
救助
災害時の避難や救命に
必要な準備品
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救助

この番号をお問い合わせ時にご指定ください。1 商品コード

4 販売価格 税抜と税込で記載しています。

箱単位での販売であることと、1箱の入数を示しています。5 販売単位

サイズ・材質・重量など、
商品ごとの仕様を記載しています。

2 商 品 名

3 商品仕様

100円【1枚】価 格
200（税込 110円）

スーパー土囊袋

4

31

砂を入れると25kgとなることを示す
ブラックラインが入っているので､
　　　計量の手間がなく作業性に

優れています。



一人でも多くの命を救うために備え、いざという時に慌てないように

使い方もマスターしておくことが大切です。

NWストレッチャー
商品コード：【ANS-1】SGK02-A007 【ANS】SGK02-A008

商品サイズ：
600mm×1750mm
耐荷重：150kg

79,750円
【1箱/50枚入】

ANS
価 格

19,575円
【1箱/10枚入】

ANS-1
価 格

担架格納箱
商品コード：【QBX-1】SGK02-A005 【QBX-4】SGK02-A006

QBX-1
商品サイズ：280mm×200mm×2300mm
重量：17kg
材質：スチール

QBX-4
商品サイズ：340mm×200mm×1200mm
重量：12kg
材質：スチール 41,000円

【1個】価 格

43,000
円【1個】価 格

パタット担架
商品コード：SGK02-A009

商品サイズ：
収納時/600mm×600mm
展開時/1850mm×600mm
耐荷重：100kg
材質：塩ビ・ターポリン

15,000円【1個】価 格

AED-3100
商品コード：SGK02-A001

398,000
【1台】価 格

円

AED壁掛け型収納ケース
商品コード：SGK02-A002

72,000円
【1台】価 格商品サイズ：390mm×400mm×174mm

重量：7.3kg
使用電源：単4乾電池2本（別売）
※取付金具が別途必要となります。

AEDトレーニングキット TRN-3100
商品コード：SGK02-A003

商品サイズ：206mm×100mm×252mm
重量：1.3kg
使用電源：本体/単2乾電池2本（別売）
　　　　 リモコン/単4乾電池2本（別売）

90,000円
【1セット】価 格

02

（F）肩ベルトセット（オプション品）

【QBX-1】 【QBX-4】

救命・緊急搬送

一連の操作を音声ガイドで指示。
確実で迅速な操作を可能にした、

国内製造のAED。

折りたためるので収納も便利。
緊急時に簡単にセットできる
担架です。

小さく折りたたんで収納可能。軽くて持ちやすい
使い捨てタイプの担架。

避難所でのマットとしても使える、
スポンジ入りの簡易担架。

場所を取らない壁面設置タイプ。扉を開けると
アラーム音で周囲に緊急であることを伝えます。

訓練用に開発された、実践的なトレーニングが
できるセットです。

救助

◀2つ折担架（アルミ）

つ折担架（アルミ）▶
4つ折担架（アルミ）を折りたたんだ状態

▼

商品サイズ：2250mm×540mm
重量：8.0kg
材質：スチール

（A）2つ折伸縮担架（スチール）

19,000円【1個】価 格

商品サイズ：2100mm×540mm
重量：6.4kg
材質：アルミ

（C）2つ折担架（アルミ）

22,000円【1個】価 格

商品サイズ：2100mm×540mm
重量：7.3kg
材質：スチール

（B）2つ折担架（スチール）

14,000円【1個】価 格

商品サイズ：2250mm×540mm
重量：8.5kg
材質：アルミ

（E）4つ折担架（アルミ）

30,000円【1個】価 格

商品サイズ：2250mm×540mm
重量：9.5kg
材質：スチール

（D）4つ折担架（スチール）

20,000円【1個】価 格

（税込 437,800円） （税込 79,200円）

（G）収納袋（オプション品）

5,000円【1個】価 格

（税込 5,500円）

（税込 47,300円）

（税込 45,100円） （税込 87,725円） （税込 16,500円）

（税込 21,532円）

（税込 33,000円） （税込 22,000円）

（税込 24,200円）

（税込 15,400円）

（税込 20,900円）

（税込 99,000円）

2つ折伸縮担架・2つ折担架・4つ折担架
商品コード：SGK02-A004-A～G

医療機器承認番号：22700BZX00187000
商品サイズ：206mm×97mm×252mm
重量：2.3kg
バッテリ：SB-310V
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このマークが付いた商品は販売単位が決まっており、数字は販売単位数（1箱の入数）を表します。200



117,000円 153,000円

150,000円 38,000円
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商品コード：SGK02-A016商品コード：SGK02-A015

6段変速

チューブ中に
ノーパンク樹脂注入した
パンクしない弾力性のある
ノーパンクタイヤを装着!

MG-G206N-SL

28,800円16,000円

89,000円

30

26,900円【1セット】価 格

商品サイズ：1800mm×520mm
重量：0.95kg
耐荷重：150kg
材質：表地/ナイロン（撥水布）
　　 裏地/ターポリン（防炎、防水布）
　　 フレームベルト/ポリプロピレン

商品サイズ：1800mm×520mm
重量：1.5kg
耐荷重：100kg
材質：表地/ナイロン
　　 裏地/ターポリン
　　 フレームベルト/ポリプロピレン

商品サイズ：1980mm×820mm
重量：0.226kg
耐荷重：140kg
材質：綿50％・ポリエチレン50％
梱包サイズ：530mm×450mm×20mm
梱包重量：7.5kg

商品サイズ：1750mm×870mm×630mm
　　　　　（折畳時/1020mm×370mm×750mm）
重量：28kg
材質：アルミ
最大積載重量：100kg
タイヤ仕様：ノーパンクタイヤ

簡易ベルト担架 RB-180 救護用担架 ベルカ SB-160

担架付リヤカー SMC-1BST

レスキュー担架

折りたたみ式リヤカー

救急リヤカー 担架付 ノーパンクタイヤ自転車

商品コード：【NS8-A1S】SGK02-A012  【SMC-1BS】SGK02-A013 商品コード：SGK02-A014

商品コード：SGK02-A017

８か所の持ち手で体重のある方でも楽に搬送ができる、
携帯が楽なコンパクトサイズの担架。

【NS8-A1S】

特殊フィルム製遺体収納搬送袋 セレモバッグ NT-01

ノーパンクタイヤを装備し、
災害時でも安全に
搬送できる
リヤカー。

1.持ち手片側3ヶ所付きで楽々搬送
2.専用外体袋で周囲の視線を遮断
3.Ｕ字開閉で収納が容易
4.顔確認用の窓がある（蓋付）
5.遺体情報メモを入れるポケット付き
6.遺留品/証拠品を入れるポケット付き
7.有害物質が出ないポリエチレン製

商品サイズ：外体袋/680mm×2210mm×190mm・インナーバッグ/680mm×2180mm（ガゼット付）
付属品：除菌・消臭液（二酸化塩素）の製剤セレモタブレット1錠
梱包サイズ：840mm×840mm×240mm
梱包重量：20.5kg【外体袋】

【インナーバッグ】

バンド付き取手

遺留品・証拠品
収納ポケット

顔確認用窓

遺体情報記載
メモ用ポケット

インナーバッグに遺体を
納めたのち外体袋に
納めてください。

一人でも担いで運べる
型掛けベルト付なので､
一人でも担いで
搬送可能です。

パッと広げてすぐに乗せられる
使い方が簡単な担架。

折りたためて収納も便利。
アルミ製なので軽く、
ノーパンクタイヤで
悪路も安心。

最大150kgまで積載可能な
軽くて丈夫な救急用。

がれきなどが散乱した道でも
安全に走行可能。
災害時の移動手段として
重宝します。

【1台】価 格

商品サイズ：
1650mm×610mm×700mm
（折畳時/950mm×280mm×700mm）
重量：22.9kg
材質：アルミ
最大積載重量：150kg
タイヤ仕様：ノーパンクタイヤ

NS8-A1S
商品サイズ：
1700mm×870mm×715mm
（折畳時/970mm×310mm×620mm）
重量：17kg
材質：アルミ
最大積載重量：180kg
タイヤ仕様：ノーパンクタイヤ

SMC-1BS
商品サイズ：
1860mm×870mm×630mm
（折畳時/1020mm×370mm×750mm）
重量：21kg
材質：アルミ
最大積載重量：100kg
タイヤ仕様：ノーパンクタイヤ

（税込 168,300円）

（税込 165,000円） （税込 41,800円）

（税込 29,590円）

（税込 97,900円）（税込 128,700円）

（税込 31,680円）
3,300円
（税込 3,630円）（税込 17,600円）

商品コード：SGK02-A010 商品コード：SGK02-A011 商品コード：SGK02-A031

商品サイズ：1470mm×560mm×1000mm（折畳時/830mm×400mm×580mm）
総重量：18kg
材質：スチール（リム・アルミ合金）

【1台】価 格

【1台】価 格【1台】価 格



救
命
・
緊
急
搬
送

水

害

対

策

工

具

類

※「車輪カバー・車椅子カバー・レインコート」は車椅子購入時、
　1台に対して1個非課税 単体購入は課税 34

商品コード：【JINRIKI QUICK】SGK02-A019 【JINRIKI QUICKⅡ】SGK02-A020 【マルチバッグ】SGK02-A021

49,800円

25,800円 64,800円

4,600円
6,800円

6,200円

JINRIKI QUICKと
マルチバックのお得なセットです。

商品コード：【NEO-1】SGK02-A022 【車輪カバー】SGK02-A023 【車椅子カバー】SGK02-A024 【レインコート】SGK02-A025 商品コード：SGK02-A026-A～J

商品コード：SGK02-A027

コンパクトに折りたため
種類が豊富で軽くて丈夫な
スロープです。
雨の日でも滑りにくく安全です。

折りたたみ式軽量スロープ デクパック

折りたたみ台車 カルティオ

着脱式車いす補助装置 簡易版 JINRIKI  QUICK・JINRIKI  QUICKⅡ

持ち運びが簡単。セットもラクラク。
軽量・高品質の高強度
アルミフレーム製の車椅子。

EBLタイプは
脱輪防止用エッジ付。

59,000円
75,000円
84,000円
93,000円
126,000円
168,000円
90,000円
111,000円
152,000円
284,000円

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

パーソナル

M.P. 

シニア

シニア

シニア

シニア

EBL

EBL

EBL

EBL

種　類

735×700

840×875

740×900

740×1200

740×1650

740×2000

810×900

810×1200

810×1650

810×2500

4

5

6

7

10

12

7

8

12
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 商品サイズ
（mm）

 重量
kg 価  格

材質：FRP（繊維強化プラスチック）  耐荷重：300kg

アルミ製車椅子 NEO-1

【車輪カバー】

【レインコート】

【車椅子カバー】

車椅子カバー KF-11
商品サイズ：800mm×1200mm
材質：ナイロンタフタ

商品サイズ：780mm×490mm×162mm
　　　　　（ハンドル高さ900mm）
材質：ポリプロピレン
重量：7.9kg
均等荷重：200kg

13,500円

【車椅子NEO-1】

軽くて丈夫な､折りたたみ式の
樹脂台車。

（税込 28,380円）

（税込 5,060円）

（非課税品）

（税込 6,820円）

（税込 7,480円） （税込 14,850円）

（税込 71,280円）

（税込 64,900円）

（税込 82,500円）

（税込 92,400円）

（税込 102,300円）

（税込 138,600円）

（税込 184,800円）

（税込 99,000円）

（税込 122,100円）

（税込 167,200円）

（税込 312,400円）

（税込 54,780円）

浮かせて引くという新しい発想。

67,000円

このマークが付いた商品は販売単位が決まっており、数字は販売単位数（1箱の入数）を表します。200

商品サイズ：縮めた状態/800mm・伸ばした状態/1180mm
重量：3.0kg
取付適応サイズ（車椅子幅）：380～525mm（パイプ外寸法）

車椅子NEO-1
商品サイズ：使用時/630mm×900mm×1000mm
　　　　　収納時/300mm×660mm×1000mm
重量：12.7kg
耐荷重：100kg

アクタス レインコート
対応身長：155～180cm
材質：高密度ポリエチレン

車輪カバー KF-10
車輪サイズ：14・16・18・20・22・24インチ
材質：ナイロン
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199,000円

240,000円

230,000円

商品コード：SGK02-A028

商品コード：SGK02-A029

商品コード：SGK02-A030

エレベータが使用できないような災害
非常時に要援護者や怪我人等歩行
困難な方を安全･円滑･迅速に避難さ
せることができます｡
1人～2人の操作者で182kgまでの方
を避難させることができ､本体は9.5kg
と軽いので持ち運びもらくらくです。

商品サイズ：
使用時/1303mm×425mm×820mm
収納時/1106mm×425mm×270mm
重量：24kg
耐荷重：180kg
対応角度：40°以下

商品サイズ：使用時/1300mm×460mm×1030mm
　　　　　収納時/1020mm×460mm×245mm
重量：10kg
耐荷重：150kg
対応角度：28～40°

商品サイズ：
展開時/520mm×820mm×1350mm
収納時/520mm×220mm×1020mm
重量：9.5kg
最大荷重：182kg
対応角度：28～40°
材質：アルミ・ゴム・スチール・合成繊維

特殊設計のゴムクローラはどんな素
材の階段にも対応し､ハンドルレバー
から手を放せば階段上でも安全に停
止することができます｡低重心･ロング
クローラーの優れたバランス設計で､
非常時に歩行困難者の階段避難を
サポートします。

日本の屋内環境を考慮して開発した最新の階段避難車。

日本人の体格・住宅環境を考慮して本体横幅を縮小した結果、
取り回しを含む取り扱いが非常にスムーズになりました。
またフットレストが追加されたことで階段下降時の不安を軽減します。
ひとりの補助でその効果を最大限発揮します。

階段避難車 イーバック+チェアmini

非常用避難車 キャリダン CD-8

階段避難車 イーバック+チェア MK4-JP

イーバック+チェアminiの特徴
❶大きな軟質ゴムタイヤで乗り心地アップ。
❷フットレストがあり、乗車者の不安を軽減。
❸本体幅がコンパクトな46cmで狭い階段でも操作が楽にできます。
❹身長に合わせて4段階の高さ調整が可能です。
❺脱着が簡単なシートは、丸洗い可能です。

いざという時に確実に使える階段避難車。

※Ｖベルト（ゴム）は定期的な交換が必要です。
※定期的なメンテナンスは別途料金が掛かります。

※Ｖベルト（ゴム）は定期的
　な交換が必要です。
※定期的なメンテナンスは
　別途料金が掛かります。

※走行ベルトは使用頻度に関わらず
　経年劣化により交換が必要です。
　交換周期は保管環境により異なり
　ますので、お問い合わせください。

（税込 218,900円）

（税込 264,000円）

（税込 253,000円）

地震･火災などの
災害時の避難に。
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178,000円 448,000円

商品サイズ：展開時/510mm×165mm×1220～1600ｍｍ
　　　　　収納時/520mm×220mm×1220mm

商品サイズ：全長/3100mm・全幅/1470mm
総重量：36.0kg
推奨出力：5.9kw（8馬力）
標準付属品：オール2組・スライス板2枚・フットポンプ・キャリーバッグ・補修キット

商品サイズ：全長/3150mm・全幅/1580mm
総重量：58.0kg
推奨出力：5.9kw（8馬力）
標準付属品：パドル2本・フットポンプ・キャリーバッグ・補修キット

重量：40kg
最大荷重：160kg
対応角度：最大70°

日本人の体格・住宅環境を考慮して本体横幅を縮小した結果、
取り回しを含む取り扱いが非常にスムーズになりました。
またフットレストが追加されたことで階段下降時の不安を軽減します。
ひとりの補助でその効果を最大限発揮します。

商品コード：SGK02-A032

商品コード：SGK02-B001

車椅子サポート昇降機 ラクローラー

（税込 195,800円） （税込 492,800円）

500,000円
（税込 550,000円）

パワーボート並みの強度を持ったローボートのハイグレードモデル。 機動性を重視した軽量タイプの４人乗り設計の緊急出動用ボート。

階段を使った車椅子の昇り降りを、人手をかけずより楽に、
しかも安全にサポートすることができます。
停電などの緊急時、エレベーターがない施設で、
限られた人員でも車椅子利用者のよりスムーズな介助を実現します。

労力や人員を割くことなく、車椅子の階段昇降がラクラク。

折り畳み時

車椅子装着時

高齢者施設などでの
階段使用時に

エレベーターのない
施設での移動時に

災害による電源
喪失の際の
緊急避難時に

このマークが付いた商品は販売単位が決まっており、数字は販売単位数（1箱の入数）を表します。200

※ゴムベルトは定期的な交換が必要です。
※定期的なメンテナンス/部材交換は別途
　料金が掛かります。

商品コード：SGK02-B002

ゴムボート EZ6-942 ゴムボート FRB-104

安定感に優れた太いチューブ設計ながら、
重量を最小限に抑え強さ・太さ・使いやすさの三拍子が揃った高級シリーズです。
チューブには大型パワーボードと同様に、
420デニール高密度ナイロンにトッピングしたCSM配合のゴム引布を使用。
空気注入時は堅牢で、排気時にはゴムとナイロンのしなやかさによりコンパクトに収納できます。

高出力船外機が搭載可能で現場に急行できる本格派プロフェッショナルボートながら、
有事の際には簡単な操作で素早く組み立てられる即時性が特長です。
一人でもわずか数分で組み立てが可能な、緊急時に最適なレスキュー艇です。
※FRB-104に2馬力エンジンを搭載した場合、操縦に免許は不要です。
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【1枚】価 格 40,000円
5

【1枚】価 格 120,000円

9,300円 20,000円

20,000円 22,000円

ワンアクションで瞬時に膨らむ、
水害時用の膨張式救命胴衣です。

チョッキ式で緊急時の着脱も簡単。
小型船舶用の救命胴衣。

腰に巻くタイプの
高性能救命胴衣。

地面に置くだけで洪水から守る､土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。

BW52
商品サイズ：
980mm×680mm×530mｍ
重量：6.2kg/枚
材質：PP樹脂
最大堰止高：500mm

BW102
商品サイズ：
1199mm×992mm×1060mm
重量：15.2kg/枚
材質：PP樹脂
最大堰止高：1000mm

国土交通省型式承認番号：第2696号
商品サイズ：着丈/54.5cm・胴回り/～100cm
重量：350g
浮力：8.0kg
付属品：ホイッスル

国土交通省型式承認番号：第4489号
商品サイズ：胴回り/～130cm
重量：800g
浮力：11.1kg
カラー：橙・赤・青

国土交通省型式承認番号：第4894号
商品サイズ：胴回り/～130cm
重量：660g
浮力：10.5kg
カラー：橙・赤・青

国土交通省型式承認番号：第4538号
商品サイズ：胴回り/～120cm
重量：690g
浮力：11.1kg
カラー：橙・赤・青

BW102

BW52

ボックスウォールは特殊な工具やスキルを必要とせずに設置ができ、ユニットのジョイント部をつなぐことができます。 
各ジョイント部は±3度の調整ができ、カーブした設置場所でも対応可能です。また簡単な洗浄で繰り返しの使用が可能です｡
少人数でも設置が可能なので､学校などへの公共施設をはじめ､商店や家屋でも作業者の到着を待つことなく設置（撤去）することができます。

商品コード：【BW52】SGK02-B007 【BW102】SGK02-B017

商品コード：SGK02-B004-（色）

（税込 22,000円）

（税込 22,000円） （税込 24,200円）

（税込 44,000円） （税込 132,000円）

（税込 10,230円）

商品コード：SGK02-B005-（色） 商品コード：SGK02-B006-（色）

救命胴衣 NQS-7型

可搬式簡易洪水防波堤システム ボックスウォール BW52・BW102

救命胴衣 膨張式 NQV-Yn型救命胴衣 膨張式 NQV-ATn型

救命胴衣 ベルトn型

BW52の1ユニットは、6.2kgと軽量なため、
1チーム（2名）で300mという広範囲へ1時間で展開が可能です。
個々を重ねられるので約1kmの設置展開分のユニット（1,600枚）を20ftコンテ
ナへコンパクトに収納できます。
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74,000円

商品サイズ：φ194mm×364mm
重量：12kg
電源：100V
定格出力：400W
電源コード：5m
付属品：ホースカップリング

高強度・高耐久設計で
錆や傷にも強く
メンテナンスも容易です。

水中ポンプ用ホース。

水中ポンプ SP451 エンジンポンプ GPF4001-GP サニーホース SH-50-30

パネル式ウォーターフェンス 二等辺三角形

パネル式ウォーターフェンス 直角三角形 ＲＡ型 

55,000円 6,200円
【1本】

商品サイズ：506mm×386mm×410mm
重量：22.5kg
出力：8.6kW
燃料：ガソリン
吸込・吐出口径：φ40mm・φ40mm
最大吐出揚程：35m
最大吐出量：350ℓ/分

商品サイズ：30m（内径/53mm・外径/55.6mm）
材質：化学繊維・軟質塩ビ
使用温度範囲：-10～60℃

商品サイズ：設置幅/480mm×300mm×2000mm～
重量：8kg（3m）
材質：ポリプロピレン
最大堰止高：180mm

商品コード：SGK02-B018

商品コード：SGK02-B019

（税込 60,500円） （税込 81,400円） （税込 6,820円）

15,000円【1m】価 格

（税込  16,500円）

（1m単位で2mより受注製造）

商品サイズ：設置幅/300mm×300mm×2000mm～
重量（約）7kg（3m）
材質：ポリプロピレン
最大堰止高：180mm

18,000円【1m】価 格

（税込 19,800円）

（1m単位で2mより受注製造）

パネルを互い違いにすることで
コンパクトかつ簡単に収納することができ、
保管場所を取りません。

パネルを互い違いにすることで
コンパクトかつ簡単に収納することができ、
保管場所を取りません。

新しくパネル式を採用することで
従来品に比べ軽量化しました。
片手で抱えることも十分可能です。

新しくパネル式を採用することで
従来品に比べ軽量化しました。
片手で抱えることも十分可能です。

三角構造により設置面との
面積も広がり設置が安定します。

簡単 軽量 安定

ゲリラ豪雨・梅雨・台風等による
ビル・駐車場・敷地内への浸水を防止します。 

土嚢と比較して、保管スペース・耐用年数等のメリットが大きいです。 
止水性能試験において、高さ18cmまでは防水できることが実証済みです。

直角三角形にしたことにより直角の設置面と接し安定。 
止水性能が高まりました。

直角部分が壁面へ接し、止水をします。
ゲリラ豪雨・梅雨・台風等による
ビル・駐車場・敷地内への浸水を防止します。 

設置場所に合わせて設計できます。
1本の長さは10m以内が便利です。
ご相談ください。

設置場所に合わせて設計できます。
1本の長さは10m以内が便利です。
ご相談ください。

土嚢と比較して、保管スペース・
耐用年数等のメリットが大きいです。 
止水性能高さ18cm。

このマークが付いた商品は販売単位が決まっており、数字は販売単位数（1箱の入数）を表します。200
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400円【1枚】価 格

50
100円【1枚】価 格

200

800円【1袋】価 格

50

1,500円【1袋】価 格

20

750円【1枚】価 格
50

3,600円【1個】価 格

吸水くん S/L スーパー土嚢袋 土嚢作製台

スピーディーに吸水し膨張する、
高性能の水害対策土嚢袋。

置くだけで水を素早く吸収するシート。

砂を入れると25kgとなることを示す
ブラックラインが入っているので､
　　　計量の手間がなく作業性に

優れています。

素早く吸水。手軽で簡単。天井からの漏水や
ドアや窓からの雨水侵入､給排水管の破損時などに。

（税込 1,650円）

16,000円【1台】価 格

（税込 17,600円）

（税込 880円）

330円【1袋】価 格

100
（税込 363円）

（税込 440円） （税込 825円） （税込 110円） （税込 3,960円）

吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ

折りたたみ式簡易水槽 ダッシュプール

吸水性土嚢 スーパーダッシュバッグ

吸水シート ダッシュシート

商品サイズ：
吸水前/600mm×360mm×5mm
吸水後/560mm×310mm×120mm
重量：吸水前/0.2kg・吸水後/15kg
材質：吸水性ポリマー
　　（ポリアクリル酸ナトリウム）
吸水時間：約2分
保存期間：製造日より4年間
　　　　（パッケージ未開封、
　　　　屋内冷暗所保管の場合）

商品サイズ：給水前/400mm×360mm×15mm・給水後/400mm×360mm×150mm
重量：給水前/0.27kg・給水後/20.0kg
材質：吸水性ポリマー（ポリアクリル酸ナトリウム）
吸水時間：約2分
保存期間：製造日より4年間

商品サイズ：吸水前/600mm×360mm×3mm・吸水後/560mm×310mm×60mm
重量：吸水前/0.1kg・吸水後/10kg
材質：高分子吸水材紙
吸水時間：約5分
保存期間：製造日より5年間（パッケージ未開封、屋内冷暗所保管の場合）

S
商品サイズ：
280mm×490mm×3mm
重量：3kg
吸水量：3ℓ/枚

L
商品サイズ：
390mm×490mm×3mm
重量：11kg
吸水量：9ℓ/枚 商品サイズ：480mm×620mm

材質：ポリエチレン
※しぼりロープ付

商品サイズ：φ350mm×350mm
重量：900g

商品サイズ：φ1200mm×500mm
重量：9.5kg
容量：560ℓ
材質：ポリ塩化ビニル

1.速い
・水に反応して数分間で膨張します。
・吸水前はわずか0.2kg。運搬が簡易です。

2.簡単
・土の詰め込み作業は必要ありません。
・どなたでも簡単に取り扱うことができます。

3.コンパクト
・1梱包(50袋）で土砂750kgに相当します。
・従来の土嚢に比べ保管場所が大幅に削減できます。

商品コード：SGK02-B020 商品コード：SGK02-B021

組立簡単で、コンパクトに収納もでき、
いざという時にスピーディーに大量の
土嚢を準備できます。

水害（浸水）対策として有効な吸水性土嚢袋「ダッシュバッグ」を
一度に大量に用意できる専用プール。

このような時、このような場所でご使用ください。
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29,800円
【1台】価 格

37,000円
【1台】価 格

35,000円
【1台】価 格

29,800円【1台】価 格

29,800円
【1台】価 格

29,800円
【1台】価 格

30,000円
【1台】価 格

1,920円
【1パック/3本】価 格

24,900円
【1台】価 格

199,000円【1台】価 格

16P

商品コード：SGK02-C001 商品コード：SGK02-C002 商品コード：SGK02-C003

商品コード：SGK02-C004 商品コード：SGK02-C005

55,000円【1セット】価 格 32,000円【1セット】価 格

42,600円【1セット】価 格76,000円【1セット】価 格 115,000円【1セット】価 格

商品コード：SGK02-C006

商品コード：SGK02-C009 商品コード：SGK02-C010

商品コード：SGK02-C011 商品コード：SGK02-C012 商品コード：SGK02-C013

セット内容：1.3kgハンマー･ネイルハンマー･万能オノ
　　　　 ボルトクリッパー（300mm）
　　　　 コンビネーションレンチ（8･10･12･13･14･17mm）
　　　　 バール（360mm）･折込ノコギリ（210mm）
　　　　 ドライバー（＋･－）･モンキーレンチ･プライヤー･ペンチ
　　　　 カッターナイフ･すべり止軍手･2mスケール（ストップ付）
商品サイズ：470mm×360mm×160mm
重量：10.4kg

セット内容：1tパンタジャッキ･
　　　　 平バール（900mm）
　　　　 大ハンマー（6P）
　　　　 アッキス万能オノ
　　　　 ゴーグル･すべり止軍手
　　　　 防じんマスク
商品サイズ：
1000mm×180mm×120mm
重量：16kg

セット内容：
4t油圧ジャッキ･ミニショベル
ボルトクリッパー（300mm）
万能オノ･1.3kgハンマー
ネイルハンマー
バール（600mm）
折込ノコギリ（210mm）
ゴーグル･LEDヘッドランプ
すべり止軍手
商品サイズ：
700mm×250mm×150mm
重量：19kg

P19

（税込 32,780円）

（税込 32,780円）

（税込 60,500円）

（税込 83,600円） （税込 46,860円） （税込 126,500円）

（税込 35,200円）

（税込 2,112円）

（税込 27,390円） （税込 38,500円）

（税込 218,900円） （税込 40,700円） （税込 33,000円）

このマークが付いた商品は販売単位が決まっており、数字は販売単位数（1箱の入数）を表します。200

チェンソー SSE3000S

エンジンカッター TS410

草刈機ガスカル GKC-5

救助資機材セット レスキューバッグ ショルダータイプ

救助工具格納箱 レスキューミニ 救助工具箱 レスキュースリム 非常用品収納BOX レスキューコーナー

救助工具格納箱 レスキュー工具セット

刈払機 FS23C ハンディブロワー BG56

ニチネンエンジン専用ボンベ ガスカルボンベ

電動チェンソー A101-Ⅱ チェンソー MS180C-BE

外形サイズ：396mm×232mm×268mm
重量：4kg
排気量：30.5㎖
燃料タンク：0.25ℓ
オイルタンク：0.26ℓ

商品サイズ：全長/675mm
重量：9.4kg
排気量：66.7㎤
出力：3.2kW
燃料タンク：0.71ℓ

外形サイズ：1840mm×630mm×410mm
重量：5.4kg
排気量：25.4㎤
出力：0.7kW
運転時間：高速/約30分・中速/約40分
付属品：専用ガスボンベ3本

商品サイズ：全長/1780mm
重量：4.2kg
排気量：21.4㎤
出力：0.75kW
燃料タンク：0.54ℓ

商品サイズ：全長/1000mm
重量：4.1kg
排気量：27.2㎤
最大風量：730㎥/h
燃料タンク：0.54ℓ

内容量：240g

外形サイズ：571mm×208mm×201mm
重量：3.2kg
電源：単相100V
電流：9.5A
消費電力：900W
コード長さ：3m

重量：4.2kg
排気量：31.8㎤
出力：1.5kW
ガイドバー：350mm

セット内容：平バール（900mm）
　　　　 大ハンマー（6P）
　　　　 スコップ（800mm）
　　　　 ボルトクリッパー（600mm）
　　　　 バチツルハシ（1.5kg）
　　　　 レスキュー万能オノ
　　　　 折込ノコギリ（210mm）
　　　　 ロープ（9mmx10m）
　　　　 すべり止軍手･ゴーグル
　　　　 防じんマスク･サバイバルシート
　　　　 ホイッスル･救急パック
　　　　（伸縮包帯･カット絆
　　　　 ワンタッチパット）

商品サイズ：960mm×400mm　重量：14kg

セット内容：平バール（900mm）
　　　　 大ハンマー（2.5kg）
　　　　 1tパンタグラフジャッキ
　　　　 万能オノ
　　　　 避難ロープハシゴ（7.7m）
　　　　 クレモナロープ（9mm×10ｍ）
　　　　 ハロゲンライト（電池付）
　　　　 誘導灯棒（電池付）
　　　　 人感センサーライト（電池付）
　　　　 ゴーグル･防じんマスク
　　　　 すべり止軍手
　　　　 避難用煙フード

商品サイズ：
1200mm×425mm×262mm
材質：スチール
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このページに
掲載の工具全てに

対応するバッテリです。

商品コード：【セット】SGK02-C014・【本体のみ】SGK02-C047 商品コード：【セット】SGK02-C015・【本体のみ】SGK02-C016

商品コード：【セット】SGK02-C021・【本体のみ】SGK02-C022商品コード：【セット】SGK02-C017・【本体のみ】SGK02-C018 商品コード：【BL1430B】SGK02-C019・【DC18RC】SGK02-C020

商品コード：【セット】SGK02-C023・【本体のみ】SGK02-C048 商品コード：SGK02-C024 商品コード：SGK02-C025

商品コード：SGK02-C026 商品コード：SGK02-C028 商品コード：SGK02-C029商品コード：SGK02-C027-A/B

リチウムイオンバッテリ BL1860B
急速充電器 DC18RC

充電式ハンマドリル

充電式草刈機

充電式懐中電灯 充電式LEDワークライト 充電式LEDスタンドライト

充電式ファン 充電式産業扇

充電式インパクトドライバ 充電式ドライバドリル

充電式レシプロソー

リチウムイオンバッテリ
BL1860B

29,500円
【1台／本体のみ】価 格

72,900円【1セット】価 格

HR171DRGX
セット内容：本体・ケース
　　　　 バッテリ（BL1860B）2本
　　　　 急速充電器（DC18RC）

セット内容：本体・ケース
　　　　 バッテリ（BL1860B）2本
　　　　 急速充電器（DC18RC）

セット内容：本体・ケース
　　　　 バッテリ（BL1860B）2本
　　　　 急速充電器（DC18RC）

セット内容：本体・ケース
　　　　 バッテリ（BL1860B）2本
　　　　 急速充電器（DC18RC）

セット内容：本体・ケース
　　　　 バッテリ（BL1860B）2本
　　　　 急速充電器（DC18RC）

セット内容：本体・ケース・バッテリ（BL1040B）
　　　　 急速充電器（DC10SA）
　　　　 USB用アダプタ（ADP08）
　　　　 充電式LEDワークライト（ML807）
　　　　 ハードケース
商品サイズ：380mm×250mm×150mm

HR171DZK

68,100円
【1セット】価 格

TD172DRGX

※「防災用コンボキット」は除きます。

63,100円
【1セット】価 格

JR187DRG

67,600円
【1セット】価 格

DF484DRGX

電圧：18V
容量：6.0Ah
充電時間：約40分

23,200円
【1台／本体のみ】価 格

23,200円
【1台】価 格

16,000円
【1台】価 格

TD172DZ
急速充電器
DC18RC

36,000円
【1台／本体のみ】価 格

ML808
商品サイズ：297mm×79mm×119mm
仕様：LED 4.9W×1灯

7,000円【1台／本体のみ】価 格

CF203DZ
商品サイズ：
140mm×333mm×447mm

CF300DZ
商品サイズ：
315mm×480mm×600mm

11,300円
【1台／本体のみ】価 格

（A）ML801
商品サイズ：
116mm×79mm×380mm
仕様：LED 0.5W×12灯

6,200円
【1台／本体のみ】価 格

（B）ML806Y
商品サイズ：
365mm×78mm×119mm
仕様：LED 0.5W×12灯

8,200円
【1台／本体のみ】価 格

JR187DZK

56,100円【1セット】価 格

MUR190UDRG

29,000円【1台／本体のみ】価 格

MUR190UDZ

22,200円
【1台／本体のみ】価 格

DF484DZ

【1台／本体のみ】価 格 14,900円

【1台／本体のみ】価 格

12,500円

CK1008

30,500円【1セット】価 格

防災用コンボキット

（税込 32,450円）

（税込 74,910円） （税込 25,520円） （税込 17,600円）

（税込 31,900円）

（税込 7,700円） （税込 16,390円）（税込 9,020円）（税込 6,820円）

（税込 12,430円） （税込 13,750円）

（税込 33,550円）

（税込 61,710円）

（税込 74,360円） （税込 24,420円）

（税込 25,520円）

（税込 39,600円）

（税込 69,410円）
（税込 80,190円）

ML805
商品サイズ：214mm×261mm×328mm
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1,600円 2,410円

4,300円

5,300円

13,800円600円

1,718円 24,400円

4,500円
3,300円

8,200円

50,490円

6,500円4,400円
5,500円

6,500円 2,300円2,300円

8,000円

4,500円
3,500円

商品コード：SGK02-C030-A～C

商品コード：SGK02-C035-A/B 商品コード：SGK02-C037-A/B商品コード：SGK02-C036-A～C

商品コード：SGK02-C031

商品コード：SGK02-C038

商品コード：SGK02-C042-（サイズ） 商品コード：SGK02-C043

商品コード：SGK02-C045

商品コード：SGK02-C044-（サイズ）-（色）

商品コード：SGK02-C046

商品コード：SGK02-C040-（サイズ） 商品コード：SGK02-C041-（サイズ）

商品コード：SGK02-C032 商品コード：SGK02-C033

商品コード：SGK02-C034

踏抜き防止板入り インソール

爪付オイルジャッキ（2t） 作業手袋 PU-625

ポケットレインコート 500

保護めがね SP-17F 保護めがね SP-81

ナダレスレインスーツ

編上靴 WS33HiFR

商品サイズ：
SS（20.0～21.5cm）
S（22.0～23.0cm）
M（23.5～24.5cm）
L（25.0～26.0cm）
LL（26.5～28.0cm）
材質：天然パルプ100%
仕様：ステンレス板
　　（0.5mm厚）搭載
　　 耐踏抜性能
　　 1,100N以上

品サイズ：M・L・LL・EL・4L・5L
材質：表/ナイロン
　　　（PVC樹脂コーティング）
　　 裏/ポリエステル
仕様：超耐水
カラー：ヒマワリ・オレンジ
　　　アイボリー・ターコイズ
　　　ブルー・ネイビー

商品サイズ：110cm
仕様：耐水（ウェルダー加工）

重量：85g
材質：アイピース/CA
　　 フレーム/PP、TPC

重量：21g
材質：レンズ/PC
　　 フレーム、鼻当て/PBT

ガラスや鋭利なものが散乱する現場で活躍する、
踏抜き防止板入りインソール。

常備しておくと便利な
簡易タイプの透明レインコート。
ひざ丈まで隠れる十分な長さ。

鋭利なものから足裏を守る
「踏抜き防止板」を内蔵した防災靴。

PM2.5、黄砂、花粉、
ハウスダスト等から
目を守る。

耳あてがフレキシブルで、フィット感抜群。
高い防曇効果があります。

耐久性が高く破れにくい作業用ユニフォーム。

低い位置からの瓦礫の持ち
上げも可能な､救助に役立つ
パワフルな工具です。

軽く握っても
グリップが安定する
レスキューグローブ。

1,500円
【1セット】価 格

掛　矢

手　斧 バチツル 平バラシバール ボルトクリッパー

両口ハンマー ショベル （丸） ショベル （角）

（A）商品サイズ：105mm

（B）商品サイズ：120mm

（C）商品サイズ：130mm

（A）商品サイズ：750mm

（B）商品サイズ：900mm

（C）商品サイズ：1050mm

（A）商品サイズ：450mm

（B）商品サイズ：600mm

商品サイズ：900mm
重量：3.6kg

商品サイズ：340mm
重量：900g
刃幅：105mm

（A）重量：1.5kg

（B）重量：2.5kg

高さ：243mm
重量：13.2kg

商品サイズ：S・M・L・LL・3L
厚さ：0.6mm
材質：合成皮革 商品サイズ：22.0～28.0cm

標準重量：1.26kg（26.0cm）
材質：先芯/ワイドACM樹脂・甲被/牛革
仕様：踏抜防止板内蔵・JIS規格「耐踏抜性（P）」（税込 55,539円）

（税込 9,020円）

（税込 2,530円）（税込 2,530円）（税込 7,150円）（税込 4,730円）

（税込 4,950円）

（税込 3,850円）

（税込 6,050円）（税込 5,830円）（税込 8,800円）

（税込 4,950円） （税込 4,840円）

（税込 3,630円）

（税込 7,150円）

（税込 1,889円）

（税込 660円）（税込 1,650円）

（税込 1,760円） （税込 2,651円）

（税込 15,180円）

（税込 26,840円）

このマークが付いた商品は販売単位が決まっており、数字は販売単位数（1箱の入数）を表します。200
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