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●印刷物と実際の商品とで色味が若干異なる場合があります。　●本カタログの表示
価格は（株）シグナルの個人顧客様向け通信販売価格となります。　●商品仕様および
取り扱い価格は予告なく変更する場合があります。また、早期完売する場合がありま
す。　●無断転載・複製を禁じます。

WEB限定商品もご用意しております
Signalオフィシャルホームページ　https://www.signalos.co.jp

株式会社シグナル
〒733-0833 広島市西区商工センター2丁目2-25
Tel/0120-607-444 E-mail/info@signalos.co.jp

お問い合わせ

●お電話・インターネットにてご注文を承っております。●送料は全国一律600円となり
ます。ただし、商品のご注文合計金額が1万円以上の場合は無料です。　●商品お届け
時に納品請求書・領収書等が必要な場合は備考欄にその旨をご記入ください。　●返
品・交換をご希望の際は、お届け商品に同梱してある「返品交換票」をご用意の上、
0120-607-444までお電話ください。　●見積りのみをご希望の場合は別途見積依頼
書をご用意します。詳しくはお問い合わせください。

通信販売でのご購入

保存版 緊急時 連絡リスト

■安否確認 怪我はないか、無事避難できたかを確認できる緊急連絡先をまとめておきましょう。

■避難時携行品 直前に慌てないよう、メガネや常備薬などの必須携行品リストを書き出しておきましょう。

記入日
年 月 日

119 110 171

［カタログ有効期限］ 2018年 11月4日日
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Vol.09

̶プロが選ぶ防災用品̶

火災・救急 事故・事件 聞く・伝える
消防 警察 伝言ダイヤル

緊急避難先 自分や家族の合流予定場所を
あらかじめ決めておきましょう。

連絡 間柄 血液型 連絡先生年月日名前
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子どもたちに持たせておきたい
「かぞくのやくそくカード」が付属

巻末にまとめられた
災害対策情報ページ

防災・減災の基本は、まずは自分
の命を守ること。「いざ」というとき
に自分にしかできないこと、自分だ
からこそ、「今」できることがありま
す。普段の生活に防災・減災の
意識を持つことから始めましょう。

一人では逃げられない人
を一人にさせない。その思
いの一つひとつが、過去
の災害で多くの人を救い
ました。少数精鋭の救助
隊を待つことだけがゴー
ルではありません。声を掛
け、手を取り合えばきっと
大きな力になります。

「想定外」に対峙すること
を想定し、大規模災害に
も備える確かな力。ただし、
行政が被災すればその機
能は麻痺します。公助の
限界は「現実」に起こりう
ること。だからこそ、頼るだ
けでない自助・共助の力
がとても重要なのです。

防災・減災の基本は
「自分」

自分の大切なものを
守ること

自助人が集まれば
力になる

地域や企業、民間で
協働すること

共助
多くの助けを

必要とする場所で

行政による救助・支援・
復旧活動

公助

防災グッズを持ち歩く／非常持ち
出し袋を用意する／備蓄を常備す
る／住宅を耐震補強する／家族の
連絡先を控えておく／自治体のハ
ザードマップを確認しておく／緊急
避難先を決めておく／応急手当の
知識を身に付けておく／防災訓練
に参加する　etc...

「自分」から始める
防災・減災の取り組み

消防をはじめとする公的機関活動や安全・防災管理の現場をサポートする（株）シグナルが非
常時に本当に必要とされる災害対策品について独自のリサーチを重ね、

という3つの視点において関連アイテムを厳選し、国内の防災・減災の取り組みの促進を図る
目的で発行する「災害対策品」カタログです。
掲載アイテムについてのご購入やお問い合わせについては裏表紙をご覧ください。

防災啓発アイテム
D i s a s t e r  Managemen t  Good s
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災害や病気の緊急時に
情報を知らせる保管キット
救急車を呼んだときに「意識がない」場合でも
持病や緊急連絡先などを伝えるための保管キット。
「いざ」というときに備えて今日から取り組める防災アイテム。

1,080円（税込）41325
商品番号

冷蔵庫保管医療情報キット
（防災グッズ入り）

［サイズ］ケース：直径6.6cm×高さ21.8cm　シール：直径5.9cm　
マグネット：直径5.9cm　防寒シート：縦130cm×横210cm　ホイッ
スル：直径1cm×長さ7.6cm　［重量］160ｇ　［材質］保管ケース：
PP、PVC　防寒シート：アルミ蒸着PET　ホイッスル：アルミニウム
簡易トイレ：PE

学校で ご家族で
みんなで育む自己防災力

消防士の思いから生まれた
子どもたちのための防災絵本

防災意識が高まる
啓発トイレットペーパー

災害対策マニュアルが
入った防災セット

元国際レスキュー隊員の神谷サニー氏が、過去に自らが
救助活動にあたった災害や事故の話などをもとに、
命を守るヒントをイラストと写真でわかりやすく解説。

12,310円（税込）47600
商品番号

みんなで防災アクション！ 全３巻

［仕様］各48ページ・A4変形判　［著者］神谷サニー
［出版社］評論社

130円（税込）41322
商品番号

火の用心
トイレットペーパー

［サイズ］幅11.4cm×長さ30m（2枚重
ね）　［材質］再生紙100％

1,296円（税込）61001
商品番号

地震がおきたら

［企画協力］神戸市消防局　［原案］谷敏行
［文］畑中弘子　［絵］かなざわまゆこ　［ペー
ジ］29ページ　［サイズ］縦21.5cm×横
20.5cm　［出版社］BL出版

580円（税込）60820
商品番号

災害対策 防災5点セット

［サイズ］ポーチ：縦12cm×横17cm　アルミシート：縦130cm×横
210cm　［材質］ポーチ：ポリエステル　マスク：ポリエステル　ホイッス
ル：PS　アルミシート：アルミニウム

かさばらない大きさの
型押しタオル

220円（税込）
41320
商品番号

火の用心プレスタオル
コイン型

［サイズ］圧縮時：直径
6cm×厚さ0.7cm　展開
時：縦27cm×横27cm
［材質］綿100% 

セット
7点

防災、そして減災。
大切なのは、
自分たちの力。
災害を起こさないための防災も、
起きてしまった災害被害を最小限に抑えるための減災も、
一人ひとりの意識によって力を持ち始めます。
小さな取り組みからでも構いません。
今日からできることを「自分」から始めてみましょう。

■著者プロフィール　神谷サニー（Sunny Kamiya）
元福岡市消防局レスキュー隊小隊長。元国際緊急援
助隊所属。元ニューヨーク州救急隊員。台風下の博多
湾で起きた韓国籍貨物船事故で4名を救助し、内閣
総理大臣表彰授与。人命救助者数は1500名を超え
る。世田谷区防災士会理事。日本防災教育訓練セン
ター代表理事。防災コンサルタント、セミナー、講演
会など日本全国で活躍中。

［セット内容］
●保管ケース　●シール　●マグネット　●情報用紙
●ホイッスル　●防寒シート　●緊急簡易トイレ

［セット内容］
●ポーチ
●災害対策マニュアル
●マスク
●ホイッスル
●アルミシート

子どもたちのための防災絵本

全3巻
1 台風や地震から身を守ろう
2 交通事故や火事から身を守ろう
3 けがや熱中症から身を守ろう

コピーして使える
アクションシート付

「みんなで防災アクション！」刊行によせて

　子どもたちには生まれてきた楽しみとして、たく
さんの夢と希望があります。これから起こり続ける
さまざまな大災害を、【自己防災力と自助モラル】
で乗り越えられる大人になって、「夢と希望」の実現
に挑戦し続けて欲しいという願いから、この本を書
かせていただきました。この本は、「読む」本という
より、「見て使う」という構成になっています。どう
ぞ、学校で、また、ご家族で防災アクションを体験さ
れてみてください。きっと新しい「気づきときっか
け」を得られると思います。みなさまのお子さまや
ご家族がいつまでも安全に生活できますように。

Sunny Kamiya

「自助」 をテーマに選ぶ個人主体の備え
「共助」 のきっかけとなる共同購入目的品
「公助」 を対象とする安全な災害対策本部備品

Produced by

■対象年齢／小学校中学年から

－生活の中で備えに取り組む－

2018. SPRING ▶ SUMMER

NEW
持ち運びに便利なサイズの防災セット。
軽量なのでカバンに入れていても気になりません。
記念品や粗品としても最適です。

セット
5点

こちらの絵本に関する詳しい紹介は
ホームページをご覧ください

﹇
特
集
﹈
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考えてみよう、自分なりの
災害対策品特集

Cove r  S t o r yCo v e r  S t o r y

01

●防風、防寒、防雨アイテム
●下着や靴下などの着替え
●ブランケット ●簡易マット、寝袋
●耳栓 ●ウェットティッシュ
●トイレットペーパー ●タオル、手拭い
●清潔ケア用品 ●簡易トイレ
●ウォーターバッグ

●飲料水 ●非常食

●ライト　　　　
●予備乾電池
●モバイルバッテリー
●作業手袋
●ライター
●カイロ
●ロープ
●食品用ラップ　

●現金（小銭）
…公衆電話や自動販売機の
　利用に
●免許証や保険証
…身分証明がスムーズ

貴重品
●携帯電話
…情報から孤立しないことも
　防災・減災の基本
●メモ帳＆ペン
…とっさのメモや伝言カードに
●家族の写真
…はぐれてしまった際の
　手掛かりに

●ホイッスル
●マルチツール
●携帯食
●ミニライト

NEW
1,080円（税込）28143

商品番号

防災マルチツール

［サイズ］幅10.5cm×高さ2.5cm×奥行2cm　
［重量］130ｇ　［材質］ステンレススチール、
ABS　［付属品］合皮ケース

イエロー 590円（税込）12001
12005

商品番号

レサシ
フェイスシールド
キーホルダー

［サイズ］縦4cm×横7cm（フェイスシールド1枚入り）
※キーホルダー金具の色は入荷時期により写真と異なる
場合がございます。あらかじめご了承ください。

ブルー

イエロー

ブルー

いつでも肌身離さず！

NEW2,700円（税込）28148
商品番号

３WAY防災バッグダブル

［サイズ］幅28cm×高さ35cm×奥行15ｃｍ　［重量］520ｇ　
［材質］ポリエステル

収納力抜群の
3WAY防災バッグ

1,510円（税込）

1,620円（税込）

13085
商品番号

ドライバッグ
10L

抗菌消臭
ランドリーバッグ（M）

［サイズ］幅28cm×高さ35cm×奥行15ｃｍ　［重量］520ｇ
［材質］ポリエステル

［カラー］ブラック　［サイズ］縦
43cm×横35cm　［材質］抗菌
消臭加工ナイロン

ブラック

13086オレンジ

13087ターコイズブルー

普段から持ち歩きたい
減災アイテムを選ぶ

Disaster

Management

Goods

外出先で被災した場合、ライフライン
が絶たれた場合、怪我をした場合…
「災害」に対する想像力を働かせ、自
分を守るために必要な品目を事前に
用意しておきましょう。

02 命を守るための
アイテムを用意

非常時に役立ちそうな手回り品や貴重品をコンパクトにまとめて、いつも
携行する習慣を取り入れましょう。外出先で被災した際や、緊急避難時の
行動力を支えます。

03 いざというとき、ためらわず
避難行動できるように

安全な場所への避難行動、避難先で必要な身の回り品を専用
バッグにまとめておけば、被災時に自分が取るべき行動があら
かじめ予測でき、自分なりの減災を実行することができます。

転倒・落下事故による負傷を防ぐため、頭部を守るヘルメット、視界を確保するライト、
安全な場所へ移動するためのシューズをすぐ取り出せる場所に用意しておきましょう。

PICK UP

MEMO MEMO

MEMO

汎用性の高いアイテム

image photo

外側７ポケット

誰でも使える人工呼吸用シート

応急手当にも
役立つ!

助けを呼ぶ際の携帯ホイッスル

両サイドに
落下防止
リール付

●ハンカチ、ティッシュペーパー
●マスク
●持病薬、救急用品
●ポリ袋

540円（税込）61141
商品番号

ツインウェーブ

［サイズ］幅52mm×高さ16mm×奥行19mm
［材質］ABS、エラストマー

●一枚のお皿を水洗いなしで何度でも
●埃除けや風除け、割れたガラスの
　応急処置に
●包帯や三角巾代わり、感染防止にも
●体に巻いて防寒対策に
●壁面に貼り付けて伝言板に
●ねじれば紐状に

4,970円（税込）41331
商品番号

防災用ヘルメット IZANO

［頭囲］55.5cm～62cmに適応（目安）　［重量］約450g 
［材質］ABS樹脂　［付属品］収納袋

NEW

3,780円（税込）28139
28140

商品番号

ＥＸ．ハードキャップ（あご紐付）
英国EN812A1規格
耐衝撃吸収性能試験合格
耐貫通性能試験合格

厚生労働省保護帽規格
国家検定合格品（墜落時保護用／飛来落下物用）

［頭囲］53cm～63cm　［重量］216ｇ　［材質］ポリエステル、綿、PE、EVA

グレー

オレンジ
使用時収納時

←
→

開口部を巻き折り、左右のフックを留めるだけ。
いざというときには水も運べます。

耐久性に優れた万能防水バッグ

汚れものの一時収納に。臭いと菌の発生を抑えます。
抗菌・防臭・消臭のトリプル効果！

19703ブラック

830円（税込）60241
商品番号

スマート
エマージェンシーボトル

［サイズ］直径７.3cm×高さ18.8cm　［材質］
AS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチ
レン、アルミニウム

［セット内容］
●ウォーターボトル
　600mℓ
●カラビナ
●ホイッスル
●アルミブランケット
●ライト ※単3電池別売

ひとつ持っておくだけでも防災・減災

情報

防災グッズ

生活用品 食品

行動サポート

P９をチェック！ P5をチェック！

P8をチェック！

あご紐付属

4,950円（税込）32843
商品番号

セーフティ
ガジェット
ウエストバッグ

［サイズ］幅27cm×高さ14cm×厚さ11cm　［材質］ナイロン　［対応ウエスト］最
大120cm

災害対策品 ／ Vol.09 04災害対策品 ／ Vol.0903



防災士の声をもとに作られた
内容充実の防災セット

8,500円（税込）28147
商品番号

エマージェンシー
リュック20点

［サイズ］リュック：縦39cm×横26cm×奥行
17.5cm　［重量］1.8kg

ライトに反応する
リフレクター付

［セット内容］
●収納リュック
●FMラジオ　※単4電池別売
●ダイナモLEDライト
●IDホイッスル＆カラビナリング
●レインコート
●静音アルミブランケット
●給水袋3ℓ
●携帯用トイレ
●ネックピロー
●アイマスク
●耳栓
●綿棒＆絆創膏
●カトラリーセット
●カラフルソーイング
●軍手
●ポリラップ
●防災用ウェットティッシュ
●カイロ
●マスク
●防災の心得

セット
20点NEW

すっぽりくるまれる
幅130cm×長さ210cm

パカッと開く
ワイヤー入りの開け口

［セット内容］
●大観峯北アルプス５年保存水500mℓ
●K＆Kかんぱん（氷砂糖入り）
●５年保存「生命のパンあんしん」（ココア２個入り）
●アルファー安心米（白粥）
●アルファー安心米（梅粥）
●SSKカロリーOFFフルーツミックス
●SSKカロリーOFFみかん

［セット内容］
●大観峯北アルプス５年保存水500mℓ×2本
●K＆Kかんぱん（氷砂糖入り）×2個
●５年保存「生命のパンあんしん」（ココア２個入り）×2個
●アルファー安心米（白粥）
●アルファー安心米（梅粥）×2袋
●アルファー安心米（白飯）
●SSKカロリーOFFフルーツミックス
●SSKカロリーOFFみかん

［セット内容］
●大観峯北アルプス５年保存水500mℓ×4本
●K＆Kかんぱん（氷砂糖入り）×3個
●５年保存「生命のパンあんしん」（ココア２個入り）×3個
●アルファー安心米（白粥）×2袋
●アルファー安心米（梅粥）×2袋
●アルファー安心米（白飯）100g×2袋
●SSKカロリーOFFフルーツミックス×2個
●SSKカロリーOFFみかん×2個

［セット内容］
●だしがゆ（小豆）
●だしがゆ（鮭）
●ごはん×３袋
●五目ごはん
●小松菜ごはん
●大豆たっぷりカレーリゾット
●しっかりおでん
●まんぞく豚汁
●ごろごろ肉じゃが
●煮込みハンバーグ
●りんごが決め手の生姜焼き
●名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮
●梅と生姜のサバ味噌煮
●ぶり大根
●チョコデニッシュ
●メープルデニッシュ
●野菜一日これ一本×3本
●えいようかん×4個
●ぶどう糖タブレット×3袋
●ノンアルコールウェットティッシュ
●割り箸×8膳
●スプーン×3本

用量が選べるオーソドックスな非常食セット

きちんとカロリー＆味わいのバリエーションで
避難生活を乗り切る！

体を気遣う
野菜のセット

3,240円（税込）
28129
商品番号

野菜の保存食セット

［サイズ］箱：幅20.8cm×高さ14cm×
奥行17.3cm　［重量］2.5kg

3,240円（税込）28131
商品番号

非常食安心セット（小）

［サイズ］箱：幅19.5cm×高さ22.7cm×奥行13.2cm　［重量］1.7kg

12,960円（税込）28130
商品番号

しっかり満足非常食３日分

［サイズ］箱：幅38.6cm×高さ16cm×奥行30cm　［重量］5kg

5,400円（税込）28132
商品番号

非常食安心セット（中）

［サイズ］箱：幅19.2cm×高さ22.6cm×奥行19.2cm　［重量］2.8kg
8,640円（税込）28133

商品番号

非常食安心セット（大）

［サイズ］箱：幅27.2cm×高さ31.5cm×奥行27.8cm　［重量］5.2kg

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

日本災害食大賞2016
新製品部門グランプリ受賞 東日本大震災の復興支援にもつながる

非常時持ち出しセット

3,240円（税込）41313
商品番号

PWJ
非常持出しセット17点

［サイズ］非常袋：縦45cm×横38cm×厚さ1cm
［重量］770g

5,400円（税込）41312
商品番号

PWJ
非常持出しセット18点

［サイズ］非常袋：縦45cm×横38cm×厚さ1cm
［重量］1410g

デスク周りに常備しておける
11点の防災グッズセット

2,160円（税込）28135
商品番号

緊急防災11点セット

［サイズ］箱：幅19.5cm×高さ26.5cm×奥行
6.5cm　［重量］470g

NEW セット
11点 「なくて困った」をなくした

女性のための避難セット

5,400円（税込）41314
商品番号

女性のための非常持出しセット

［サイズ］持出袋：縦40cm×横34cm　箱：幅
24cm×高さ31cm×奥行8.5cm　［重量］1620g

セット
20点

本棚などにスッキリ収納本棚などにスッキリ収納

セット
17点

セット
18点

販売収益の一部は、認定NPO「ピースウィンズ・ジャパン」における
東日本大震災に対応した復興支援活動に寄付されます。

非常持ち出し袋備蓄非常食
D i s a s t e r  Managemen t  Good s

［セット内容］
●野菜一日これ一本長期保存用×6本
●野菜たっぷりトマトのスープ×2袋
●野菜たっぷりかぼちゃのスープ×2袋
●野菜たっぷり豆のスープ×2袋

［セット内容］
●蓄光LEDライト ※単3電池別売
●IDカード付ホイッスル
●アルミ保熱シート　
●非常用給水バッグ3ℓ
●携帯用トイレ（小用）
●防災用ウェットティッシュ
●水に流せるポケットティッシュ
●三角巾
●軍手
●絆創膏＆綿棒
●防災ガイドメモ

［セット内容］
●持出袋
●ソーラーダイナモライト
●ブランケット
●IDホイッスル&カラビナリング
●カンパン ●保存水500mℓ
●給水袋3ℓ ●簡易トイレ
●生理用ナプキン
●歯ブラシセット
●ソーイング&ミラー
●ヘアブラシ ●ヘアゴム
●絆創膏&綿棒 ●タオル ●軍手
●防災用ウエットティッシュ
●カイロ ●マスク ●防災の心得

賞味期限 製造日より４年
アレルギー物質 乳･小麦

デニッシュのおいしさを保存食で

10,370円（税込）
28149
商品番号

缶deボローニャ
チョコレート（24缶入)

［サイズ］箱：幅48cm×高さ12.5cm×
奥行32.5cm　［重量］5.1kg

［セット内容］
●1缶（2個入り）×24缶

賞味期限 製造日より３年
アレルギー物質 卵・乳・小麦

賞味期限 製造日より3年 アレルギー物質 卵・ 乳･小麦 賞味期限 製造日より3年 アレルギー物質 卵・ 乳･小麦 賞味期限 製造日より3年 アレルギー物質 卵・ 乳･小麦

賞味期限 製造日より3年

賞味期限 製造日より5年

アレルギー物質 卵・ 乳･小麦

割り箸、スプーン、
ウェットティッシュも付属

－避難時の安全を確保－－生きるために欠かせない「食」－

職場用にも
用意しておきたい

［セット内容］
●非常袋●LEDミニライト●防寒シート●
ホイッスル●給水袋3ℓ●簡易トイレ●救
急セット●レジャーシート●タオル●ロー
プ3m●軍手●ゴミ袋45ℓ●防災用ウエッ
トティッシュ●カイロ●マスク●ティッシュ
●防災コンパクトガイド

［セット内容］
●非常袋●AM/FMラジオライト●ライト
用電池単4×3個●ブルーシート2畳用●
防寒シート●ホイッスル●給水袋5ℓ●簡
易トイレ●絆創膏●タオル●軍手●ゴミ
袋45ℓ●ポリラップ●防災用ウエット
ティッシュ●カイロ●マスク●ティッシュ
●防災コンパクトガイド

A4サイズ
Ｂ5サイズ

※保存食は流通の関係で製造から数カ月過ぎたものをお届けしております。あらかじめご了承ください。

NEW

サッと
背負うだけ

オススメ

必須アイテムが
一揃い

災害対策品 ／ Vol.09 06災害対策品 ／ Vol.0905



－20℃～80℃の温度範囲でも保存可能。
環境の変化が激しい車内でも安心して置いておけます。

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

渋滞時･豪雪時･道路閉鎖時の
「もしも」に備える

3,780円（税込）28136
商品番号

防災安心セット車載用

［サイズ］箱：幅20.5cm×高さ23cm×奥行8cm
［重量］1.1kg

大規模災害や遭難事故を想定した
車載防災リュック

ショルダーバッグ型で
両手をふさがず避難が可能

このサイズで驚きの明るさ
COB方式ミニライト

8,640円（税込）28137
商品番号

新車載防災18点セット

［重量］1.3kg

5,400円（税込）28138
商品番号

車載用ショルダーバッグ防災セット

［重量］926g

セット
18点

セット
12点

セット
10点NEW

取っ手付のスリムボックス 車を離れる際の伝言カード

540円（税込）61146
商品番号

COB ハイパワー
カラビナライト

［サイズ］幅7.2cm×高さ3.4cm×奥行
2.3cm　［材質］ABS樹脂、アルミニウム　
［電池］CR2032×2個（テスト用電池付属）

悪天候や水害を想定
シンプルな防水ハンディライト

1,980円（税込）22943
商品番号

RESCUE F-1
フローティングライト

［サイズ］直径4cm×長さ16.5cm　［重量］127g　［材質］プラ
スチック　［明るさ］80ルーメン　［実用点灯時間］6時間　［照
射距離］100m　［電池］単3×2個（別売）　［付属品］ストラップ

避難所生活での悪質行為に
ブザーとライトが頼もしい

1,000円（税込）28145
商品番号

防犯ブザー付
防滴ライト

［サイズ］直径3.8cm×長さ11.5cm　［重量］103g
［材質］ABS　［電池］単4×2個（テスト用電池付属）

ライトのヘッドを外せば
スマートフォンを緊急充電

多機能がうれしい
ライト＆ラジオ

避難時や復旧作業時には
両手フリーで視界確保

1,000円（税込）49001
商品番号

COB LED
ヘッドライト

［重量］80g（電池含む）　［明るさ］High275ルーメン　
［連続点灯時間］約4時間　［電池］単4×3個（別売）裏面にマグネット付

image photo

水に浮く!

防滴

防水

LEDライトを30個搭載
2WAY仕様のライト
仕様にあわせて持ち手の
位置を付け替えできます。

1,620円（税込）28134
商品番号

ラウンド
ランタントーチ

［サイズ］直径8.5cm×長さ14cm　［重量］300ｇ
［材質］ABS　［電池］単3×3個（別売）

光源角度を調整できる
薄型バイザーライト

980円（税込）32763
商品番号

9 LED
バイザーライト

［サイズ］幅9cm×高さ1.3cm×奥行
5.1cm　［重量］38g（電池含む）　［材
質］ABS樹脂　［電池］CR2032×2個
（テスト用電池付属）

2,160円（税込）28141
商品番号

FMマルチステーション

［サイズ］幅16.8cm×高さ5cm×奥行5cm　［重量］180ｇ　［材質］
ABS　［電源］CR2032×1個（テスト用電池付属）、単3×3個（別売）

※ほかのUSB端子に
　差し込んで
　ライトヘッドの
　単独使用もできます。

［セット内容］
●リュック型ピラミッドバッグ
　30cm×30cm×18cm／ポリエステル
●反射安全ベスト
●緊急脱出ハンマーDASHⅡ
●ダイナモ充電器FMラジオLEDライト
●給水バッグ3ℓ
●3ｍロープ　●軍手　●ホイッスル
●レスキューシート
　213cm×137cm ／アルミ蒸着ポリエステル、PET
●レスキュー簡易寝袋
　100cm×200cm ／アルミ蒸着ポリエステル、PET
●アルミポンチョ
　100cm×120cm／アルミ蒸着PET
●抗菌消臭簡易トイレ
●eco便利バッグ 40cm×30cm
●アイマスク
●タオル
●絆創膏
●綿棒
●防災のしおり

［セット内容］
●ショルダーバッグ
　26cm×16cm×10cm／ポリエステル
●緊急脱出ハンマーDASHⅡ
●9灯LEDライト ※単4電池別売
●ホイッスル
●防寒レインコート
●レスキューシート
　213cm×137cm／アルミ蒸着ポリエステル
●軍手　　　　　　　　　
●緊急携帯トイレ（大小兼用／2回用）
●カイロ
●絆創膏
●ウェットティッシュ
●ポケットティッシュ

［セット内容］
●7年保存水500ml
●7年保存クッキー（チーズ味）
●アルミブランケット
●防災用簡易ライト
●ホイッスル
●エチケット袋兼用 使い捨て簡易トイレ
　（目隠しシート付大小兼用／小便用）
●3M社製防じんマスク
●軍手
●伝言カード
●油性ペン

防災用ライト車載防災セット
D i s a s t e r  Managemen t  Good s

－車内待機はもちろん、徒歩避難時にも－ －１人に１個、ライトの携行を－

賞味期限 製造日より7年 アレルギー物質 卵・ 乳･小麦

NEW
•ワイドＦＭ対応
•カレンダー
•アラーム
•温度計

3,000円（税込）28146
商品番号

取り外しライト付
モバイルチャージャー

［サイズ］直径2.5cm×長さ13cm　［重
量］150ｇ　［材質］アルミニウム　［付属
品］充電用ケーブル

ミニライトにもなる
モバイルバッテリー
■アルミ仕上げ
■容量2,200mAh

■容量2,000mAh

2,160円（税込）28142
商品番号

ライト付
モバイルバッテリー

［サイズ］幅7.1cm×高さ2.2cm×奥行3.4cm
［重量］100ｇ　［材質］アルミニウム　［付属
品］microUSB接続ケーブル

移動時には
懐中ライトに

避難時には
ランタンとして

High Low

High Low

High Low 点滅

High Low 点滅

帽子のツバ上側に取り付けます

白色LEDを９灯搭載

低光度（２灯） ▲ ▲　切替式　

▲ ▲

高光度（９灯）

※保存食は流通の関係で製造から数カ月過ぎたものをお届けしております。あらかじめご了承ください。

内閣府・防災推進協議会
一般社団法人
防災安全協会推奨

1台に１ＢＯＸ！
防災安心

エントリーモデル

オススメ

シートベルトカッター

ウインドウブレーカー

シートベルトカッター

ウインドウブレーカー

ｄＢ
90約

防滴

（公財）全国防犯協会連合会 優良防犯ブザー推奨品

災害対策品 ／ Vol.09 08災害対策品 ／ Vol.0907



避難生活・衛生用品
D i s a s t e r  Managemen t  Good s

－非常時の環境下を想定－

携帯コップが便利
給水袋セット

700円（税込）61132
商品番号

■ピースプロジェクト＊ 商品

ハートン防災4点セット

［サイズ］ウォーターバッグ：縦25cm×横30cm　コップ使用時：直径
6cm×高さ6.5cm　［材質］飽和ポリエステル樹脂、ポリアミド、ポリエ
チレン、ポリプロピレン、不織布、紙

セット
4点

入り
2枚

入り
5包

NEW

特許取得の二層構造フィルターで
匂いや細菌を取り除くろ過容器

3,400円（税込）60291
商品番号

スーパーデリオス

［サイズ］幅7cm×高さ23cm×奥行5cm　［重量］58ｇ（満水時358ｇ）　［容量］300mℓ　［材質］
ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン　ろ過素材：ポリエーテルサルフォン多孔質中空糸膜（孔径
0.1ミクロン）、繊維状活性炭

さっと羽織って
しっかり防寒

目隠しから防寒対策まで
コンパクトなプライベート空間を確保

590円（税込）28144
商品番号

防寒アルミポンチョ

［サイズ］幅100cm×高さ120cm　［重量］67ｇ　［材質］アルミ蒸着
ポリエステル（PET）

7,340円（税込）
25819
25820

商品番号

パーソナルツェルト
Vita

［サイズ］幅70cm×高さ90cm×奥行90cm　［重量］130g　［材質］20デ
ニールリップストップナイロン100％（耐水圧1100mm／PUコーティング）

非常用防水シートや
保温シートに

150円（税込）41315
商品番号

エマージェンシー
ブランケット

［サイズ］縦220cm×横140cm　［重量］48g　［材質］アルミ蒸着
PET

硬い・冷たい床の上での
体への負担を軽減

1,840円（税込）41318
商品番号

エアーベッド

［サイズ］縦195cm×横55cm×厚さ6cm　［材質］リニア低密度ポリ
エチレン、ポリエチレン、EVA　［付属品］空気入れ

連結すれば大きく使える
簡易寝袋

1,670円（税込）61136
商品番号

ジョイントシュラフ

［サイズ］使用時：幅75ｃｍ×長さ190ｃｍ　収納時：直径20ｃｍ×
高さ40ｃｍ　［重量］７２０ｇ　［材質］ポリエステル

騒音や、慣れない
環境での睡眠対策に

150円（税込）39010
商品番号

Quattro
イヤプラグ401

［サイズ］直径1.7cm×長さ3cm（1個）
［材質］ポリマー

水がなくてもしっかり洗えて衛生的

970円（税込）41316
商品番号

水のいらない
シャンプー

［サイズ］直径4.7cm×高さ19cm　［内容量］200mℓ

プラスチック製で
水洗い可能な簡易トイレ

6,700円（税込）42026
商品番号

プラ段
インスタントイレ

［サイズ］幅32cm×高さ31cm×奥行36cm　［重量］約750g　［材
質］ポリプロピレン　［耐荷重］200kg（垂直耐圧）

970円（税込）42027
商品番号

インスタントイレ
処理セット

［材質］ポリエチレン　［数量］1セット×4回分
［セット内容］便座に直接セットするA袋、高分
子吸水シート、A袋を入れる臭いを閉じ込める
B袋、B袋の口をしばるストッパーゴムバンド

1,940円（税込）42017
商品番号

携帯用おしり洗浄器

［サイズ］幅5.3cm×高さ15.1cm×奥行
3.6cm　［重量］30g　［材質］ポリプロピレ
ン、ポリエチレン　［容量］150mℓ　［付属品］
チャック付PE袋

床に置くだけで自動立ち上げ
更衣室が一瞬でできあがる

9,180円（税込）42019
商品番号

ワンタッチルームテント

［サイズ］使用時：幅96cm×高さ160cm×奥行96cm　収納時：直径51cm×厚さ5cm　
［重量］約1.7kg　［材質］ポリエステル、スチール　［付属品］ペグ、ロープ（ストッパー付）、ポーチ、
ルーフカバー、キャリーバッグ、取扱説明書

970円（税込）41317
商品番号

水のいらない
ボディソープ

［サイズ］直径4.7cm×高さ19cm　［内容量］200mℓ

各種殺菌・ウイルスの
感染防止対策に

490円（税込）22505
商品番号

除菌・消臭剤ピーズガード
50mlスプレー

［成分］次亜塩素酸ナトリウム、高純水（RO＋イオン交換）
［液性］弱アルカリ性（pH8.5～12.5）　［容量］50mℓ

使い捨てだから衛生的
拭くだけで簡単清潔

190円（税込）61145
商品番号

シャンプー手袋

［サイズ］縦25cm×横25cm　［材質］レーヨン、ポリエステル、ポリプ
ロピレン　［成分］PG、ウンシュウミカン果皮エキス、クエン酸、安息香
酸Na、ラウリン酸スクロース、シクロデキストリン、ポリアミノプロピルビ
グアニド、ラウリルトリモニウムクロリド、メントール、香料

水なしで、どこでもOK!
拭くだけの歯みがき

324円（税込）61144
商品番号

ペーパー歯みがき

［サイズ］幅8cm×高さ13.2cm×奥行1.5cm　［重量］18g
［保存期間］8年間（未開封）

ハサミや爪切りが重宝
コンパクト衛生キット

650円（税込）42011
商品番号

携帯救急箱8101

［サイズ］幅11cm×長さ8cm×厚さ4cm　［重量］77g　［材質］ポリ
プロピレン他

オレンジ ブルー
オレンジブルー

手の中に納まるサイズ

オレンジ ブルー

オレンジブルー

※収納袋の紐色は写真と異なる場合があります。

ブルー

■天然コットン100％のウェットペーパー使用
■キシリトール配合
■クールミントでお口爽快

■ノンアルコール
■天然ヤシ油由来のアミノ酸系洗浄成分配合
■海藻エキス配合
■緑茶エキス配合でスッキリ爽快
■微香性フローラルの香り

■ノンアルコール
■天然ヤシ油由来のアミノ酸系洗浄成分配合
■コラーゲン、ヒアルロン酸配合
■消臭効果のある緑茶エキス配合
■微香性フローラルの香り

東日本大震災の被災地でまっ先に必要とされたのは水、食糧、
燃料でしたが、日にちを追うごとに歯ブラシ等の衛生用品の不
足が深刻化しました。口腔内が清潔に保てない状態が続き、口
腔内のバイ菌が肺に入ってしまうと人体に悪影響を及ぼしま
す（口腔ケア後援会談）。疾病予防の上でも歯を清潔に保つこ
とは重要です。「ペーパー歯みがき」は、拭くだけで簡単に歯を
清潔にできるので、被災地はもとより急な停電による断水など
で歯みがきができない場合に大変便利です。

手軽に使える
おしり洗浄器

使用できない水
●海水、有機物質が溶け込んでいる水
●魚が生息していない水

大腸菌、コレラ菌、サルモネラ菌などの細菌やカビ、濁りを除去!
河川水や雨だけでなくプールの水、お風呂の水、水溜りの泥水も
きれいな飲み水へとろ過します。

両手が自由になって
動きやすいフード付
ポンチョ仕様。

大腸菌と一般細菌の除菌効果試験
（財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター）

試験水 河川水300ccを使用

ろ過水 上記の試験水をスーパーデリオス
（206ℓろ過使用済み製品）でろ過

以上の試験結果からスーパーデリオスでろ過し
た水の中には大腸菌も一般細菌も認めることは
できませんでした。

大腸菌数
一般細菌数

1ccの試験水の中に130個確認
1ccの試験水の中に690個確認

大腸菌数
一般細菌数

1ccの試験水の中に0個
1ccの試験水の中に0個

［セット内容］
●給水袋2.9ℓ
●携帯コップ
●マスク
●防災のしおり

■空気入れ付

収納袋
ファスナーで連結

※連結には本製品を2つご使用ください。

水やタオルを使わずに拭くだけで
汚れを取り除き、頭皮を清潔に保ちます。

空気中にスプレーするだけで
ウイルス、細菌、ニオイを瞬時に除去!

電池不要の手動式で
水圧の強弱も自由。

更衣室や簡易トイレに。

耳管に入る部分に
触れることなく
衛生的に装着
できるツマミ

［セット内容］
●専用ケース
●絆創膏
●グルーミング
　5点セット
（爪切り、エチケット
ハサミ、耳かき、爪
ヤスリ、毛抜き兼ピ
ンセット）
●カラー綿棒

※トイレは含まれません。

キャリーバッグで
楽々持ち運べます

天井カバー

驚異の
除菌率

透けない
仕様

■2つのパーツを差し込むだけ
■強度の高いハニカム構造
■水洗いできるので
　繰り返し使用可能

インスタントイレ処理セット
取り付け時（別売）

「世界中の子どもたちの瞳を輝かせる」を目的としてスタートしたイングラム主催のプロジェクト。この商品の売上の一部は、認定NPO法人「難民を助ける会」（AAR Japan）
を通じて難民支援や地雷対策、障がい者支援などに役立てられています。

コンパクト
収納!

かぶせる・くるまる・吊るす

＊ピースプロジェクトとは

■みかんエキス配合
■ノンアルコール、ノンパラベン
■フローラルフルーティの香り

頭皮までしっかり届く
手袋型

約660回
使用できます
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テープの
ミシン目を切り離すと
ヒラヒラと揺れて
強い注意喚起に

停電の際の非常灯や
危険箇所のマーカーに

担当や班、地区ごとに使い分けできる
A4対応ポケット付ビブス

730円（税込）42015
商品番号

防災用簡易ライト

［サイズ］直径1.5cm×長さ18cm　［発光時間］最大12時間

1,800円（税込）

39915
39916
39917
39918
39919

商品番号

差込式ベスト

［着丈］約60cm　［肩幅］約36cm　［胴囲］約90cm～約120cm
［材質］塩化ビニール、ポリエステル

4カ国語で注意喚起 迅速な災害初動活動を可能に
「土を詰めない」土のう袋

1,940円（税込）42024
商品番号

4カ国語対応
バリケードテープ

［サイズ］幅6cm×長さ50m　［材質］ポリエチレン
8,100円（税込）32846

商品番号

吸水性土のう ダッシュバッグ

［サイズ］吸水前：縦60cm×横36cm×厚さ0.8cm　吸水後：縦52cm×横30cm×厚さ15.5cm　［重
量］吸水前：400g　吸水後：約15kg　［材質］外袋：麻　吸収材：吸水ポリマー（ポリアクリル酸ナトリ
ウム）　［吸水時間］約5分　［内容量］10袋入り（真空パック）

15,000円（税込）32847
商品番号

吸水性土のう スーパーダッシュバッグ

［サイズ］吸水前：縦40cm×横36cm×厚さ1.5cm　吸水後：縦
40cm×横36cm×厚さ15cm　［重量］吸水前：270g　吸水後：
約20kg　［材質］外袋：不織布　吸収材：吸水ポリマー（ポリアクリル
酸ナトリウム）　［吸水時間］約2分　［内容量］10袋入り（真空パック）

危険ゾーンを
揺れて知らせる

2,590円（税込）42025
商品番号

トラバリケードテープ

［サイズ］幅8cm×長さ50m　［材質］ポリエチレン

点灯したまま固定できる
耐重圧仕様の警告灯

ハンドマイク式で
手が疲れにくい

2,130円（税込）39913
商品番号

■強力マグネット仕様
■背面フック付
■赤色LED×12、白色LED
■点灯パターン９種類

■水を吸収して数分間で膨張　■吸収前の運搬が容易
■5段までの積み上げが可能
■舗装道路や駅構内を土砂で汚しません

■最大出力／約10Ｗ
■サイレン音
　ホイッスル音

■対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語
■出力／定格１５Ｗ
■通達距離／約２００ｍ
■電池寿命／約１０時間
■耐衝撃

■呉市（防災指定都市）安全対策課監修
■対象体重目安／～80kg
■耐荷重／150kg

LED警告灯

［サイズ］直径10cm×厚さ3.2cm　［材質］PC、TPR（ゴム部）
［連続使用時間］約9時間（回転時）　［電池］単4×3個（別売）

3,240円（税込）20601
商品番号

ハンドメガホン10W

［サイズ］本体：全長32.5cm×口径20cm　ハンドマイク：幅5cm×
高さ8cm×奥行3cm（コード長別）　［重量］本体：680g（電池別）
ハンドマイク：56g　［材質］樹脂　［電池］単1×6個（別売）

多言語で直接呼びかけ
誘導、避難を促す

両手が自由になる
「おんぶ」補助具

緊急時に担架に早変わりする
防災ベンチ

訴求力の高い案内板が
非常時はストレッチャーに早変わり

肩掛けストラップで
楽々搬送

階段や狭い場所で
効果を発揮する簡易担架

280,800円（税込）31000
商品番号

MLI タッチメガホン

［サイズ］全長32cm×高さ29.3cm×口径21cm　［重量］1,485g
（電池別）　［電池持続時間］約10時間　［付属品］バッテリーアダプ
ター×3個、肩掛け用ベルト　［電池］単2×6個（付属）

21,600円（税込）60284
商品番号

おんぶらっく

［サイズ］幅75cm×長さ90cm（紐部分除く）　［重量］800g（袋含む）
［材質］外側：難燃ポリエステル　内側・ベルト：ポリエステル　バッ
クル：ポリアセタール　［付属品］保管用収納袋、使用方法プリント

18,000円（税込）48403
商品番号

楽々ソフト担架

［サイズ］使用時：幅140cm×奥行78cm　収納時：縦30cm×横
20cm　［重量］1.1kg　［材質］本体：綿　ベルト：ナイロン

3,780円（税込）42010
商品番号

救い帯

［サイズ］使用時：縦104cm×横97cm　収納時：縦33cm×横
30cm×厚さ1.5cm　［重量］140g　［材質］ポリプロピレン（スパン
ボンド不織布）

■メッシュ仕様でムレにくい
■反射テープ幅5cm

オレンジ

グリーン

イエロー

ブルー

レッド

オレンジ グリーン

ブルー レッド

イエロー

防滴

※海水では使用できません。　※屋内冷暗所で保管してください。
※保存期間はパッケージ未開封にかぎり4年間です。
※膨張後は3日間程度維持します。　※膨張後の再利用は推奨していません。
※使用後は焼却処分してください。

入り
10袋

49,680円（税込）42009
商品番号

レスキューボードベンチ

［サイズ］ベンチ時：幅178cm×高さ38cm×奥行46cm　担架時：幅178cm×高さ8.1cm×
奥行43cm　［重量］ベンチ時：約22.5kg　担架時：約7.5kg　［耐荷重］約100kg（担架時）
［材質］座面：ポリエチレン　脚：スチールに紛体塗装　ベルト：ナイロン　バックル：POM樹脂

162,630円（税込）60285
商品番号

サポートサイン
ストレッチャータイプ

［総重量］約19kg（パネル含む）　［材質］本体：アルミニウム　担架部：ターポリン　
押出し材：アルマイト　［ポスターサイズ］A1（縦84.1cm×横59.4cm）　［耐荷重］100kg

普段はベンチとして使用でき、急病人
や負傷者発生などの緊急時には座面
を取り外し、担架として活躍

メーカー
直送品

メーカー
直送品

防水

防水

難燃

■耐荷重／100kg

■耐荷重／100kg ■耐荷重／100kg

■耐荷重／120kg

緊急介助用品避難誘導品
D i s a s t e r  Managemen t  Good s

－中高層建物・大規模建物の備品に－－人が集まる場所での情報伝達－

多彩な点灯モード
赤／回転点灯→赤／早い点滅（3回）→
赤／点滅→赤／2個ずつ交互点滅→
赤／点滅3回ゆっくり3回→赤／点灯→
赤／点灯（エコ点灯）→
赤／点灯（片側4個）→白／点灯→消灯

本体を肩にかけてハンドマイクを使用すれば、
片手が空き、長時間の携帯がラクになります。
非常時はもちろん各種訓練、スポーツ指導など
にもおすすめです。

簡単操作で４カ国語（選べる）の放送を電源を
切るまで“繰り返し、繰り返し”流し続けます。

上部タッチパネル
（手袋のまま操作可能）

※通常の拡声マイクとしても
　使用できます。

※差し込み用の
　用紙は付いて
　いません。

ロープにも吊り下げられる
フック&ホール付

面ファスナー加工ポケットで
取り外し可能

パネルを外してキャスター付脚部の
ボルトを付け替え、車輪を起こせば

ストレッチャーに

A4の用紙が
そのまま差し込める
（縦21cm×横32cm）

身長にあわせて
長さ調節可能な

ショルダーストラップ

ホワイトボードや
ポスター用パネルなど

自由に活用

2種類のA４サイズ
パンフレットを
展示収納

イラスト案内で
誰でもすぐに
利用可能

6カ所の持ち手すべてに
やわらかい布が巻かれ
手が痛くなりにくい

火・電気は不要で発熱もしません
軽く曲げるだけで光ります

プリズム式反射材

ゴム素材＆
面ファスナー

名札などが入るポケット
（縦5cm×横10cm）

入り
10袋

入り
3本

たすき掛けで
支えられるので、
腕への負担が
少なく搬送が楽

災害救助用や介護に

持ち手が太く、手に食い込みにくい

■日本語、英語、中国語、韓国語
■非粘着

■日本語、英語
■非粘着

バック

フロント

※あくまでおんぶ補助具であり、力がまったく必要ないわけではありません。
※頭部が不安定な方、股関節が開かない方はご使用いただけません。

自由な長さでカットできるエンド
レス印刷。柱・フェンス・金属製バ
リケードなどに結びつけて使用
（非粘着タイプ）
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倒壊しかけた建物や開かなくなった
ドアからの救出作業に

緊急時こそ「安全」な拠点が必要となる
強度抜群の防災専用テント

荷崩れを気にせず資器材運搬
コンパクトに折りたためる汎用ワゴン

後方支援活動に
詰所に常備したい救助セット

いざというときに役立つ
障害物除去用具一式

360度を優しい光で
ムラなく照らす

273,000円（税込）29509
商品番号

防災＆災害専用テントKS-1

［サイズ］間口5.31m×奥行3.55m×棟高3.07m（軒高2m）　［重量］59kg
［材質］フレーム：特殊鋼パイプ　天幕：ポリエステルターポリン

11,600円（税込）61166
商品番号
フォールディングマルチカート

［サイズ］展開時：幅100cm×高さ70cm×奥行50cm　折りたたみ時：幅50cm×高さ70cm×奥行18cm
［重量］約10kg　［材質］フレーム：スチール　生地：ポリエステル　ハンドル：PE　タイヤ：PP、ラバー

欲しい機能をすべて集約
軽量アルミ製のマルチリヤカー

46,500円（税込）32844
商品番号

アルミリヤカーSMC-1

［サイズ］使用時：全長186cm×幅87cm×高さ
63cm　折りたたみ時：全長102cm×幅37cm×
高さ75cm　［重量］自重：20kg　最大積載重
量：100kg　［材質］アルミニウム

94,500円（税込）32845
商品番号

アルミリヤカーSMC-2

［サイズ］使用時：全長211cm×幅109cm×高さ
70cm　折りたたみ時：全長134cm×幅37cm×
高さ77cm　［重量］自重：31kg　最大積載重
量：130kg　［材質］アルミニウム

247,800円（税込）32854
商品番号

LEDバルーンライト250W

［サイズ］最大時：幅132cm×高さ264cm（伸縮機能付三脚）
［重量］14.5kg　［材質］ポリエチレン、スチール　［明るさ］
High24000ルーメン、Low12000ルーメン　［電源］AC100V

充電式＆省スペース
全方向型スタンドライト

46,800円（税込）32856
商品番号

LEDワークライト充電式18W

［サイズ］直径7cm×幅90cm×高さ96cm　［重量］
4.6kg　［材質］ポリカーボネート、ABS、スチール　［明
るさ］High1500ルーメン、Low750ルーメン　［実用点
灯時間］High8時間、Low16時間　［電源］リチウムイ
オン組電池　7.4V20A　［付属品］専用充電器、キャ
リングケース、　肩掛けストラップ（本体用）

114,000円（税込）32836
商品番号

救助工具 レスキューS-Ⅰ

［サイズ］幅30cm×高さ103cm×奥行19cm　［重量］29kg
78,000円（税込）32837

商品番号

救助工具 レスキューS-Ⅱ

［サイズ］幅34cm×高さ100cm×奥行12cm　［重量］17kg

防水

防水

防水

防炎

■ノーパンクタイヤ
　内部に特殊ウレタンを使用したノーパンクタイヤ。
　空気抜けの心配もなく、悪路にも対応。

■運搬物の落下を防止
　四方を板で囲い、小さな運搬物も安心。
　前後の板を取り外せば、長物の運搬が便利に。

■コンパクト収納
　取り外したハンドルで本体を押さえる
　省スペース設計。

■乗用車にもラクラク搭載
　折りたたむ場合に工具等は必要ありません。

災害対策本部用品
D i s a s t e r  Managemen t  Good s

－迅速行動を支える資器材－

メーカー
直送品

メーカー
直送品

■国内生産品
自社一貫生産の国内生産品でア
フターフォローも安心安全。

■少人数で短時間設営
２人で約２０分程度。誰でも簡単に
設営でき、なおかつ撤去時の収納
スペースにも無駄がありません。

■天幕
防水生地に高周波ウェルダー防
水加工を施しているので、雨漏り
の心配がありません。

■高強度
負担のかかる支柱には標準で直
径38.1mm（通常直径31.8mm）
を採用。合掌パイプにも直径
38.1mmを採用した高強度な仕
上がり。

部品紛失の心配がない
3分割ユニット構成の骨組

梁をなくした
スッキリと広い空間

天幕はTSクリップで簡単固定

スイッチを入れると、バルーンが
膨らみ、内部のライトが発光します。
■4段階の高さ調節が可能
■電源式

■充電式

メーカー
直送品

便利な一体化構造で
30秒で設営可能

195,000円（税込）29511
商品番号

ワンタッチオールアルミ30秒トイレ

［サイズ］正面102cm×奥行130cm×前高200cm×後高180cm
［重量］骨組：13kg　天幕：7kg　［材質］フレーム：オールアルミ
製（アルマイト処理済）　天幕・側幕部：遮光性生地　天井部：透
光性生地

105,600円（税込）29512
商品番号

ワンタッチオールアルミ30秒トイレ
オプションパーツ
■杭が打てない場所でも強風に耐える
　「基礎ベース」「専用ウェイト」

メーカー
直送品

メーカー
直送品

［セット内容］
●アルミ合金柄ショベル（大）
●バチヅル
　バチヅル頭2.5kg／ツル柄（樫）90cm
●大ハンマー
　8ポンド（約3.6kg）／柄90cm
●剣付消防斧
　1.5kg／柄90cm
●鍛造平バール
　90cm
●ボルトクリッパーBC-600
●増改築用鋸
　30cm
●浅野式トビ（丸）
　柄90cm
●モンキーレンチH-300
●ホイッスル
　約120dB
●ゴム手袋ゴムスターL×5枚
●マスク×5枚
●防塵メガネ（透明）
●パンタグラフジャッキ1t
●トラックロープ12φ
　15m
●収納ケース（大）

背面

背面

［セット内容］
●大ハンマー 8ポンド（約3.6kg）／柄90cm
●鍛造平バール 90cm●ボルトクリッ
パーBC-600●万能折込鋸24cm●貫
通型マイナスドライバー6-100●貫
通型プラスドライバー2-100●角付
アッキス（曲り柄）●モンキーレンチ
H-300●ホイッスル　約120dB●ゴ
ム手袋ゴムスターL×5枚●パンタグ
ラフジャッキ0.8t●トラックロープ9
φ 15m●収納ケース（中）

最大
積載重量

100㎏
最大
積載重量

130㎏

容量

80ℓ

ライトグリーン
61167イエロー

■耐荷重／約80kg
■折りたたみ式
■ハンドル2段階伸縮

ライトグリーン

イエロー

手前にハンドルが
倒れて引きやすい

中央を引き上げるだけで
簡単に折りたためます

長時間静かに使える
精密機器対応の高品質電源

［サイズ］幅49.8cm×高さ46.7cm×奥行29.3cm　
［重量］22kg　［定格周波数］50Hz／60Hz切り替え
［交流］定格出力：1.6kVA　定格電圧：100V　
定格電流：16A　［直流］定格電圧：12V　定格
電流：8A　［燃料タンク容量］3.9ℓ　［連続運転可
能時間］定格負荷～1/4負荷：4.7h～11.5ｈ　［エン
ジンオイル量］0.38ℓ（エンジンオイルSE級以上 SAE 
10W-30または10W-40）

メーカー
直送品

89,800円（税込）
12505
商品番号

インバーター発電機
GV-16i

こちらの商品の
仕様に関しては
ホームページを
ご確認ください

限られたスペースで多くの人を収容
備蓄に最適な3WAYの簡易2段ベッド
■耐荷重／226kg
■工具不要で簡単設置

［サイズ］2段ベッド使用時：幅70.5
cm×長さ201cm×高さ81.5cm
［材質］スチール、600Dポリエステル
［重量］29kg

59,800円（税込）
49200
商品番号

組立式2段ベッド

2段で

2段ベッド

並べて

シングルベッド×2台

座って

ベンチ

NEW

キャリーバッグ（2枚）に
コンパクトに収納

（縦40cm×横80cm×奥行12cm）

防塵

防塵

災害対策品 ／ Vol.09 14災害対策品 ／ Vol.0913




