
     

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用持出袋 
（株）ゼニス 

防水素材リュック 

置き場所を選ばず、 

すく持ち出せる場所へ 

集中豪雨対策セット  

ＳＧＴ－２００ 
＜セット内容＞ 
◆避難用ターポリンリュックバッグ  

◆ダイナモエマージェンシーライト ◆非常用ウェットタオル 

◆ウェットティッシュ(20枚) ◆防寒レインコート  

◆緊急携帯トイレ(大小兼用)1回分×3 ◆防寒アルミシート 

◆軍手 ◆使い捨てカイロ×2 ◆ホイッスル  

◆キズバン(大小×各 2) ◆ポケットティッシュ×3 

◆備蓄用飲料水 500㎖×2 ◆給水袋 3L ◆首枕 

◆アイマスク ◆耳栓 ◆ポリラップ ◆マスク 

◆ペーパー歯磨き 5P ◆防災手帳(ハンドブック・IDカード付) 

※単四乾電池 3本使用（別売） 

※食品(保存期間：製造日より約５年) 

●商 品 サイズ ： （ タ ーポ リンバ ッグ ） 3 0 0 × 2 0 0 ×

4 5 0 m m  ●単 品 重 量 ：約 2 , 9 6 8ｇ  

 リュックバッグ避難セット 

RBH-100 

＜セット内容＞ 
◆避難用リュックバッグ ◆ランタンライト ◆軍手  

◆ウェットティッシュ（20枚） ◆緊急用ホイッスル 

◆防寒アルミシート ◆キズバン（大小×各 2） 

◆使い捨てカイロ×2 ◆緊急携帯トイレ(大小兼用)2P 

◆防寒レインコート◆備蓄用飲料水 500ml 

◆かんぱん 100g◆非常用保存ウェットタオル 

※単三乾電池 3本使用（別売） 

※アレルギー表示/小麦・大豆・ごま 

※食品(保存期間：製造日より約５年) 

●商 品 サイズ： （リュックバッグ）4 5 0×3 0 0

× 1 3 0 m m   ●単 品 重 量 ：約 1 , 9 0 2 ｇ  

スマートデザイン 

トートリュック避難セット  

TTR-30 ＜セット内容＞ 
◆避難用トートリュックバッグ ◆強力 9光ライト※  

◆軍手 ◆マスク×2 ◆防災ハンドブック  

◆エイトバン(大小×各 2) ◆使い捨てカイロ  

◆ウェットティッシュ(20枚入) ◆緊急用ホイッスル 

◆ポケットティッシュ(10W)◆防寒レインコート 

◆緊急携帯トイレ 1P(1回用) 

 ※単四乾電池 3本使用（別売） 

●商品サイズ：（トートリュックバッグ）295×370×

100mm   

●単品重量：約 494ｇ 

A4サイズパッケージ入りで書棚やデスクの引き出しにも収納可能！ 

必要最低限の避難セットを一人 1セット 

回転式ヘルメット 

Crubo（クルボ）ST#130 

トートリュック避難セット  

TTR-30 

（株）谷沢製作所 

・A4サイズのパッケージ入りで収納に便利 

・バッグにも楽々入る薄型設計 

安全靴 

HyperV®#2000 

【ｶﾗｰ/ｻｲｽﾞ】 
ブラック・ワイン     22.5～29.0 

グレー・ブルー・チョコ 24.5～29.0 

日進ゴム（株） 踏み抜き防止インソール 

ニッシンフレックス NF-01 

大ばさみで切れるサイズフリー 

乾電池 

LR20(T)2PY-5P ｱﾙｶﾘ単 1 

LR14(T)2PY-5P ｱﾙｶﾘ単 2 

LR6(T)4P-10P  ｱﾙｶﾘ単 3 

LR03(T)4P-10P ｱﾙｶﾘ単 4 

SMBTG800 

大容量 10000mAh 

 

 

サンコー（株） 

2 台同時充電可能！ 

カーインバーター 
サンワサプライ（株） 

カーインバーター 120W 

CAR-CHR71AC 

 

RBH-100 

LED ランタン「MIZUSION(ミズシオン)」 

 MS-T210WH  
・水と塩で発電できる 

・パワーバー(マグネシウム合金)の 

交換で繰り返し使用可能 

・約 80時間の連続点灯可能 

（パワーバー1個あたりの目安） 

・防災やアウトドア用途にも便利 

※水と塩は付属していません。 

交換用パワーバーは別売です。 

約30時間に一度、塩水の交換が

必要です。 

 

交換用パワーバー  

MS-MPB 

COB伸縮 2WAY ライト 

（株）ゼニス 
 ＬＣ－１２  

マグネット付きで

ワークライトとして

も使える 

 

非常時だけでなく 

アウトドアにも 

LEDヘッドライト 

（株）ハタヤリミテッド  

 ＬHL－01  

点灯時間：Hi時/約 8ｈ/ 

Low時/約 40ｈ 

単 3形アルカリ乾電池×3本 

お問い合わせは 

ダイナモエマージェンシーライト （株）ゼニス 

 DSR-50   3Power＆4Waｙ機能搭載 
電源：単４乾電池ｘ3本 

        ダイナモ充電・ソーラー充電 

機能：ライト、ラジオ、サイレン、 

スマホ・携帯充電 

※iphone5以降充電対応！ 

※ iphone への充電は、お手元の

Apple 純正の充電用接続ケーブルを

使用してください。 

災害断水時衛生セット （株）ゼニス 

 SDE-20K 

  災害などによる断水時に、 

消耗必要品をまとめてセット。 

＜セット内容＞ 
◆スライダー付ポーチ◆シ

ャンプー手袋 

◆ペーパー歯磨き 3包◆非

常用ウェットタオル◆緊急

携帯トイレ 2P(2回用)◆ウ

ェットティッシュ(10 枚入)

◆ポケットティッシュ 

エステー（株） 

モデルローブ天然ゴム 

使い切り手袋 ＃910 
100 枚入り 

 

サイズ：S/M/L 

ホワイト 

（株）ハタヤリミテッド 

 DGK-1B  

どこでも使える充電式殺虫器 

ランタン、トーチにもなります！ 

アルインコ（株） 

情報の確保  

 XEAL30D 

町内会や自治会、会社や工場など小さなコミュニティ

で簡単に情報発信ができる戸別放送システム用の端末

です 

※免許・資格不要の登録局用 地域コミュニティ向け。 

耐切創手袋 エステー（株） 

モデルローブ ＃800 

耐切創インナータイプ 

サイズ：S/M/L 

出荷単位：３０双 

手や指先を守る！！ 

使い捨て手袋のインナーなどに 

モバイルバッテリー 

￥20,000-（税別） 
￥10,000-（税別） 

￥3,000-（税別） 

￥2,800-（税別） 

￥8,700-（税別） ￥5,000-（税別） ￥2,500-（税別） 

￥9,800-（税別） 

￥1,200-（税別） 

￥3,750-（税別） 

￥5,000-（税別） 
デジタル簡易無線戸別受信機 

￥31,500-（税別） 

送料別 

手袋 

￥2,000-（税別） 

充電式殺虫器「電撃！ちょこっと」 

￥3,750-（税別） ￥1,400-（税別） 

￥1,100-（税別） 

￥2,980-（税別） ￥980-（税別） 

避難時の安全を確保  

停電時の電気・灯の確保  

 

ヘルメット 

チラシ有効期限 2021年 3月末日まで 

衛生の確保 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感震ブレーカー（震太郎） サンワサプライ（株） 

取扱商品 

X5029B01 地震による電気火災を防ぐ！ 
アース付のコンセントに 

差し込むだけの簡単設置 

・専門的な設置工事不要 

・主幹ブレーカーを一括遮断 

・設置時に動作を確認できるテスト機能付 

・震度 5強相当の地震を検知すると主幹ブレーカーを 

遮断し地震による電気火災を予防します 

可燃性ガス探知機 新コスモス電機（株） 

漏洩探知に特化したガス探知機 
照明ランプ搭載で暗所の作業もできる 

XP-702 ⅢS-A  
対象ガス切替式※2種類の可燃性ガス切替え式 

XP-702 ⅢS–B  
1ガス専用 

XP-702 ⅢS–F 
対象ガス切替式※代替フロンと可燃性ガス切替式 

 

 

  

 

 

カセットコンロ＆カセットボンベ 

マイコンロ・チコブラック 

KC-343A 
・省エネの内縁式 
（外炎式と比較してガス消費量を約１０％カット） 

・壊れにくいアルミダイガストボディ 

・コンパクト設計（W337xD280XH105mm） 

・連続燃焼時間約 98 分（マイボンベ L 使用時） 

（株）ニチネン 

マイボンベ L 48本入り 

ポリタンク型非常用浄水器 （株）ミヤサカ工業 

コッくん飲めるゾウミニ 

ＭＪＭＩ－０２ 

ポンプで軽く加圧して、 

コックのツマミをひねるだけ 

簡単ラクラク浄水！ 

 

安心のトリプルフィルター構造  

・不織紙・活性炭・ＭＦ中空糸フィルター使用 

簡単脱着で交換可能 

病原細菌（大腸菌、コレラ菌、バクテリア、チフ

ス、インフルエンザなど）カビや原生動物（エキノコ

ックレスなど）で汚れた水を安心して飲めるキレイ

な水に誰でもかんたんに浄水できます。 

 確かな安全性  

公的機関による水質検査に適合 

【飲料水に可能な水】 

・期限切れのペットボトル水 

・風呂水（※入浴剤入り不可） 

・雨水 ・貯水タンクの水 

・プールの水  

・井戸水（※有害物質のない水）など 

 

災害時の断水などに威力を発揮！  

オプションの 

専用シャワーで 

さらに多機能 

・傷口洗浄 

・手洗い 

・食器洗い 

・レジャーなど 

（株）テラモト 災害対策用エアーマット 

WMT-A01 
普段はレジャー用マット、 

災害時には避難用マットに 

使える軽量・コンパクトなエアーマットです。 

 

サイズ： 

膨らませたサイズ： 

約 1820×500×80mm、 

収納サイズ： 

約400×190×100mm 

重量： 670g 

 
 

エアざぶとんセット 

OT-962-000-0 
コンパクトで携帯も簡単。 

3枚の座布団をホックで連結することで 

大人でも十分横になれるベッドになります。 

 

サイズ： 

650×650mm（1枚使用

時）、 650×1950mm（3

枚連結時） 

出荷単位： 30P （1セット 3枚入） 

 
 

酸素・一酸化炭素計 新コスモス電機（株） 

XOC-353 Ⅱ  
酸素/一酸化炭素 

 

インバータ式発電機 
（株）ニチネン 

KG-071 
カセットボンベ専用 
・ 定格出力：0.7ｋVA  

燃料   ：カセットボンベ 1本+α  

連続運転：約４０分（定格出力）ほか計測中 

サイズ：395x211x345mm/10.4ｋｇ 

並列使用可能です 

防災・アウトドアでも活躍 

ＭＥＳ-ＴＲ４７０ 
信頼のマクセル製 

リチウムイオンバッテリー 

約 1000 回繰り返し充電可能 

 
最大出力 400W！！電池容量 474wh 

高出力により使える機器も様々 

●AC出力２口 ●DC12V出力１口  

●USB 出力４口（5Vｘ2.4A ：2 ポート、

5Vx2A：2ポート、 

Type C：1ポート 搭載 

サイズ（ｍｍ）：W245ｘH170xD205  

（約 6.8ｋｇ） 

 

￥14,500-（税別） 

￥106,000-（税別） 

￥106,000-（税別） 

￥96,000-（税別） 

●検知対象ガス ：メタン・イソブタン・その他可燃性ガス 

 ※注文時に対象ガスをご指定ください。 

酸素欠乏・一酸化炭素中毒防止 

￥99,000-（税別） 

・カラー液晶採用で表示が分かりやすい 

・バックライト機能付き 

・反射型液晶の採用で、太陽光の下でも見やすい 

・暑さ指数（WBGT値）表示機能を搭載 

￥4,400-（税別） 

￥16,800-（税別） 

￥100,000-（税別） 

￥118,000-（税別） 

￥12,000-（税別） 

￥59,400-（税別） 

￥29,800-（税別） 

 

吸水性土嚢 

ダッシュバック  DBW-01（50 枚） 
・ 

土不要!?水に反応し数分で膨張する土のう。 

抜群の吸水力！ 
  

「回し水・崖崩れ防止」「防災現場の水対応」 

「家屋・車庫の浸水防止」「地下道への流水防止」に! 

・安全性の高い素材を使用し環境にも配慮 

・ 水に反応すると数分で膨張(土を詰込む必要なし！) 

・ 吸水前はわずか 400g！(吸水後：15kg) 

・ 従来の土嚢と比べて保管場所をとらない！ 

 (1梱包(50袋)で土砂 750kg相当:1坪に 4,000袋保管可能) 

・ 運搬がラク！ 後処理簡単！ 

・ 土の詰込み作業不要！ 

トンボ工業（株） 

￥40,000-（税別） 

ターボリン救護担架 

レスキューボートベンチ 

OT-150-901-5・ 

（株）テラモト 

緊急時に活躍する、 

丈夫なターポリン生地の簡易担架。 

  

サイズ： 
使用時：約 600×2000ｍｍ、 

収納時：約W330×Ｄ90×Ｈ400ｍｍ 

重量： 約 1.8kg（袋収納時：約 2.0kg） 

 

￥24,000-（税別） 

（株）テラモト 

ＢＣ－３０９－１１８－５ ￥40,000-（税別） 

熱中症による急病人や 

負傷者発生などの緊急事態になると 

担架として活躍する、 

万一の備えに最適なベンチです。 

サイズ： 
ベンチ時：約W1780×D460×H380mm 

担架時：約W1780×D430×H81mm 

重量： ﾍﾞﾝﾁ時：約 22.5kg担架時：約 7.5kg 

 

キャビネットベンチ 

防災、保安管理方法の可能性。大容量収納庫ベンチ 
 

デッドスペースになりやすい脚部を収納スペースに活用した樹脂製ベンチです。 

サイズ：間口 1800mm×奥行 412mm×高さ 476mm 85ｋｇ 

収納スペース：1300mm×300mm×高さ 320mm 

簡易防水加工を施しています。※収納品は付属しておりません。 

CB4N-LC 

￥161,000-（税別） 

ミヅシマ工業（株） 

ジョイントタタミ ミヅシマ工業（株） 

①ピンク  414-0020 

②オリーブ 414-0030  

③イエロー 414-0040 

④グリーン 414-0050 

サイズ： 900×900mm×18mm 

 

 

⑤スロープ（グレー） 414-0080 

￥10,600-（税別） 

￥3,700-（税別） 

・簡易式のジョイント式タタミ状マット 

・抗菌、防カビ処理を施しており衛生的で 

冬は暖かく、夏は爽やかです。 

緊急避難時 仮設床材として！ 

非常用モバイル充電器 

AQUA Charge アクアチャージ 

        EMB-30 

藤倉コンポジット（株） 

電源の使用がままならない避難時

に手軽にスマホの充電ができる！ 
 

コップ 1 杯の水があれば 

 スマホ 2 台の充電が可能 

※使い切りタイプ 

 
●電池容量：１１，０００ｍAh ●サイズ：１０５×９５×１０４㎜ 

●電池本体重量：梱包時：約５２５ｇ/発電時：約７６５ｇ 

●出力電圧/電流：ＤＣ５．０Ｖ（ＵＳＢ ＴｙｐｅＡ）/１．０Ａ（最大） 

￥4,980-（税別） 

ポータブル電源 

送料別 ※2個単位元払い 

※１袋 10 枚単位（送料列）も

あります 

安全の確認 

避難・被災時の快適を確保 

オフィス・工場・公共施設等の備え 

送料別 

※バラ（送料別）も対応可 


