別売）
●重量：約150g
●視認距離：200M以上 ●マグネット付き

操作方法

赤・青発光

・赤色点滅
・黄色点滅
・ライト点灯

●LED：赤色4000mCD
（6赤LED+6青LED+1白LED)

ESL-5RB（赤青）587534

ESL-2F（フック付き）587531

土 木 資 材
蓄 光 用 品

●サイズ：φ33×長さ260㎜ ●電源：単3乾電池×3本（別売）
●マグネット・フック付き。 ●持続時間：16時間
●発光方式：点滅・連続全灯の両用 ●防水性：防滴タイプ

360㎜

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

●サイズ：φ34〜φ30×長さ530㎜
●電源：単2乾電池×2本（別売）
●持続時間：50時間 ●発光方式：点滅・連続全灯の両用
●LED：赤色11000mCD×6灯 ●フック付きタイプもございます。
●スイッチ：プッシュ式×1個 ●重量：145g（電池含まず）

赤発光

安全装着品

マルピカソーラーBIG（ビッグ）

保 存 食 品

230113

HMY150 588511
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災害用 保安用品
Safety goods for disasters

災害用
保安用品

カラーコーン シリーズ
道路上で災害が起きた際、車両や歩行者に注意を促し、正しく誘導することができるパイロンです。
カラーコーンの転倒防止と、
夜間の視認性を高める再帰
性の反射シートを貼った2kg
の光るコーンベースです。

収縮できます。
450㎜

保 存 食 品

GSU-70R 409111

SC-70BW 410113

NC-S70Y 419113

GOR-D4（コーンリング） 422111

45AW 408111

PCK-70RC 434113

● サイズ：□380×700㎜
● 重 量：約1.0kg
● 材 質：軟質ポリエチレン樹脂

●封入反射シートを使用
● サイズ：□380×700㎜
● 重 量：約1.0kg
● 材 質：軟質ポリエチレン樹脂

●風を通す構造です。
● サイズ：□380×700㎜
● 重 量：約1.0kg
● 材 質：軟質ポリエチレン樹脂

●サイズ：外径φ365×内径φ300
×高さ35㎜
●重量：2kg ●カラーコーン専用
●封入反射シート
（黄色）使用

● サイズ：□275×450㎜
● 重 量：約1.3kg
● 材 質：軟質塩ビ（PVC）

● 伸縮コーン
● サイズ：□310×660㎜
● 重 量：約1kg
● 材 質：ナイロン、ポリエチレン、ABS

φ30㎜

安全装着品

SEA-70AWH（重り付）400121
● 新開発の柔らかいコーン
● サイズ：□365×700㎜
● 重 量：約4.8kg
● 材 質：軟質塩ビ（PVC）

70SRH（重り付）401111

70GWL（重りなし）404202

HW-U70（サワーコーン） 426111

30Y（イエロー）408153

● 半透明のセフティコーン
● サイズ：□365×700㎜
● 重 量：約4.8kg
● 材 質：軟質塩ビ（PVC）

●高速道路用の穴開きコーン
● サイズ：□365×700㎜
● 重 量：約2.8kg
● 材 質：軟質塩ビ（PVC）

●屈曲しても元に戻るほどの柔軟性がありますので、
通行人や作業者が接触してケガを負うのを防ぎます。
● サイズ：□380×700㎜ ● 重量：約2.7kg
● 材質：軟質塩ビ（PVC）

●ミニコーン
●サイズ：□210×高さ300㎜
●穴径：φ30㎜ ●重量：0.6kg
● 材質：軟質塩ビ（PVC）

防 災 用 品
環 境 用 品

コーンバー シリーズ
コーンチェーン
FRB-SA20 520111

●蛍光反射式（黄緑蛍光）
●サイズ：φ34×長さ2000㎜

RB-C250 527111

避難 ・ 救助
消 防 用 品

●サイズ：長さ2500㎜
●その他の長さ、チェーン色など
別注品にて製作可能です。

AL34RB-200R 524111

●材質：アルミ管 ●厚み：1.5㎜
●サイズ：φ34×長さ2000㎜

バリアリール（コーン用伸縮式テープ）
CRB-SB20G 514111

●サイズ：
（本体）
φ150×高さ250㎜
（テープ）
幅60㎜×長さ5m×厚さ0.2㎜
●重量：約300g

●伸縮式 ●反射式
●サイズ：φ34×長さ1300〜2000㎜

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

CBRS-605CS（セット）
FSKB-200RY 519112

●蛍光反射三角コーンバー
●サイズ：△60×長さ2000 ㎜

メッシュ地パトロールベスト

451313
●関係者以外立入禁止（黄／黒）

設置例

※社名・団体名入れ等うけたまわります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

防犯パトロールや交通安全指導などに最適なベストです。 ●サイズ：フリーサイズ

●オールシーズン対応

土 木 資 材
蓄 光 用 品

裏面

【 印刷パターン 】
スクールガード
安全安心パトロール
防犯パトロール
※文字入れ別途承ります。
お問い合わせ下さい。

MPV-1G（緑）938112

04

300㎜

重量型なので強風でも倒れません。

MPV-1Y（黄） 938111

MPV-1B（青） 938113

災害用 保安用品
Safety goods for disasters

道路上での作業員に欠かせない作業用ベスト（チョッキ）です。LEDが発光するタイプもあります。
反射テープ
幅：60㎜

着る人の体型に合わせて、
着丈と
ウエストを3段階のサイズに調節
できるベストです。

70㎜

70㎜
※

FSD-60BW 581511

FSD-70BWR

● 紺メッシュ/白反射

※

FSD-70BWB

※

FSD-70BYR

※

FSD-70BYB

585531

585532

585535

585536

● 赤LED

● 青LED

● 赤LED

● 青LED

※腰周り部にもLEDが
9球付いています。
（前面：14球、裏面：11球）

FSD-80-SBW 583511
● 紺メッシュ/白反射

保 存 食 品

60㎜

災害用
保安用品

反射ベスト シリーズ

05

80㎜

FSD-18RB-BW 584511

反射部のカラーが黄色のものは、
青LEDが緑色に見えます。

● 紺メッシュ/白反射
● 赤/青LED

ZB-18R-OW 585523

FSD-SB50YL 586111

● 紺メッシュ/白反射
● ゼッケンタイプ

●オレンジメッシュ/白反射
● 赤LED ● ゼッケンタイプ

●黄反射 ●Lサイズ
●反射テープ幅：50㎜

救命ロープ

印刷テープ（のりなし）

●水に浮くロープで、落水者にロープを投げやすい！
海洋現場の必需品です。
●作業員全員が水に浮く救命ロープを携行し、瞬時
に取り出し投げることができれば、危険な高巻きを
避けて、積極的に泳いで登って行くことが可能に
なり、ヘツリ主体の従来の沢登りをより安全にか
つ、飛躍的な時間短縮が可能になります。

PTP-1 631511

避難 ・ 救助
消 防 用 品

●サイズ：φ9㎜×50m

●サイズ：幅60㎜×長さ50m×厚み0.1㎜
●入数：30巻/箱

●入数：5巻

WRT-A9S 706513
●サイズ：φ9㎜×100m

●入数：5巻

WRT-A9
●サイズ：φ12㎜×100m

706511

●入数：5巻

WRT-A12 706512

防 災 用 品
環 境 用 品

トラロープ

ZB-BW 585511

安全装着品

80㎜

ROP-25L（25m）

ROP-15L（15m）

586641

586642

設置例

大型ソーラーパネル（約φ92mm）を用いた超高輝度LED仕様の電子警告灯です。 ※昼間や明るい場所では使用できません。
●サイズ：約φ105×高さ60㎜ ●重量：約340g ●光源:超高輝度LED×12灯 ●LED輝度数：9200mcd ●使用温度：−10℃〜50℃ ●視認距離：約800m
●発光パターン：5種 (1)フラッシュ点滅(低速) (2)フラッシュ点滅(高速) (3)交互点滅 (4)回転 (5)SOS(緊急信号)
●マグネット数：5個（強力なマグネットが底面に5個埋め込まれています） ●点灯時間：10〜80時間 ●保護等級：IP66

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

ソーラーLED警告灯

※昼間や明るい場所では使用できません（明暗センサー[CDS]が機能し、発光しません）※この製品は道路運送車両の保安基準外製品です。非常信号用具（発炎筒等）
の代替として使用できません。又、走行中の車両に設置して使用しないで下さい。

土 木 資 材
蓄 光 用 品

SWL-12RMG（赤LED）720211

SWL-12EMG（橙LED）720212

SWL-12BMG（青LED）720213

05

06

保存食品
Foods for preservation
製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

災害用
保安用品

非常食（アルファ米）

災害時に必要となる保存食品です。本当においしくて種類も豊富。

牛飯
●内容量：100g（出来上がり約260g）
●賞味期限：5年
●入数：20食・50食／ケース
※ケース単位の販売となります

炒飯
●内容量：100g（出来上がり約260g）
●賞味期限：5年
●入数：20食・50食／ケース
※ケース単位の販売となります

白飯
●内容量：100g（出来上がり約260g）
●賞味期限：5年
●入数：20食・50食／ケース
※ケース単位の販売となります

五目ご飯
●内容量：100g（出来上がり約260g）
●賞味期限：5年
●入数：20食・50食／ケース
※ケース単位の販売となります

保 存 食 品

FMR31006 920134

FMR31007 920135

FMR80069 920114

FMR80070 920115

※1食分

※1食分

※1食分

※1食分

ドライカレー

安全装着品

●内容量：100g（出来上がり約240g）
●賞味期限：5年
●入数：20食・50食／ケース
※ケース単位の販売となります

えびピラフ（100g ）
●内容量：100g（出来上がり約240g）
●賞味期限：5年
●入数：20食・50食／ケース
※ケース単位の販売となります

しそわかめご飯（100g）
●内容量：100g（出来上がり約240g）
●賞味期限：5年
●入数：20食・50食／ケース
※ケース単位の販売となります

梅じゃこご飯
●内容量：100g（出来上がり約260g）
●賞味期限：5年
●入数：20食／ケース
※ケース単位の販売となります

防 災 用 品
環 境 用 品

FMR80073 920118

FMR31004 920136

FMR31005 920137

FMR31012 924131

※1食分

※1食分

※1食分

※1食分

青菜ご飯
●内容量：10g（出来上がり約260g）
●賞味期限：5年
●入数：20食／ケース
※ケース単位の販売となります

カルボナーラ
●内容量：63.8g（出来上がり約214g）
●賞味期限：5年
●入数：20食／ケース
※ケース単位の販売となります

ペペロンチーノ
●内容量：56.3g（出来上がり約206g）
●賞味期限：5年
●入数：20食／ケース
※ケース単位の販売となります

きのこパスタ（デミグラス風味）
●内容量：59.9g（出来上がり約210g）
●賞味期限：5年
●入数：20食／ケース
※ケース単位の販売となります

避難 ・ 救助
消 防 用 品

FMR31011 924132

FMR40052 920126

FMR40054 920128

FMR51002 924133

※1食分

※1食分

※1食分

※1食分

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

白飯（炊き出し用）
●サイズ：幅332×奥行362×高214㎜
●内容量：5.125kg（出来上がり約13kg）
●約50人分
●賞味期限：5年

土 木 資 材
蓄 光 用 品

FMR80028 920121

五目ご飯（炊き出し用）

ドライカレー（炊き出し用）

しそわかめご飯（炊き出し用）

●サイズ：幅332×奥行362×高214㎜
●内容量：5kg（出来上がり約13kg）
●約50人分
●賞味期限：5年

●サイズ：幅332×奥行362×高214㎜
●内容量：5kg（出来上がり約13kg）
●約50人分
●賞味期限：5年

●サイズ：幅332×奥行362×高214㎜
●内容量：5kg（出来上がり約13kg）
●約50人分
●賞味期限：5年

FMR80029 920122

FMR80061 920124

FMR34001 920211

当社掲載の非常食
（アルファ米）
は、全て国産米を使用しています。また、米トレーサビリティ法に基づいて、
産地情報、製造、販売に至る全行程で記録の作成ができる体制になっております。
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保存食品／経口補助水
Foods for preservation / Drinking water for preservation

07

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

生命（いのち）の水

生命（いのち）のパン

●賞味期限：10年
※ケース単位の販売となります

●賞味期限：5年 ●内容量：4号缶（2個入）100g
●入数：24個／ケース ※ケース単位の販売となります

WAS-15 920161 ※1本分

●2000mℓ ●入数：6本

●1500mℓ ●入数：10本

WSB-5

WAS-5

920164

※1本分

※1本分

920171

ビビッ（3年保存ビスケット）

BIS-1 920146
【100g×24缶入】

●500mℓ ●入数：24本

※1食分

920172

920173

※1食分

※1食分

経口補水液 オーエスワン（OS-1）
下痢・嘔吐・発熱などによる脱水状態時に効果的
な熱中症対策飲料（経口補水液）です。
●内容量：500mℓ ●入数：24本 ※ケース単位の販売
●軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を
補給・維持するのに適した病者用食品です。
●感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を
伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足に
よる脱水状態、過度の発汗による脱水状態
等に適しています。
●消費者庁許可・特別用途食品個別評価型
病者用食品
※医師、看護師、薬剤師、管理栄養士の指導に
従ってお飲みください。

OS-1 954558

缶切りがいらない缶詰めシリーズです。

5年間保存が可能なカンパンです。

●賞味期限：3年

●賞味期限：5年 ●入数：24食／ケース
●内容量：110g（カンパン95g・氷砂糖15g）
●なめるだけで糖分をすばやく補給できる氷砂糖入り。
●高温多湿のところでの保存はさけて下さい。

※ケース単位の販売となります。 ●開缶後はすみやかにお召し上がり下さい。

ウインナーソーセージ
●内容量：105g

●入数：24食／ケース

920181

920182

ASC-110

920187

さばみそ煮

●入数：24食／ケース

●内容量：190g

●入数：24食／ケース

ASC-062

920183

920184

やきとり たれ味
●入数：24食／ケース

●内容量：85g

氷砂糖（EX.防災・非常食）
●賞味期限：5年 ●内容量：70g
●原材料：グラニュー糖 ●入数：30パック入り
●カロリーの吸収が早くエネルギー回復に役立ちます。
●甘く美味しいので、気持ちも和み元気も出ます！
●唾液の分泌を促進し喉の乾きを癒します。

●入数：24食／ケース

ASC-068

ASC-105

920185

920186

土 木 資 材
蓄 光 用 品

ASC-060

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

ASC-039

さんま味付
●内容量：140g

●入数：24食／ケース

ASC-038

鉄板焼肉（馬肉）
●内容量：65g

牛肉大和煮
●内容量：160g

避難 ・ 救助
消 防 用 品

カンパン

缶詰（3年保存）

防 災 用 品
環 境 用 品

●賞味期限：3年 ●内容量：100g ●入数：24缶
●保存食品でありながら、お子様からお年寄りま
でサクッと食べやすいビスケットタイプ。
●発酵には、すべての生命の源である海が育て
た「海洋酵母(R)」を使用し、豊かな味わいと
爽やかさを出す事に成功しました。
●1缶当り240mgのカルシウム
（牛乳約1本分［1本200mlで換算］）

WSB7-5 920168 ※1本分

PAS -1
（オレンジ） PAS - 2（黒豆） PAS - 3（プチヴェール）

安全装着品

志布志の水（7年保存）
●賞味期限：7年
※ケース単位の販売となります

920162

●500mℓ ●入数：24本

●500mℓ ●入数：24本

保 存 食 品

WSB-20 920163 ※1本分

災害用
保安用品

志布志の水
●賞味期限：5年
※ケース単位の販売となります

SUGAR-1
920147
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セーフティヘルメット
Safety Contrivance Goods

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

厚生労働省保護帽検定合格品

災害用
保安用品

ブルーム（防災用折りたたみヘルメット）

製造物賠償責任保険対象品／厚生労働省保護帽検定合格品

高性能ヘルメット Venti

コンパクトにたためて携帯でき、緊急時には瞬時に装着！
！

通気性が優れたヘルメットです。消臭加工素材を採用！
！

●頭のサイズ：52〜61cmまで対応 ●重量：約430g
●材質：
（帽体）
ＰＰ＋ＰＥ樹脂、
（帽体中央カバー）
ＡＢＳ樹脂

●ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工（紫外線99.9％カット）
●消臭加工素材を内装とあごひもに使用しています。
（通気性も抜群！）
●帽体に帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい！
！
●サイズ：53〜62cm ●ひさし長さ：約40㎜
●材質：
（本体）ABS、
（ひさし・通気孔カバー ）ポリカーボネート

No.100（オレンジ）

596311

保 存 食 品

No.100（ライム）

596314

No.100（ホワイト） 596312

No.100（グレー）

596313

安全装着品

●ひもを引くだけで、簡
単に組み立てる事がで
きるヘルメットです。
●厚生労働省 保護帽規
格「 飛 来・落 下 物 用 」国
家検定 合格品

No.390-WC（白・クリア）596117

No.390-YG（黄・グレー）596122

No.390-WG（白・グレー）596118

No.390-BG（青・グレー）596123

No.390-WGR（白・緑） 596119

No.390-KG（紺・グレー）596124

No.390-WY（白・黄）

596121

製造物賠償責任保険対象品／厚生労働省保護帽検定合格品

セーフティ ヘルメット

軽量とフィット感を追求した人気モデルです。

●G型ヘッドバンドを採用しています！ 前後のぐらつきがありません。 ●帽体に帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい！
！ ●材質：ABS

防 災 用 品
環 境 用 品

170型（アメリカン型）

150型（アメリカン型）

●サイズ：53〜61cm ●ひさし長さ：約45㎜
●カラー：白・黄・クリーム・緑・うす黄・ロイヤルブルー・オレンジ・紺

●サイズ：53〜62cm ●ひさし長さ：約45㎜
●カラー：白・黄・クリーム・緑

No.170

避難 ・ 救助
消 防 用 品

596132

※ヘルメットの色を
ご指定下さい。

※ヘルメットの色を
ご指定下さい。

140型（野球帽型）

110型（MP型）

●サイズ：53〜61cm ●ひさし長さ：約45㎜
●カラー：白・黄・クリーム・緑・うす黄・ロイヤルブルー・オレンジ・紺・水色・紫

●サイズ：53〜64cm
●カラー：白・黄・クリーム・緑・うす黄・ロイヤルブルー・オレンジ・紺・水色・紫

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

No.140

596134

※ヘルメットの色を
ご指定下さい。

※ヘルメットの色を
ご指定下さい。

土 木 資 材
蓄 光 用 品

携帯電話やスマートフォンなどにご利用ください。
●サイズ：
（輪状部）約12×470㎜
●明るい黄色で視認性抜群！
●落下＆忘れ物防止に！

No.110

596133

ネックストラップ

NS-47PY 594595
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No.150

596131

オリジナルヘルメット 承ります。
会社ロゴマーク等
会社名
ヘルメットの種類、色等
お問い合わせください。
オーダーに合わせて製作します。

ヘルメット付属品／防塵マスク／防塵メガネ
Safety Contrivance Goods
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製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

ヘルメットを目立たせることができ、被災時の早期発見や事故の抑止に繋がります。
●サイズ：フリー

●色：オレンジ・緑・黄・青・紺

●側面反射テープ付き（文字入れ致します※下記参照）

MHC-5G（緑）

MHC-5Y（黄）

MHC-5BL（青）

MHC-5B（紺）

594591

594594

594596

594593

594592

文字記入例

●反射テープ：50×150㎜×両サイド

※ご希望に応じた文字を
記入いたします

本

部

班

長

ヘルポスト（樹脂製）

救 護 班

避難誘導班

笛（呼子笛）

ボランティア

防 火 班

ホイッスルホルダー

安全装着品

FL-2 594531
●プラスチック笛
●ひも付き ●入数：12個（1ダース）

FKP-A3 594524 ●サイズ：横855×縦260×厚さ70㎜ ●3ヶ掛

●真鍮笛
●ひも付き

防塵マスク（使い捨て式）
No.1700（使い捨て式）

No.1732（使い捨て式）

簡易マスク

No.1732 598632

最軽量防じんマスク

No.1750

●一体成形製法を駆使し、安全性
と簡便性を持った最軽量タイプ。

●入数：2枚

8000J 598522
●入数：50枚

●建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の
大きな塵埃が飛散している場所向け。

No.1750 598633
●入数：50枚

被災現場などで飛来するちり・ほこりなどから目を守ります。

No.1290（ワイドタイプ）

No.1290 598611 ●くもり止めあり

●ベンチレーション(4ヶ所)付きタイプ。
●フレーム:軟質塩化ビニル（透明）
●レンズ:セルロース 0.8㎜厚 ●くもり止め加工
●重量：約65g ●JIS規格品

No.1210 598612 ●くもり止めあり

No.1377（オーバーグラスタイプ）
●眼鏡をかけたままでも使用できます。
●つるの長さや角度が調節でき、額パッド付き。
●レンズ:ポリカーボネート
（クリア） ●つる：ナイロン
●くもり止め加工 ●重量：約41g ●JIS規格品

土 木 資 材
蓄 光 用 品

●視野が広いワイドタイプ。眼鏡との併用に最適。
●フレーム:軟質塩化ビニル（透明）
●レンズ:セルロース 0.8㎜厚 ●くもり止め加工
●重量：約80g ●JIS規格品

No.1210（ベンチレーション付タイプ）

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

No.1700 598631

FL-8N（溝なし用）594536

避難 ・ 救助
消 防 用 品

●溶接作業、一般粉塵作業、農薬散布用
●国家検定合格品（区分DS2）

防塵メガネ

●入数：12個（1ダース）

リーズナブルで衛生的な使い捨てタイプです。

●一般粉塵作業、農薬散布用
●国家検定合格品（区分DS1）

●入数：5枚

FL-8M（溝あり用）594533

防 災 用 品
環 境 用 品

FL-7 594532
FKP-A5 594525 ●サイズ：横1370×縦260×厚さ70㎜ ●5ヶ掛

保 存 食 品

MHC-5R（オレンジ）

●正面部穴あき加工

災害用
保安用品

ヘルメットカバー（メッシュ）

No.1377 598615 ●くもり止めあり
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安全靴

※下記の一部の製品は、生産が終了している場合がございますので
ご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。

Safety Contrivance Goods

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

災害用
保安用品

安全靴

災害時の地面は、瓦礫や鋭利なものが散乱している可能性があり大変危険ですので、安全靴を常備しましょう。

WS11黒

SS22 HiX（活動靴）

●サイズ：23.5〜28cm
●甲 被：牛革+メッシュ
●靴 底：SX3層底（SX高機能樹脂
+2層SXラバー）
●先 端：ワイドACM樹脂先芯

保 存 食 品

WS11 600317

●サイズ：22〜28cm
●甲被：牛革（型押ソフト）
●靴底：SX3層底
●先端：ワイドACM樹脂先芯

SS22 HiX 600624

8511黒

KA211 黒/赤

安全装着品
防 災 用 品
環 境 用 品

8511（黒） 600561

KA211
（黒/赤） 600613

※その他の色もございます。

シモンインソール
003

WS33H i FR 600318

600622

ディアドラ ロビン

●サイズ：23.5〜28・29cm
●甲被：人工皮革（紺）
・エアーメッシュ（グレー）
●靴底：SX3層底
●標準重量：780g

●製法：セメント式 ●先芯：ハイテク樹脂
●甲被：牛クロム革＋人工皮革
●靴底：耐摩耗ハイパーPU
●サイズ：23〜28・29cm EEE

SL11（紺） 600635

D-RB22 600202
●黒

※その他の色もございます。

アシックス安全作業靴
ウィンジョブ®35L

ウィンジョブ®32L

●先芯：樹脂先芯（Ｊ
ＩＳ Ｔ８１０１ Ｌ種相当） ●素材：合成繊維＋人工皮革
●靴底:耐油成ゴム底 ●サイズ：２４〜２8・29・30cm ●ウイズ：3Ｅ

避難 ・ 救助
消 防 用 品

FIS-35L-W 600401

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

胴付長靴

FIS-35L-R 600402

●先芯：樹脂先芯（Ｊ
ＩＳ Ｔ８１０１ Ｌ種相当） ●素材：合成繊維・人工皮革（補強）
●靴底:ゴム底 ●サイズ：２2.5〜２8・29・30cm ●ウイズ：3Ｅ

FIS-35L-B 600403

FIS-32L-B 600404

FIS-32L-R 600405

JIS T 8101安全靴に合格した定番の安全長靴と、胸下まで完全防水の胴付長靴です。

ウェダーチェスト
●サイズ：S・M・L・LL・XL
●カラー：カーキ
●材 質：ナイロン
（PVCラミネート）
フェルト底

DN80233

土 木 資 材
蓄 光 用 品
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●サイズ：
M（23.5〜25cm）
L（25.5〜26.5cm）
LL（27〜28cm）
●踏抜き防止板入り
（0.5㎜厚ステンレス板）

SL11紺

●サイズ：24〜27・28・29cm
●甲 革：PU+ナイロンメッシュ
●標準重量：590g
●軽量セフティシューズ

●サイズ：23.5〜28cm
●甲 革：銀付牛革
●標準重量：780g
●普通作業用

シモンインソール003

WS33 H i FR
●サイズ：23.5〜28cm
●甲 被：牛革（型押ソフト）
●靴 底：SX3層底
●先 端：ワイドACM樹脂先芯

ウェダーウェスト
●サイズ：S・M・L・LL・XL
●カラー：カーキ
●材 質：ナイロン
（PVCラミネート）
フェルト底

胴付水中長
●先 芯：なし
●素 材：ダブリング総ゴム製
●サイズ：２4〜２8cm
●標準丈：１３８ｃｍ
（２６cm標準）

DN80234

600111

600112

●入数：10足

●入数：10足

※生産終了品
同等の物を用意致します。
詳しくはお問い合わせ
いただきますよう
お願いします。

FIS-32L-BL 600406

作業用手袋

※下記の一部の製品は、生産が終了している場合がございますので
ご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。

Safety Contrivance Goods

11

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

安全性・作業性に優れたグローブです。用途によって使い分けてください。

作業用レンジャー手袋（羊革製）
羊革製レンジャー手袋。オールラウンドで使用可能なアテの構造と耐久性があります。
●作業用手袋として、いろいろな場面で使いやすい手袋。 ●サイズ：S・M・L・LL
※ポリウレタン製もございます。

●材質：羊革

●アテ付き

※生産終了品
同等の物を用意致します。
詳しくはお問い合わせいただきますよう
お願いします。

スーパーアラミド手袋（ステンレスワイヤー入）
●安全構造のハイテク手袋
●材質:ステンレスワイヤー100μ・アラミド繊維・エステル

スーパーアラミド手甲短（11cm）
●アラミド製で切れにくい ●材質：アラミド繊維１００％
●サイズ：長さ110㎜ ●ロングサイズ（17cm）も
ございます。

FG-815

FG-803

598581 ●入数：10双

598582 ●入数：10双

598583 ●入数：10双

PU-WAVE（ポリウレタン手袋）

PU-KING（合成皮革グローブ）
●破れやすい指先までキッチリと補強しました！
！
●サイズ：M・L・LL ●カラー：黒×黄・黒×グレー・白×グレー
●材質：ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン

しんげんくん（耐震手袋）
●高い振動軽減効果があります。
草刈機、チェーンソー作業に最適。
●材質：綿・ナイロン・クロロプレンゴム
●手のひら部のみコートしています。

FG-K18 598584 ●入数：10双

外縫い革手袋（10双組 ）

外縫いマジック革手袋（10双組 ）
●手首をホールドするマジックテープ付き。
●品質：牛床革100％

FG-1120 598589 ●入数：20双

低圧ゴム手袋
●ハイブリット車用
●直流750V以下 ●サイズ：M・L・LL

FG-431

FG-432

598587

598588

598555

●入数：10双

●入数：10双

●入数：1双

土 木 資 材
蓄 光 用 品

●用途：溶接、船舶、建設、他重工業にオススメ。
●品質：牛床革100％

FG-K17 598585 ●入数：10双

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

厚みは約5㎜あります

避難 ・ 救助
消 防 用 品

●特殊エンボス加工で、物を掴みやすい！
●サイズ：M・L・LL ●カラー：黒・青・赤
●材質：ポリウレタン・ポリエステル

防 災 用 品
環 境 用 品

FG-805

安全装着品

スーパーアラミド手袋L
●アラミド製で切れにくい
●材質：アラミド繊維１００％

保 存 食 品

消防用など、
救助技術大会用としても
力を発揮します。

災害用
保安用品

作業用手袋

FG-750V
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防災用品

※下記の一部の製品は、生産が終了している場合がございますので
ご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。

Disaster-measures goods

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

災害用
保安用品

パック毛布

クイックシュラフ

●サイズ：約1400×1900㎜ ●重量：1.35kg
●カロンエコ毛布を圧縮パックにしました。
（再生ポリエステル50％・カネカロン50％）

保温・防風効果に優れたアルミ不織布を
貼りあわせた、軽くて丈夫な簡易寝袋。
●サイズ：約1050×2000㎜ ●重量：約310g
●収納サイズ：約225×310㎜
●材質：アルミ蒸着ポリエステルシート
ポリプロピレン不織布製
●携帯や保管に便利な収納ポーチ付

保 存 食 品

CEM-1419 933111

非常用圧縮セット（軍手とタオル）

安全装着品

●サイズ：
（圧縮本体）約95×65×26㎜
（タオル）340×850㎜
●材質：
（軍手）ポリエステル、綿、その他

非常用携帯アルミブランケット
●サイズ：
（本体）約1400×2100㎜
（パッケージ）115×170×35㎜
●重量：約90g ●材質：アルミ蒸着ポリエステル

QSF6370 934111

ABO-09 934113

非常用圧縮3点セット

非常用圧縮下着セット

●Tシャツ、軍手、タオルを小さく圧縮しました。
●サイズ：
（圧縮本体）約100×140×22㎜
（タオル）340×850㎜
●ＴシャツのサイズはＬとなります。

●Tシャツ、ブリーフを小さく圧縮。非常用として最適。
●サイズ：
（圧縮本体）約110×70×26㎜
●Ｔシャツ・ブリーフのサイズはＬとなります。

HAS-B（男性用）

920313
●入数：100

HAS-3

HAS-GT 920311

防 災 用 品
環 境 用 品

非常用圧縮7点セット

避難 ・ 救助
消 防 用 品

●バスタオル、Tシャツ、タオル、軍手、スリッパ、
巾着袋、さらし
（1m）の7点を1つに圧縮しました。
●サイズ：
（圧縮本体）約130×290×35㎜
（タオル）340×850㎜
●ＴシャツのサイズはＬとなります。

HAS-G（女性用）

920312

●入数：150

920314

●入数：75

●入数：100

非常用10点セット
●バスタオル、Tシャツ、タオル、軍手、スリッパ、
巾着袋、さらし
（1m）、
レジャーシート、
ミニ石鹸、
簡易トレーの10点を1つに収録しました。
●サイズ：
（圧縮本体）約195×315×45㎜
（タオル）340×850㎜
●ＴシャツのサイズはＬとなります。

プレスタオル（トランプ型）
●白のフェイスタオルをトランプサイズに圧縮しました。
●手でほぐすか、水につけてほぐしてご使用下さい。
●サイズ：
（圧縮本体）約95×65×12㎜
（タオル）340×850㎜

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

HAS-7 920315

HAS-10 920316

PRE-T 920317

●入数：20

●入数：10

●入数：200

ルミカライト（防災用化学発光体ライト）
電池不要！
！折るだけでスティックの中で化学反応を起こし、明るく周囲を照らしてくれる
防災用簡易ライトです。ライフラインが停止した際でも安心して使用できます！
！

土 木 資 材
蓄 光 用 品

●地震、台風などの災害や、停電・非常時に備えて
安心！非常灯や危険個所のマーカーに最適な光
の防災用品です。
●ポキッと曲げれば光り出す！
！火、電気、ガスなど
が不要です！
！発熱しない安全な光です。
●サイズ：φ15×180㎜ ●発光時間：10〜12時間

EGL-Y-1（1本入り）
●入数：12

EGL-Y-3（3本入り）
●入数：20

※ルミカライトには使用推奨期限をもうけてあります。ご購入頂いた日から長期間保管しておいたライトなどは、発光が鈍くなったり、
湿気の多い場所で保存していた場合は光らなくなってしまっているケースもございますので、推奨期限を過ぎた製品は新しい製品
に買い換えて頂きますようお願いいたします。

12

920321

920322

トイレ／テント

※下記の一部の製品は、生産が終了している場合がございますので
ご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。

Toilet / Tent

13

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

清潔で安全な現場の環境づくりに最適です。

スカイトイレ

スポットトイレ

●サイズ：
（朝顔開口部）横240×縦320㎜
（タンク）□260×高さ400㎜
（セット設置時）高さ750㎜
●タンク容量：20ℓ

本体床下に排出口がありますので、汚物の処理が
容易にできるトイレです。
●サイズ：
（朝顔開口部）横280×縦300㎜
（タンク）□250×高さ520㎜
（セット設置時）高さ850㎜
●タンク容量：20ℓ

FPW-300（朝顔・タンクのセット） 821101

保 存 食 品

FPW-A1
（朝顔） 821102

災害用
保安用品

トイレ

FPW-B1
（タンク） 821103

スカイトイレ用三面幕
●サイズ：幅800×奥行800×高さ1200㎜

FPW-ST 821106

裏 側
※スカイトイレは別売りです。
※打ち込み杭があります。

FPW-C3M 821104

防 災 用 品
環 境 用 品

テントトイレ（現場トイレ）

低価格で、持ち運びができ設置が容易なテント式トイレです。

悪臭が出なくてコンパクト。経済的で清潔なトイレです。
小規模工事や短期工事等において、従来の仮設トイレ
では費用が高いこと、資材の搬入や保管などで設置ス
ペースがないことから設置を見送るケースが多く見ら
れますが、この「テントトイレ」はそれらの問題を解決し
ます！
！

テントトイレセット（50回分）

※生産終了品

同等の物を用意致します。
詳しくはお問い合わせ
いただきますようお願いします。

テントは組立不要、サッと広げるだけで完成!

汚物を素早く固めて悪臭や感染症を防ぐ、抗菌性凝固剤を採用！
安全で安心な優れた抗菌性凝固剤を使用しています。もちろん匂いも完全にシャットアウト！
！

コンパクト! 車に積んでおけるサイズ！
！
テントは収納時 直径約62cmと車に乗せてもかさばらず、持ち運びが簡単です。

！
一日完結! 仕事終わりに可燃ゴミとして処分！
処理済の排便袋は、持ち帰り、可燃ゴミとして処分ができます。簡単で衛生的！
！
（各自治体の条例に従ってください）

FDコットDX（グリーン）

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

●折りたたみ式テント×1個
●ペール缶 ●T-50（トイレ処理セット50回分）
●抗菌性凝固剤（7g）:50袋
●現場トイレ専用排便袋（PE製黒）:50袋
●大型外袋:10枚

スグできる! 数分で 簡単に設置&撤収

避難 ・ 救助
消 防 用 品

テントトイレセット（100回分）
●折りたたみ式テント×1個
●ペール缶 ●T-100（トイレ処理セット100回分）
●抗菌性凝固剤（7g）:100袋
●現場トイレ専用排便袋（PE製黒）:100袋
●大型外袋:10枚

安全装着品

●タンク上部のハンドルを回すだけで
汚物を流す事ができます。
●朝顔を重ねて収納する事ができます。

エマージェンシーテントFR
災害時の簡易トイレ用テントや着替え用テントに最適です。

●サイズ：
（組立時）約 長さ1900×奥行650×高さ420㎜
（収納時）約 長さ950×幅175×奥行110㎜
●総重量：約6kg ●耐荷重目安：約100kg
●素 材：
（フレーム）アルミ （生地）ポリエステル

●サイズ：
（組立時）約 幅1200×奥行1200×高さ1900㎜
（収納時）約 長さ610×幅130×奥行130㎜
●総重量：約3kg ●難燃性生地採用
●UV-CUT仕様

土 木 資 材
蓄 光 用 品

組立て簡単 ワイドサイズ！アルミ製で軽量・コンパクト収納！
！

収納時

FD-DX-G 811113

EGT-FR 821213
※トイレは別売りです。
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トイレ／テント

※下記の一部の製品は、生産が終了している場合がございますので
ご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。

Toilet / Tent

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

災害用
保安用品

プルプル（携帯用トイレ）

プルプルレディ（携帯用トイレ）

保 存 食 品

●手軽に使用できる男女兼用の携帯用
ミニトイレです。
（持ち帰り袋セット）
●蓄尿袋600ccの安心設計です。
●サイズ：110×195×10㎜ ●重量：18g／個
●入 数：200個／ケース
P266にもございます。

●主婦のアイデアで商品化した安心して使用できる
携帯用ミニトイレの女性用。
（持ち帰り袋セット）
●蓄尿袋600ccの安心設計です。
●サイズ：125×235×10㎜ ●重量：18g／個
●入 数：200個／ケース

1AP-200 935111 ※1回分

1JP-200 935112 ※1回分

安全装着品

ベンリー袋（3袋入）
●蓄便袋、持ち帰り袋、便凝固殺菌剤のセットです。
●サイズ：
（蓄便袋）約 幅680×高さ500㎜
（パッケージ）約 幅160×奥行15×高さ225㎜
●重量：約160g ●入数：60個／ケース

ニュープルマルH
●組立式簡易トイレ！凝固剤、袋10セット付き。
●蓄便袋（10枚）、便凝固殺菌剤（10個）、持ち運び袋
（10枚）、便器（1基）、便座（1枚）、
フタ
（1枚）のセット。
●サイズ：幅487×奥行78×高さ360㎜
●入 数：6個／ケース

NP10M-6 935114

汚物圧縮保管袋セット（空気抜き付）／汚物圧縮保管袋（10枚入）
非常時・災害時に簡易トイレの使用後の汚物入袋を保管できます。
●保管袋（５枚）、空気抜き
（１個）、説明書（１枚）
のセットです。
●サイズ：
（保管袋）約 幅500×高さ700×厚さ0.09㎜
（パッケージ）約 220×160×280㎜
●重量：1.2kg／個

防 災 用 品
環 境 用 品

２重チャック付の密封袋と空気抜きを使用することで、
圧縮した状態で保管することができます。圧縮、密封す
ることで保管や積重ねができ、保管場所の省スペース
化が可能です。
便収納袋のみで保管するより臭いも抑えることが可能。
一袋で約２０回分の汚物を保管します。
保管袋のみもございます。
（10枚入）

5MX-6P（汚物圧縮保管袋セット）935116
BI-60-3 935115

マイレットミニ1（携帯用トイレ）

避難 ・ 救助
消 防 用 品

●サイズ：140×85㎜
（ポケットティッシュサイズ）
●セット内容：抗菌性凝固剤×1袋、排便袋×1袋

10MX-6（汚物圧縮保管袋10 枚入）935117

マイレットミニ2（携帯用トイレ）
●サイズ：140×180㎜
●セット内容：抗菌性凝固剤×2袋、排便袋×2袋、
ポケットティッシュ×1個、ミニ便器×1個

ベンリーテント
●室内外仮設トイレ用テントです。更衣室、シャワー
ルーム、物置等にも使用できます。
●サイズ：625×625×65㎜ ●重量：2.5kg

MLM-2

937112

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

MLM-1 937111 ※1回分

VT-5 936111

マイレットミニ Sシリーズ（携帯用トイレ）
水が出なくてもすぐに使える簡易トイレセットです。抗菌性のある凝固剤で、排泄物をしっかり処理することができます。

土 木 資 材
蓄 光 用 品

断水状態が考えられる震災時のほか、介護用トイレや
キャンピングカーなどでも水を使わず用が足せる非常用
トイレ処理セットです。
１回わずか７gの凝固剤だけで対応できるから、
１００回・
500回分のセットでも収納場所に困らず、非常袋にもコ
ンパクトに収納できます。排泄後、凝固剤を入れればみる
みるうちにゲル状に固まり、後は袋を閉じて可燃ゴミとし
て処分すればＯＫ！
また抗菌性のある凝固剤は大腸菌や黄色ブドウ球菌な
ど食中毒の原因菌、アンモニア臭の発生を防ぐので衛
生的に使用できます。
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MLM-S100 937113

MLM-S500 937114

●100回分入・20〜30人
/1日分

●500回分入・100〜150人
/1日分

＜特徴＞・抗菌性凝固剤を使用
・使用後は焼えるゴミ

・10年間の長期保存

プラダン便座（別売）
（組立時）約 幅295×奥315×高410㎜
●サイズ：
（収納時）約 横630×縦520×厚60㎜
●重 量：950g
●材 質：PP

SDB-95 937118

トイレ／テント

※下記の一部の製品は、生産が終了している場合がございますので
ご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。

Toilet / Tent
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製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

災害用
保安用品

マンホール対応トイレセット（テント付）

600ミリ径以下のマンホールに対応します。

災害時のトイレ対策としてマンホールを活用する為のセットです。

保 存 食 品

●「ユニトイレ安心」を用いたマンホール対応セットです。
●内 容：ユニトイレ安心、ユニテントＤＸ、マンホールプレート、マンホールガイド
（ガイドポリ2枚付）
●設置が簡単で、工具を一切必要とせず、初めての方でも5分程度で組み立てられます。
●ガイドポリが使い捨てだから衛生的ガイドポリは市販のゴミ袋の底を切るだけで代用
できるので、身近にあるモノで常に衛生的に使えます。
●マンホール調整プレートが安定しているから
（重量約11kg）使用時も安心！
●木製のプレートで重量もあり、濡れても足が滑りにくいため、安心して使えます。
●標準セットの他、テントをユニテントスーパーに変更するなど
ご希望にお応えいたします。
●サイズ：マンホールプレート：□900×厚さ34㎜
マンホールプレート
（折りたたみ時）
：横900×縦510×厚さ68㎜
●材 質：
（マンホール調整プレート）木製、
（マンホールガイド）ナイロン
（ガイドポリ）ポリエチレン

UT-M01 935121
●ユニトイレ安心+ユニテントDX タイプ

ユニトイレミニ

4本脚でしっかり支えます！

携帯用バッグ付属で、楽に持ち運びができます。

軽量ワンタッチ式の防災用ミニトイレです。

●いつでも・どこでも工具を一切使わずに簡単に設置できます。
●肘掛け、背もたれ付で5段階の高さ調節も可能です。
●どなたでも安心してご使用いただける、防災・介護用ポータブルトイレです。
●サイズ：
（使用時）幅530×奥行440×高さ675㎜
（座面高）400〜500㎜（5段階調整）
（折りたたみ時）幅530×奥行780×高さ180㎜
●重 量：
（本体のみ）約4kg
UT-A 935122
●材 質：
（フレーム）アルミニウム
（便座、便座蓋）ポリプロピレン
●付 属：ユニパック5枚、網バケツ
ポリバケツ

●収納もワンタッチで場所もとらず、保管も容易です。
●災害対策やレジャーのお供に、大変便利な万能簡易トイレです。
●サイズ：
（使用時）幅460×奥行425×座面高430㎜
（折りたたみ時）幅460×奥行600×高さ90㎜
●重 量：
（本体のみ）約3kg
●材 質：
（フレーム）アルミニウム
UT-MINI
（便座、便座蓋）ポリプロピレン
●付 属：ユニパック5枚、携帯用バック

935123

防 災 用 品
環 境 用 品

防災用トイレのスタンダードモデルです。

ユニテント スーパー

簡単に目隠しスペースが作れます。

簡単に目隠しスペースが作れます。

軽量ワンタッチ式の防災用ミニトイレです。

●緊急時やレジャーの際にプライベート空間を簡単につくれます。
●屋外でのトイレや着替えに大変便利です。
●コンパクトに折りたためるので、保管に場所をとりません。
●サイズ：
（使用時）□1100×高さ1920㎜
（折りたたみ時）
φ580×厚さ40㎜
●重 量：約2kg
●材 質：
（フレーム）
ステンレス（テント）ナイロン
●付 属：固定用ペグ、ロープ、収納バッグ
UT-DX
●収納作業はなるべく2人で行ってください。

●長尺部分のパイプがあらかじめゴムで連結しているため、
非常に簡単に組み立てることができます。
●屋外での着替えや緊急時のトイレ等にとっても便利です。
●コンパクトに収納できるため、保管にも場所をとらず、持ち運びにも最適です。
●サイズ：
（使用時）底面幅1200×底面奥行き1280×高さ1990㎜
（折りたたみ時）直径220×長さ900㎜
●材 質：
（フレーム）アルミニウム合金（テント）ナイロン ●重量：約5kg
●付 属：固定用ペグ
（ロープはテント生地に縫いつけ）

935124

※トイレは別売です。

UT-SP 935125
※トイレ、マンホール対応
セットは別売です。

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

ワンタッチで設置・収納ができる折りたたみ式テントです。

避難 ・ 救助
消 防 用 品

※折りたたみ時

ユニテントDX

安全装着品

ユニトイレ安心

土 木 資 材
蓄 光 用 品
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防災用品

※下記の一部の製品は、生産が終了している場合がございますので
ご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。

Disaster-measures goods

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

災害用
保安用品

防災テント（多目的）

災害・医療用多目的テントです。

多人数の収容が可能な軽量で組立てやすいテントです。プライベート空間を確保し、心と体の疲労を和らげます。
●緊急住居用や医療用など、多目的に使用可能なテントです。コミュニティスペースとしても活躍！
●横幕には入口が一箇所と明り取りの窓が付いています。
●フレームはアルミニウム製で軽くて設営が簡単です。
●生地は軽量のポリエステル製を使用しています。

保 存 食 品

●サイズ：
（SBT-45）約 幅2680×奥行3550×高さ2860㎜
（SBT-810）約 幅3550×奥行5320×高さ3100㎜
●重 量：
（SBT-45）37kg
（SBT-810）59kg
●付属品：クイ・ロープ・ロープ止め（支柱本数分） ※床シート、テント重りは別売です。

SBT-45

738571

●4〜5名用

SBT-810 738572
●8〜10名用

安全装着品

スペースベース デカゴン（防災用）
超大型スペースベース。たった5分で組立て完了！
●サイズ：
（組立時）約 幅6000×奥行5600×高さ2950㎜
（収納時）約 長さ1470×幅370×奥行370㎜
●UV-CUT仕様 ●多人数用

丸洗い寝袋ウォーマー
洗濯機で洗える寝袋です。寒冷地でも活躍します。
（適正温度目安は0℃までとなります。）

防 災 用 品
環 境 用 品

●サイズ：約 幅800×長さ1900㎜ ●重量：約 1.95kg
●収納サイズ：約 φ280×長さ410㎜
●材質：
（表、肌面）モイスポリ、
（中綿）
ダイナチューブファイバー

収納時

SBT-DG

MNF-3

避難 ・ 救助
消 防 用 品

821214

サンストーブ SSN5

※収納時

防災倉庫

強力暖房！ 灯油節約！
！ 燃焼量8段切替がうれしい。

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

●主な使用用途：工場・倉庫・体育館・イベント・スポーツ会場など屋内外の暖房
●暖房適応面積：
（木造）60〜72m 2 （コンクリート）84〜100m 2
●燃焼量8段切替 ●スピーディーな立ち上がり。約8秒で着火！
！
●安全装置：対震・炎監視・ヒューズ・停電・油面検知・ファン異常
●エコモード搭載！ 周囲温度に合わせて燃焼。

事務所や施設の財産を守る物資を確実に備蓄できるのが、
この防災倉庫です。あらゆる災害に備えましょう！
！
●サイズ：横2210×奥行1370×高さ2075㎜
●床面積：3.03m 2 ●棚板4枚付き ●切り文字（防災倉庫）は別売です。
●掛金仕様に変更することができます。詳しくはお問い合わせください。

●サイズ：
（本体）幅516×奥行560×高さ850㎜
●重 量：25kg ●熱出力：16.5kW(最大)〜8.3kW(最小)
●燃料消費量：1.7L/h（最大）〜0.85L/h（最小） ●タンク容量：20L
●燃焼持続時間：11（最大燃焼時） ●電源：AC100V
●運転音：48dB(最大)、45dB(最小) ●首振り角度：上方40度〜下方5度

SSN5

808122

土 木 資 材
蓄 光 用 品

NXN-30S 808132

簡単操作がうれしい！
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使用例（収納している商品は別売）

※下記の一部の製品は、生産が終了している場合がございますので
ご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。

防災用品／ライフジャケット
Disaster-measures goods

17

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

付属のバッグは肩にかけたり背負う事もできますから、どんな状況にも対応できます。

ライフライン復旧までの２〜３日を安心して快適にしのげる家庭用防災セット！
！
内容物豊富で他の用品もたっぷり収納できる大型バッグは貯水タンクが
付いていますので、大量のお水を運ぶことも可能です。
●サイズ：幅350×奥行380×高さ550（持手引き上げ時1030）㎜
●ウォータータンク容量：20リットル

●重量：約10kg

EX48SEPGOR

災害用
保安用品

サバイバル ローラーバッグ

920238

【内容物】

保 存 食 品

飲料水：1.5L×2、長期保存主食×3、長期保存副食×3、長期保存甘味物×1、加熱袋×1、発熱剤×3、
フォークスプーン×3、
ＡＭ/ＦＭラジオ付き万能自家発電ライト×1、使い捨てライター×1、
ろうそく×2、簡易トイレセット5枚入×1、包帯×1、ガーゼ付き救急絆創膏×６、
トイレットペーパー×1、
ボックスティッシュ×1、軍手・笛・ロープセット×2、カッターナイフ×1、粘着テープ×1、
ラップフィルム×1、
ろ過フィルター×５、マスク×５、アルミシート×3、大型ゴミ袋×３、
収納ポーチ×1、生理ナプキン×６、
雨衣（レインコート又はポンチョ）
×３、
単三乾電池×４、手鏡付き裁縫セット×1、
拡大レンズ×1、
メモ・ボールペンセット×1、
使い捨て下着×3、カップ×3、体温計×1、
災害マニュアル・電話会社災害伝言リスト×1、
内容物一覧×1

長期防災食DXセット

安全装着品

※改良・改善のため、また災害時の商品不足など止むを得ない事情
で、お届けする商品の本体や内容物が、本リスト記載の商品名・デザイ
ン・カラー・形態・サイズ・仕様等と異なる場合がありますが、基本性能は
同等又はそれ以上の製品を確保しておりますので、
ご了承ください。

普段の食事と変わらないメニューをお楽しみいただけます。

長期間、品質と美味しさを保つ究極の非常食です！
！

※生産終了品

防 災 用 品
環 境 用 品

●セット内容：煮込みハンバーグ×2、さば味噌煮×2、筑前煮×2、
ようかん×2、白粥×6、発熱剤×6、加熱袋×1、フォークスプーン×3
●内容量：ハンバーグ煮込み：120g、さば味噌煮：150g、
筑前煮：120g、ようかん：60g、白粥：250g、
●賞味期限：5年（発送時によっては5年未満となる場合もございます）
●原産国：日本 ●重量：約2.5kg（合計） ●入数：12セット
●温かくして召し上がりたい時の為に、発熱剤3回分、加熱袋付き
※ご要望に応じ、セット内容をお好みに合わせて変更できます。

同等の物を用意致します。
詳しくはお問い合わせいただき
ますようお願いします。

フードをつけることで頭部を保護し、水面下に没することを防ぎます。

頭部・胴体部・臀部への衝撃を万全にガードします！ これが災害用ライフジャケットの理想型です！
！

防災頭巾付ライフジャケット（大人用）
●サイズ：身長135ｃｍ以上、胸囲約120ｃｍまで
●浮力15ｋｇ
（浮力検査済み）
●目安体重：120ｋｇまで

防災頭巾付ライフジャケット（子供用）
●サイズ：身長80〜135ｃｍ以上
●浮力10ｋｇ
（浮力検査済み）
●目安体重：50ｋｇまで

防災頭巾付ライフジャケット（幼児用）
●サイズ：身長135ｃｍ以下
●浮力7ｋｇ
●目安体重：20ｋｇまで

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

人間は津波や大規模水害の前では無力な存在でしかありません。着衣のままでは泳ぐことすら困難であり、波とともに様々な瓦礫が凶器と化して襲いかかってきます。
だから自分自身はもちろんのこと愛する家族や隣人を守るための手立てを考えなくてはなりません。このジャケットはバランス良く身体を浮かせることは勿論のこと、
頭部や臀部も保護する事でダメージを大幅に軽減し、分厚いウレタンフォームは寒冷時の体温保持にも有効です。また救助時に役立つリフレクターや呼び笛も装備。
最悪の場合にも本人確認が出来るネーム欄。まさに命を守るジャケットとしてできる限りの装備と配慮を詰め込みました。
「来たらどうするか・
・
・」をお考えください。

避難 ・ 救助
消 防 用 品

水害・津波対策用 防災頭巾付ライフジャケット

土 木 資 材
蓄 光 用 品

KZ-A1（大人用） 587111

KZ-A3（子供用） 587112

KZ-A4（幼児用） 587113
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避難用具

※下記の一部の製品は、生産が終了している場合がございますので
ご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。

Rescue Article

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

災害用
保安用品

避難用具

保管場所を明確にし、安全に避難できるようにしておきましょう。

アルミ縄はしご

縄はしご（大カギ付）

●サイズ：
（ロープ）
φ12㎜ （横桟）横340×縦19×厚さ20㎜
（フック）鉄丸棒φ１６㎜、内径６０㎜
●材 質：
（ロープ）
リキロンロープ（ワイヤ芯入）
（横桟）アルミ （脚）耐衝撃PP鉄芯入り
●耐荷重：１６０ｋｇ

●サイズ：
（ロープ）
φ12㎜
（横桟）横360×縦30×厚さ20㎜
（フック）鉄丸棒φ１６㎜、内径φ28０㎜
●材 質：
（ロープ）
リキロンロープ（ワイヤ芯入）
（横桟）天然木・鉄バンド付
（脚）ポリエチレン製
●耐荷重：１2０ｋｇ

保 存 食 品

ANH-05 830411
●サイズ：5m

●重量：5.2kg

ANH-08 830412

YNH-05 830415

●サイズ：8m

●サイズ：5m

●重量：7.2kg

●重量：8.3kg

ANH-10 830413

YNH-10 830416

●サイズ：10m

●サイズ：10m

●重量：8.5kg

●重量：13.5kg

ANH-15 830414
●サイズ：15m

●重量：12kg

安全装着品

あんしん避難セット
●サイズ：幅２５０×奥行１７０×高さ２３０㎜
●化粧箱入り

防災セット（小）
●サイズ：
（個装）280×230×92㎜
●化粧箱入り
AH-32S

防災セット（大）
830123

●サイズ：
（個装）340×320×145㎜
●化粧箱入り
AH-83L

830124

防 災 用 品
環 境 用 品
避難 ・ 救助
消 防 用 品

【セット内容】

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

１．非常持出袋（防災アルミックス製）
2．飲料水運搬バケツ（４ℓ入）
3．缶入りカンパン（１００g・２缶入）
4．ミネラルウォーター
（５００㎖・ペットボトル）
5．懐中電灯（単１電池・２本付）
6．セフティーローソク
（８時間・コップ付）
※生産終了品
7．マッチ
8．軍手（すべり止め付）
同等の物を用意致します。
9．綿タオル
詳しくはお問合わせ頂き
１0．ポリ袋（１０枚入）
ますようお願いします。
１1．チリ紙（１２枚パック・２個）
１2．缶切り
１3．ハサミ
１4．ピンセット
１5．傷テープ（M４枚・S６枚）
１6．ガーゼ（３０㎝×１m）

非常持出袋D（シルバー）

１．非常用持出袋
2．ハロゲン防水ライト
（電池付）
3．アルミ製ホイッスル
4．
レジャーシート
家庭用としても
5．タオル
オススメな
6．救急絆創膏
防災用セットです。
7．ゴミ袋
（各寝室にどうぞ）
8．軍手（すべり止め付）
9．不織布マスク

【セット内容】
１0．不織布マスク×2
１．非常持出袋
2．アルミホイッスル １1．ゴミ袋
１2．救急絆創膏
3．アルミシート
4．万能ブルーシート １3．防水ライト
１4．軍手スベリ止め付
5．コップ×2
１5．タオル
6．カレー皿
１6．3リットルポリバケツ
7．スプーン
１7．2LEDダイナモラジオライト
8．フォーク
9．万能ナイフ
１8．
φ6×7ｍロープ

防災セット（特大）
女性でも楽に持ち運びができるキャリーバッグタイプ。頼りになる18点セットです。
●サイズ：
（個装）545×305×120㎜

●重量：2.9kg

ABO-106 830132

土 木 資 材
蓄 光 用 品

防炎協会認定品です。
●サイズ：約410×405×70㎜
●材質（表面加工）
：アルミ粉末入り合成ゴム
●化粧箱入り
●リュックサック式

AH-1D 830125
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【セット内容】

【セット内容】
１．
キャリーバッグ
2．
2LEDダイナモラジオライト
3．
ハロゲン防水ライト
（電池付）
4．
防災用ポリバケツ
5．
救急ミニトイレ×２
１2．
タオル
6．
救急絆創膏
１3．
軍手（すべり止め付）
7．
アルミ製ホイッスル
１4．
不織布マスク
8．
万能ナイフ
１5．
ポケットティッシュ×2枚
9．
ライター
１6．
ゴミ袋×3枚
１0．
レジャーシート
１7．
カラーコップ
１1．
レインコート
１8．
スプーン＆フォーク

避難用具

※下記の一部の製品は、生産が終了している場合がございますので
ご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。

Rescue Article

19

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

非常用飲料水タンク

●容量：4ℓ ●材質：ナイロン、ポリエチレン
※飲料水は入っておりません。

●容量：20ℓ ●材質：ポリエチレン
※飲料水は入っておりません。

●タイプによって注ぎ口の箇所が異なりますのでご注意ください。
●サイズ：
（-S15L）約□270㎜ （-S20L）約□280㎜
●材 質：ポリエチレン ※飲料水は入っておりません。

HFK-W20L 926111

防災缶 15点セット

HFK-S15L 926112

HFK-S20L 926113

●容量：15ℓ

●容量：20ℓ

レスキューハンマー
車内での緊急時の脱出に使用するハンマーです。
●「ガラスを割る」
「シートベルトを切る」の2役を1本でこなします。
同等の物を用意致します。
詳しくはお問合わせ頂きますようお願いします。

防 災 用 品
環 境 用 品

※生産終了品

※生産終了品

同等の物を用意致します。
詳しくはお問い合わせ
いただきますようお願いします。

緊急避難キット（ブックシェルフ型）

帰宅支援キット（ブックシェルフ型）
会社からの帰宅を支援する防災キット。

●サイズ：約 幅210×高さ297×厚さ48㎜ ●重量：360g
●セット内容：１．
LLLスモークカットフード
2．
フィンガートップナップサック
3．
7機能サバイバルホイッスル 4．
レスキューシート

●サイズ：約 幅210×高さ297×厚さ48㎜ ●重量：600g
●セット内容：１．
クランクチャージラジオライト 2．
フィンガートップナップサック
3．防水備忘ウォレット 4．
エマージェンシーシートゴールド

避難 ・ 救助
消 防 用 品

火災にも役立つ本棚サイズの緊急避難キット。

7機能サバイバルホイッスル

安全装着品

座布団付の大型缶なので保管しやすい！
●サイズ：約 φ310×高さ340㎜
●セット内容：
1. エマージェンシーシードラム 18L
2. マルチロープ20m
3. 広口ソフトミズコン 16L
4. 3電源クランクチャージランタン
5. クランクチャージラジオ
6. 防水備忘ウォレット
7. マルチ防水シート
8. マルチショベル
9. LLL コンプレスドライBバッグ 15L
10.7機能サバイバルホィッスル
11.マルチツール14
12〜15. エマージェンシーシート・ゴールド×4枚

保 存 食 品

HFK-W4L 925111

非常用飲料水タンク（普及型）

災害用
保安用品

非常用給水袋

クランクチャージラジオライト

LLL-KSK 830136

避難用酸素マスク
自分の息を酸素に変えて災害時、呼吸を可能にします。
火災などの際、装着して脱出！
！大事な命を守ります。

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

LLL-KHK 830135

使用例

土 木 資 材
蓄 光 用 品

※生産終了品

同等の物を用意致します。
詳しくはお問い合わせ
いただきますようお願いします。

2個入り保管ケース
※4個、6個用ケースもあります。

は使用時の
空気の流れ
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救急セット／救助用具
Emergency set / Rescue tools
製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

災害用
保安用品

救急セット

被災時に怪我をした場合は、応急手当を行い怪我の悪化を防ぎましょう。

救急セット（大）20人用
●サイズ：
（アルミ製中型ケース）幅333×奥行195×高215㎜

QSD-20L 830127
【セット内容】

保 存 食 品

１．
ＩＣボトル
2．止血帯
3．清浄綿（20包入1箱）
4．医療用救急絆創膏（大3枚、小3枚）
5．紙絆創膏
6．救急絆創膏（10枚入3箱）
7．三角巾（8枚入）
8．伸縮包帯（6裂6個）
9．ガーゼ（3枚入）
１0．脱脂綿（5ｇ入3袋）

安全装着品

救急セット（中）5〜10人用

救急セット（小）

●サイズ：
（ナイロン製バック）幅290×奥行135×高150㎜

●サイズ：
（ナイロン製ベルトポーチ）幅175×奥行70×高100㎜

防 災 用 品
環 境 用 品

QSD-10L

QSD-1L

830129

【セット内容】
１．
ＩＣボトル
2．救急三角巾（3枚入）
3．伸縮包帯（3個入）
4．ガーゼ（3枚入）
5．救急絆創膏（10枚入2箱）

830126

【セット内容】
6．脱脂綿（5ｇ入3袋）
7．紙絆創膏
8．清浄綿（5枚入）
9．綿棒（10本入3袋）
１0．体温計

１1．災害用ハサミ
１2．とげ抜き兼用ピンセット
１3．救急お手当法
１4．ナイロン製バック

避難 ・ 救助
消 防 用 品

医療用3層サージカルマスク（50枚入り）
●高性能フィルター使用。
（極細繊維の不織布を採用しています。）
●新型インフルエンザ対応の高性能マスクです。
●上下に大きく広がる3段ブリーズ式

１．コットンガーゼ（8枚入）
2．救急絆創膏（10枚入）
3．伸縮包帯
4．綿棒（10本入）
5．清浄綿（3枚入）

救急箱

6．ハサミ
7．ピンセット
8．脱脂綿（5g）
9．ナイロン製ベルトポーチ

家庭用、事務所用など幅広く使用できます。

（中身は入っていません。
）
●抗菌塗装の木製救急箱です。 ※箱のみの販売となります。

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

QS-23S（小）830211

MSG-50 830311

●サイズ：幅230×奥行165×高135㎜

レスキューキット

QS-28M（中）830212
●サイズ：幅280×奥行198×高135㎜

建物などが倒壊した場合、扉や壁などを壊して救助、脱出をしましょう。

レスキューキット リュック型

土 木 資 材
蓄 光 用 品
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１1．副木（大中小 各１本）
１2．綿棒（10本入10袋）
１3．簡易マスク
（1袋）
１4．簡易手袋（10枚入1袋）
１5．体温計
１6．災害用ハサミ
１7．とげ抜き兼用ピンセット
１8．救急お手当法
１9．アルミ製中型ケース

レスキューキット BOX型

●リュック型なので一人でも現場に直行できる、救急用工具セットです。
●サイズ：幅940×奥行340㎜ ●重量：約12kg

RQB-1 910112
収納時

●内容品を充実させたプロ仕様の救急用工具セットです。
●サイズ：幅約970×奥行330×高170㎜ ●重量：約21kg

RQB-2

910111

救助用具
Rescue tools
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製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

建物などが倒壊した場合、扉や壁などを壊して救助、脱出をしましょう。

レスキュースリム

レスキューミニ

自主防災用に最適なセットです。キャスター付き。
（7点収納）

キャスター付きのセットです。
（12点収納）

●サイズ：1000×180
×120㎜
●重 量：約16kg

●サイズ：700×250
×150㎜
●重 量：約19kg

災害用
保安用品

レスキューセット

【収納品】
１．
パンタジャッキ（1t ）
2．
平バール（900 ㎜）
3．
大ハンマー（6P）
4．
アッキス万能オノ
5．
ゴーグル
6．
スベリ止め軍手
7．
防じんマスク

RQS-2 910114
※用途に応じて仕様変更もご相談ください。 ※製品改良の為、予告なく仕様変更をすることがあります。

※用途に応じて仕様変更もご相談ください。※製品改良の為、予告なく仕様変更をすることがあります。

レスキュー12
一人で現場に移動することができる救助用工具。キャスター付き。
（25点収納）
●サイズ：1000×300×150㎜

●重量：約30kg

2．
平バール（小）長さ360㎜
4．
ハンマー（小）450g
6．
パンタグラフジャッキ 600kg用
8．
万能オノ
誘導ライト（ピカピカ）防滴タイプ
10．
12．
ゴーグル
14．
スコップ（ボックス裏側収納）

防 災 用 品
環 境 用 品

【収納品】
１．
平バール（大）長さ900㎜
3．
ハンマー（大）両口2.7kg
5.バチツルハシ 2.5kg
7．
油圧ジャッキ 4屯
9．
懐中電灯（赤色灯・マグネット付）
11．
防じんマスク
13．
ホイッスル

安全装着品

RQS-1 910113

保 存 食 品

１．
4t 油圧ジャッキ
2．
ショベル ミニ
3．
万能オノ
4．
ボルトクリッパー
300㎜（切断5㎜）
5．
1.3kgハンマー
6．
ネイルハンマー
7．
バール 600㎜
8．
折込ノコギリ 210㎜
9．
ゴーグル
10．
LEDヘッドランプ
11．
単3乾電池×4本
12．
すべり止め軍手

【収納品】

【工具収納用ツールボックス】

RQS-3 910115
※用途に応じて仕様変更もご相談ください。 ※製品改良の為、予告なく仕様変更をすることがあります。

避難 ・ 救助
消 防 用 品

１．
ドライバー（+・−）
2．
折込みノコギリ 210㎜
3．
大型カッターナイフ
4．
手袋 滑り止め付
5．
プライヤー
6．
モンキーレンチ
7．
ボルトクリッパー 300㎜
8．
ハンディーソー
9．
単1乾電池×2本
10．
単2乾電池×2本

レスキュースーパー40

●サイズ：1100×500×300㎜

●重量：約72kg

【収納品】
１．
四つ折担架
2．
ウインチ1000kg
3．
呼笛
4．
ハンドマイク
（サイレン付）
5．
立入禁止テープ
6．
懐中電灯（マグネット・赤色灯付）
7．
4t油圧ジャッキ
8．
ヘッドランプ
9．
単1乾電池×2本
10．
単2乾電池×2本
11．
単3乾電池×10本
12．
大ハンマー（2.5kg）
13．
防じんマスク
（10枚）
14．
バチツルハシ
15．
すべり止軍手（5枚）
16．
スコップ
17．
ゴーグル
18．
誘導灯（ピカピカ）
19．
平バール（900）
20．
標識ロープ
21．
ワイヤーロープ
22．
ロープ（9㎜×10m）

１．
ボルトクリッパー 300㎜
2．
折込みノコギリ 210㎜
3．
平バール360
4．
アッキスオノ
5．
金ノコ
6．
金ノコ換刃
7．
プライヤー
8．
1.3ハンマー
9．
ペンチ
10．
ネイルハンマー
11．
金ハサミ
12．
モンキーレンチ
13．
タガネ
14．
カッターナイフ
１5．
ドライバー（+・−）

RQS-4 910116

土 木 資 材
蓄 光 用 品

【工具収納用ツールボックス】

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

地震災害による避難路の障害物除去、地震災害によるつぶれた建物からの人命救助、
地震災害によるドアの開閉、その他多目的に使用できます。キャスター付き。
（40点収納）

※用途に応じて仕様変更もご相談ください。
※製品改良の為、予告なく仕様変更をすることがあります。
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担架
Rescue tools
製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

災害用
保安用品

担架

負傷した人を安全に運びます。

棒タンカ（2つ折り型）①
●救急運搬用タンカのスタンダード版
●サイズ：幅495×奥行2190㎜

棒タンカ（2つ折り型）②
●肩掛けバンド付き
●重量：8.9kg

●250kgの荷重に耐える折りたたみ式
●調整可能な肩掛けバンド付き、患者固定バンド付き
●サイズ：幅540×奥行2190㎜
●重 量：8.9kg

保 存 食 品

ST-612Ⅱ 599561

ST-616Ⅱ 599562

万能ソフト担架

バスケット型タンカ

●重量はたったの1.7kg。コンパクトに折りたためて楽に収納できます。
●収納袋付です。
●サイズ：幅970×奥行1980㎜
●耐荷重：159kg

●工場・鉱山・建築現場の救急や、山岳・水難救助に。
●坑道を滑らせたり、吊り上げ運搬も可能。 ●サイズ：幅610×奥行2160㎜
●専用収納袋付き（別売）
●重量：12kg

安全装着品

NST-1997 599571

ST-6071 599564

4ツ折足付き担架（把手固定式）

タンカ収納ケース・袋

防 災 用 品
環 境 用 品

●シートをビニールコーティング製にすることもできます。
（オプション）
●サイズ：幅580×奥行2040㎜
●重 量：
（スチール製）8.1kg
PT-1060-ST 599572
（アルミ製）6.5kg
※2ツ折タイプもございます。

●スチール製

PT-1060-AL 599573
●アルミ製

避難 ・ 救助
消 防 用 品

CB-220T

CB-220

599565

599568
CB-2100 599581
●2ツ折担架用（長さ2100㎜）

●収納袋
ST-612Ⅱ、ST-616Ⅱ用

●収納箱
ST-612Ⅱ、
ST-616Ⅱ用

レスキューベンチ

CB-1250 599582
●4ツ折担架用（長さ1250㎜）

●収納時サイズ：
幅280×奥行1060×高さ175㎜

様々な場所に設置されているベンチがワンタッチで担架になり、迅速な救助活動が可能になります。

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

「ベンチ」から「担架」にワンタッチでチェンジする事ができます。
●急病人や災害発生時、自力移動が困難な人々の避難・救助には担架が必要です。
●様々な場所に設置されているベンチがその役割を果たすことで、迅速な救助活動が可能になります。
●サイズ：
（ベンチ時）約 幅1805×奥行465×高さ400㎜ （担架時）約 幅2090×奥行465×高さ190㎜
●重 量：約17kg ●耐荷重（目安）
：約100kg（担架時）
●材 質：
（座面）硬質塩化ビニール（脚）スチールパイプに粉体塗装（ベルト）ポリプロピレン（バックル）POM樹脂

土 木 資 材
蓄 光 用 品

BC-309-OR 599574
普段は一般的なベンチと同じように
ご使用ができます。

本体を裏返し、土台をしっかり押さえながら手前に倒す
だけで担架に変わります。

●座面両端は安全カバー付 ●必ず管理者のいる場所に設置してください。
●ご使用の際は、製品の取扱説明・注意事項をよくお読みの上、お使いください。
●定期的に使用に不都合がないか 安全点検を行ってください。
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担架／一体式テント
Rescue tools
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製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

災害用
保安用品

レスキューボートベンチ
普段はベンチとして使用でき、緊急時は座面を取外して担架として活躍します。
●サイズ：
（ベンチ時）約 幅1780×奥行460×高さ380㎜
●重 量：
（ベンチ時）約22.5kg、
（ 担架時）約7.5kg
●耐荷重（目安）
：
（担架時）約100kg
●材 質：
（座面）ポリエチレン、
（ 脚）スチール粉体塗装

保 存 食 品

BC-309B-OR 599575

裏面に要救助者を固定するベルトが付いています。

安全装着品

クイックテント
すべてのパーツが連結した一体式テント。
２人で簡単設営！
！
●すべての部品を一体化したクイックテントです。スムーズに開閉できるように、
接合部に強力プラスチックを使用し、こすれや錆を防止します。
●天幕に張りを持たせるため、オートピーク内に強力スプリングを内蔵しています。

天幕色

鋳製おもり

防 災 用 品
環 境 用 品

TW-S1（10kg）

738515
●サイズ：φ250×高さ40㎜

TW-S2（20kg）

738516

※その他、複数色を組合わせた
柄等がございます。

●サイズ：φ250×高さ80㎜

サイズ

重量

収納サイズ

1.8×1.8m

24kg

400×400×1290㎜

QT-13 738522

1.8×3.6m

38kg

450×400×1570㎜

QT-22 738523

2.4×2.4m

27kg

400×400×1290㎜

QT-23 738524

2.4×3.6m

39kg

450×400×1570㎜

QT-24 738525

2.4×4.8m

52kg

500×400×1570㎜

QT-33 738526

3.0×3.0m

34kg

400×400×1570㎜

QT-34 738527

3.0×4.5m

44kg

450×400×1570㎜

QT-36 738528

3.0×6.0m

58kg

500×400×1570㎜

避難 ・ 救助
消 防 用 品

品 番
QT-11 738521

大人2人で簡単（1〜2分）に設営、収納ができる
アルミフレーム仕様のテントです。
●アルミフレームなので錆びにくく、軽量のテントです。
●その他、2.5×2.5m、3×3mタイプがあります。
●天幕色：赤・黄・青・緑・白
●天幕はフレームに
付けたまま畳む事
ができます。

DXA45 738511

土 木 資 材
蓄 光 用 品

●サイズ：3×4.5m ●重量：30kg
●収納サイズ：290×340×1590㎜

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

イージーアップテント（デラックスアルミタイプ）

DXA60 738512
●サイズ：3×6m ●重量：40kg
●収納サイズ：290×430×1590㎜

天 幕 色
4500㎜

DXA45

3000㎜

●キャリーバッグが
付いていますので
持ち運びや収納時
大変役立ちます。
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消火器／消火器スタンド

※下記の一部の製品は、生産が終了している場合がございますので
ご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。

Fire Extinguisher

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

災害用
保安用品

消火器（バーストレス）蓄圧式

グリーン購入法適合商品

日常の点検が容易で、破裂事故の危険性がない消火器です。

マイカーやバスなどに備えるバーストレス消火器です。

●加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充填し、
常時均一に圧力を保持することで破裂の危険性がありません。
※20型もございます。

●付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔に
なりがちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。
※20型もございます。

4型

10 型

4型

10 型

保 存 食 品

PEP-4

PEP-10

PEP-4V

850132

850133

850134

●高さ約396㎜

●高さ約470㎜

ファイレスキュー

PEP-10V

850135

●高さ約435㎜

●高さ約499㎜

ファイヤーロックEX

安全装着品

火元に投げるだけで瞬時に消火が可能！
投てき型の消火用具です。

車内保管・半永久保存が可能な液体万能簡易消火具です。
● 植物、海藻が原料ですので人体に対して無害です。100％自然分解します。
● 半永久保存（交換年数はありませんが、メーカー品質保証期限は5年間です。）
● サイズ：φ65×高さ250㎜ ● 容量：340ml ● 放射距離：2m〜4m
● 使用温度範囲：−5℃ 〜100℃ ● 品質保障期間：缶底表示期限内
※初期火災用

● サイズ：約φ70×高さ225㎜ ● 容量：650ml

接触して
瞬時に
鎮火します！
！

※生産終了品

防 災 用 品
環 境 用 品

同等の物を用意致します。
詳しくはお問合わせ頂き
ますようお願いします。

※生産終了品

消火器スタンド

消火器の設置に欠かせない専用スタンドです。

消火器収納箱（スチール製）

消火器置セット

避難 ・ 救助
消 防 用 品

●サイズ：
（JFB-1（小））横240×縦170×高さ605㎜
（JFB-2（大））横460×縦170×高さ605㎜
●材質：鋼板 ●塗装：粉体

●サイズ：
（JFB-3）幅225×奥行200×高さ700㎜ （JFB-4）幅400×奥行200×高さ700㎜
（JFB-5）幅250×奥行220×高さ720㎜ （JFB-6）幅460×奥行220×高さ720㎜

折り畳むことが
できますので、
収納や移動に場所を
とりません。

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

JFB-1（小）850115

JFB-2（大）850116

JFB-3 850117

JFB-4 850118

JFB-5 850120

JFB-6 850121

●10型1本用

●10型2本用

●1本用

● 2本用

●1本用（折り畳み式）

●2本用（折り畳み式）

消火器簡易スタンド
●サイズ：高さ850㎜

消火バケツ

三角消火バケツ

土 木 資 材
蓄 光 用 品

消防用品の定番です。

消火以外に飲料水保存タンクとしても使用できます。

●サイズ：φ300×高さ200㎜
●8ℓラッパ型

●サイズ：
（高さ）355㎜ ●重量：1.3kg ●材質：ABS樹脂製
●フタの形状を改良することで、より扱いやすくなりました。

●容量：7ℓ

JFB-B1

850104

HCS-8 808111

24

自動車用消火器（バーストレス）蓄圧式

グリーン購入法適合商品

NC-5R（赤）914111

NC-5Y（黄）914112

発電機／配線器材

※下記の一部の製品は、生産が終了している場合がございますので
ご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。

Electric Materials
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製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

EF900iS

※下記の連続運転時間とは、赤レベルまで燃料を入れた状態で運転できる時間です。

EF2000iS

●定格出力（交流）
：0.9kVA
●乾燥重量：12.7kg ●騒音レベル：48.5dBA（※）
●連続運転時間：約11.9〜4.1時間（※）
●使用燃料油：無鉛ガソリン
（2.5ℓ）
（※）…エコノミーコントロール［ON］1/4負荷時

EF2800iSE
●定格出力（交流）
：2.8kVA
●乾燥重量：68kg ●騒音レベル：54.5dBA（※）
●連続運転時間：約18.1〜7.6時間（※）
●使用燃料油：無鉛ガソリン
（12.7ℓ）
（※）…エコノミーコントロール［ON］1/4負荷時

EF2000iS 964231

EF2800iSE 964232

保 存 食 品

●定格出力（交流）
：2.0kVA
●乾燥重量：32kg ●騒音レベル：54.5dBA（※）
●連続運転時間：約8.6〜5時間（※）
●使用燃料油：無鉛ガソリン
（6.0ℓ）
（※）…エコノミーコントロール［ON］1/4負荷時

災害用
保安用品

発電機（ヤマハ製インバータータイプ）

上記以外の定格出力モデルも
ご用意できます。
ご検討の際はお近くの営業所
までお問い合わせいただきま
すようお願い致します。

発電機用サイレンサー

EF2500i

EF4000iSE

EF5500iSDE

小型移動式発電機の防音や、ハツリ作業の打撃音を最大50％カットします。

●サイズ：
（使用時）幅1100×長さ1100×高さ800mm
（収納時）幅1100×厚さ200×高さ800mm
●可能発電機：幅550×長さ550×高さ550mmまで
●出力2.6KVAまでの発電機を推奨
●重量：11ｋｇ
●PP樹脂仕様で軽量です。
●折りたたみ機能採用

防 災 用 品
環 境 用 品

EF1600iS

安全装着品

EF900iS 964213

避難 ・ 救助
消 防 用 品

964243

電工ドラム
●VCT1.25㎟×2心
●コンセント定格：2P・15A・125V
●重量：5.8kg

●漏電遮断機付（接地付）
●VCTソフトムケーブル2.0㎟×3心
●コンセント定格：2P・15A・125V
●重量：
（BX-301K）8kg、
（ BX-501K）11.5kg

●漏電遮断機付（接地付）
●VCTソフトムケーブル2.0㎟×3心
●コンセント定格：2P・15A・125V
●重量：
（BG-301KX）8.1kg、
（BG-501KX）11.6kg

GT-30 965111 ●長さ：30m

S-30 965115 ●長さ：30m

BX-301K 965118 ●長さ：30m

BG-301KX 965116 ●長さ：30m
BG-501KX 965117 ●長さ：50m

GT-50 965112 ●長さ：50m

BX-501K 965119 ●長さ：50m

土 木 資 材
蓄 光 用 品

●標準型
●VCTソフトムケーブル2.0㎟×2心
●コンセント定格：2P・15A・125V
●重量：
（GT-30）7kg、
（GT-30）10kg

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

MES-B8070
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バルーン投光器／LED投光器
Escort and security products catalog
製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

災害用
保安用品

ネオエコバルーン180

エコLED投光器

大容量リチウムイオンバッテリーを採用！
12時間連続運転が可能です。

長寿命60000時間。2灯タイプと4灯タイプがございます。
●瞬時再点灯。消してもすぐ点灯！緊急時も安心です。●ＵＶカットで虫が寄らない。低誘虫で衛生的。
●軽量コンパクト
（商用車に積込可能） ●サイズ：幅950×奥行1055×高さ3400㎜
●電圧：AC100・200・242V ●周波数：50/60Hz共用 ●ランプ色温度：5000K
●照射角：120° ●マスト方式：伸縮式3段 ●マスト操作：手動減速ウィンチ
●T字ハンドル前輪操舵・ブレーキ付き

保 存 食 品

●排ガスや騒音が無いので、屋内・トンネル内・住宅街で
安心して使用できます。
●1回の満充電の電気代は約60円。エンジン発電機の約1/5
で経済的です。
●サイズ：
（展開時）幅570×奥行950×高さ1770〜2720㎜
（収納時）幅570×奥行745×高さ1200㎜
●明るさ：21000ルーメン
●光 源：LED（30W）
×6灯
●点灯時間：
（180W）約12時間、
（90W）約24時間
●電池容量：2200Wh
●充電時間：約6時間
●重量：
（本体+台車）39kg
（バッテリー）48kg
（総重量）87kg

安全装着品

エコLED投光器 100W×2灯

エコLED投光器 100W×4灯

●ランプ：100w×2灯 ●重量：90kg
●明るさ：20000ルーメン ●電流：2.02A

●ランプ：100w×4灯 ●重量：100kg
●明るさ：40000ルーメン ●電流：4.04A

※発電機は
別売です。

※発電機は
別売です。

ライトバンに積載可能なサイズです。

防 災 用 品
環 境 用 品

NB180-WD（本体+台車+バッテリー）963125

WL102WLK（2灯）963126

WL104WLK（4灯）963127

バルーン投光器

避難 ・ 救助
消 防 用 品
電材 ・ 車両
照明 ・ 電池
土 木 資 材
蓄 光 用 品
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緊急災害時や防犯、防災に最適な優しい発光をする投光器です。LEDタイプとメタルハライドタイプがあります。
●サイズ：
（バルーン直径）850㎜ ●電圧：AC100〜240V（要プラグ交換） ●明るさ：38000ルーメン
●使用可能温度範囲：−5〜40℃ ●調光機能がございます。

LEDバルーン投光器 300W

●周波数：50/60Hz共用

バルーン投光器 400W

●サイズ：1050×1000×1770㎜（最大高2600㎜）
●重 量：
（カート部）29.2kg、
（バルーン部）8.2kg
（発電機※EF1600isの場合）19.9kg、
（合計）57.3kg
●ポール形式：急落下防止式伸縮3段
●光 源:LED（300W）
×1灯
●ランプ色温度：6000K
●電 流：3.65A

●サイズ：750×730×1980㎜（最大高2620㎜）
●重 量：
（フレーム部）22.1kg、
（バルーン部）6.6kg
（発電機※EF900isの場合）12.7kg、
（合計）41.4kg
●ポール形式：急落下防止式伸縮2段
●光 源:メタルハライド
（400W）
×1灯
●電 流：4.45A

WL301SLBA４C

WL401SMBADC

963121

963124
※発電機は
別売です。

※発電機は
別売です。

LED照明灯／ポータブル電源
Led Light / Portable Power Supply
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製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

信頼性が高く高品質な日亜化学工業株式会社のパワーLEDを採用しています。

消費電力が水銀灯と比較して約1/ 5！ 高品質日亜化学工業ハイパワーLEDを用いた三脚付きの投光器です。
8400ルーメンなので、とても明るい！
！

保 存 食 品

●サイズ：
（本体）幅1000×高さ2000×奥行870㎜
※三脚開脚時
●重 量：約10.5kg ●日亜化学工業ハイパワーLED
●材 質：
（三脚）
スチール（光源）アルミニウム合金
●全光束：8400 lm ●色温度：5000K
●照射角度：100° ●消費電力量：80Wh
●電源：100/200V ●照明寿命：60000時間
●動作温度：−40〜60℃ ●保護構造：IP65

災害用
保安用品

ポータブルLED投光器（キャリデライト）

ポータブルLED投光器用バッテリー
USF-PT 889712

安全装着品

●ポータブルLED投光器専用です。
●AC100Vから蓄電池に充電可能。
●満充電時には、LED投光器の
約11時間の連続点灯が可能です。
●コンセントが取れない現場や、
電力
の安定しない場所での作業などに
最適です。
●点灯中の運転音が発生しないため
騒音問題に対応します。

TG-CDL183-60TX
（本体 + 三脚）

889711

ソーラー式 ポータブル電源

PTシリーズ 280タイプ

PTシリーズ 720タイプ

●サイズ：
（設置時）幅674.5×奥行490×高さ924㎜
（収納時）幅410×奥行490×高さ729㎜
●連続点灯時間：約100時間（付属LED照明のみの場合） ●重量：約28kg
●充電時間：
（ソーラー）約12 時間 （100V）約5時間

USF-PT288（288Wh）

●サイズ：
（設置時）幅875×奥行490×高さ807㎜
（収納時）幅444×奥行509×高さ814㎜
●連続点灯時間：約240時間（付属LED照明のみの場合） ●重量：約45kg
●充電時間：
（ソーラー）約16 時間 （100V）約6時間

USF-PT720（720Wh）

889602

●満充電時、携帯電話なら約30回分
充電できます。

●満充電時、携帯電話なら約50回分
充電できます。

ガソリンやガスを使用しない大容量鉛蓄電池搭載の
ポータブル電源です。長時間の使用が可能です。

●AC100V、USB、DC12Vなど家電製品からカー用品、
スマートフォンまで幅広くカバーしてくれます。
●高容量・完全密閉型バッテリーを20Ah（約240Wh）搭載
●LEDライト搭載 ●USB対応
●車載、船舶のメインバッテリーがあがったときの
ブースト機能付（ブースターケーブル附属）
●充電は、AC100Vコンセントまたは、
自動車用シガーソケットからそれぞれ可能です。
●コントローラーの端子を利用することで、
過放電制御も可能です。
●直流12V電気製品の電源端子付き。
●高輝度蛍光灯付（4W：2灯-切替）

●サイズ：幅395×高さ590×奥行295㎜
●重 量：約26kg ●出力電圧：ＡＣ100Ｖ
●最大出力：240Ｗ(断続)、150Ｗ(連続)
●出力周波数：50/60Hz切替式
●シール形鉛蓄電池 ●電圧：12Ｖ

MEL-SG-3500LED

854231

EH-400D 964242

●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(EH400)
・肩掛けバンド・コード押さえ(2個)・電源コード・スパナ
・リチウムイオン電池(BSL1430)・急速充電器(UC18YML2)
●使用時間(目安)：携帯電話充電器 約22時間・ノートパソコン 約14時間
扇風機 約9時間・液晶テレビ 約7時間

土 木 資 材
蓄 光 用 品

AC/DCインバーター（100V出力）を搭載しており、最大出力
150Wまでの家庭用機器が使用可能です。5WAYシステム電源！

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

ポータブル電源（アイボックス ジャンボ）

避難 ・ 救助
消 防 用 品

889601

ポータブル電源（5WAY）

防 災 用 品
環 境 用 品

ソーラーパネルと家庭用コンセント（AC-100V）から充電ができるタイプの蓄電池です。専用キャリーで可動式。
日照によって設置場所を変更でき、効果的な発電も可能です。288Wと大型の720Wの2タイプからお選び下さい。
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携帯ライト
（LEDハンディライト）
LED Handy Light

※下記の一部の製品は、生産が終了している場合がございますので
ご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。
製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

災害用
保安用品

LEDハンディライト

作業に役立つ強力なLEDライトです。また、夜間に被災した際にあなたの身の安全を守ります。

閃（セン）SG-330

レッドレンザーP17.2

保 存 食 品

110m先まで照らすハンディライト

200ルーメンの大光量+小型モデル

Lレンザーのハイスペックモデルです。

●サイズ:φ28.5×156.7㎜
●重 量:約138g（電池含む）
●光 源:チップタイプ白色LED×1灯
●明るさ:150ルーメン
●最大照射距離:約110m
●電 源：単3アルカリ乾電池×2本（テスト用付属）
●実用点灯:9時間
●1m防水(IP67)、2m落下耐衝撃

●サイズ:φ32.8×115㎜
●重 量:約122g（電池含む）
●光 源:チップタイプ白色LED×1灯
●明るさ:200ルーメン
●最大照射距離:約120m
●電源：単4アルカリ乾電池×3本（テスト用付属）
●実用点灯:5時間
●1m防水(IP67)、2m落下耐衝撃

●サイズ：約φ53×305㎜
●重 量：約773g（電池含む）
●光 源：パワーチップ白色LED×1灯
●明るさ：約450ルーメン
●最大照射距離：約420m
●点灯時間：(boost)30時間、
（Hi）50時間、
（Eco）300時間
●電源：単1アルカリ乾電池×3本（テスト用付属）
●付属品:インテリジェントクリップ

SG-330 974364

安全装着品

フラッシュライト MG-732D

SG-335 974365

フラッシュライト MG-722D

LENSER-P17.2 974341

フラッシュライト MG-723D

防 災 用 品
環 境 用 品

Ecoモードなら25時間照射できます。

300ルーメンの光を照射できます。

380ルーメンの光を204m先まで！
！

●サイズ:φ29.5×160㎜
●重 量:約150g（電池含む）
●光 源:高輝度チップタイプ白色LED×1灯
●明るさ:220ルーメン
●最大照射距離:約110m
●電 源：単3アルカリ乾電池×2本（テスト用付属）
●実用点灯:（Hi）5時間、(Mid)9時間、
（Eco）25時間
●耐塵・耐水仕様（IP66）

●サイズ:φ39×197.4㎜
●重 量:約340g（電池含む）
●光 源:高輝度チップタイプ白色LED×1灯
●明るさ:300ルーメン
●最大照射距離:約190m
●電 源：単2アルカリ乾電池×2本（テスト用付属）
●実用点灯:（Hi）7時間、(Mid)10時間、
（Eco）55時間
●耐塵・耐水仕様（IP66）

●サイズ:φ39×238.3㎜
●重 量:約435g（電池含む）
●光 源:高輝度チップタイプ白色LED×1灯
●明るさ:380ルーメン
●最大照射距離:約204m
●電 源：単2アルカリ乾電池×3本（別売）
●実用点灯:（Hi）17時間、(Mid)35時間、
（Eco）300時間
●耐塵・耐水仕様（IP66）

MG-732D 974391

避難 ・ 救助
消 防 用 品

レッドレンザーP5R.2

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

●サイズ：約φ26×117㎜
●重量：約77g（電池含む）
●光 源：パワーチップ白色LED×1灯
●明るさ：約270ルーメン
●最大照射距離：約240m
●点灯時間：
（Hi）4時間、
（Eco）12時間
●電 源：リチウムイオン充電池
●付属品：壁掛け専用ホルダー、ACアダプター
USB充電ケーブル(マグネットチャージャー)
ハードケース、ストラップ

LENSER-P5R.2 974338

MG-722D 974392

レッドレンザーP7.2

MG-723D 974393

レッドレンザーP17.2

●サイズ：約φ37×130㎜
●重 量：約175g（電池含む）
●光 源：パワーチップ白色LED×1灯
●明るさ：約320ルーメン
●最大照射距離：約260m
●点灯時間：(boost)2時間、
（Hi）4時間、
（Eco）50時間
●電源：単4アルカリ電池×4本（テスト用付属）
●付属品：ポーチ、ストラップ

●サイズ：約φ53×305㎜
●重 量：約773g（電池含む）
●光 源：パワーチップ白色LED×1灯
●明るさ：約450ルーメン
●最大照射距離：約420m
●点灯時間：(boost)30時間、
（Hi）50時間、
（Eco）300時間
●電源：単1アルカリ乾電池×3本（テスト用付属）
●付属品:インテリジェントクリップ

LENSER-P7.2 974339

LENSER-P17.2 974341

土 木 資 材
蓄 光 用 品

ブラスター BR -1000R
●サイズ:φ43×185㎜ ●重量:約240g（電池含む） ●光源:高輝度チップタイプ白色LED×1灯
●明るさ:950ルーメン
●最大照射距離:約308m
●電 源：リチウムポリマー充電池
●充電時間：約3.5時間（USB充電式）
●実用点灯:（Hi）3時間、(Mid)8時間、
（Eco）30時間
●2m防水仕様（IP68）、2m落下耐久
PCなどのUSBから充電することができます。
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閃（セン）SG-335

BR-1000R 974363

携帯ライト／電子発炎筒

※下記の一部の製品は、生産が終了している場合がございますので
ご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。

LED Handy Light / LED Flaming Light
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製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

日常生活でも活躍するライトです。また、夜間に被災した際にあなたの身の安全を守ります。

LED強力ライト

スーパーLED強力ライト

●サイズ：約幅120×長さ210×高さ130㎜
●重 量：約330g（電池含まず）
●電 源：単1乾電池×4本（別売） ●材質：PP
●光 源:超高輝度白色LED×9灯
●明るさ：36ルーメン
●実用点灯：約150時間（アルカリ使用時）

高出力LEDサーチライト

●サイズ：幅110×長さ223×高さ127㎜
●重 量：約455g（電池含まず）
●電 源：単1乾電池×4本（別売）
●材 質：
（本体）ABS製
●明るさ：1W

●サイズ：約 幅125×長さ190×高さ148㎜
●重 量：約964g（電池含む）
●電 源：単1乾電池×4本（別売） ●材質:ABS
●明るさ：330ルーメン ●最大照射距離:約420m
●実用点灯:約21時間

災害用
保安用品

LED携帯ライト

保 存 食 品

LEDG-9 974215

HGH1411F 931110

充電式LED強力ライト G z Pro 04

●サイズ：φ103×183㎜ ●重量：360g（電池内蔵）
●光 源：パワーチップ型白色LED×1灯
●明るさ：約200ルーメン ●点灯時間：約2.5時間
●電源：専用充電池（Li-ion）2800mAh
●100Vコンセントに本体を挿して充電が可能です。
●停電時に自動点灯します。
（コンセントに挿した状態）

●サイズ：φ72×183㎜ ●重量：199g（電池内蔵）
●光 源：パワーチップ型白色LED×1灯
●明るさ：約120ルーメン ●点灯時間：約5時間
●電源：専用充電池（Li-ion）2200mAh
●100Vコンセントに本体を挿して充電が可能です。
●停電時に自動点灯します。
（コンセントに挿した状態）

GS-M04DR

974135

974136

HRL001F 974223

マグネット

各地で大人気の電子発炎筒です。パワーLEDを使用しています。

道路上で発炎筒の代わりとして使用できます。パワーLED使用の電子発炎筒です。視認距離は約1km（昼間）
●サイズ：約 幅155×奥行109×高さ70㎜ ●電源：単3乾電池×3本（別売） ●LED数：2W×9灯 ●LED輝度数：
（赤・黄・緑）300cd以上、
（青）160cd以上
●連続持続時間：約8時間 ●マグネット付きなので車両取付けが可能。 ●落下しても破損しにくい耐衝撃設計（ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備）
●防塵・防滴構造（IP54） ●付属の盗難防止フックを装着できます。

VK16H-H3Y（黄発光）720172

VK16H-H3B（青発光）720173

VK16H-H3G（緑発光）720174

●3面発光

●3面発光

●3面発光

●3面発光

●電池式

●電池式

●電池式

●電池式

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

VK16H-H3R（赤発光）720171

避難 ・ 救助
消 防 用 品

ニコハザード（電子発炎筒）

防 災 用 品
環 境 用 品

GS-M05DR

充電式LEDライト
●サイズ:φ６５×長さ２０5㎜ ●重量：約２３０ｇ
●電池：充電式 ●連続点灯時間：約１．
５時間
●充電時間：約５時間 ●材質：ABS製
●光源：スーパーＬＥＤ
（１ワットクラス）
●明るさ：約６０000ルクス

安全装着品

充電式LED強力ライト G z Pro 05

LK-114G 974414

土 木 資 材
蓄 光 用 品

発炎筒以上の効果を道路上で発揮します。

発炎筒が使用できない場所でも使用できます。

マグネット搭載なので車両に取り付けできます。
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LEDヘッドライト

※下記の一部の製品は、生産が終了している場合がございますので
ご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。

LED Headlight

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

災害用
保安用品

LEDヘッドライト

頭部に装着して使うタイプのLEDライトです。

ヘッドライト GT-301D

ヘッドライト GT-501D

保 存 食 品

周囲の明るさを感知して明るさを調整します。

手をかざすだけでスイッチ操作ができます。

シンプルで使いやすいベーシックモデル。

●センサーが周囲の光を感知し、状況に合わせて
自動調光するオートディマーモード搭載モデル。
●明るさ：
（Hi）210ルーメン
●照射距離：
（最大）約42m
●点灯時間：
（Hi）6時間、
（Mid）
12時間、
（Eco）
45時間
●電源：単3アルカリ乾電池×3本（テスト用付属）
●重量：約190g（電池含む）
●保護等級：IP66 ●2m落下耐久

●手を触れずにライトのON/OFF操作が可能です。
●明るさ：
（Hi）210ルーメン
●照射距離：
（最大）約42m
●点灯時間：
（Hi）6時間、
（Mid）
12時間、
（Eco）
45時間
●電源：単3アルカリ乾電池×3本（テスト用付属）
●重量：約180g（電池含む）
●保護等級：IP66
●2m落下耐久

●明るさ：
（Hi）210ルーメン
●照射距離：
（最大）約42m
●点灯時間：
（Hi）6時間、
（Mid）
12時間、
（Eco）
45時間
●電源：単3アルカリ乾電池×3本（テスト用付属）
●重量：約180g（電池含む）
●保護等級：IP66
●2m落下耐久

IP66

安全装着品

GT-301D 974371

IP66

GT-501D 974372

ヘッドライト GT-105R

IP66

GT-101D 974373

ヘッドライト GD-002D

Gシリーズ GH-003RG

防 災 用 品
環 境 用 品

USB充電タイプのベーシックモデルです。

コンパクトで携帯しやすいモデルです。

最大500ルーメンの高品質充電モデル

●明るさ：
（Hi）320ルーメン
●照射距離：
（最大）約54m
●点灯時間：
（Hi）4.5時間、
（Mid）
8時間、
（Eco）
45時間
●電源：リチウムポリマー充電池
●重量：約145g（電池含む）
●保護等級：IP66 ●2m落下耐久
●付属品：Micro USBケーブル（50cm）

●明るさ：
（Hi）50ルーメン
●照射距離：
（最大）約36m
●点灯時間：
（Hi）8時間、
（Eco）
16時間
●電源：単3アルカリ乾電池×1本（テスト用付属）
●重量：約55g（電池含む）
●保護等級：IP54
●1m落下耐久

●明るさ：
（Hi）500ルーメン
●照射距離：
（最大）約60m
●点灯時間：
（Hi）
12時間、
（Mid）
25時間、
（Eco）
55時間
●電源：リチウムイオン充電池、
または単3アルカリ乾電池×4本（別売）
●重量：約295g（電池含む）
●保護等級：IP66 ●2m落下耐久
●付属品：専用充電ケーブル、
ACアダプター（5V/2A）

IP54

IP66

IP66

避難 ・ 救助
消 防 用 品

GT-105R 974374

GD-002D 974375

GH-003RG 974376
※充電池単体でも充電が可能です。

ティカXP

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池
土 木 資 材
蓄 光 用 品
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ヘッドライト GT-101D

●ワイド・ミックス・スポットと複数のモードとカラー
があるので様々な状況に対応できます。
●4段階の白色光モード
（赤色光もあり）
●明るさ：
（ブースト）180ルーメン
●照射距離：
（ブースト）最大75m
●点灯時間：
（強）2時間、
（中）8時間、
（弱）100時間
●電子制御機能により、点灯中明るさを一定に保ちます。
●電源：単4アルカリ乾電池×3本（付属）
●重量：85g ●リチウム電池使用可

E99HNE 978235

タクティカプラス

ティカプラス

●近距離照射や迅速な行動に適したミックスビーム
（ワイドとスポットの組み合わせ）
を照射します。
●4段階の白色光モード
（赤色光もあり）
●明るさ：
（ブースト）160ルーメン
●照射距離：
（ブースト）最大60m
●点灯時間：
（強）2時間、
（中）8時間、
（弱）100時間
●電子制御機能により、点灯中明るさを一定に保ちます。
●電源：単4アルカリ乾電池×3本（付属）
●重量：85g ●リチウム電池使用可

●近距離照射や迅速な行動に適したミックスビーム
（ワイドとスポットの組み合わせ）
を照射します。
●4段階の白色光モード
（赤色光もあり）
●明るさ：
（ブースト）160ルーメン
●照射距離：
（ブースト）最大60m
●点灯時間：
（強）2時間、
（中）8時間、
（弱）100時間
●電子制御機能により、点灯中明るさを一定に保ちます。
●電源：単4アルカリ乾電池×3本（付属）
●重量：85g ●リチウム電池使用可

E89AHBN2 978236

E97HNE 978237

車両関連用品／回転灯

※下記の一部の製品は、生産が終了している場合がございますので
ご検討の際はお近くの営業所までお問い合わせをお願い致します。

Car Article / Electric Article
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製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

消防法適合品
FK-03（3リットル用）

●サイズ：幅378×高206×奥行248㎜
●板厚：0.7㎜ ●重量（本体のみ）
：約2kg
●材質：亜鉛メッキ鋼鈑（赤塗装）

FX-505（5リットル用） 854240

FX-520（20リットル用）854242

●サイズ：幅378×高138×奥行248㎜
●板厚：0.7㎜ ●重量（本体のみ）
：約1.6kg
●材質：亜鉛メッキ鋼鈑（赤塗装）

●サイズ：幅458×高254×奥行293㎜
●板厚：0.8㎜ ●重量（本体のみ）
：約3.1kg
●材質：亜鉛メッキ鋼鈑（赤塗装）

FX-510（10ℓ）

ガソリン携行缶（ステンレス製）

SK-674
（10リットル用）

SK-675（20リットル用）854244

●サイズ：幅360×高200×奥行255㎜
●板厚：0.8㎜
●重量（本体のみ）
：約2.8kg

●サイズ：幅360×高320×奥行255㎜
●板厚：0.8㎜
●重量（本体のみ）
：約3.6kg

安全装着品

流線型LED回転灯

SK-674（10リットル用） 854243

外突規制対応品

高寿命で省エネルギーな高性能のLED回転灯です。12V・24V兼用タイプ なので安心。
●サイズ：幅130×奥行189×高さ147㎜ ●シガーライター部にON／OFF操作ができる「手元スイッチ」付き
●マグネット保護プレート、4mコード、予備球付き
●ターンベルト駆動による消音設計

防 災 用 品
環 境 用 品

SKM-PHL-B 730132
SKM-PHL-Y 730131

SKM-PHL-R 730134
SKM-PHL-G 730133

油圧式フロアージャッキ（3t）

保 存 食 品

FX-505（5ℓ）

FX-510（10リットル用） 854241

854239

●サイズ：幅300×高128×奥行165㎜
●板厚：0.7㎜ ●重量（本体のみ）
：約1kg
●材質：亜鉛メッキ鋼鈑（赤塗装）

災害用
保安用品

ガソリン携行缶

LED回転灯 乾電池 中型（ニコカプセル）
単1アルカリ乾電池2本で、約10００時間の長寿命（赤・黄）
！
！

●最大耐荷重：3トン
●サイズ：
（本体）約 幅710×奥行き185×高さ180㎜
（サドル）約φ60㎜／肉厚約4㎜
●最高／低値：約530㎜／約148㎜
●ストローク：約382㎜
●重 量：約17.6kg

●底面にはマグネットと固定穴（ボルト3点留めが可能）があります。
●内部の切替スイッチで、回転（流動）
と点滅の切替可。
●サイズ：φ118×高さ157㎜
●LED数：
（全色）16個 ●IP55構造

※緑・青は
約200時間

避難 ・ 救助
消 防 用 品

タイヤ交換など車両整備の際に活躍します。

MEL-F-90（3t）

854222

VL11B-003AY

VL11B-003AG

VL11B-003AB

720111

720112

720113

720114

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

ブースターケーブル＆けん引ロープセット #990
車のバッテリー上がりによるエンジン始動不良のときに、
他の車のバッテリーと接続してエンジンを始動可能。

●白旗、手袋付き

●サイズ：
（TS-120）約 幅120×奥行270×高175㎜
（TS-100）約 幅100×奥行200×高150㎜
●重 量：
（TS-120）3kg （TS-100）1.5kg
●材質：ゴム製 ●滑り止め付き

●重量：2kg

MEL-990（ケーブル・ロープ）

TS-120（黒）854111

TS-100（黒）854112

TS-120Y（黄）854151

TS-100Y（黄）854152

土 木 資 材
蓄 光 用 品

ブースターケーブル ●DC12V ●50A ●長さ：3.5m
けん引ロープ（2t） ●収縮時：約1.4ｍ ●伸張時：約3.8m

タイヤストッパー（大型車用・普通車用）

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

VL11B-003AR

854228
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メガホン
（トラメガ）／レイニーメガホン
Electronic Megaphone / Waterproof Electronic Megaphone
製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

災害用
保安用品

メガホン（トラメガ）
様々な性能があるメガホンを小型から大型まで揃えました。避難先の誘導用、探索用としてご使用ください。

ER-1106

601511

●電源：単3×6本 or 単3×4本（バッテリースペーサー使用）
●出力：定格6W・最大10W ●通達距離250m
●重量：約660g

ER-1106W（ホイッスル音付）601512
●ホイッスル音付
●電源：単3×6本 or 単3×4本（バッテリースペーサー使用）
●出力：定格6W・最大10W ●通達距離250m
●重量：約680g

ER-1106S（サイレン音付）601513
●サイレン音付
●電源：単3×6本 or 単3×4本（バッテリースペーサー使用）
●出力：定格6W・最大10W ●通達距離250m
●重量：約680g

保 存 食 品
安全装着品

ER-1103

●電源：単3×4本 ●出力：定格3W・最大4W
●通達距離125m ●重量：約610g

防 災 用 品
環 境 用 品

ER-1115S（サイレン音付）601521

避難 ・ 救助
消 防 用 品

●サイレン音付
●電源：単2×6本 or 単3×6本（バッテリーアダプター使用）
●出力：定格15W・最大23W ●通達距離315m
●重量：約950g

ER-1115

601515

●電源：単2×6本 or 単3×6本（バッテリーアダプター使用）
●出力：定格15W・最大23W
●通達距離315m ●重量：約940g

ER-2115

601522

●電源：単2×6本 or 単3×6本（バッテリーアダプター使用）
●出力：定格15W・最大23W ●通達距離400m
●重量：約900g

ER-1115W（ホイッスル音付）601516
●ホイッスル音付
●電源：単2×6本 or 単3×6本（バッテリーアダプター使用）
●出力：定格15W・最大23W
●通達距離315m ●重量：約950g

ER-2830W（ホイッスル音付）601523
●ホイッスル音付 ●800MHz帯ワイヤレス対応
●電源：単1×10本 ●出力：定格30W・最大45W
●通達距離800m

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

※ホイッスル音付もあります

ER-2115W（ホイッスル）601528

レイニーメガホン（軽量・防水メガホン）
TS-521

土 木 資 材
蓄 光 用 品
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601514

601551

●軽量・防噴流・対衝撃性（レイニーメガホンタフ）
●電源：単3×6本 ●出力：定格4.5W・最大6W
●通達距離160m ●重量：約580g（電池別）

※スタンドなどのオプションがございます（別売）

軽量・防水・防塵のレイニーメガホンが耐衝撃性をUPして新登場！※電池は別売

TS-624

601555

●軽量・防水・対衝撃性（レイニーメガホンタフ）
●ホイッスル音付 ●電源：単3×6本
●出力：定格6W・最大10W ●通達距離250m
●重量：約630g（電池別）

TS-623R

601556

●軽量・防水・対衝撃性（レイニーメガホンタフ）
●サイレン音付 ●電源：単3×6本
●出力：定格6W・最大10W ●通達距離250m
●重量：約630g（電池別）

充電式LEDライト／LEDランタン／乾電池／充電池
Electric Materials
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製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
ご了承ください。

LEDランタン EX-777XP
●サイズ:約φ84×185㎜ ●重量:817g
●実用点灯:約72〜144時間
●明るさ:280ルーメン
●光 源:高輝度チップタイプ暖色LED×3灯
●付属品:ハンガーフック
●使用電池:単1形アルカリ電池×3本

高品質のリチウムイオンバッテリーを搭載したハイパワーLEDライトです。
●10WのハイパワーLEDチップが20個ついて全光束
500ルーメンの明るさを発揮!
●防雨型で吊り下げフック、強力マグネットも付いている
ので屋外でも大活躍!
●明るさを2段階のスイッチで切替可能です

EX-777XP

974134

LW-10-JOEHAND

974411

長期保存が可能なモデルなど、様々なラインアップがございます。用途に合わせてお選び下さい。

アルカリ乾電池（ロングライフ）
5年間保存が可能！
！信頼性の高い乾電池です。
（単5形・9V形の期限は2年）
●単1形 ●1.5V
●2個パック
●入数：100個

●単2形 ●1.5V
●2個パック
●入数：100個

●単3形 ●1.5V
●4個パック
●入数：200個

●単4形 ●1.5V
●4個パック
●入数：200個

●単5形 ●1.5V
●2個パック
●入数：200個

安全装着品

乾電池

保 存 食 品

●サイズ:約φ44×303㎜ ●重量:300g
●光 源：白色LED×20個（10W）
●明るさ:500ルーメン
●電池仕様:7.4V/2200mAh リチウムイオン電池
●連続点灯時間:Hi/2時間 Lo/4.5時間
※連続点灯時間は初期値から50%の明るさまで落ちる
までの目安です。
●充電時間:8時間
●付属品：ACアダプター、DC12V専用カープラグ

災害用
保安用品

ジョーハンドランプ（充電式LEDライト）

LR1F 875339

LR20F 875335

LR14F 875336

LR6F 875337

マンガン乾電池（黒）

6LR61F 875341

LR03F 875338

防 災 用 品
環 境 用 品

●9V形 ●9V
●1個パック
●入数：100個

マンガン乾電池（赤）

●単2形 ●1.5V
●2個パック
●入数：200個

●単3形 ●1.5V
●4個パック
●入数：400個

●単1形 ●1.5V
●2個パック
●入数：200個

●単2形 ●1.5V
●2個パック
●入数：200個

●単3形 ●1.5V
●4個パック
●入数：400個

R20PUC 975121

R14PUC 975122

R6PUC 975123

R20PSC 975131

R14PSC 975132

R6PSC 975133

日本製で低自己放電タイプの充電池。充電5年後でも約70パーセントの容量が残ります。

エネループ単3形充電器セット（スタンダード）
●急速充電器とエネループ単3形×4本のセットです。
●単4形の充電も可能です。 ●電池容量：min.1900mAh

●電圧：1.2V

875308

※充電式エボルタにも対応します。

●電圧：1.2V

K-KJ55MCC04
（充電器+単4×4本セット）

875309

※充電式エボルタにも対応します。

BK-3MCC/4（単3×4本）

BK-4MCC/4（単4×4本）

875301

875303

※電池のみ

土 木 資 材
蓄 光 用 品

K-KJ55MCC40
（充電器+単3×4本セット）

エネループ単4形充電器セット（スタンダード）
●急速充電器とエネループ単4形×4本のセットです。
●単3形の充電も可能です。 ●電池容量：min.750mAh

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

エネループ（ニッケル水素充電池）

避難 ・ 救助
消 防 用 品

●単1形 ●1.5V
●2個パック
●入数：200個

※電池のみ
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土のう袋
Engineering Works Materials

災害用
保安用品

土のう袋

強力土のう

●オーソドックスな土のうです。
●サイズ：横480×縦620㎜
●材質：ポリエチレン ●入数：400枚

保 存 食 品

WPD-W1（白）704511

●重量物を入れる時に便利な強力タイプです。
●サイズ：横480×縦620㎜
●材質：ポリエチレン、UV材 ●入数：200枚

WPD-W2（白）704111

安全装着品

トラ土のう袋
●注意喚起に役立つ土のうです。
●サイズ：横480×縦620㎜
●入数：200枚

UVクリア土のう（半透明）

●長中期工事の使用に最適な土のうです。
●サイズ：横480×縦620㎜
●材質：ポリエチレン ●入数：400枚

WPD-W3（クリア）704112

OD土のう（国産）

PP強力カラー土納袋

●自衛隊、林野庁などで使用されています。
●緑に溶け込む色が環境美化に役立ちます。
●サイズ：横480×縦620㎜ ●入数：200枚

防 災 用 品
環 境 用 品

WPD-T1（黄/黒）

WPD-OD1

704513

704516

枕土納袋

●カラフルなカラー土のう袋です。
●サイズ：横480×縦620㎜
●入 数：200枚 ●打ち込み本数12×12

WPD-W12B（青） 704521
WPD-W12R（赤） 704522
WPD-W12Y（黄） 704523
WPD-W12GL（グレー） 704524
WPD-W12G（緑） 704525

植生土納袋

避難 ・ 救助
消 防 用 品

●細長い土のう袋で砂などを入れて、重しとして使う
のに適しています。
●サイズ：横250×縦900㎜
●入数：200枚

ガラ袋

●土納袋に植物の種子が付着しており、中に土を
入れてしばらく外に置いておくと草が生えて
きます。季節を問わず使用できます。
●サイズ：横480×縦620㎜ ●入数：200枚

●土のう袋よりも大きいサイズなので、資材・廃材の
回収運搬や保管に最適です。
●サイズ：横600×縦900㎜ ●入数：200枚
●透明ガラ袋もございます。

WPD-GD1

704113

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

WPD-PD1

WPD-G1

704517

704515

UV土のう（黒・緑）

スーパー土のう

土 木 資 材
蓄 光 用 品

●紫外線劣化防止材（UV）
を添加したカラー土のうです。 ●国産
●サイズ：横480×縦620㎜ ●対候性能：
（黒）約3年、
（緑）約2年 ●入数：200枚

WPD-W3K（黒）

704114
WPD-W3G（緑）

704115
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●スーパー土のうには、口部下25cmの所にブラックのラインが入っています。
そのラインまで砂を入れると約25kg入るという目安となります。
●サイズ：横480×縦620㎜ ●入数：200枚 ●国産

WPD-SP1（白）

704512

土のう袋／フレコンバッグ
Engineering Works Materials
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（登録番号 CG-110007-A）

登録済み製品

河川・道路などの災害復旧工事に長期間対応する黒い大型土のうです。
●(社)全国防災協会設置ガイドラインと(財)土木研究センター「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルに適合し、長期対応型と標準型を用意しています。
●サイズ：約 φ1300×高さ1870 ㎜ ●材質：ポリプロピレン ●容量：1m3 ●最大充填質量：20kN／m3

MKバッグ PP900H

MKバッグ PP300H

●耐候性能：約3年（耐候性試験：900時間クリア）

災害用
保安用品

NETIS

耐候性大型ブラック土のう（MKバッグ）2ton

●耐候性能：約1年（耐候性試験：300時間クリア）

1300

1300

770

1100

1100

1100

保 存 食 品

770

1100

PP300H 705567

耐候ブラックフレコン・1ton
河川・道路などの工事や運搬・保管に長期間対応する黒い大型土のうです。
●土木現場での使用以外にも運搬・保管など一般的なワンウェイフレコンでは使用困難を要する過酷な環境条件にも対応できるよう耐候性試験を300時間クリアしました。
●サイズ：約 φ1100×高さ1900 ㎜ ●材質：ポリプロピレン ●容量：1m3 ●最大充填質量：10kN／m3 ●耐候性能：約1年（耐候性試験：300時間クリア）

安全装着品

PP900H 705566

防 災 用 品
環 境 用 品

800

1100

1100

避難 ・ 救助
消 防 用 品

BK300H 705568

フレコンバック（コンテナバック）
大量の砂や土砂などを入れて運んだり、移動させたり、また積み上げて
土留めとして使うのに適しています。

角型(1トン用）
●サイズ：約 □860
×高さ2000㎜

丸型A(1トン用）
●サイズ：約 φ1100
×高さ2430㎜

丸型B(1トン用）
●サイズ：約 φ1100
×高さ1880㎜

丸型C（全開排出口付）
●サイズ：約 φ1100
×高さ2630㎜

半トンバック
●サイズ：約 φ900
×高さ1350㎜

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

●反転ベルト付きや排出口付きなど、様々なタイプがございます。
●抜群の強度があり、作業性が向上します。
●土木、災害対策に利用される製品です。
●材質：ポリプロピレン
●入数：10枚

900

土 木 資 材
蓄 光 用 品

550

800

WPD-CB1 705561

WPD-CB2 705562

WPD-CB3 705563

WPD-CB4 705564

WPD-CB5 705565
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ブルーシート／ロープスティック／土のう袋
Engineering Works Materials

災害用
保安用品

ブルーシート
薄手タイプと厚手タイプ（♯3000）がございます。
※その他のサイズは別途
お問い合わせ下さい。

薄手タイプ
●サイズ：3.6×5.4m

厚手タイプ（♯3000）
●入数：10枚

●サイズ：3.6×5.4m

●サイズ：5.4×7.2m

●入数：10枚

●サイズ：5.4×7.2m

FPC-720BT 690512

保 存 食 品

●サイズ：10×10m

●入数：10枚

FPC-540B 690514

FPC-540BT 690511

●入数：10枚

FPC-720B 690515

●入数：5枚

●サイズ：10×10m

FPC-100BT 690513

●入数：2枚

FPC-100B 690516

（登録番号 CG980004）

NETIS

ビービーワーカー

登録済み製品

土のう専用袋詰め器です。作業時間を大幅に短縮でき、均一土量で土のうを製作できます。
●材質：ABS樹脂 ●組み立て式 ●大型土のう用もございます。
●重量：
（BBW-4）約5kg、
（BBW-16）約20kg
●土のう移動器もござます。

安全装着品
防 災 用 品
環 境 用 品

BBW-4 704311

BBW-16 704312

●□540×高さ280㎜

●□1080×高さ280㎜

ロープスティック

木杭
扱いやすいシンプルな木の杭です。

RST-1W（メッキ） 727513

※発注単位の本数は変動する場合がございます。
その都度お問い合わせ下さい。

●サイズ：φ16×1400㎜

避難 ・ 救助
消 防 用 品

RST-2W（橙色塗装）727514

WDK-L6 650611

●サイズ：φ16×1400㎜

●サイズ：□45×長さ600㎜

RST-6W（メッキ）727517

●サイズ：φ16×1500㎜

RST-7W（橙色塗装）727518

WDK-L10 650612
●サイズ：□45×長さ1000㎜

●サイズ：φ16×1500㎜

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

吸水土のう（土NO袋）
土のいらない、水だけで膨らむ、緊急用土のう袋です。
いざという時、土がない都市部でのゲリラ豪雨対策に好適です。
●膨らませるときは水に浸すだけ、3分以内で15〜20kgまで膨張。
●後始末が容易、マルメルト
（別売り）で分解処理、使いやすさ抜群。
●材質：
（袋本体）不織布 （吸水剤）吸水性ポリマー （滑り止め）天然ゴム

土NO袋 標準型

土 木 資 材
蓄 光 用 品

●サイズ：横400×縦600㎜
●重 量：
（吸水前）0.35kg （吸水後）15kg
●入 数：50枚

WPD-M700 705541
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土のう移動器（ビービーハッカー）もござます。

（登録番号 HR-080023-A）

NETIS
登録済み製品

土NO袋 新箱型
●サイズ：横300×縦500×高さ200㎜
（内寸：横100×縦200×高さ190㎜）
●重量：
（吸水前）0.38kg、
（吸水後）20kg ●入数：50枚

WPD-M732 705542

吸水前の土NO袋（約350g）
を20cm以上の
水槽等に入れ、全体をよく揉みほぐすと、
約3分で15〜20kgまで膨張します。

土のう袋／オイル吸着剤
Engineering Works Materials

災害用
保安用品

吸水土のう（ウォーターゲルbag）
「吸水速度が早い」
「緊急時すぐ使える」
「地球に優しい」など
三拍子揃った土のうです！吸水樹脂に水が接触すると常温で
5分〜10分位で膨張して自重の約50倍の重量になります。
●用途：家屋への浸水防止、防災現場の水対応、地下施設への流水防止、崖崩れ防止など。
●入数：50枚

WPD-#1500 704514

●サイズ：600×400×30㎜

●入数：40枚

WPD-#2000 704518

●サイズ：700×500×30㎜

●入数：30枚

WPD-#3000 704519

（登録番号 QS-090037-A）

油液処理キット（オイル吸着剤）

NETIS

油公害を無くし、地球環境を守る商品です。

緊急用油液処理キット

登録済み製品

緊急用油液処理キット（小型タイプ）
●サイズ：幅500×奥行330×高さ550㎜
●キット合計吸着量：71.4kg
●重量：3.7kg

OFKIT-S3 826112

OFKIT-L4 826111

油液処理キット ミニ
●重量：1.5kg

●サイズ：幅330×奥行330×高さ550㎜
●キット合計吸着量：38kg

OFKIT-H3 826113

●重量：2.5kg

OFKIT-M4 826114

防 災 用 品
環 境 用 品

油液処理キット ハンディ
●サイズ：幅330×奥行320×高さ545㎜
●キット合計吸着量：18.8kg

安全装着品

●サイズ：幅1000×奥行330
×高さ570㎜
●キット合計吸着量：158kg
●重量：7.5kg

保 存 食 品

●サイズ：600×350×25㎜
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避難 ・ 救助
消 防 用 品

ピグブランドは高品質な製品を提供しています。ニューピグは産業界における吸収材の製造元のリーダーです。

水は吸収せずに油のみを吸収するマットです。

※ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。

品

番

サ

イ

ズ

MAT-401A
MAT-403A

入り数/箱

吸 収 量

100枚

約836mℓ/枚、約83.6ℓ/箱

50枚

約836mℓ/枚、約41.8ℓ/箱

200枚

約418mℓ/枚、約83.6ℓ/箱

MAT- 403A 823113

横510×縦380×厚さ3㎜

MAT- 415A 823114

横510×縦380×厚さ3㎜

MAT- 423A 823115

横510×縦380×厚さ1.5㎜

MAT- 426A 823116

横760×縦760×厚さ3㎜

MAT- 401A 823117

幅760㎜×長さ45m×厚さ3㎜

1巻/袋

約150.5ℓ/箱

MAT- 454

横510×縦380×厚さ2㎜

100枚

約658mℓ/枚、約65.8ℓ/箱

823118

50枚

土 木 資 材
蓄 光 用 品

●明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
●水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
●高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、
マットを持ち上げても垂れ落ちません。
●均等に配置されたボンディングポイントがより
多くの液体をすばやく吸収します。
●ミシン目が入っているので簡単にカットでき、
無駄なくお使いいただけます。
●3種類の厚みからお選びください。
●MAT- 403AとMAT- 454はディスペンサーボックス入り。
●MAT- 403AとMAT- 401Aは型式承認取得。

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

ピグ・油専用エコノミーマット

約2.5ℓ/枚、約125.4ℓ/箱
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耐震マット／消防標識
Earthquake-proof mat / Construction Site Mark

災害用
保安用品

耐震マット プロセブン

プロセブンは、震度7クラスの地震からあなたの生命と財産を守ります！

プロセブンの耐震マット（転倒防止マット）は、耐震試験や接着力試験をはじめ、多くの公的機関の安全基準に合格・認定を
受けた全省庁入札資格保有製品です。
大型サーバー・ロッカー・キャビネット・コピー機・食器棚の転倒防止用

保 存 食 品
P-N2016L 900114

P-N30L 900111

安全装着品

●サイズ：20×20×5㎜
●耐震荷重：64kg（16枚）

P-N40L 900112

●サイズ：30×30×5㎜
●耐震荷重：40kg（4枚）

設置例（オフィス向け）

●サイズ：40×40×5㎜
●耐震荷重：64kg（4枚）

P-N50L 900113
●サイズ：50×50×5㎜
●耐震荷重：100kg（4枚）

工事不要でオフィスのBCP対策に最適！
（ PCモニター・サーバー・ロッカーなど ）

防 災 用 品
環 境 用 品

P-N1001L 900115
●サイズ：100×100×5㎜
●耐震荷重：100kg（1枚）

避難 ・ 救助
消 防 用 品

高輝度蓄光式誘導標識

太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄光し、暗所で発光します。

SNシリーズ（避難口明示標識）

● 総務省消防庁告示第5号（2006年）

消防用設備等認定（HP-012号）

消防用設備認定の厳しい基準をクリアした製品です。ステッカータイプだから施工が簡単です。
日本初、地球に優しい脱塩ビ製品。誘導灯と比較して省エネでランニングコストもゼロ。

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

●サイズ：横360×縦120㎜

●材質：PET、ウレタン、アクリル系粘着剤

SN801 831111

SN802 831112

貼るだけの
ステッカータイプ！

SN803 831113

SN804 831114

Gシリーズ（避難方向明示標識）ノンスリップタイプ
耐摩耗性、強度に優れ、人通りの多い通路の床等に最適です。特殊な中間膜にガラスを接合した構造で
高い安全性を実現しており、高級感ある外観なので美観を重視する施設にもおすすめです。

土 木 資 材
蓄 光 用 品
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●サイズ：横300×縦100×厚さ15㎜

GN-LES902 832111

ノンスリップ
ガラス表面

●材質：強化ガラス、PET、ウレタン

●暗所時

GN-LES901 832112

GN-LES903 832113

高輝度蓄光標識／高輝度蓄光テープ
Photoluminescent path markings
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災害用
保安用品

高輝度蓄光式標識
夜間も目視することができる
蓄光タイプの標識です。
●お客様のご希望に合わせて製作が可能。
●面板は全て製作例となります。
●詳しくは弊社までお問い合わせください。

超高輝度蓄光式テープ（スーパーアルファ・フラッシュ）

保 存 食 品

特注品
承ります。

特に夜間、足下等のフィールドを明確に示します。

世界最高水準の明るさ！
！ 低照度の環境（白色蛍光灯30ルクス以上）でも光を蓄え、発光します。
蓄光安全板のJIS規格で最上級のJDクラスに対応しています。

消防防災用設備機器
性能認定品

安全装着品

●光の遮断後、10時間以上の視認可能残光能力を保持しています。
●材質：PET、ウレタン、アクリル系粘着剤

暗所時

通常時

サ

901211

SAF2505

901212

SAF052415 901213

イ ズ

防 災 用 品
環 境 用 品

品 番
SAF1005

備考

幅10 ㎜×5m巻
幅25 ㎜×5m巻
(1)幅 5㎜×240㎜…15本

(2)φ10 ㎜（丸型）…3個

高輝度蓄光式テープ（アルファ・フラッシュ）

階段・手すり用

●官公庁や大手企業、病院などの他 国外においても採用実績を持つ高輝度蓄光素材です。
●材質：PET、ウレタン、アクリル系粘着剤

暗所時

通常時

サ イズ

品 番

サ イズ

品 番

サ イズ

幅10 ㎜×1m巻

AF2001 901113

幅20㎜×1m巻

AF5010 901116

幅50㎜×10m巻

AF1501 901112

幅15 ㎜×1m巻

AF2505 901114

幅25㎜×5m巻

オーバーコートフィルム（床用）

カットシート／ロールタイプ
●様々なサイズの蓄光式テープです
●原反もございます。
（ AFRT）

AFRT
●サイズ：幅50㎜×5.2m巻

OC 5010（50㎜幅用） 901118

●サイズ：幅75㎜×10.2m巻

品 番

サイズ

AFB5 901121

B5版 182×257㎜

AFB4 901122

B4版 257×364㎜

AFA4 901123

A4版 210×297㎜

AFA3 901124

A3版 297×420㎜

AFSH 901125

475×1050㎜

AFSZ 901126

950×1050㎜

AFRT 901127

土 木 資 材
蓄 光 用 品

●α-FLASH等の表面保護をします。 ●材質：PET／ウレタン／アクリル系粘着剤

OC2505（25㎜幅用） 901117

電材 ・ 車両
照明 ・ 電池

品 番
AF1001 901111

避難 ・ 救助
消 防 用 品

消防防災用設備機器
性能認定品

特に夜間、足下のフィールドを明確に示します。

950㎜×10m巻
※印刷等 特注品承ります。
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トーグ安全工業の商品を、全て確認することができる

総合カタログがございます。
ご希望の方は、お近くのトーグ安全工業 営業所へお問い合わせいただくか、
トーグ安全工業公式ホームページよりご請求ください。

また公式ホームページには、パソコンでご確認いただける電子
（Web）
カタログがございます。
※スマートフォン、
タブレット、その他パソコン以外の端末では上手く表示されない場合がございます。
ご了承ください。

場

T E L (06)6633-1281

FAX (06)6631-0496

〒556−0001 大阪市浪速区下寺３丁目16番８号

□大 阪 営 業 所

T E L (072)331-8600

FAX (072)331-8061

〒580−0046 大阪府松原市三宅中８丁目５番１号

□松

場

T E L (072)331-8579

FAX (072)334-8913

〒580−0046 大阪府松原市三宅中８丁目５番１号

□神 戸 営 業 所

T E L (078)652-8750

FAX (078)652-8751

〒652−0893 神戸市兵庫区南逆瀬川町2番地31

□ 首都圏営業所・川崎

T E L (044)865-3411

FAX (044)866-8161

〒213−0015 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷３丁目３番地12号

□ 首都圏営業所・千葉

T E L (047)378-2371

FAX (047)378-2312

〒272−0015 千葉県市川市鬼高4丁目13番24号

□名 古 屋 営 業 所

T E L (0567)95-4881

FAX (0567)95-6082

〒497−0058 愛知県海部郡蟹江町富吉3丁目254番

□福 岡 営 業 所

T E L (092)523-1243

FAX (092)524-4744

〒810−0033 福岡市中央区小笹１丁目17番38号

□北 海 道 営 業 所

T E L (0144)55-7001

FAX (0144)55-7002

〒059−1366 北海道苫小牧市あけぼの町１丁目１番１号

□東 北 営 業 所

T E L (0237)48-2050

FAX (0237)48-2055

〒999−3761 山形県東根市大字神町字西原1117番

□山

T E L (0237)48-2050

FAX (0237)48-2055

〒999−3761 山形県東根市大字神町字西原1117番

□本

社 ・ 工

原

形

工

工

場

トーグ ホームページアドレス

http://www.tougu.co.jp

※安全を願うニーズ、開発（研究・技術）のため、製品を予告なく改良、変更することがあります。 ※写真はイメージです。 ※各製品に工業所有権を取得しています。
※各製品の色は、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。 ※品切れの際はご容赦下さい。 ※無断転載を禁じます。

