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●製品のご使用前に、取扱説明書  保証書  等をよく読んで下さい。
　また、製品のコーションラベルの表記内容も ご確認下さい。
●安全のため定期点検整備を施行しましょう。
●法律上  重量制限がある車種がありますので積載できないこともあります。
　積載品の選定には  ご注意下さい。

●掲載写真には、一部  オプションを含んでいます。
●写真は、撮影条件・印刷インキの特性等から、実際の色と違って見える場合があります。
●仕様およびデザイン等は、予告なく変更することがあります。

公式サイト
http://www.tohatsu.co.jp

トーハツ公式サイトより掲載商品の「仕様書」「取扱説明書」
「カタログ」をダウンロードできます。※一部動画も掲載。

このQRコードから
防災トップページに
アクセスできます。
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[PAT No. 特許第4917131号]

【発明の名称】 実火災訓練装置
【抜粋】 第1に､排煙が無煙無害化されると共に、
 第2に､しかもこれが、コスト面に優れて実現され、
 第3に､そして火災現場の臨場感を十分体感でき、
 第4に､安全性や汎用性にも優れた､実火災訓練装置

特許

全体（設置寸法）
全長14.0×全幅8.0×最大高6.0ｍ
コンテナ
全長12.2×全幅2.4×全高2.6ｍ

【寸法】【特長】

◎各種火災状況を再現。訓練が可能
・二層流
・急激な火炎拡大（フラッシュオーバー等）
　 の前兆現象
・閉鎖および開放状態
・濃煙高さの制御
・装置内での放水、熱環境の変化

◎環境に配慮。排煙は無害化し放出
排水・排煙・廃棄物を低減

◎低コストで導入。物品で購入可能
維持・管理も低コスト

◎短期間で設置。将来移動も可能

◎煙突

◎排煙処理装置

◎前室

◎耐熱カーテン

◎装置内部温度計

◎装置制御盤

【構成】
■コンテナ本体
・燃焼部薪受台
・濃煙高さ制御フラッパー
・排煙吸気口
・排煙回収前室
■排煙処理装置
・二段燃焼式排煙処理装置
・排煙吸引エジェクター方式採用
・排煙燃焼処理灯油バーナー方式採用
■制御部
・排煙処理装置点火及び停止自動運転制御
・コンテナ本体内温度３段表示（上中下）
・排煙処理装置本体炉内温度表示

◎訓練装置温度表示
（左側から）

①排煙処理装置内部燃焼部

②コンテナ本体上層部

③コンテナ本体中層部

④コンテナ本体下層部

二層流発生状況 濃煙訓練状況

パレット燃焼部 パレット燃焼状況

燃　　料1 燃料はプロパンガス、配管弁、センサーなどで自
動制御され複雑になる。ガス供給部からの配管
必要。

薪を用い扱いが容易、主として木質パレットを燃
焼部に人力で搬入し利用。訓練時に発生する未
燃ガスを排煙処理装置（灯油炊き）にて処理。

着　　火2 ガスに着火。薪に着火する。

濃煙効果3 燃料にガスを用いるため、濃煙は発生しにくく濃
煙の体験が困難。

大量の煙発生が容易で濃煙及びコンテナ内で
高温濃煙領域、低温可視領域の2層流での消火
活動が体験可能。

熱気効果4 ガス量と熱センサーでバルブを開閉して訓練域
の高温熱気をコンピュター制御する。濃煙は発
生しない。

薪着火後大量の濃煙熱気が発生、煙量はコンテ
ナ本体の流入空気量でコントロールする（空気
量制御は簡易なコントロールで制御可能）。

フラッシュオーバー
の前兆現象

5 濃煙発生がほとんど無いため体験困難。比較的簡単に体験可能。

体験温度6 Max.370℃Max.800℃（上層･中層･下層の温度を測定確
認可能）。

燃　　料7 燃焼ノズル付近にセンサーがあり放水を検知す
ると消火、従いセンサーに直接放水しないよう
配慮が必要。

消防ホースの放水により臨場感ある消火体験が
可能（ワンルームマンション内を想定）。

設 備 費8 模擬火災発生装置、プロパンガス供給装置、排
気装置、電気設備、熱遮蔽設備、監視設備、PC
コントロール、各種センサー、配管、弁等、設備が
非常に複雑で高価。

訓練装置本体はコンテナを利用、排煙処理装置
は二次燃焼炉を利用。装置がシンプルで、比較
的安価。取り扱い簡易な制御装置。
（特許第4917131号）

建築申請12 必要不要

維持管理13 配管・センサー等自動制御装置が複雑で定期的
に維持管理が必要。

コンテナ本体は消耗品であり、3年から5年程度
で交換（更新は訓練頻度による）。訓練装置の年
次点検を推奨。

体　　感14 火炎など制御装置にてコントロールされている
ため人工的である。

熱、火炎、煙、匂いなど臨場感が得られる。

安全装置9 燃料ガスの漏洩を考慮する必要有り、蔽囲され
た場所は不適。ガス検知装置等の安全自動制御
装置が必要。

燃料に関する安全対応は特に必要ない。

排煙処理10 排煙処理装置で処理。訓練時に発生する未燃ガスを二次燃焼炉方式
の排煙処理装置にて無色無害に処理して大気
放散する。（特許第4917131号）

建　　物11 専用建物が必要。
建屋内に設置（税金面で高価）。

移動式コンテナ利用のため建屋不要。
屋外設置（税金面で安価）。

No. 項　目 薪燃焼方式（MP8型） ガス方式（AFT）
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移動式濃煙熱気実火災訓練装置
木材パレット等を燃焼させ、実火災に近い濃煙と熱気の体験・消防訓練が可能
■ MP8型

排煙が無煙無害化



6 7

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
津
波・大規
模
風
水
害
対
策
車
両

津
波・大規
模
風
水
害
対
策
車
両

水陸両用車

車両種別
エンジン
燃料タンク容量
駆動システム
牽引能力
水中推進力
接地圧

Tri-MODe
油圧タンク容量
電気システム
基本ユニット重量（乾燥）
バッテリー
積載容量

パーキング / 緊急ブレーキ
乗員数
計器類
陸上速度
水上速度
車体構造
ビルジポンプ
中央最低地上高
油圧オイルクーラー
クローラー

大型特殊自動車
クボタ V3600T 85HP ターボディーゼル
72ℓ（運転時間：約 12 時間）
直接駆動閉ループ静水圧
3,629 KG（8,000Ibs）
油圧駆動デュアル 280ｍｍブロンズプロペラ
無積載時８.２kPa
　積載時 13.24kPa
車輪、プロペラ / 車輪、又はプロペラのみ
49ℓ Mobil DTE 10 Excel 46 油圧オイル
12 Volt（90 Amp オルタネーター）
3,266 ㎏
Super Start 750 CCA @0°F
陸上 -1,961 ㎏
水上 -   726 ㎏
油圧ブレーキシステム
２～８名
船舶等級コンポーネント
20 ㎞ /h
  5.6 ㎞ /h
9.5ｍｍ及び 3.1ｍｍ完全溶接アルミニウム
8,328L/hr 12volt（自動 / 手動スイッチ）
685ｍｍ
強制空気油圧オイル駆動ファンモーター
610ｍｍ産業用強度ゴムクローラー

タイプ 水陸両用車８×８（D2488B-P）

水陸両用車 水陸両用車



ハイスペック地震体験車は、東北大震災クラスの最大級の
振動を想定して、今後の地震災害の備えとなるような厳しい
基準のもとに製作しています。
現実の地震の波形に即した地震振動と、リアルな映像による
室内・室外の様子、不気味な地鳴りなどを同期させて、
迫力ある臨場感を体験していただけます。
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ゆとりある4tシャーシで、地震体験車に必要な要
素をすべて搭載できます。バッテリー方式は、この
サイズでもパワフルな機能を発揮し、リアルな地
震動を体験していただけます。

4トン
タイプ

3.5tシャーシをベースにした最もオーソドックスな
タイプです。

3トン
タイプ

狭い場所でも小回りがきき、都市部などの高さや
幅に制限のある場所での使用に最適です。

2トン
タイプ

走行時の安定を保つための緻密なバランス設計と運用時のヒューマンエラーを
防止する、万全のシステムを完備しています。

走行時の高さに制限のある地域では、全高の低い車体でも設営時の体験室は、前面と天井
部がウイング式に高く開き、広い空間が得られます。

数多くの地震体験車（発発、バッテリー）を製作、チームメンバーは地震体験車
の特性を熟知しており、安全な運用への期待にそむきません。メンテナンス体制
も万全ですので、お任せください。

高機能サーボモーターとX・Y・Z軸独立駆動装置（クランク方式）を搭載し、過去
の地震に於いては、公的に発表されたデータを取込んで再現します。

よりリアルな地震を体験させるため、震動装置へ取込んだ同じデータを使った
ハイビジョンCG映像と効果音が臨場感を発揮します。

ステージと昇降用タラップが一体化され、現地での設営・撤去がらくらくできま
す。さらに、ステージとタラップには手摺を装着し、体験者への安全を守ります。

VE-Tシリーズは、駆動装置・映像・音響など全ての電源装置としてバッテリーシ
ステムを搭載、パワフルでありながら、発発搭載型のような騒音がなく、CO2の
排出はゼロ。

ランニングコストを考えるなら、バッテリー方式をおすすめします。
●バッテリーの充電は、AC100Vプラグイン方式。コンセントがあればどこもで
もOKです。
●約10時間で充電でき、最大で8時間、現地運用することができます。
●発発のように燃料を使用せず、面倒なオイルやフィルターの交換が不要、ラン
ニングコストは断然安くなります。夜間電力を使えばさらに節約できます。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

気象台のデータ(左)と地震体験車計測データ(右)の比較 室内映像（フルＨＤ 1920×1080）

地震前 地震中

地震中 地震後
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地
震
体
験
車

地
震
体
験
車

ハイスペック地震体験車 ハイスペック地震体験車

納入実績

■ 宮崎市消防局様 ■ 埼玉県南西部消防本部様

■ 民間企業様 ■ 民間企業様

■ 堺市消防局様 ■ 世田谷区役所様

ウイング方式なら、低い車高でもOK
豊富な経験

クランク方式だから正確な震動を再現

すばやい設営・撤去

VE-Tは、100%電気で駆動 CO2ゼロ！しかも、パワフル

再現地震の正確さと地震動に同期した映像が迫力ある臨場感を作り出す。

1 万全の安全基準

5
6

2

3 地震動と同期した映像と音響

4

6

最大級の地震動を想定した、ぐんを抜く臨場感



通常の救急車では進入困難な災害現場での救助活動に
独自のバックルテクノロジーで、締め付ける力を制御しオートロックする。
ターニケット失敗の原因となる緩みを起こさない、全く新しいかたちの四肢用ターニケット。

東日本エリア初！

納入させて
いただきました。
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ベースシャシ ダイハツハイゼットカーゴ・クルーズターボ
ハイルーフ・4AT・660CCターボ(4WD)

全長 3,395mm
全幅 1,475mm
全高 1,875mm
室内長 1,755mm
室内幅 1,270mm
室内高 1,210mm
総排気量 658cc
最小半径 4.2m
乗車定員 4名(前2名、後1名、寝台1名)

主な仕様
長さ180cmメインストレッチャー(ロック、車体傷防止加工)
引出式ルーフキャリア(ロック付き)
患者室内照度調節可能LEDラインライト
点滴用フック
全座席ビニールシート
資機材収納棚(固定用バンド付き)
散光式赤色警光灯
補助警光灯前後各2個
電子サイレンアンプ(音声合成機能付き)
後部ドア開放時用赤色点滅表示灯
シガレットコンセント
フレキシブルマップランプ
マグネットコンセント
消防用無線機取付

高規格救急車では
現場到着に
時間がかかる。

狭隘道路で救急現場に
進入が出来ない。

●引出式ルーフキャリア
(バスケット型担架とバックボードを収納)

●長さ180cmのストレッチャー
●点滴掛け等にたくさんの壁掛けフック

●様々な形状の資器材に対応した
　固定用バンド

●明るいLEDラインライト

NARターニケットC-A-T

素材 ）プッリグ②、）体本（ドンバ①（ロクルベ/ンロイナ
）ルクッバ④、ドッロげ上き巻③（クッチスラプ

寸法 [梱包時]約L16.5×W6.0×D3.8㎝ [使用時]約L95.2×W4㎝
重量 約82.2ｇ
種類（色） ブラック/オレンジ

製品番号 SAMXT-C（オレンジ）
SAMXT-M（ブラック）

サイズ L92.5cm×W3.8cm
パッケージ L6.3cm×W3.8cm×H18.4cm
重量 約108g
適用範囲 13.9cm-88.9cm
原材料 ストラップ：ナイロン、

バックル・プレート：プラスチック、
ロッド：アルミニウム

※本品は使用方法のトレーニングを受けた隊員或いは医師の監視の下に使用してください。

生命を脅かす緊張性気胸につながる開放性気胸の緊急処置用閉塞シール。汗・血液・毛髪・砂の存在や、水中でも皮膚に密着
する強力な接着性。バルブ付きは持続的胸腔ドレナージが安定、高強度で潰れず、アーマー装着時でも安心。

表面 ポリウレタン
裏面 ハイドロジェル
ライナー ポリエスター
バルブ ポリプロピレン

品名 ■SAMチェストシール バルブ付き（1枚入り） ■SAMチェストシール スタンダード（2枚入り）
寸法/重量 約23.4×19.3㎝/約65.2ｇ 約23.4×19.3㎝/約90.7ｇ
外観

付属品 クリーニングパッド1枚（12.7×22.9㎝） ※不織布

[一般医療機器] 13B3X00138000023 /13B3X00138000022

■TYKニードルキット　（14ゲージ・103㎜・15g）

バルブ付き1枚、スタンダード1枚のコンボもあります。

[一般医療機器]13B3X00138000027

◆一方向バルブ

SAMターニケットXT
（オレンジ）
SAMXT-C

SAMターニケットXT（ブラック）
SAMXT-M

タイムバンド
耐候性フック＆ループシステムは、最も厳しい天候下で、完全に水没しても、ベル
ク口で粘着し固定する。暗視機器で認識できる。

Cフック
巻き上げロッドを引っかけ易いように角度をつけ、簡単で効率的に固定できる。

TRUFLEXプレート
丈夫なナイロン製のプレートは、最大限の強度と柔軟性により
目標とする圧力を加える。より細い四肢にも柔軟に対応できる。

TRUFORCEバックル
これまでになかったオートロックテクノロジーは、ロックピンによ
り、従来のターニケットで見られるような緩みを起こさない。

メタル製巻き上げロッド
6061-T6　アルミ製のロッドは、プラスチック複合材として、軽
量で強度が高い。

プリシジョンストラップ
ベルク口だけでに依存する固定は、漏れたり汚れている状態で
は固定できない可能性がある。
全天候製プリシジョン・ストラップは、単層のナイロン・ウェビン
グ製で、ロックピンで固定するためのホールが一定間隔にある。
これをロックすることにより、緩まない第１の安全システムを構
築する。さらにCフックへ余分なストラップを通し固定することに
より、緩まない2重の安全システムを構築する。

プロシジョンタブ
直感的に使用できるデザインにより、短時間で簡単に装着でき
る。暗視機器で認識できる。

1

1 2

6

7

53

4

2

3

4

5

6

7

Ｌサイズ 長30cm/掌回り19cm
Ｍサイズ 長30cm/掌回り22cm
Ｓサイズ 長30cm/掌回り24cm
厚み 手首0.12mm/掌0.15mm/指0.20mm
素材 ニトリルゴム（無アレルギー）
カラー ベージュ／ブラック
1袋25ペア入り

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

救
急
車

テ
ロ
対
策

トーハツ軽救急車

平成23年4月「救急実務実施基準」の
改正により、狭隘道路などの地域実情に応じて
軽自動車を用いた救急車の運用が可能
になりました。

ターニケット（止血帯）
■ SAMターニケットXT

■ NARターニケットC-A-T

チェストシール（胸部開放創閉塞絆創膏）

ニトリルグローブ
一般的なグローブに比べて厚くて長いニトリル製グローブ。
■ NARベアグローブ（サイズ：M／L）

◎第7世代となり、強度と視認性、止血効果も向上
◎操作性の向上で、より簡単なトレーニングで装着方法を習得

◎3辺テーピングに比べ、よりカンタン・迅速・強力
◎安全・安心。滅菌済み。ラテックスフリー

トーハツ軽救急車で解決
ぜひご相談ください。

神奈川県藤沢市
消防本部様に

消防局様に
次回訂正
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品名 河川増水危険警告灯セット 電池構成 外形寸法(mm) 金具付き重さ/ｇ LED / 規格 可視距離(M)
赤色LEDライト EN3622SUN5R AL-F3PO φ48*235 874 CHIP1W / 赤色 300M
黄色LEDライト EN3622SUN5Y AL-F3PO φ48*235 874 CHIP1W / 黄色 300M
交換電池 BOX+KINGU+AL-F3PO F3P 140*82*38 385(BOXと金具含む

サイズ 705mm×680mm×528mm
最大堰止め高 500mm
素材 ABS樹脂
重量 3.4kg
付属品 バネクランプ×1

浮力 約9kg
重量 1,070g
サイズ 膨張時 56cm×53cm
カラー オレンジ
認証 USコーストガード  タイプⅣ 認証取得
オプション 専用BOX (高さ33cm×横13cm×奥行18cm)

吸水量 最大1,500L/min
吸水管接合部 75㎜消防ネジ
吸水可能最低水深 2㎝
寸　法 全長670×全幅460×全高170㎜
質　量 約8.3kg
材　質 ポリエチレン、アルミ、ステンレス

従来の固形救命浮環と比べ、収納性に優れたクッションです。

未使用での収納、保管に優れた呼気式防災用救命胴衣で、防災備蓄に最適です。

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

簡単な設置で増水時の危険を可視化。
水位が上昇すると、水電池が発電を開始して段階的に2色の警告灯が点滅します。
豪雨により災害が増えている昨今、身近な場所に設置して近隣の方々が危険を視覚によって察知できます。

収納時

約15cm

約10cm

アキレス水難救助ボートを24ページに掲載しております。

従来の土のうは、土砂･工具の準備、運搬用重機、詰め込み作業の人員･手間が必要。実際にはコスト高。
土を使わず水に浸すだけの「吸水性土のう」が、より迅速な初期対応に最適です。

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

水
害
対
策

水
害
対
策

河川増水危険警告灯

■ スローラフト TD-2401

膨張式救命クッション(水感知)

ボックスウォール

■ 1stwatch RBA-100

マイクロ災害用ライフベスト

◎小型　保管時(縦 約15cm×横 約10cm×厚み 約8cm)
◎軽量　280g
◎長期保管＆メンテナンス不要

吸水式土のう

■ スーパーダッシュバッグ脱水剤付 DBW-02-CA（20枚）

◎短時間・水のみで土のうが完成！
水槽があれば、より早く効率的

◎土・重機・工具・人手・手間要らず！
◎保管時は軽量で小スペース

◎後処理・廃棄もカンタン！
脱水は塩化カルシウム溶液に漬けた後、天日干しで2週間。
可燃ゴミで処理可能（廃棄は、地方自治体の処理方法をご確認下さい）。

◎止水効果が高く安定した段積み！（スーパーダッシュバッグ）
吸水後は立方体。重ねやすく隙間がない。ループ状の取っ手は､杭を通して固定可能。

アキレス水難救助ボート
過酷な条件下でも活躍する、プロフェッショナル用のアキレスインフレータブルボート。
■ SGJ-425

急流救助用PFD
消防レスキューの要望を反映した急流救助用。視認性、収納性も考慮し、抜群のフィット感と運動性、コストパフォーマンスを実現。

ダッシュバッグシリーズを64ページに掲載しております。

急流救助用PFDを27ページに掲載しております。

■ レスキューフローティングベスト  [名入れ可]

「リバーランナープロ」を河川救助用に、仕様変更
ズイサL／M◆）GOSS（ジンレオトッセンサ◆

【変更点】
◎反射材をイエローに変更。背面に大型反射材採用。
◎腋部分に、調整可能なベルトを追加。着水時や救助活動時のズレを防止。
◎背面にポーチを装備。バディと共有する小物を収納可能。
◎ポーチ部分に名入れが可能。（別料金）
＊名入れ幅は約13㎝、高さ約3～4㎝。◆ ）GOSS（ジンレオトッセンサ ◆M／Lサイズ

低水位ストレーナー
可搬消防ポンプとの組み合わせで揚水・排水にも威力を発揮。浮かべて使う、フロートタイプの低水位ストレーナー。
■ MINIフローティングストレーナー（ツノ式／スロッタ式）

特徴
◎軽量化による高い機動性。
　1時間で120m設置ができます。
◎地面に置くだけで敷設可能。
　尚、接続に工具は不要でフレキシブルな設置が
　可能となります。　　　　
◎小規模な範囲の防護対策にも最適です。

トーハツ25馬力ジェット船外機が標準装備、ジェット船外機専用レスキューボート
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透明部を多くした生地とスモークマシンを外部に設置する構造で、安全性をより考慮した「煙体験テント」。

◎伸縮支柱式で
　組立簡単・安全

フレームの組立は差し込み式。
幕体も手が届く低い位置で
セットが可能。

①フレームを差し込んで組立 ②天幕をセット、支柱を伸ばす ③四方幕をセット、更に支柱を伸ばす

【使用例】

◎オプションで各種文字入れ可能
◎内部取付用障害物シート2枚付属

◎オプションで各種文字入れ可能
◎側面に透明生地を使用し中が見える
◎スモークマシンを外部に設置するダクト付き

（1Lボトルセットタイプ）

◆5.0kg　
◆専用ボトルキャップ、リモートコン
トローラー（コード10m）、ポーター
スモーク専用液（1Lボトル1本）付き

[別売]ポータースモーク専用液
（1Lボトル6本入り）

[別売] キャリングケース
[付属品]リモートコントローラー

TH-13 37秒
TH-14 49秒

煙充満時間

●煙が充満するまでの時間（共通）
設置場所 広さ 時間
室内 ６畳（24.3m 3） 47秒
（天井高さ2.5m） ８畳（30.4m 3） 59秒
テント 19m 3　  37秒

25m 3　  49秒

●性能（共通）
スモーク能力
10～31m 3分
（可変）
到達距離
3m（無風時）

●仕様（共通）
外形寸法 L296×H213×W172㎜
液消費量／受皿容量 0.3～1L/時（可変）／0.3L
電源 AC100V　50/60Hz
定格消費電力 950/950W（余熱初期短時間）、

200/200W～420/420W（スモーク噴出時）

１分間
で最大
31m 3

防火演習、気密試験、煙流・気流の測定その他各種の訓練、測定、
検査等に使用。

講習主催者側は、数量確保・モニタ確認により、短時間で効果の上がる講習に。搬送・準備も簡単です。

受講者に対する数量を充実化。
短時間で効果の上がる講習に

●搬送・準備が簡単

●セッティングも簡単

フェースシールドとラングバッグﾞ
が一体型。カンタン・迅速にセット ◆本体2.3kg（総重量2.6kg） ◆62㎝

＊胸骨圧迫回数／毎分

●解剖学的に正確
●的確な位置にAEDパット装着
明確な顎ライン
隆起した鎖骨
胸骨の構造
剣状突起
乳頭ライン

◎鼻がつまめる

◎本体にレートモニタを配置。
    講師も受講者も随時確認しやすい

100回以上＊
99～80回
79～60回
59～1回
深さが不正確

●圧迫の感触がリアル
◎クリック音で確認
新ガイドラインに基づいた適度の強さと
深さ(5㎝)で、圧迫・解除が、音で確認できる

①
②

③
④

◎頭部後屈機能（特許）
●実際に近い気道確保
後屈の最適位置で止まる仕組み。
頭部後屈しないで息を吹き込んでも、
胸郭は膨らまない

へそ(ハイムリッヒ操作も可能)

品名

■煙体験ハウス TH-13

■煙体験ハウス TH-14

寸法1

１ ）㎡6.9（間３×間

１ ）㎡6.21（間4×間

寸法2
W1,800×L5,340㎜
支柱･軒高1,850㎜
W1,800×L7,070㎜
支柱･軒高1,850㎜

フレーム重量

64kg

76kg

フレーム/幕体
【パイプ】高張力鋼管(ハイテンション材)
【引張り強度】平均590N以上　【外面】溶融亜鉛メッキ加工
【表面】特殊防サビ透明樹脂コーティング　【内面】防サビ焼付け塗装
【幕体】防炎認定ポリエステル製

付属品
障害物用シート
×２枚
ウエイトバー
×２本

低公害型発煙筒

品名 ■ けむ～る白3分   ■ けむ～る 白1.5分 ■ けむ～る 赤1.5分 ■ けむ～る 黄1.5分
煙色 白色 白色 赤色 黄色
発煙時間 3分 1.5分 1.5分 1.5分
寸法 φ55×120㎜ φ55×120㎜     φ56.5×127㎜   φ56.5×127㎜
重量 約200g 約180g                          約155g 約170g

寸法 奥行3,600mm
品名

）mm052×043×042,1：納収（、mm000,2さ高、mm004,2口間×
重量 幕体：約17.0kg、フレーム：約25.5kg、カーテン（2枚）：約2.7kg
素材 幕体；ポリエステルターポリン・白（防炎加工）、塩化ビニール糸入り・透明（防炎加工）　カーテン：ポリエステルターポリン・白（防炎加工）

フレーム・〔脚部〕スチール角パイプ34×34mm+28×28mm　〔トラスバー〕スチール角パイプ25.4×12.7mm　ホワイト粉体塗装
付属品 幕体収納袋、フレーム収納袋

煙体験テント2436

 品　名 備　考
■ 大人CPR/AEDマネキン  モニタ付き 1個 フェースシールド・ラングバッグ10枚、ケース

モニタ無し 1個 
モニタ付き 4個パック フェースシールド・ラングバッグ50枚、ケース
モニタ無し 4個パック 

① ■ フェースシールド フィルター付き  (消耗品) 50枚入り
② ■ フェースシールド・ラングバッグ　10  (消耗品) 10枚入り

■ フェースシールド・ラングバッグ　50  (消耗品) 50枚入り
③ ■ レスキューマスク用 トレーニング アダプタ  (消耗品) 10個入り
④ ■ CPR練習用シールド  (消耗品) 36枚入り

訓
練
用
資
器
材
火
災・防
災
訓
練
用

訓
練
用
資
器
材
火
災・防
災
訓
練
用

煙体験ハウス
煙の怖さを体験できる「煙体験ハウス」。シンプルな構造で、簡単に設営できます。
ドライアイスに比べ、よりメリハリの効いた効果の「スモークマシン」と合わせてご利用下さい。

煙発生装置
セラミックヒータ内蔵の気化器と電子制御技術により、直径数10μの最適なスモーク微粒子をいつでも噴出。
ドライアイスに比べ壁や床を濡らす心配が無く、煙の粒子が細かく、より臨場感のある視覚効果が得られます。
消防・防災訓練から研究・試験用（気流・風洞・漏洩）、イベント用に最適なスモークマシン。

煙体験テント ＣＰＲ/ＡＥＤ マネキン

組み立て
簡単

透明生地で
中が見える

■ポータースモークPS-2006／PS-2106
◎スモークを安定噴出
◎小型・ハイパワー
◎騒音・振動を解消
◎安全装置も充実

STEP1 STEP2 STEP3

従来にない「低価格・超軽量・リアル・簡単」を実現　　受講者はより実際に近い状態で受講できます。

◎低価格！従来の約1/3

◎本体2.3㎏と超軽量
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現場除染および病院前除染にも対応。除染に関する訓練用はもちろん実践用として活用できます
（国内外の実際の現場にて活用）。

洗浄水（汚水）の確実な回収、運搬・組立・除染時の時
間短縮、気象条件、プライバシー確保などあらゆる状
況を考慮しています。

汚染されたストレッチャーを持ち込まずに、重症者の除
染および移動を効率よく行える機材。材質は化学薬
品の侵食、ハードな取扱を考慮。下部は滑車付きで、
移動・準備も迅速。

脱衣／着衣・評価用のクリーンエリア及び医療救護所
／災害現場等でのトリアージ所など多目的に使用可
能。

屋内用瞬間湯沸器の流用ではなく、屋外使用・除染目
的に開発された温風温水器（軽油式貫流型ヒーター）。
電源を入れると、タンク内に水を溜め込み沸騰、水を
混ぜて35℃一定のお湯を供給します。少なくなると自
動で追加沸騰させるため、取扱いが簡単です。

■除染ブース本体

■汚染水用タンク（密封型）

展張 L240×W210×H230
収納 L110×W70×H60
材質 ハイパロン製
 [天井]軽量スクリム防水PVC
 [床面]PVC+ポリエステル
重量 約60kg
内容 除染ブース本体×1式、
 仕切りカーテン×1枚、
 グランドシート×1枚、
 運搬用カバーシート×1枚、
 フロアパネル×4枚、
 レイフラットシャワーホースセット×1式、
 シャワーヘッド×4個、
 手動式展張ポンプ×1個
別売 電動エアーブロアJ×1個、
 汚染水用タンク×1式、
 汚染水用ポンプ×1個、
 ライト×２

展開 L70×W60×H30㎝
収納 300×200㎝
重量 約20kg
容量 約1,000L 
 ※除染ブース床下も、700Ｌの貯水可能

寸法 L135～300×H 68～90×W70㎝
重量 80kg

ヒーター型式 貫流型
燃料/燃費 軽油 / 約5L/時（継続運転時）
バーナー効率 59kw
電源 110V
必要水圧 2気圧以上
給湯温度 35℃（±2℃）
給湯量 約40L/分（供給水温5℃以上の場合）

※供給水量に依存
寸法 L167×W57×H62㎝
重量 約80kg
付属品 移動用車輪（取り外し可能）
別売 20L軽油タンク

展張 360×360㎝
収納 L80×W110×H50㎝
材質 ナイロン布PVCコーティング、防水難燃性
重量 90kg
付属 グランドシート、運搬用カバーシート
別売 電動エアーブロアC

・エアー膨張式テントは、台車に載せて保管すれば、非常時は1人でも設営可能。
・ローラーテーブルにより、汚染されたストレッチャーの洗浄時間も不要、患者のみ除染し受け渡すため、短時間。

・テント内部は、常に換気・陽圧化。被災者の呼気・衣服から発生する有毒ガスの充満を防ぎ、救護者の二次汚染を防止。

の曇りを防ぐため、適切な処置が可能。また、瞬間湯沸器と違い急な熱湯・冷水が出ることなく、重症患者にショックを与えない。

■除染ブース
◎重症患者も洗える十分なスペース。
　汚染水の飛散を防ぐ構造。より短時間。

■温風温水器 エアーミディ
◎湯温35℃の一定供給。瞬間湯沸器と違い
　急に冷水・熱湯が出ず、ショックを与えない。
◎温風と温水を同時供給。ブース内部が曇ら
　ず、視界が遮断されない。防護フード面体が
　曇らず、バイタル確認・適切な処置が可能。
◎温風により患者が凍えず、冬期除染を可能に。
　（温水だけでは体温が急激に冷え危険）

◎仕切りカーテンをつければ、
　2系列同時の除染もできる。
　（軽症・重症別／男女別）
　※プライバシーも確保。

◎足元が汚水につからない様、
　フロアパネルで底上げ。
　床下は700L貯水可能。

◎密閉型タンクに継続回収。
　足元に水が溜まらず、汚染水
　も、漏れがなく安全に回収。

■除染用ローラーテーブル
◎汚染されたストレッチャーを持ち込まず、被災者のみを
　除染。より安全・短時間に「評価・着衣エリア」テントに
　受け渡しができます。

◆汚染水用タンク
（1,000Ｌ）
◆汚染水用ポンプ ●ASA化学事故対策のワーキンググループの協力を基に開発。

英国デザイン評議会ミレニアム最優秀賞を受賞。

■ 」タルェシンーリク「途用多、くすやい扱

◎外気温を遮断。天井・側面全て気室の二重膜構造
◎傷病者のバイタルが明確。採光しやすい白い天幕
◎軽微な損傷があっても倒れない！エアーの継続供給

その他

◎3.6m×3.6m。緑+白色が標準（他サイズ・色は応相談）。
◎約60㎏と軽量。

◎従来不可の、側面の開閉・連結ができる！ 

◎内部を常時換気、汚染された空気が溜まらない。

◆エアーベント
（換気用）

◆エアーブロア
（展張・継続供給）

連結布

◆移動用バー（4本付属、付け外し可）
　雨天時も濡れずに移動ができる。

◎開口部を簡単調整。

　地面の凹凸・汚れに影響なし
　ストレッチャー・車両も乗り入れ
　可能
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）止防クッョシの者病傷・止防染汚次二の者護救（全安りよ■

ＮＢＣ除染システム

英国Aireshelta社エアーテント

世界中の軍・警察・消防向けにエアーテントを供給、戦闘機も収納させる信用。救急車両ごと滅菌させるシステム、超巨大テント等もあります。

■ 除染ブース ■ 除染用ローラーテーブル（伸縮式）

■ 温風温水器エアーミディ

■ クリーンシェルタ（3636）

ＮＢＣ除染システム

■ 除染ブース一式　（除染ブース／温風温水器／ローラーテーブル）

■ クリーンシェルタ（着衣・評価エリア／脱衣エリアなど）

■ より短時間の設営・除染

天井・側面部

両側面部・内側 正面（前後）部

床部
◎強度があり床面が不要
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本機は通常の魚探とは全く異なったソナー（超音波）の操作方式で水底の情報をあたかも目視しているように表示します。
ソナー（捜索）・GPS（位置確認＆記憶）・水中カメラ（捜索物の確認）を1式に構成されています。
モニター装置は無線LANを用いて離れた位置の捜索本部との情報を共有します。（到達距離約200m）
タブレット（Wi-Fi）による通信は、特に大型艇での操船に有効で、船内での画像の共有は約10～15m（操船者用）となります。

モニタ付 サイズ W502×H327×D171mm
制御装置 重量 12kg（バッテリー、ケース含む）
吊下げ型 サイズ W360×H210×D220mm
水中カメラ 重量 5kg（ケース含む）

◯タッチパネル操作（9型ワイドモニター）　◯Wi-Fi機能　 ◯GPSアンテナ内蔵（MSAS対応）、目的地入力
◯併画（ダウンスキャン・サイドスキャン・チャート・ソナー）　◯画像記憶（内蔵メモリ又はSDカードへ静止画・動画を記憶）
①本体（防水・防塵ケース入り）
◯スキャニング機能搭載GPS装置（MSAS対応）　 ◯Wi-Fiユニット

②スキャニングセンサー（船体取付具付き）
③吊下げ型水中カメラ（ケーブル長50m）
④外部バッテリー（12V13A。本体と別）、充電器
■外部バッテリー（予備・追加分）：12V13A 充電器＆キャリングケース付き
■オリジナル地図作成可能：捜索対象となる河川など
■みちびき対応GPS（2018年12月～）：測位精度が約1mと精度が更に向上します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　※本機への取付作業が必要となります。
■地磁気検知方位センサー：停止・低速時でもボートの船首方向が判り、狭い範囲を捜索する際に操船が容易になります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　※本機への取付作業が必要となります。

　・広い捜索範囲。（水深10mで左右60mの幅を捜索）
　・表示された画像の位置を記憶。
　・画像の長さの計測が可能。

機能

構成

オプション

　・GPS/ソナー映像と水中カメラ映像は同じモニタで切替表示。
　・配線がシンプルで船上で邪魔になる複数配線がない。
　・低速での操船が容易なヘディングセンサー採用。（オプション）

　・捜索対象となりやすい河川
　 など（オプション）

②探サー本体①吊下げ型水中カメラ

③バッテリー12V13A・充電器

【様々な使用方法】【標準仕様】　構成品

【無線lAN仕様】
遠隔操作・画像転送が可能。（約200m）
◎付属のタブレット端末による画像のモニタリング
◎捜査本部との画像の共有　到達距離約200mセンサー部

④スキャニングセンサー
　（船体取付具付）

クランプスクリューで船体への設置も簡単です。

左：サイドスキャン

海底画面（下図は併画表示設定）

右：ダウンスキャン

◎ストラクチャーのオーバーレイ画像
　沈没船の画像を発見した時など、対象物の長さを計測することができます。

◎海底画像（サイドスキャン画像）
　画面上をタッチすると経度・緯度が確認・記憶することができます。

◎目的地入力
　捜索中、捜索対象と思われる画像が見つかった時に画面に「目的地」を記憶させて
　効率よく探すことが可能です。

左側画像 右側画像

発振線

沈船
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■ 探サー TD-6

GPS／スキャニング・ソナー／水中カメラ

特徴
◎より早期の発見に貢献 ◎よりトラブルが少なく扱いやすい ◎「オリジナル地図」作成可能



●LEDライト
●カラーカメラ
※チルト180°
遠隔可動

表示位置、サイズ、表示内容、項目、画面（マルチ画面等）は任意に変更できます。
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使用水深・耐圧305ｍ、　最大速度4.2ノット

従来品にない特徴

購入後も安心

◎
小電力。

１人で一式運べます。

◎ダイバーの危険を軽減！ 
低電圧のため、漏電による感電の危険を回避。

◎
修理の大半は、現場でユーザー自身での対応が可能。
またケーブルを調整不要で継ぎ足し延長・交換が可能。

◎船上装置は全てPCベース

【別売】
■水中ケーブル

【別売】
■マニュピュレーター
（スダンダード）

【別売】
■複合アームキット　（軸が360°回転 ）
●パラレル ●Vジョー ●サンプラー ●トライデント（3爪） ●カッター

【別売】
（左）■無線コントローラー
（右）■有線コントローラー②

【別売】
■有線コントローラー①

加工 　　　　　　－ 　　　　高防錆加工 　　　　　　－
耐圧／最大速度 [使用水深]305m　　[耐圧]305m　　[最大速度] 4.2ノット
寸法／質量 [寸法]375×289×223㎜　　[質量] 約6.1.kg
スラスター ンョシプオは）用動移横（ータスラス平水＊ーターモスレシラブ。）㎜56（基1直垂、）㎜001（基2平水

ライト（前方） LED2灯、～3,600ルーメン（最大）　　
カメラ（前方） NTSC､高解像度カラー　　[解像度]570lines　　[最低被写体照度] 0.004 luxカラー、0.0001 lux白黒　
視野角／制御 [視野角] 水平90°対角140°　　[制御] フォーカスチルト180°
＊オプション 360°任意方向に固定可能。
セカンドカメラ [解像度]400lines　　[最低被写体照度]0.1lux　　[ライト]LED8灯

＊HDカメラ 　　　　　　－ ）ンョシプオ＊（ンョジビイハ

質量 9.1kg 15kg 20kg 20kg 7.7kg
メインモニター 　　　　　　－ 　　　　　　－ 15インチ高輝度モニター 15インチ高輝度モニター なし（＊オプション）
PC ウルトラブック13インチ Dell PC15インチ Dell PC15インチ タフブック10インチ 1U Dell Rack Mount
画質補正装置 　　　　　　－ Lyyn Hawk Board 
＊オプション
有線式/無線式
コントローラ(USB)

ROV制御 ジョイスティック、前進/後進、潜航/浮上、自動深度保持
機能 3Dコンパス､加速度計､振動型MEMSジャイロ､電圧､水温計､深度計､内部温度計､ビデオオーバーレイ（水深･方位･時間）
ビデオ出力 デジタル、アナログ　（WMV、AVI formats）
電源 100-240VAC　　※DC12Vはオプション

ケーブル [中性浮力]75/100/152/229ｍ　
[非中性] 　 75/100/152/305ｍ　

手動ウインチ [大]190m収納可能

2Dマルチビーム・ 
イメージングソナー
Blue View
Tritech　Gemini720i 

スキャニングソナー 
Tritech　Micron　DST 

USBL測位装置 
Tritech　Micron　Nav

メンテナンス・キット プロペラ・キット、O-リング、ｼｰﾙ類など、万が一の際にユーザーが現場にて交換できるパーツ類。
リペア・キット メンテナンス・キットを含む、アドバンスド・キット（内容は随時、更新）。
市販発電機 ホンダEU9i / EU9iGB
その他 ソナー・ターゲット追尾装置、自動航行システム、対地速度システム、水質測定装置、レーザー・スケーラー・キット、

電位差プローブキャリブレーション・キットなど多数あります。ご相談ください。

複合アームキット 
（マニュピュレーター
＆カッターのセット） 

マニュピュレーター   捜索物の引揚げ用。握力40kg

水中放射線センサー   ベータ･ガンマ線を検出

船体クローラー  船底検査時に最適

ウォーターサンプラー   100mLのサンプリング

寸法／外観 508×373×147㎜ 530×430×220㎜ 530×430×220㎜ 530×430×220㎜ 2U Rack Mount Panel
380×430×89㎜
（Front plate　48㎝）

PCモニタを回転させ、
タブレットモードにできる

Front

Rear

調整不要で延長可能！継足しで約500ｍまで。
（ウルトラは182mまで）　破断強度：454kg

捜索物の採取・引揚げ、
水中のロープ等の切断。
破壊強度45㎏ ■パラレル　 ■Ｖジョー　■サンプラー ■トライデント（3爪）   ■カッター

P450-45°
P900-45°
V900-45°
V900-130°

音響画像によるROV監視
ダイバー作業のリアルタイム監視が可能
＊VシリーズはPro4専用設計。
Pシリーズを小型・軽量化（30%）。

360度の周囲レーダー監視、
作業領域･地形の確認･把握､探査

ROV方位・位置の測定
（ULTRA BASEは,USBL,　SBLは可）

ライト・カメラ

船上装置

オプション [別売品]

・有線式コントローラ
・無線式コントローラ
・高機能タイプ（有線式）

VideoRay Pro4 船上装置画面イメージ
※オプションの測位装置取付時

水深・自動コントロール

ビーコン情報

エラー情報ケーブル回転カメラ位置コントロールコンパス自動方位保持

メインメニュー

温度
方位、水深

各センサー

カメラ画面

SeaTrac表示（ROV測位位置）

シートラック・マイクロUSBL
測位システム
· 超小型マイクロUSBL トラッキングシステム
· レンジ 水平,垂直 各1000m
· 耐圧1000，2000ｍ/300m
· メイン1 台,15 台のトランスポンダー接続
· ＡＨＲＳ MEMS ジャイロ内蔵
· ROV,ＡＵＶ位置表示ダイバー表示，AUV

位置表示

■ ウルトラBASE ■ スタンダードBASE ■ プラスBASE ■ ラギッドBASE ■ ラック BASE機種名
13インチULTRAブック
より小電力・軽量・小型　
＊オプションに制限。

特徴 15インチPC 15インチPCに、
15インチモニター追加

10インチ・タフブックに
15インチモニター追加
ROV本体に高防錆加工

船上装置を船に固定する
タイプ。
モニターは別売
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GPS／スキャニング・ソナー／水中カメラ

■ ビデオレイPro４ウルトラBASEセット

ＲＯＶ本体

■Ｐｒｏ４ベースモデル（ROV本体、船上装置、取説）※コントローラ、ケーブル等は別売にて選択。
超小型・超軽量のＲＯＶ　　俊敏な運動性能を実現

ゴムボート上、凍った湖面でも使える

本体約6kg！ 総重量約30～40kg　

現場で修理対応が可能　取扱いカンタン

に変更
録画・ソナー用のケーブル・録画装置・PCが不要

900Wガス発電機でも駆動
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◎超小型カメラヘッド
◎超広角レンズ

＜新機能＞
◎録画
◎自動水平調整
◎ホワイトバランス
◎ライトコントロール

【適用】  ◎ガレ場  ◎水中　◎高所（屋根裏）
◎狭所（車両の下回り､井戸､竪穴）

◎画像が鮮明、わかりやすい。高機能・低価格
視野が広く焦点距離が深い超広角レンズ。露出等の自動調整機能により高画質。

◎ケーブルはたわまず絡まることがない
　ケーブルはFRP芯材入りで強化。引出し･巻取りに合わせてドラムが回転。

◎全て一体型。一人でもカンタン操作
　本体､モニタ､ケーブル･ドラムが一体。移動しながら操作が可能。

●静止画・動画の録画機能
●自動水平調整機能。天地逆転映像を防止
●表示機能： ①電池残量 ②距離 ③SDHC残量 ④年月日時刻
●電源無しでの運用（ワンタッチ着脱バッテリー） AC電源があれば連続使用

Full size 640×480 Small size 320×240
高画質 1時間46分 5時間55分
標準 2時間57分 9時間25分
低画質 3時間55分 20時間10分

　　　　 調整治具、ACアダプター、バッテリー×2、バッテリー専用アダプター

ケーブルは、引出し・巻取りに
追従してドラムが回転。
操作時に邪魔にならない

モニタ向きは
見やすい方向
に調整可能

先端のカメラ角度
はハンドルで調整

従来品にない特徴

総重量約28kg（ケース込み）
ケース2つの全装備一式を、１人で運べます。

小電力250W。

購入後も安心

使用水深／耐圧 100m／150m
寸法/重量 360×220×200㎜､約3.5kg
スラスター 水平２基、垂直2基
シャフトシール マグナットカップ
推進力 2.5ノット
カメラ解像度 600lines､最低被写体照度0.1Lux
カメラ制御 チルト
ライト LED×2灯
水深センサー 有り/画面表示
方位センサー コンパス
マニュピュレーター 1軸

■ROV本体（マニュピュレーター付き）
寸法/重量 485×380×210㎜､約11kg
モニター 15インチ
電源 AC100V　250W
本体制御 ジョイスティックコントロール
通信制御 多重通信/RS485C
制御機能 自動深度保持、自動針路保持

■船上装置（操作用コントローラ付き）

ケーブル 100m　φ5㎜
コードリール 標準

■ケーブル（コードリール付き）

■カスタム品（発注時のみ対応）
）更変らかｍ001（ｍ052ルブーケ〇

）更変らか軸1（爪3軸2ーターレュピュニマ〇
）加追（ーナソグンニャキス〇

■別売品　　市販発電機（900Wガソリン／ガス）

本体・寸法 Ｗ350×Ｄ432×Ｈ153㎜
本体・重量 約6.3㎏
アーム・寸法 Ｌ1,380～2,950㎜
アーム・重量 約2.5kg
電源 AC100V　50/60Hｚ（ACアダプター使用時）
バッテリー 10.8Vバッテリー（リチウムイオン）、容量1,500mAh
専用充電器 AC100V（50／60Hz）、約60分充電

カメラケーブル Φ6.6×30m（有効長28ｍ）、
レンズ 

カメラ部 TV方式：NTSC方式準拠
撮像素子：30万画素 C-MOSカラーセンサー
振出し長表示：0.1ｍ刻み

LCDモニタ 5.7型 TFT液晶モニタ
保存形式 静止画：JPEG形式

動画：H.264 Hi Profile
保存媒体 SD（1GB/2GB）／SDHC（4～32GB）
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■ 探スコープ TS-03（アーム付）

F2.8 f=1.91㎜(焦点調整範囲：10㎜～∞)

【付属品】 本体（ケース付）、アーム（ケース付）、SDカード(8GB)、フォーカス

GPS／スキャニング・ソナー／水中カメラ　

■ オセアノート G-100

画像探査装置
ガレ場での要救助者検索に最適！カメラヘッドは、アームによる手元での方向操作、IP68の防水性による河川での水中探索もできます。

カメラヘッド Ф28㎜、JIS-IP68（水深30ｍ防水）　
照明：高輝度温白色LED５灯

[画角]気中：約180°、水中：96°

記録時間目安：4GB SDカード(8GB)  (標準付属)

８GB

Φ28

◎搬送・準備がカンタン
本体約3.5kg

◎ゴムボート上、凍った湖面でも使える

蓄電池・ガス発電機でも駆動

◎ユーザー・メンテナンスが殆どない



津波・大規模風水害対策に最適。

通常のウレタンと違い、
吸水性が極度に低く、
耐衝撃性に優れた特性
の硬質タイプ＊。
穴開き・破損があっても
高浮力を維持。
＊表生地はPVC。

エアー式は日常的に、空気漏れ点検・充填作業が必要。

エアー式に比べ水面での安定性が向上。
波の抵抗に負けず、スピード走行でも滑らか。

◎水上での要救助者の引き上げ、ダイバーの乗込みが楽
本体が硬質のため、ハシゴ（別売）装着が可能。水中から
乗り込みやすく、人を引き上げる救助活動がスムーズ。

)売別(着装を」ゴシハ「」輪車後「」輪車前「はドイワ※

】ンョシプオ売別【

ボート前車輪 ボート後車輪

底面カバー
（カバー貼り）

【標準装備】

イス板

ボートトレーラー ボートハシゴ

救助ネット

24 25

【標準装備】①イス板×、②オール、③オールストッパー、④オールロック、⑤キャリーハンドル、⑥Dリング×、⑦セーフティロープ、⑧リペアキット、⑨滑り止めマット、⑩底面カバー、※運送費は別途

過酷な条件下でも活躍する、プロフェッショナル用のアキレスインフレータブルボート。
■ SGJ-425

ジェット船外機専用レスキューボート

■ SGJ-425　6人乗り
全長 425cm
全幅 175cm
総重量 90kg

　 サーフレスキューから、市街の洪水救助など様々な救難・救護活動に対応可能。

■ レスキューセイバー　4人乗り
全長 300cm
全幅 130cm
総重量 24.5kg

サーフレスキューから、市街の洪水救助など様々な
救難・救護活動に対応可能。

1.一度に多くの救助を
　行いたい。
　レスキューボートで
　曳航すると合計10名
　の避難が可能です。

2.市街地洪水など、
　浅い場所での避難誘導が必要。
　フラットな船型で水深の浅い場所
　でも対応可能です。

3.水辺での水難救助を迅速に
　行いたい。
　後部がオープンデッキになって
　いるので、救護者の引き上げが
　速やかに行えます。

安心安全な救助活動を実現する仕様多彩なボートアクセサリー
1　ポイントバウ、反射材 ※1

オプション品

文字入れ

※1　反射材は一例です。5mの反射材をご自由にカットしてご使用ください。

2　ラダー

3　大型水抜き栓 4　ケブラー補強

標準装備

3 救助用ウレタンチューブ

2 バッテリー1 ジェット船外機（トーハツ25馬力）

呼称名 ETO 全　長 約630mm 全　幅 約345mm

全　高 約1072mm トランサム長さ 約573mm 重　量 約99kg

エンジン形式 2stroke-direct fuel injection 排気量 697ml 全開燃料消費量 15  l/Hr

ジェット船外機（トーハツ25馬力）諸元表

インペラにより吸い上げられた水がジェットポンプで噴出
されつことで推進力を得ます。
プロペラ式と異なり船底からの突起物が無いため、

※ジェット船外機は、ボートとのセット販売のみ。

浅瀬や漂流物による推進部の損傷や救助者の巻き込み
を心配することなく、救助活動に専念可能です。

       種類 品名 全長 全幅 内幅 チューブ径  重量 推奨馬力 トランサム 乗員 キャリーハンドル 気室
■ ＡＵ３８０Ｗ 3800mm      1700mm        800mm        Φ450mm             140㎏            25Jet L                  (高さ530㎜)                 6名 11 13ワイド
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水難救助ボート

ジェット船外機とは

水難救助ボート （不沈構造）
穴が開いても沈まない「救助レスキュー用ウレタンボート」
■ ウレタンボート　ＡＵＷ380W

■ レスキューセイバー  RS-300

ファイバーライトクレードル

●仕様およびデザイン等は、予告なく変更することがあります。

トーハツ25馬力ジェット船外機が標準装備

トラブルなく、迅速・効率的に即応

◎不沈。穴が開いても沈まない

◎空気補充が不要。いつでも迅速に出動

◎ブヨブヨ感がなく、安定した高速航行
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O.S.SYSTEMS社 サーフェスウォーター・レスキュー・ドライスーツは、ヘリレスキューをはじめ、
河川や海での救難用として作られた水面用ドライスーツ。

●ロングライフラテックスラバー
（ネック、リストのシール）

【オプション】
◆ベロウズ
ポケット

●反射テープ
　（両腕部）

【オプション】
◆マーセック
　ポケット

【オプション】
◆小用ファスナー

●本体一体式
　防水ソックス
※ソックスのみ
では作業不可

●500デニール
　ナイロンにて補強
　（両腕･腰･両膝）
　擦れや引っかけ
　傷からプロテクト

※写真はオプション装備付き。ダイビング用ドライスーツは別途ご相談ください。

◎水を通さず、汗を蒸散！ 活動しやすい
　前腕・膝・腰は補強し、重作業にも対応
季節・天候に左右されず、水中・陸上を問わず、
長時間の使用でも快適な状態を保持できる

※柔らかく動きやすい軽量生地。擦れや引き裂きに強く、素材が劣化しにくい。

◎本体一体式の防水ソックス。ブーツ着用可
瓦礫や足場の悪い現場でも、安全に活動できる

※安全靴や長靴、マリンブーツなどを着用可能。

◎一人で着脱が楽にできる。現場での即応性
フロントエントリータイプ。機動力を発揮

※通常の作業衣の上から着用でき冬季や寒冷地では別売インナースーツで
　対応。

◎SARブリーザブルスーツは水面活動用ですが、オプションで
　バルブを追加することでダイビング用としてもご使用
　いただけます。

カラー オレンジ
生地 4層構造（50デニールマイクロファブリック ＋3層ラミネート）

透過性ナイロン／ポリエステル生地（ブリザーブル）
500デニール・コーデュラナイロン補強（腰・前腕・膝）
反射テープ：両腕2か所

縫製 二重縫製
ファスナー フロントエントリー（前面斜め）、T-ZIP（標準）プラスチック防水ファスナー
シール ロングライフ ラテックス ラバー（ネック、リスト）
耐水圧 マイクロパーポス ポリウレタンコーティング　　15,000㎜ H2O
標準装備 プロテクター（ネック、リスト、足首）、ファスナーカバー（コーデュラ）

本体一体式ファブリックソックス、サスペンダー
付属品 メンテナンスキット、ウォータープルーフバッグ

ベロウズ ポケット（上腕部）１か所 ベルクロフラップ、ドレインメッシュ付
マーセックポケット（大腿部）１か所 ベルクロフラップ、ドレイングロメット付
小用ファスナー コーデュラカバー付

4wayストレッチ シングル・ジャンプスーツ（標準） S／M／L／XL
4wayストレッチ ダブル・ジャンプスーツ（寒冷地用）
シングル・ストレッチソックス（標準） S／M／L
ダブル・ストレッチソックス（寒冷地用） 
ウィンターグローブ（5本指/3㎜ジャージ+SCS） S／M／L／XL
ネックリング 

＊スーツ及びソックスは、ポーラテック4方向ストレッチフリース。

サイテックバルブ

ブランクプラグ
(ダイビング用として使用しない時に
 バルブ部分を塞ぎます)

【カスタム（別料金）】

【ブランクプラグ取付】【給気バルブ取付】

【オプション（別売）】

消防レスキューの要望を反映した急流救助用。視認性、収納性も考慮し、抜群のフィット感と運動性、コストパフォーマンスを実現。

急流救助に最適な、操作性と機能性を兼ね備えた安価なスローバッグ。ガイドベルトはスローロープ装着用のウエストベルト。

EN1385(ヨーロッパのホワイトウォーター安全基準)に適合。水抜け性を考慮した各種ヘルメット。

◎リフレクター

◎ナイフホルダー

◎アームホール
　（激しい動きを
　妨げず、追従）

◎大型ポケット
　（防水無線機の
　収納が可能）

◎立体的な浮力体
（高浮力10kg）

「リバーランナープロ」を
河川救助用に、仕様変更

）GOSS（ジンレオトッセンサ◆
◆M／Lサイズ

【変更点】
◎反射材をイエローに変更。
　背面に大型反射材採用。

◎腋部分に、調整可能なベルト
　を追加。着水時や救助活動時
　のズレを防止。

◎背面にポーチを装備。バディ
　と共有する小物を収納可能。

◎ポーチ部分に名入れが可能。
　（別料金）
＊名入れ幅は約13㎝、高さ約3～4㎝。
◆ ）GOSS（ジンレオトッセンサ
◆M／Lサイズ

【共通仕様】
質量 1.15ｋｇ
浮力 10.0㎏（Mサイズ）
材質 ［表地］ 420d・ナイロンドビー　［裏地］ 210d・ナイロンオックス
浮力体 NBR

サイズ φ12×36cm
重量 890g
ロープ フローティングロープ
 φ9mm （破断強度：1t）

サイズ 幅5×長さ145cm
重量 190g
材質 ポリプロピレン

◆水はけがよく耐久性に優れたティッピング・メッシュ。ロープを収納しやすい広口のデザイン。
◆浮力体付きで水に浮くロープバッグ。ポリプロピレンテープで補強。　
◆下部を420ｄナイロンオックスでカバー。　
◆再投の際、素早く水をすくって本体に重みを持たせて投げやすくした。
◆体に触れる面（底面と口部分）を楕円形にして、フイット感を向上。

■ カウテール【別売】

パドルシャフトをフックできる大きなカラビナ
付き。チューブラーテープが伸縮してショック
を吸収。◆最大長90㎝ ◆160g

重量 35g/m
サイズ φ9mm
破断強度 1t
伸び率 13%

素材 アウターシェル:ABS樹脂 
インナーシェル:E.V.A.フォーム

サイズ XS（51～53）、S（53～55）、
）16～95（L、）85～65（M

素材 アウターシェル:ABS樹脂
サイズ M(54～56)、L(56～58)、XL(58～60)

重量 52.6g/m
サイズ Φ11mm
破断強度 1.35t
伸び率 13%

カラー カラー

◆ロープは1m単位でお買い求めいただけます。

  [名入れ可]
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サーフェスウォーター・レスキュードライスーツ

■SARブリーザブルスーツ

急流救助用PFD

■ リバーランナープロ ■ レスキューフローティングベスト

スローバッグ （急流救助用）

■ スローロープ   22m

■ ラピッドヘルメット ■ BbTウォーターヘルメット

■ ガイドベルト ■ フローティングロープ（1ｍ） ■ スタティックロープ（1ｍ）

水難救助用ヘルメット
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コルクレスのホイッスルなので、水に濡れても音質が変わりません。ストラップ付き。

登山や山菜取りの遭難時に地上・上空の捜索者へ向け、自らの位置を知らせるための山岳用救難信号。
また地上捜索隊が、遭難者発見後に航空隊との連絡手段として、視覚的な位置信号としても有効です。

容器寸法 Ф70×24㎜
総重量 115g（本体：約90g）
発煙時間 約1分30秒*
発煙色 ２色（白・赤）
その他 フタ裏：日光反射鏡付き。簡易防水加工

＊燃焼後、固形物は炭状になります。

◎容器フタ裏は、日光反射鏡。煙との併用で効果的

サイズ 80×48(径)cm
容量 58ℓ
素材 55mm 500デニール
 PVCターポリン

・両手をふさがないバックパック式
・背中とショルダーに通気性
 クッション材を使用
・シールは開口部を密着させて巻き
 込むロール式

サイズ 53×23×23cm
容量 28ℓ
素材 600デニール・ポリエステル
 PUダブルコーティング

・ポリウレタンのダブルコーティングによる
 強固な防水ダッフル
・重ね縫いの丈夫なハンドルと調整用
 ストラップ付き

サイズ 53×30.5×35.5(径)cm
容量 55ℓ

・3mmウェットスーツとスクーバ器材を一式収納
 できるコンパクトなバックパック式ギアバッグ。
・外部に小物収納ポケットが2か所。
・フィン固定用ストラップ付き。

バッテリー アルカリ単3×4(付属）
明るさ 183ルーメン
照射距離 184m
点灯時間 5時間45分
長さ 17.8cm
重さ 207g(電池含む)
防水 IPX8(水深100m)

バッテリー L1154×2(付属)
明るさ 4.7ルーメン
点灯時間 130時間
長さ 4.4cm
重さ 14g(電池含む)
防水 IPX7

明るさ（約） 200ルーメン（Highモード）/ 
70ルーメン（Ecoモード）

使用電池 単4形アルカリ電池×4本
照射距離（約） 126m（最大時）
保護等級 耐塵・25m防水仕様（IP68準拠）
本体サイズ（約） W110×H45×D72mm
本体質量（約） 195g（電池含む）

明るさ（約） 200ルーメン（Highモード）/ 
70ルーメン（Ecoモード）

使用電池 単4形アルカリ電池×4本
照射距離（約） 126m（最大時）
保護等級 耐塵・25m防水仕様（IP68準拠）
本体サイズ（約） W110×H45×D72mm
本体質量（約） 195g（電池含む）

サイズ 76.2×39.4(径)cm
容量 92.85ℓ

・600デニールポリウレタンとポリナチュラル
 ファイバー混合繊維にPVCコーティングを施した、
 強靭なメッシュ素材
・重い荷物も楽に運搬できるバックパック式。
 再度には手持ち用のモールデッドハンドルも装備。

軽量コンパクトを追求したツェルト。急なビバークの際はベンチレーションから顔を出した状態でかぶって使用でき、
オプションのポールを併用して居住性を高めた簡易テントにも。

ツェルト フライシート
素材 30デニール・ナイロン・リップストップ

[耐水圧1,000mmウレタン・コーティング、難燃加工]
重量 269g
カラー スプリンググリーン(SPGN)
展開サイズ 200×220cm

ツェルトインナーポール
素材 グラスファイバー
重量 133g（162g） ※（　）内はスタッフバッグを含む総重量です。
サイズ 全長213cm
収納サイズ 6×6×47cm
構成 ポール1本、張り綱2本

素材 30デニール・ナイロン・リップストップ[ウレタン・コーティング]
重量 430g（440g） ※（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。
カラー スプリンググリーン(SPGN)
収容人数 1～2人
展開サイズ 90×200×100cm
収納サイズ 約φ10×約19cm 
機能 ウエッジデザイン/底割れデザイン/フライシート併用可能

/インナーポール併用可能
/エンドチップ用ループ付き/かぶって使用可能

素材 10デニール・バリスティック® エアライトナイロン[超耐久撥水加工]
重量 230g（240g） ※（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。
カラー スプリンググリーン(SPGN)
収容人数 1人
展開サイズ 80×200×90cm
収納サイズ 約φ8×約13cm
【機能 ウエッジデザイン/底割れデザイン/フライシート併用可能

エンドチップ用ループ付き/かぶって使用可能

オプション オプション
■ フライシート

■ ツェルトポールセット

■ ツェルトインナーポール

ツェルト ポールセット
素材 7001超々ジュラルミン[アルマイト酸化皮膜加工]
重量 250g
サイズ 全長105cm
収納サイズ 8×8×45cm
構成 ポール2本、張り綱2本

◎小型軽量で 携帯しやすい

品名 ■ FOX40 エクリプス
音響パワー 115dB 110dB
サイズ 約59×23×24㎜ 約54×26×12㎜
重量 約11g 約5g
カラー ブラック／イエロー／オレンジ ブラック／イエロー／オレンジ 

■ FOX40 マイクロ

■ アルパインスノーショベル
素材 （シャフト・ブレード部）アルミニウム合金、

（グリップ部）ポリカーボネート
重量 720g
カラー サンセットオレンジ(SSOG)

mc94）長納収（/階段2のmc38・mc76）長用使（ズイサ
ブレード面 縦31cm X 横26cm

■ コンパクトスノーショベル
素材 （シャフト・ブレード部）アルミニウム合金、

（グリップ部）ポリカーボネート
重量 525g
カラー ディープサファイア(DPSA)

mc83）長納収（/階段2のmc66・mc45）長用使（ズイサ
ブレード面 縦27cm X 横21cm
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シャフト・ブレードを分離して携行できるスノーショベル。

水難救助用器具収納バッグ
水難救助用資機材の持ち運びに最適な大容量バッグ各種。

ライト

ホイッスル

■ Pelican ネモ2410（イエロー） ■ Pelican  ミニフラッシャー2130 ■ SR-220DT ■ SR-244DH

山岳用救難信号／連絡用位置信号

ショベル

■ レスキュースモークしらせ～る（煙色：赤／白）

■ U.L.ツェルト ■ ライトツェルト

ツェルト

■ AKONAドライバックパック(58ℓ) ■ AKONAドライダッフル(28ℓ) ■ AKONAグローブトロッター(55ℓ) ■ AKONAデラックスメッシュバックパック(92.85ℓ)

◎マッチの要領で点火。電源・着火器具が不要



30 31

目に見えない脅威から身を守る、最大4種のガスを同時測定可能なマルチ型ガス検知器。

ベルトカッター、窓を割る為のタングステンスパイクなど災害現場で役立つ機能を搭載。

金属やツール同士に接触しても火花を出さないノンスパーキング合金の本体と、交流電圧10万ボルトまで耐える非伝導性素材の
ハンドルによるコンポジット構造のエントリーツール。

水分補給はもちろん、ハンドポンプで圧力をプラスして傷口の洗浄や手洗いにも。装甲車で踏んでも動作する、
高い耐久性を誇るハイドレーションエンジン。

2m防水のタフなボディに高出力ワイドビームを備えたブラスターシリーズ。ラバーグリップやパワーストラップ付きで携行性も抜群。

スガ素炭化酸一、素水化硫、素酸、）ンタブソイはたまンタメ（スガ性燃可スガ象対知検
採気方式 拡散式
検知原理 可燃性ガス：接触燃焼式、酸素：隔膜ガルバニ電池式、硫化水素：定電位電解式、

一酸化炭素：定電位電解式
使用温湿度範囲 －20℃～50℃、30～85％RH（結露なきこと）
電源:乾電池ユニット 単4形アルカリ乾電池（パナソニック製）1本
 　　充電池ユニット ニッケル水素電池1本（FDK製）1本
表示方式 LCD表示
警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示（自動復帰）
連続使用時間 ロングライフモードON時 約40時間／ロングライフモードOFF時 約20時間　

※可燃性ガスがない機種の場合は約1200時間（25℃、無警報・バックライト消灯）
防爆構造 Exia㈼CT3X 
外形寸法 W70×H72×D26mm（突起部除く） 
質量 約130g（電池除く）
標準付属品 安全ピンアダプタ、電池、交換用フィルタエレメント2枚

スガ素炭化酸一、素水化硫、素酸、）ンタブソイは又ンタメ（スガ性燃可スガ象対知検
採気方式 自動吸引式
検知原理 可燃性ガス：接触燃焼式、酸素：隔膜ガルバニ電池式、硫化水素：定電位電解式、

一酸化炭素：定電位電解式
使用温湿度範囲 －10℃～40℃　95％RH以下（結露なきこと）
電源 単3形アルカリ乾電池×4本
表示方式 LCD表示（通常表示／グラフ表示／和文表示の切り替え可能）
警報方式 ブザー（90dB以上）、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
連続使用時間 8時間以上（アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時）

※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
防爆構造 Exibd II BT3 
外形寸法 W152×H152×D42mm（突起部を除く） 
質量 約870g

容量 ）類種3（L3/L2/L5.1
サイズ ）mc5.81W×mc34H（L3）mc5.81W×mc23H（L2）mc5.61W×mc23H（L5.1

）g511（L3）g501（L2）g69（L5.1さ重の体本
付属品の重さ パワーバルブ（ポンプ）＋チューブ（69g) ドリンクチューブ（46g)
内容 リザーバー、パワーバルブ（エアーチューブ）、スプレーバルブ（ドリンクチューブ）
素材 BPA Free、PHTHALATE Free、PVC Free

使用光源 チップタイプ白色LED×1個
明るさ（約） 950ルーメン（Boostモード）/ 600ルーメン（Highモード）
使用電池 専用リチウムポリマー充電池 3.7V 2,500mAh
充電時間（約） 3.5時間
電池寿命 充放電 約300回
点灯時間（約） 3時間 (Highモード) / 8時間 (Midモード) / 30時間 (Ecoモード)
照射特性 ワイドビーム
照射距離（約） 308m（最大時）
保護等級 防塵・2m防水仕様（IP68準拠）
落下耐久 2m落下耐久
本体サイズ（約） φ43×185mm
本体質量（約） 240g（電池含む）
付属品 パワーストラップ、オリジナルポーチ、Micro USBケーブル (50cm)

専用バッテリーユニット

ブレード材 440Aステンレス
ブレード形状 スピアポイント
ブレード仕上げ コート
刃渡り 95mm
グリップ シンセティック
全長/折りたたみ時 223/135mm
重量 156g
カラー ブラック／イエロー

ブレード材 12C27ステンレス
ブレード形状 ドロップポイント
ブレード仕上げ コート
刃渡り 90mm
グリップ G10withラバーコート
全長/折りたたみ時 218/130mm
重量 187g
カラー ブラック／イエロー

■リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示 ■センサ寿命2年  ■重さわずか約130ｇの小型・軽量設計
■電池1本で1週間稼働  ■大音量アラーム、ランプ、振動で警報 ■防水・防塵構造(IP67相当)
■従来品から耐衝撃性が大幅アップ ■本質安全防爆構造ExiaⅡCT3X  ■ユニット式で選べる2way電源(アルカリ単4 or ニッケル水素充電池)

■リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示 ■センサユニット交換方式でメンテナンスの時間とコストを削減
■大きく目立つブザーとランプで警報をお知らせ ■日時/ガス濃度/温度を30秒間隔で最大150時間記録するデータロギング機能搭載
■用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意

と用途に応じて
お選びいただけます。

ボルトマスター
長さ 61cm
重量 2.6kg

サンダーモール
長さ 54.6cm
重量 3.4kg

ハラガンツール
長さ 61cm
重さ 3.4kg

■セット内容
　ボルトマスター
　サンダーモール
　ハラガンツール
　背負い式収納バッグ

ミニボルトマスター
長さ 45.7cm
重量 2.3kg

ミニブリーチャー
長さ 36.2cm
重量 2.1kg

マイクロサンダースレッジ
長さ 35.6cm
重さ 2.1kg

■セット内容
　ミニボルトマスター
　ミニブリーチャー
　マイクロサンダースレッジ
　肩掛け収納バッグ

様々な容量のバックパックとセットになったタイプが多数ございます、

・ベルトカッター
・ガラス破壊用タングステンスパイク

・ベルトカッター
・ガラス破壊用タングステンスパイク

4ガスタイプ
3ガスタイプ
2ガスタイプ

■ WALTHER レスキューPROナイフ

使用光源 チップタイプ白色LED×1個
明るさ（約） 400ルーメン（Highモード）
使用電池 単3形アルカリ電池×2本
点灯時間（約） 4.5時間 (Highモード) / 8時間 (Midモード) / 34時間（Ecoモード）
 照射特性 ワイドビーム
照射距離（約） 177m（最大時）
保護等級 耐塵・2m防水仕様（IP68準拠）
本体サイズ（約） φ30×155mm
本体質量（約） 122g（電池含む）
付属品 ベルトクリップ付、テスト用電池

救
助
用
資
器
材

救
助
用
資
器
材

携帯用ガス検知器

■ XA-4000Ⅱ

レスキュー用ナイフ

■ WALTHER レスキューナイフ

携帯型エントリーツールキット

■ Black Hawk エントリーツールキット

ハイドレーションエンジン

■ GEIGERRIG ハイドレーションエンジン(1.5ℓ／2ℓ／3ℓ)

高出力ハンディトーチ

■ ブラスターBR-432D  (乾電池モデル) ■ ブラスターBR-1000R  (USB充電モデル)

■ Black Hawk ミニ・ディプロイメントキット

■ XP-302M
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消防・危険物取扱施設用に開発された、防爆・防水・防塵のプロ仕様。

デュアリー®は、スポットとワイドの２灯同時（前方・足元）、胸ポケット装着（ハンズフリー）の照射が可能。

■ベルトクリップ
　（4AA/3AA用） 

◆耐衝撃性ポリマーボディ
◆ 76ＰＩ塵防･水防
　（Dualie®はIPX7）
◆防爆 　ベルト装着用

ヘルメットホルダーとシリコンバンドが標準装備。後部認識灯搭載で後方の安全性を考慮した人気モデル

低価格ながら後部認識灯を備えたコストパフォーマンスの高いシンプルモデル

ヘルメット取付時のズレを防止するシリコン製ゴムバンド。

照射距離152m 60°可動式ヘッド 後部標識灯

照射距離106m 80°可動式ヘッド 後部標識灯

使用光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個
明るさ（約） 500ルーメン（Highモード時）
使用電池 専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,800mAh または 単3形アルカリ電池×3本

エネループ使用可能
点灯時間（約） 【ヘッド部】6時間（Highモード）/ 10時間（Midモード）/ 20時間（Ecoモード）

【後部認識灯】90時間（点灯）/ 130時間（点滅）
照射特性 フォーカスコントロール
照射距離（約） 152m（最大時）
保護等級 耐塵・防滴仕様（IP64準拠）
本体サイズ（約） 【ヘッド部】W73.1×H52.8×D38.8mm、

【電池ボックス部】W84.8×H53.8×D30.4mm
本体質量（約） 185g（電池含む）
付属品 ヘッドバンド×2セット、シリコンバンド、ヘルメットホルダー、

Micro USBケーブル（50cm）、専用充電池

使用光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個
明るさ（約） 250ルーメン（Highモード時）
使用電池 単3形アルカリ電池×3本　　エネループ使用可能
点灯時間（約） 【ヘッド部】11時間（Highモード）/ 20時間（Midモード）/ 35時間（Ecoモード）/ 

120時間（点滅）、【後部認識灯】125時間（点灯）/ 180時間（点滅）
照射特性 ワイドビーム
照射距離（約） 106m（最大時）
保護等級 耐塵・防滴仕様（IP64準拠）
本体サイズ（約） 【ヘッド部】W63.5×H49.0×D35.0mm、

【電池ボックス部】W81.0×H51.0×D27.0mm
本体質量（約） 192g（電池含む）
付属品 ヘッドバンド×2セット、ヘルメットホルダー、テスト用電池

＊ヘルメットの文字・ロゴを隠さない半透明

●クイックリリース・
　ストラップ
　瞬時に取り外せる

●後部認識灯
　後方の相手に
　位置を知らせる

●レバースイッチ
　（ＯＮ／ＯＦＦ）
　点灯・点滅が設定
　可能

◎煙の中でも認識されやすい後部灯付き
◎充電式。AC、DCのどちらでも充電可能

照明 C4 ®  LED×1、
 後部認識灯（青色LED×2）
 ※点灯・点滅が設定可能
光束 145ルーメン
色温度 80,000カンデラ
照射距離 566ｍ
連続点灯 3時間
電源 リチウムイオンバッテリー
寸法 L191×W127×H165㎜
質量 839g
材質 サーモプラスチックボディ
防爆 米国 Class ⅠⅡ Div.2
防水性能 IPX7

【付属品】
◆クイックリリース・ストラップ
◆AC100V充電器＆DC12Vシガー・アダプター

充電式

防爆

防爆 防爆 防爆 防爆

ライト種類/カラー
点灯パターン Highモード Lowモード 点滅 同時点灯 スポット灯  ワイド灯  
光　束 
光　度 
距　離 
時　間 
防爆 
防水性能
寸法/重量
電　源 

C4®LED×２灯（イエロー／ブラック）  5㎜LED×7灯（オレンジ） C4®LED（イエロー／オレンジ）

300ﾙｰﾒﾝ 245ﾙｰﾒﾝ 140ﾙｰﾒﾝ 140ﾙｰﾒﾝ 57ﾙｰﾒﾝ 150ﾙｰﾒﾝ
17,000ｶﾝﾃﾞﾗ － 7,300ｶﾝﾃﾞﾗ 7,000ｶﾝﾃﾞﾗ
261m 171m 18m 45m 167m
2.45時間

50ﾙｰﾒﾝ
2,500ｶﾝﾃﾞﾗ
100m
24時間 18時間 18時間 18時間

米国Div2  米国Div1  IEC IEC
IPX7 IP67 IP67

L178㎜/193g  L178㎜／187g L236㎜／394g
単3アルカリ×4本 単3アルカリ×3本(リチウム電池も対応) 単3アルカリ×3本 単2アルカリ×3本(別売)

－ 

C4®LED（イエロー／オレンジ）  

24時間 

IP67 
L178㎜/233g  

－ 
－ 
－ 

9時間 6時間

80ｶﾝﾃﾞﾗ 500ｶﾝﾃﾞﾗ 
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ランタンライト 

ハンディライト （電池式）

ヘッドライト

■ ヘッドウォーズ HLP-1805 (乾電池・充電池両用モデル)

■ ヘッドウォーズ HLP-1802 (乾電池モデル)

■ ファイアバルカン®  C4LED スタンダードシステム

■プロポリマックス 4AA MAX ■プロポリマー 3AA デュアリー ■プロポリマー 3AA 7LED ■プロポリマー ３Cハズロ

■ シリ コンバンド　ヘッドライト用（20ｍｍ／25ｍｍ）

（充電式）

◎強力スポット光で566ｍまで照射
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◎持ち運び・収納簡単

●収納袋×2付属

型式 
ライト LED素子（CREE製） メタルハライド灯 ナトリウム灯
色温度 6,000K 5,000K/3,000K 6,500K 2,100K
ライト特長 ハロゲン2,000W相当の

明るさスタンダードタイプ
霧･煙･雨･雪も視認性が良い。
雪の乱反射を防止、
眩しくない。
寒冷地に最適。

出力 150W 120/240W（切替） 120/240/360W（切替） 400W 360W
光束 24,000ルーメン 32,880ルーメン 49,320ルーメン 32,000ルーメン 47,520ルーメン
総重量 12.3kg 14.4㎏ 15.5㎏ 　　　　　　　　　　　　　 　　16㎏
帆布/安定器 MS3500 テトロン製 / 内蔵型安定器 MS3500 テトロン製 / 電子式安定器 パラシュート素材 / トランス式安定器

段3]縮伸[ミルア､縮伸段2/降昇動手]脚三[り入金芯SUS､プッャキクンシトーヒ､段2縮伸ュシップルプ/閉開動手]器光投[様仕
寸法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[最大径] Φ900㎜　[最大高] 3,000㎜　[格納寸法] Φ270×L1,220㎜
電源 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AC100/200V、50(60)Hz

※LEDは120W・720W、メタハラは800W･1,000W、ナトリウムは720W、｢COCKTAIL｣タイプ(400Wメタハラと360Wナトリウムのミックス)もあります。

◎球切れの心配不要。長寿命
◎点灯･再点灯が瞬時

■ハードBOX(キャスター付き) 

◎１人でも運搬ができる！

設営・搬送が簡便で、災害現場・夜間の活動に最適。1,000Wメタハラが約4.7mの高さから10,000㎡を効率よく照射。
国内外の消防・病院にて実績があり、更にプロ向けに変更された仕様です（英国製）。

◎どの方向からも持ちやすい頑丈なフレーム。
本体は、地面に接地しないよう配慮

◎風に強い、独特の低重心形状
◎組立も、点灯も、各スイッチ一つの操作のみ

照明 1,000Wメタルハライド灯
材質 リップストップナイロン製／樹脂加工処理
寸法 [屹立]約4.7m　[収納]約D550×W670×H460㎜
質量 52kg

MAX3,000mm

LEDランプ150W
電源内蔵型

アルミ製手動三脚スタンド
MAX2,200mm

■ MMⅡ150-LED

【オプション】

◆1,257×W438×H372㎜　◆9.5㎏

■傾斜ナックル ■プラダン収納箱

■帆布プリント(シルク印刷)　■プリント帆布(インクジェット）
※ベルクロ着脱式。170×350㎜枠内

◆1,220×320×H400㎜
　（LEDはH520㎜）

■MMⅡ150-LED ■MMⅡ240-LED（調光） ■MMⅡ360-LED（調光） ■MMⅡ360-HNT

i

連続運転時間 約7.5～3.0時間＊ 

＊［1/4負荷～定格負荷］ ※エコスロットル作動時

■MMⅡ400-HID 

モデル名 

定格出力（交流）
　　　　（直流）

100V-1.8kVA 100V-900VA 100V-900VA 100V-850VA(50/60Hz) 100V-850VA(50/60Hz)
12V-8A 12V-8A 12V-8.3A 12V-8.3A

約7.1～3.2時間＊  約2.2～1.1時間＊  約1時間(カセットボンベ2本) 約10時間(5㎏ボンベ)
 燃料 自動車用無鉛ガソリン 自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 3.6L 2.1L 500g(カセットガス2本の容量) (カセットガス2本の容量) 
寸法（LWH） 512×290×425㎜ 451×242×379㎜ 365×262×524㎜ 400×330×390㎜ 400×330×390㎜
乾燥重量 21.1kg 13kg 19.5kg 21kg 20kg

LPG（液化ブタン/指定カセットボンベ） ブタン（カセットボンベ） プロパン
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ホンダ発電機付き（外付け）

パラソル開閉式投光器 （LED／メタルハライド／ナトリウム灯） エアー膨張式投光器（メタルハライド灯）

■エアーライト発電機セット

発電機（ガソリン／ガス）

）し無機電発（トイラーアエ■

■ホンダ EU18i ■ホンダ EU9i (JN1) ■ホンダ EU9 GB (JN) ■三菱 MGC900GB ■三菱 MGC900GP

ブロアシステムがない静音「パラソル開閉式」投光器。別売ハードBOXがあれば１人でも運べます
調光可能なLED灯は、HID灯よりさらに省電力・高効率で明るく、より小型の発電機で対応可能
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ワンタッチイベントテントワンタッチイベントテント
サイズ・テクノロジーともに　他にない次世代ワンタッチテント

設営時間は２人で　1分で設営できます。

■ VITABRI® V2

相当風量
0 ～ 0.2m/s
1.6 ～ 3.3m/s
5.5 ～ 7.9m/s
8.0 ～ 10.7m/s
10.8 ～ 13.8m/s
13.9 ～ 17.1m/s
17.2 ～ 20.7m/s

必要ウェイト重量
ウェイトは不要
1 足に   60kg
1 足に   90kg+ 張り綱
1 足に 120kg+ 張り綱
1 足に 150kg+ 張り綱
1 足に 180kg+ 張り綱
1 足に 240kg+ 張り綱

陸上の様子
煙は真っ直ぐ昇る。
顔に風を感じる。木の葉が揺れる。
砂埃が立ったり、小さなゴミや落ち葉が宙に舞う。
葉のある潅木が揺れはじめる。
木の大枝が揺れ、傘をさしにくくなる。電線が唸る。
大きな木の全体が揺れ、風に向かって歩きにくい。
小枝が折れる。風に向かって歩けない。

ワンタッチテントの常識を覆す、操作・強度・空間の並立を実現
サイズが大きくなればなるほど、設営撤去の操作性や移動性などが犠牲になります。
そのような問題を全て解決します。

柱が自動で上がります
VITABRI®V2 の柱内部にはピストンを動作させるガスが入ったチューブで構成された
ガススプリングが内蔵されているため、レバーを引くだけで自動で柱が上がります。
広げるだけのワンタッチ構造・キャスター付でスムーズに開閉テフロン ® 加工を施し
たフレームロックシステムとキャスターのおかげで、開閉もスムーズに行えます。

安定した移動を実現
最新の可動式ダブルキャスターで、移動もらくらくです。天幕は一度被せてしまえば、
外す必要はありません。被せたまま収納できるので省スペースで管理が可能です。 

柱材の外径は下部柱 108mm& 上部柱 83mm
足柱材の外径は 108mm と 83mm の圧倒的強度を実現。
上下のスライドをスムーズにするため ABS 樹脂製のガイド
カバーがついております。

足柱材の断面

遮光
100％

 UV カット

99％以上

遮熱
４℃～７℃ 

V2   3045
3,000 x 4,500 mm
2,060mm
3,610 mm

500 x 600 x 1,750 mm
12.5 ㎏
73.0 ㎏
85.5 ㎏

V2   4060
4,000 x 6,000 mm
2,470 mm
4,290 mm

650 x 750 x 2,250 mm
16.5 ㎏
90.0 ㎏
106.5 ㎏

素　　材 

標準付属品 本体収納カバー、ロープ (8mm)×4、めがねクイ ×4、六角レンチ ×2、
持ち上げベルト ×2、取扱い説明書

フレーム

ジョイント

支柱箇所　　上部 : アルミ押出形材 83mm 角 2.0mm 厚
　　　　　　下部 : アルミ押出形材 108mm 角 2.0mm 厚
桁部　　　　アルミ楕円パイプ 30mm×20mm 角 2.0mm 厚
天井部分　　アルミ丸パイプ 33mm 1.5mm 厚
キャスター　可動式タブルキャスター 75Φ( ストッパー付き )
　　　　　　アルミニュウム合金
　　　　　　本体収納カバー、ロープ (8mm)×4、めがねクイ ×4、

形　　式
テントサイズ
有   効   軒   高
全　　高
収 納 サ イ ズ
テ ン ト 重 量
フレーム重量
総　重　量

■LED 照明
　環境保全や節電対策に最適な LED 照明です。
　防塵・防水タイプですので、屋外使用に最適です。
　300Ｗ 昼光色　重量約 1.7 ㎏　コード長さ３ｍ

■補強バー
　ショー横幕やフレームの補強
　時に使用します。
　ユニバーサルロックを使用し
　上部の柱に接続します。

■ユニバーサルロック
　可動式のロックで、上部柱フレームに取付けます。
　高さは調整可能です。
　補強アームや LED ライト等を取付ける時に使用します。

■加重ベース　シングル／連棟用
　テントのベースに直接スチールプレートを置く
　ことは出来ません。
　この下敷きをフレームのベースにボルトで固定し、
　上に加重プレートを載せます。
　連棟用の柱にも使用できる連棟用もご用意しております。

■加重プレート（10 ㎏ /20 ㎏）
　加重ベースにフィットするように設計された
　鋳物製のプレートです。
　10 ㎏タイプと 20 ㎏タイプの 2 種類ご用意しております。

シングル

連結用

ユニバーサルロックを
使用して取付

■敷居バー
　フレームの補強時に使用します。
　ベースに接続して使用します。

広がるだけのワンタッチ構造・キャスター付でスムーズに開閉
テフロン ® 加工を施したフレームロックシステムとキャスターのおかげで、
開閉もスムーズに行えます。
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 5mx5m
ワンタッチで
４本足

風に
 

 強い
設営が

早い
収納が

省スペース

■天  幕
　東レ「サマーシールド ®PB」製で特殊
　三層ラミネート構造からなる優れた
　遮熱効果、高い遮光性・ＵＶカット性を
　兼ね備えた生地です。
　従来のコーティング加工では成し得なかっ
　た複数の機能を同時に高いレベルで実現し
ました。

■横  幕
　横幕は全て１面幕です。
　１方幕から４方幕までご使用環境に
　応じて、ご使用いただけます。
　横幕の両端に柔軟性のあるケダーを
　埋め込んでおり、柱の溝をスライド
　させて取付けます。
　非常にカンタンで高い気密性を実現
　しました。



38 39

■各種資機材を収納
■酸素吸入器一式を収納
■モジュール取付け対応2か所

M5101FM5101TB

M5111

M5103NW M5103F-NW

M5111F

インフェクションコントロール
カラー ブラック(M5101TB)
 レッド(M5101F)
サイズ 38.1×55.8×24.2cm
重量 3.3kg

インフェクションコントロール
カラー ブラック(M5110TB)
 レッド(M5110F)
サイズ 18.4×31.8×12.7cm
重量 908g

インフェクションコントロール
カラー ブラック(M5111)
 レッド(M5111F)
サイズ 15.9×11.4×2.5cm
重量 195g

インフェクションコントロール
カラー ブラック(M5103NW)
 レッド(M5103F-NW)
サイズ 58.4×13.9×21.6cm
重量 922g

カラー ブルー(M5001)
サイズ 38.1×55.8×24.2cm
重量 3.0kg

カラー ブルー(M5010)
サイズ 18.4×31.8×12.7cm
重量 790g

■ボンベ、吸入器収納
■軽量コンパクトタイプ

■必要個人装備品収納
■ウエストバッグタイプ
■デバイダー（仕切り）装備
■モジュール取付け対応1か所

■ベルト装着タイプの超小型
■ペンライト、ハサミ、ペンなど装着
■包帯、ラテックス手袋収納

仕切は自由に位置を変更でき、
ボンベも収納可能

背中へのフィット感が抜群

バッグ本体の取付用ファスナーで簡単に取り付け、取り外しが可能。単体の小型バッグとしても使用できます。
①M5101A エアウェイプロ ②M5101J メディキットプロ ③M5101C XTRAフィルプロ

エアウェイ関連資材収納用
オーガナイザー形式
薬品類の収納用

細かい備品を収納する
メッシュポケット付

カラー ブラック(M5108TB-N)
 レッド(M5108F-N)
サイズ 38.1×66.0×24.2cm
重量 3.38kg

カラー ブルー(M5008N)
サイズ 42×57.2×19.7cm
重量 2.24kg

■ボンベ、吸入器・付属品等収納
■バックパックタイプ
■モジュール取付け対応2か所

インフェクションコントロール

カラー ブラック
サイズ 38.1×30.5×15.2cm
重量 1.9kg

■デバイダー（仕切り）装備
■ブラックターポリン生地

インフェクションコントロール

◎追加携行用モジュール
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※写真の救急用資器材は含まれませんシステムバッグ
米国製ＭＥＲＥＴシステムバッグ。バッグ本体とモジュールの組合せで多目的に使用できる画期的なデザイン。防水性が有り軽量。

■ MERET オムニプロ トータルシステム（ブルー／ブラックICB）

■MERET リカバープロ（ブルー／ブラックICB／レッドICB）

■MERET G2プロ グラブトゥーゴークイックエイドシステム

■ MERET GO2プロ O2レスポンスバッグ窓ナシ（ブラック／レッド） ■ MERET ファーストインプロ サイドパック（ブルー／ブラックICB／レッドICB）

■ MERET PPEプロパック（ブルーICB／レッドICB）



40 41

ＥＭＳ バッグ （防水・耐久加工）

■ ＭＥキット１エアウェイトパネル付属　（赤／青／緑）

■ ＰＲキット　１エアウェイトパネル付属　（赤／青／緑）

◎２WAY
手提げ・肩掛け

●ネームホルダー

●ハンドル・カバー

●サイドバッグ　　●サイドカバー

＜収納例＞

バッグ未使用時はカバー取付

●大型保護パネル
（底部～背面）
☆角部も保護

●大型底鋲
（四角柱・棒状）

＜収納例＞

●バックパックストラップ
　（ベルクロ収納式）

●背面部保護パネル（緩衝材入り）

◎３WAY
手提げ・肩掛け・背負い

●前面大型ポケット　
別売キット等の収納用

●底部保護パネル
（角部も保護）●収納スペース（頚椎カラー用）

●大型フックとO環

【付属品】　
エアウェイパネル　
ＩＶパネル
トラウマパネル
＊標準ではエアウェイパネルが
  1つ付属します。

ＥＭＳ バッグ （防水・耐久加工）

レスポンスバッグ

■ Priority-Care  EMSバッグ

■ ＯＴキット（オキシゲン・セラピー・キット）

■ パーサプロ　インフェクションコントロール

オーストラリアNo.1シェアの救急バッグ。

◎長期使用対応。補強加工・パーツ対応
底部に大型底鋲（四角柱・棒状）付き。
底部カバーは角部も保護。将来、交換も可能（別売）。

◎常に清潔！分解し清拭･洗浄可
血液･体液・おう吐物等の付着に対して安心

防水加工
外装素材は
ラミネート
PVC

丈夫で
長持ち
縫製はMIL
規格を採用

10mm幅
ファスナー
開閉頻度の
高い場所

体への負担を軽減したデザイン
筋･

！
険
危
る
め
痛
を
系
格
骨

善
改、
く
な
担
負
な
理
無

首

肩

背骨

肘

腰

手首

膝

＜ユーティリティーブーツ＞
（ベルクロ脱着式）

●肩掛け・背負い
兼用ベルト

＜本体内側＞
●ボンベ固定ベルト×2本
●メッシュポケット（両面）
●透明窓（両面）
●チューブ穴
●補強芯材（底部2本）
取り外し可

＜本体・後部＞
●チューブ穴
　ボンベは本体内に固定
したまま酸素吸入

◎収納・取り出ししやすい
酸素ボンベ、吸入器一式を
効率的に収納・取り出しやすい

◎３WAY
手提げ・肩掛け・背負い

品名 ■ ＯＴキット 

外寸3（ブーツ） 
内　寸 
重　量 
カラー 
材質 
付属品１　パネル/ブーツ 
付属品2 ストラップ 
別売品 

医療機器、医薬品等を事故や火災現場に持ち込むために特化したバッグです。

感染防止素材（ターポリン）を取り入れたレスポンスバッグで、
使用後、血液や汚物を水洗い、消毒ができ、救助者への
二次感染を防止できます。

カラー タクティカルブラック(M5110TB)
 レッド(M5127F)
サイズ 47.0×33.0×26.7cm
重量 2.69kg

外寸1　（サイドバック／ブーツ装着） L610×W140×H318㎜ 
外寸2　（サイドバック／ブーツ無し） H152㎜ 

L343×H152㎜ 
－ 

約2.5㎏ 
グリーン 

多層式ラミネートPVC 
ユーティリティーブーツ 
（縫付ストラップ付き） 

－ 
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※写真の救急用資器材は含まれません ※写真の救急用資器材は含まれません

※写真の救急用資器材は含まれません
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二つ折り時状態でも分離しないアルミ製スクープストレッチャー。

素材 高耐久性プラスチックポリマー樹脂
非磁気性複合金属、特殊ラバー

寸法 最長201㎝、最短165㎝、
幅43㎝、高さ7.5㎝

質量 10.5kg
耐荷重 170kg
適合規格 EN1865
付属品 2ピースストラップ×3本

※タイプ：プラスチックバックル／ループ留め

　固定時は、傷病者の移動を最小限、
　搬送中は、脊柱保護・頚椎負担軽減を考慮。

左右ブレード間隔は
約25㎜。狭く安心。

長さの調整が迅速な
クイックリリースレバー。

濡れても滑りにくい
イージーハンドルグリップ。

次世代を象徴する斬新
なイタリアンデザイン

フレキシロックシステム。
上下の連結部は45度と120度と
可動し、多角的角度の連結が可能。

●フレキシロックシステムにより、左右ブレードの連結にスペースを多く必要とし
ない。凹凸地面や狭隘空間での固定時は、傷病者の移動の可能性・危険性を
より軽減。
●ブレード先端が5㎜と薄く、頭部の持ち上げが不要。
●ノンスリップ加工で、搬送中の傷病者の脊柱の動揺やスネーキングによる頚椎
への負担を考慮。
●バックボードと違い、Z字移動不要。

●ノンスリップ加工で、濡れていても滑りにくい。
●様々な身長に伸縮対応､傷病者のホールド性が高い。
●従来と違い足元まで寸胴で、バックボードと同じ安定感。
●気候の影響を受けない樹脂製ブレード。傷病者の温度ストレスがなく快適で、
ショックの可能性も軽減。

【専用ヘッドイモビライザー】
圧迫感もなく、左右大きく開いた
穴からは耳の観察も容易で、
傷病者も声が聞こえやすい。

【専用トランスポートバッグ】 
搬送および背負い可能な
ストラップ付き。

材質 ポリエステル
 ポリウレタン

寸法 124×32×16㎝

■ エックスロック9150

■ バッグ16150-001

ダブルコネクション

使用時 約185×51×5㎝
収納時 約51×30×13㎝
重　量 7.3kg
耐荷重 453.6㎏
材　質 ビニールラミネートナイロン製

●ベルトなど固定具が本体に縫付け済み
●ベルクロの多用で、操作がカンタン・時間短縮

●過酷なロードテストをクリア。驚異の耐荷重453.6㎏

【仕様】

長さ  216㎝
展開寸法 幅  61㎝

厚み  17㎝
収納寸法 長さ  110㎝
重量 16㎏
最大荷重  300㎏

フレーム  アルミ

材質 グロメット  真鍮
本体  ABSポリマー
緩衝マット  EVAフォーム

【仕様】

【装備】 キャリングハンドル×12本、固定ストラップ5本、
ヘッド固定ブロック、チンストラップ、

 Ｄリング（垂直用）×1、Ｏリング（水平用）×4
【付属品】 吊下げ用４ポイントスリング、バックボード、収納ケース

※背負い可能
　なベルト付き

【組立】　機材の準備・セット 傷病者の安置・固定

本体収納袋とバックボードを準備。
収納袋から本体を取り出し、バックボード*を挿入。

※頚脊損患者は、市販ネックカラーにて固定して下さい。＊バックボードは付属品以外の国内市販タイプを使用することも可能です。

本体を広げる。 
（ベルトなど固定具は本体に縫付済み）

ベルクロ付き大型ベストにて胸部・脚部を固定。
ストラップは黒・黄色の順に固定。

ヘッドブロックとチンストラップで
頭部を固定。

フットレスト

グロメット×４ヶ所

ハンドル×12カ所

固定ベルト×4本

緩衝マット

■マキシマ631
長さ 167cm、最長202cm、折りたたみ時120cm
高さ 7cm、折りたたみ時厚さ9cm
幅 42cm
重量 9.5kg
耐荷重 170kg
材質 陽極酸化アルミニウム

■ダブルプラス623
長さ 40cm
深さ 24cm

【別売品】

水平４点の吊下げ救助用 背負いベルト付き ◎２本組で、２通りの使用が可能

②1本を折曲げ、頭側を浮かせる

①両側２本で、水平に浮かせる

救
急
用
資
器
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救
助
用
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スクープストレッチャー
救命センター、救急隊、救助隊向けの新世代型スクープストレッチャー。傷病者の移動を最小限でパッケージングでき、
樹脂と非磁気性複合金属で構成されているため、院内のＭＲＩ、ＣＴなどの画像検査に対応できます。
■ エルゴン16150/V

ＸＴ傷病者固定搬送システム 
技術と時間を要する傷病者固定が、より簡便なシステムで、迅速な搬送に貢献。通常搬送はもちろん、ホイスト救助は水平だけ
でなく垂直方向も可能なため、対応困難な狭いマンホール・船内、足場の悪い建物・船内、建築・災害現場からの救出も対応。
■Xトリケート（スリング／バックボード／収納袋付属）

バスケットストレッチャー
ABS樹脂製のバスケットを強固なアルミ製フレームで補強。化学薬品・紫外線・錆び・腐食に耐性があります。
持ち運びがしやすい分割式。裏側に溝を設け、水や雪、起伏ある場所でも、引きずり救助が可能です。

■TOBOGA16102

■　マキシマ631/ダブルプラス623(スクープストレッチャー用ヘッドイモビライザー)

（Ｘトリケート万能担架）

■ リフティング・ハーネス16100-005 ■ キャリングケース16102-001 ■ フローティング・システム 　 16100-002

◎より短時間　 より安全・安心な固定・搬送

◎傷病者により優しく、快適　　搬送者も安心

◎傷病者固定がカンタン・短時間！ 迅速に搬送

◎水平および垂直方向のホイスト救助が可能
◎安全・安心の性能
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軽量・コンパクトな不織布素材の担架。安心の耐荷重300kg。

ポール差込み用開口部
（棒担架として使用可能）

傷病者固定ベルト×2本
持ち手×6ヶ所

＊NATO/U.S.ARMY仕様。
＊除染用として多数の病院にて実績有

◎携行・積載に最適。軽量・コンパクト
保管･積載は小スペース。バッグ内に収納可。

◎安全。耐化学薬品の高耐久素材
米軍防汚染3X基準超のスペック、除染対応。

◎安心・便利な高機能
☆ポールを差し込めば棒担架に
☆傷病者固定ベルト２本装備
☆メッシュ素材、表面滑り止め加工
　濡れた傷病者の搬送に最適。洗浄もカンタン。
☆耐荷重453.6㎏　

耐荷重 453.6ｋｇ
質量 700g
折畳寸法 約30.5×30.5×5.1㎝
拡張寸法 L198×W61㎝
材質 繊維性ポリプロピレン(メッシュ)

表面は滑り止め加工
＊耐水､防カビ､防酸､防アルカリ性

耐荷重 300kg
寸法 185×60mm
持ち手 10か所

◎狭い場所でも搬送しやすいデザイン

◎一気に破れず、傷病者落下を防止

◎携行・保管に最適。軽量・コンパクト

◎安心・耐荷重158.8㎏

＊意識の無い傷病者の搬送時はご注意ください。

耐荷重 158.8㎏
質量 284g
寸法 88.9×88.9㎝
材質 耐水ポリプロピレン、ポリエチレン

持ち手×8ヶ所

☆メッシュ生地！

傷病者固定用
ベルト2本付き
(本体に装備)

搬送用具のスタンダード。アルミ製のため軽量で、防炎加工のターポリンは防水性があります。

ポ

◎２ツ折脚付棒担架

◎４ツ折脚付棒担架

寸法 L210×W54×H14.5cm　[4ツ折の折畳時]105cm
重量 約5.45kg　、[4ツ折]約6.45kg
材質 アルミ（パイプ、脚部）、ターポリン（防炎加工）

カラー            オレンジ／ブルー／グリーン／グレー／ホワイト

長さ 183.5㎝
幅 44.5㎝
質量 8.6kg
耐荷重 270kg

サイズ 183×40×5cm
重量 5.5kg
素材 高密度ポリエチレン
耐荷重 150kg以上

◎ピン付き
◎表面の凹凸を減らし
　感染リスクを低減

◎X線を透過
◎5.5kgの軽量型
◎3本のベルトが標準付属

付属 肩紐×２本

収納寸法 H54.6×W21.6×D19.1㎝
展開寸法 L214.6×W57.2×D10.2㎝
地上高 9.9㎝
質量 6.1㎏
耐荷重 544㎏
生地 500デニール･ポリエステル
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ポールレス布担架
海・川･風呂場での事故等、濡れた傷病者に最適な滑り止め加工のメッシュ生地。耐化学薬品で除染も対応。
ポールを差し込めば棒担架にもなる、傷病者固定ベルト付のマルチ担架。

折畳式・棒担架（８ツ折・脚付）
約6kgで軽量・コンパクトに携行できる八つ折り担架。人間工学に基づいたハンドルデザイン採用。

■ ポールレス・メッシュ布担架
■メドエバック・リッター（スリング／バックボード／収納袋付属）

折畳式・棒担架（チェアー形）

）ンリポータ/ミルア（T-A-83-ST■

）ンリータ/ミルア（T-NA-34-ST■

■ コンパクト担架

イス形布担架 （階段・ELV搬送用）
傷病者を寝かせた状態で搬送できない、狭い階段やエレベーターを利用する際に、最適な担架。

■ ギャラクシーバックボード9012(ピン無し) ）り入枚52（しな具定固部頭ーマーア・ドーボ■

スパインボード

■ ＡＢスパインボード

■ イス形布担架（10枚セット）
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処置が困難な接合部（鼠径部・腋窩部）の止血、骨盤固定が可能。

◎装着がより簡便。約25秒以下の3～5ステップ
◎軽量488g （収納袋等含む総重量：604g）

◎第7世代となり、強度と視認性、止血効果も向上
◎操作性の向上で、より簡単なトレーニングで装着方法を習得

腋窩部での止血 鼠蹊部での止血 骨盤骨折の固定

パーツ名 数量 サイズ 材質
ベルト/バックル 1 10×142㎝ コーデュラ､ナイロンウェビング/ポリアセタール
TCD 2 径11×H2㎝ ポリウレタン、ポリカーボネート
エクステンダー 1 10×5×3㎝ ポリカーボネート
ハンドポンプ 1 径5×H13㎝ 非フタル酸ポリ塩化ビニル
補助ストラップ 1 5×92㎝ ナイロンウェビング[一般医療機器] 13B3X00138000033

素材 ）プッリグ②、）体本（ドンバ①（ロクルベ/ンロイナ
）ルクッバ④、ドッロげ上き巻③（クッチスラプ

寸法 [梱包時]約L16.5×W6.0×D3.8㎝ [使用時]約L95.2×W4㎝
重量 約82.2ｇ
カラー　 ブラック/オレンジ

※本品は使用方法のトレーニングを受けた隊員或いは医師の監視の下に使用してください。

一刻も早い熱傷応急に、開封し創面に当てるだけのカンタン手当材。ジェル状に創面被覆し、乾燥を防いで感染防御、熱傷内部の熱
のみ取り除き低体温症も起しません。96％が脱イオン化純水のため目・粘膜、体内に摂取されても無害！ 処置後も水で除去可能。

◎4分以内に体温まで冷却、
　進行を止め、痛みを和らげる

◎熱傷部の乾燥・外部からの感染を防ぐ
◎熱傷部位に合わせた被覆材を準備

◎低体温症を起さない

◎医学的に安全且つ有効な骨盤固定。現場とERで実践使用
◎適正圧力はクリック音で確認。明確で、操作カンタン。

[素材]トリコット（スリング部）、ポリエステル（バンド部）、アセタールプラスチック（バックル部）

[一般医療機器] 13B3X00138000020

品名 全長 パッド面 重量 対応臀部サイズ
■ スタンダード 約148㎝ タテ18㎝× 約260g 81～127㎝
■ スモール ヨコ27.5㎝  約240g 69～119㎝

スリングの白い面を上にして、
大転子(臀部)下に差し込む。

黒のストラップをバックルに通し、
ストラップを引く。

オレンジを掴み、黒を反対側に
クリック音が聞こえるまで引く。

全身に使えるマルチ副木。アルミ合金の両面にウレタンフォームを貼り合わせた副木で、取扱いが簡単。

◎柔らかくて、扱いやすい
◎１つで、マルチに使える！
丸めたり､折り曲げが容易。携帯・収納しやすい形状にできる。
身体の形に合わせて成型しやすく、どの部分にも適用できる。

①頚椎 ゆるく巻いてからゆっくり優しく成型する
②上腕部 1/3で折りU字に成形してから上腕へ当てる
③手首・前腕部 サポートする時にはひじから当てる
④脚・膝 2枚を2つに折って足裏から両脚に当てる
⑤足首 2つ折にして足裏から両脚に当てる

◎クリーニング・再使用が可能
◎装着のままＸ線（CT/MRI＊）撮影が可能
＊MR Condition(条件付きMRI)

①

②③

④

⑤

◎好みの長さに
　カットできる

ハサミでカット

切断面を折曲げる

◎曲げることにより
　強度アップ

■Ｃカーブ（強く）

■逆Ｃカーブ（更に強く）

■Ｔカーブ（更にもっと強く）

■
 WJブランケット76x91cm̶1個

■
 WJドレッシング10x40cm̶2個

■
 WJドレッシング20x45cm̶1個

■
 WJドレッシングハンド̶1個
 WJドレッシングフェイス̶1個
一般医療機器届出番号：13B3X00138000038

■
 WJ包帯̶4個

■
 ハサミ̶1個 ■

 WJドレッシング5x15cm̶2個

■
 WJドレッシング10x10cm̶2個

■
 WJドレッシング10x40cm̶2個
一般医療機器届出番号：13B3X00138000038

■
 WJドレッシングフェイス̶1個

■
 WJ包帯̶2個

■
 ハサミ̶1個

品　名 
外　観 

寸　法 約108×914×5㎜ 約140×914×5㎜ 約108×457×5㎜ 約50×108×5㎜（2枚）
質　量 130g 165g 75g 5g/枚（10枚/包）
材　質　　　アルミ合金、ウレタン　　　＊一般医療機器 製造販売届出番号：13B3X00138000005（フィンガー：13B3X00138000006）
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ターニケット（止血帯） 骨盤固定整復装具
下臀部大転子部の高さで骨盤を外周から圧迫して適正張力で固定。EBM（Evidenced Based Medicine） に基づく独自の特許構造。
適正ニュートン値でオートストップ。スタンダードサイズは殆どのヒップサイズに対応。

■ NARターニケットC-A-T ■サムスリングⅡ（スタンダード／スモール）

熱傷応急処置材

万能副木

■ SAMジャンクショナルターニケット

■ ウォータージェルキット(救急車搭載用) ■ ウォータージェルキット(消防車搭載用)

■ サムスプリント スタンダード ■ サムスプリント ラージ ■ サムスプリント ジュニア ■ サムスプリント ジュニア
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生命を脅かす緊張性気胸につながる開放性気胸の緊急処置用閉塞シール。汗・血液・毛髪・砂の存在や、水中でも皮膚に密着
する強力な接着性。バルブ付きは持続的胸腔ドレナージが安定、高強度で潰れず、アーマー装着時でも安心。

◎3辺テーピングに比べ、よりカンタン・迅速・強力
◎安全・安心。滅菌済み。ラテックスフリー

表面 ポリウレタン
裏面 ハイドロジェル
ライナー ポリエスター
バルブ ポリプロピレン

■TYKニードルキット　（14ゲージ・103㎜・15g）

バルブ付き1枚、スタンダード1枚のコンボもあります。

[一般医療機器]13B3X00138000027

アレルギーの心配不要、安全・安心
◎取扱いがカンタン
  ・自着性！ 包帯止め不要
  ・手で切れる！ ハサミ不要
  ・耐水性！ 巻き直しも可能

◆不織布、合成ゴム製）

ホワイト 25㎜ 24
50㎜ 12

ベージュ 25㎜ 24
50㎜ 12

カラー 幅 長さ 出荷単位

4,500㎜

■ プロタックEMS

[一般医療機器] ●WALK：13B3X00138000048
●チェストシール：13Ｂ3Ｘ00138000039 
●ロールガーゼ：13Ｂ3Ｘ00138000015　
●成形型副木：13Ｂ3Ｘ00138000005
●接合部止血帯：13B3X00138000033　
●鼻咽頭エアウェイ：13B3X00138000043 
●ニードルキット：13B3X00138000041 
●SAMジャンクショナルターニケット：13BX00138000033

◎高機能担架を収納
8ツ折りで洗浄可能、耐化学溶剤の素材。航空機安全搭載仕様

【バッグカラー】
・ブラック
・ODグリーン
・コヨーテ
・カモ

内容品 数量 備考
収納バッグ（黒色） 1 1,000D Cordura ®ナイロン
チェストシール 2 傷の被覆・保護､傷口の皮膚接合等
鼻咽頭エアウェイ 2 短期的使用鼻咽頭エアウェイ
ニードル 2 胸脱気針/胸腔排液装置
止血帯 2 直接圧迫止血で効果がない場合
救急外傷包帯(M) 6 非粘着型創傷パッド・留め具付き
救急外傷包帯(Ｌ)腹部 1 非粘着型創傷パッド・留め具付き
成形型副木 2 骨折や挫傷等の固定
ロール状ガーゼ 4 止血、傷口の乾燥･汚染からの保護
グローブ(Ｌ/黒) 5 ニトリルゴム
はさみ 1 負傷者の着衣裁断等
サージカルテープ 1 気管・経鼻胃管・胸腔チューブ等の固定
多目的布テープ 1 天然ゴム系。物品の固定
低体温管理キット 1 低体温症発症の防止
眼帯 6 目の外傷保護。ポリカーボネイト製
8ツ折り脚付担架 1 傷病者固定ストラップ付き
担架用ストラップ 4 担架設置時の補助
カジュアルティバッグ 1 (茶色)負傷者の装備品の搬送用
エビエーションパネル 1 (英文) ヘリコプター着地目標パネル

 WALK一式（担架含む） 担架
外寸 約H58×W42×D29㎝ 約L229×W57×D15㎝
折畳 － 約50×19×20 ㎝
重量 約13.58㎏ 約7.2㎏（耐荷重:約544.3㎏）
材質 － 難燃性ポリプロピレン（メッシュ）

サイズ 101×23(径)mm
重量 65g
明るさ 高50、中10、低3.6ルーメン
点灯時間 高1、中14、低36時間
使用光源 C4テクノロジースーパーLED
電源 単3アルカリ乾電池1本
防水性能 IPX7
素材 アルミ合金
ポーチ付属

材質 ポリエステル (水洗い可) 
容量 ４．８（Ｌ） 
寸法 ３０(W)× ２０(H)×８(D) (ｃｍ) 
推奨積載重量 ２（ｋｇ） 

Ｍサイズ 長30cm/掌回り22cm

厚み 手首0.12mm/掌0.15mm/指0.20mm
素材 ニトリルゴム（無アレルギー）
カラー ベージュ／ブラック
1袋25ペア入り

◆一方向バルブ

■収納バッグ…………………………… 軽量・手提げ式 
■汚れたら……………………………… 水洗い可能 
■透明ポケット………………………… 内容物の識別が容易 
■体温計（低体温対応）………………… 世界初、低体温（20℃）から測定できる体温計 ※１ 
■ヒートソルーション………………… 火・電池を使わないで温まる（約100回再使用可） ※２ 
■メディラップ／レスキューシート… 保温性に優れたメディラップ（※３）及びレスキューシートG/S 

〈セット内容品〉
収納バッグ ＬＡＢ１４７０（1個）※
メディラップブランケット 120×200(ｃｍ)成人用(１枚) 

）本１（）可定測温体低（602C計温体子電
）個２（）ｍｃ（061×022S/Gトーシーュキスレ

携帯保温パック ヒート・ソリューション（６個）

※収納バッグは場合により他のモデルになる可能性が
　ございます。

〈バッグ仕様〉

品　名 
寸法/重量 約23.4×19.3㎝/約65.2ｇ 約23.4×19.3㎝/約90.7ｇ
外　観

付属品 　 クリーニングパッド1枚（12.7×22.9㎝） ※不織布

[一般医療機器] 13B3X00138000023 /13B3X00138000022

Sサイズ 長30cm/掌回り19cm

 Lサイズ 長30cm/掌回り24cm

救
急
用
資
器
材

救
助
用
資
器
材

胸部開放創閉塞絆創膏 

自着性伸縮包帯／バンテージ 

■ NAR救急救護キット担架付-WALK

救急救護キット （止血・固定・搬送）
外傷現場における失血死の救急処置に対応し、短時間で有効な効果を期待。米陸軍用の正式車両装備品として開発。

■ 低体温症対策キット

低体温症対策キット
20℃から体温を測定できる体温計をはじめ、扱いやすい低体温症対応機器をセットにしました。

EMS向けライト
瞳孔検査に最適な3.6ルーメンのLowモードから点灯する、コンパクトな救急救命向けの専用ライト。

ニトリルグローブ
一般的なグローブに比べて厚くて長いニトリル製グローブ。
■ NARベアグローブ（サイズ：M／L）

■ クイックテープ

■ 応急手当キット・担架付 プラス
SAMジャンクショナル・ターニケットを追加。

■ 応急手当キット・担架付
エアウェイ、ニードルを取り外し、
SAMジャンクショナル・ターニケットを追加。

■SAMチェストシールバルブ付き（1枚入り） ■SAMチェストシールスタンダード（2枚入り）

◎深刻な外傷にも対応できる救急資器材を１つに
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◎保護対象の搬送・移動時も、そのまま対応
◎1～２人で運用でき、大勢の人員不要。
　他人員は救助・救護活動に専念できる
◎長時間の使用でも疲れない持ち位置。
　展開後は自立し、連結も可能
◎名入れ印刷が可能(別料金)

＜従来品「クイックシールド・アルファ」からの変更点＞

◎
　　　　　　　　(従来品に比べて約40%軽量化)

●地面に設置した際、内側・外側にい
たまま、回りこまずに互いの作業・

定設を」さ高「るきで認確を態状

展開寸法 160㎝×160㎝× 2面
収納寸法 115㎝
質量 約1.6㎏
材質 ポリエステルほか

携帯用「収納ケース」付属 「開閉用取手」を順次引けば、傘の要領で組立終了
」窓ュシッメ「るきで保確を野視の時動移・時用使

両端の連結で
360度囲う
ことができる

現場の状況に応じた、様々な組み合わせで、ご利用できます シールドを持って移動可

メッシュ窓

反射布

移動用持ち手

【用途】

●傷病者・被害者のプライバシー保護
・現場でのCPR、AED使用
・搬送、移動
・現場保存・検証
・活動スペース確保

●避難所でのスペース確保
・簡易パーテーション　
・診察、着替え

メッシュ窓開口部

写真の車載用ストレッチャー、
スパインボードは含みません。

【システム図】
◎３電源
①バッテリー
②AC電源
③DC電源

【仕様】
患者収容 寸法・質量 [展開時] 約L1900×W500×H600㎜、約13kg
カプセル 材質 透明塩化ビニール
陰圧 除菌 寸法・質量 約L400×W245×H300㎜、　約15.5kg
装置 風量・圧力 0.675㎥/min（換気回数 81回/h）、陰圧：－7.8Pa

酵素ＨＥＰＡフィルタ 捕集効率0.3μ  99.99％以上、差圧ゲージ付
紫外線殺菌灯 253.7nm　GL4型　×2　DC4Wコンバータ付

電源 バッテリー DC12V　メンテナンスフリー・ドライバッテリー
（３電源） （バッテリー容量インジケータ付）、約40分間駆動

ＡＣ･ＤＣコンバータ AC100V　→　DC12V　30A（トランス付）

●一人で搬送可能　　●スペースをとらない （◎車両常備が可能）

●処置が可能　　　●トリアージポケット付　　　　●簡単な組立式

を繊維表面に均一に、分子レベルで固定化したもの。

【２】酵素によるウイルスの不活化

【1】酵素による殺菌（細菌の死滅化）
①酵素と細菌
②酵素による細胞壁の分解
③内部浸透圧による破裂
④細菌の死滅

保有機材・車両を有効活用
◎国内市販ストレッチャーに
　そのまま装着可能
◎車両の改造も不要

細菌の細胞壁を構成する結合部分（グリ
コシド・アミド・ペプチド等）を、溶菌酵素に
より加水分解し細胞壁に穴をあけます。
その穴の誘引により、細菌内部の浸透圧
で細胞膜が破裂し、細菌は死滅します。

ウイルスの80％は、宿主細胞に吸着侵入
するため、蛋白殻（エンベローブ膜）を有し
ています。
酵素は、その蛋白殻を溶解することにより
不活化を図ります。
有さない20％は不活化出来ませんが、当
酵素濾材上では酵素殺菌により微生物が
存在しないため宿主細胞が無く、増殖は
不可能（実質不活化）となります。

重篤な感染症の疑い患者が発生した場合、一時的な隔離若しくは早急な搬送が必要になると考えます。
これらの器材は、全て軽量・コンパクト（保管スペース不要）のため、あらゆる場所での備蓄・積載に最適です。

感染疑い患者に被せ、呼吸器からの伝播リスクを軽減。
よりカンタン・迅速に、周囲への感染拡大を防止できます。

◎NBC防毒フードマスク
（通常と弁を逆方向に取付）
◎Ｐ３型吸収缶
素材 タイケム F®
 （デュポン社の
 登録商標）
対応 大人用フリー
サイズ （1サイズ）
重量 400g
 （吸収缶を含む）

一方通行の呼気バルブ

患者の呼気はろ過され、
外気に放出

現場から汚染･感染患者の後方･院内搬送に適しており、救急車内の二次汚染
を低減します。

◎被災者の取扱・処置が容易。
　前部中央に足先までジッパー取付
◎高い密閉性で安心。
　フードの周りは伸縮ゴム入り

素材 タイケム F®
対応 身長200cm､胴囲150cm
サイズ まで

＊破損や生地・縫目の隙間が広がる
危険が高いため、取手はつけてお
りません。
布担架をご利用の場合は32ページを
ご参照ください。

ジッパー開口部
（風対策）

ハトメ・連結具
（シールド同士の連結、アンカー用途）

除菌・不活化
酵素＆紫外線

捕集
 HEPAフィルタ

拡散防止
陰圧

救
急
用
資
器
材

NBC

災
害
対
応
資
器
材

感
染
防
止

救急現場用シールド
画像･動画が安易に社会配信される現在、緊急を要する救護活動時でも、傷病者のプライバシー確保に気を配る必要があります。
また従来のブルーシートを使う方法は、大勢の人員が割かれ、更に両手を広げ高くかかげた姿勢の維持が膂力を徐々に奪っていく

■ クイックシールド・neo

ポータブルアイソレータ

■ ポータブルアイソレータ NGF-03Ⅱ型

感染患者隔離・搬送資機材

■ 隔離患者用フードマスク ■ 隔離患者用トランスポートバッグ

◎操作カンタン、約10秒で展開
　直ちに、衆人環視を遮断できる

軽量化により持ち運びも楽々
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レベルＣ対応のＣＢＲＮ防護服。原発・危険物取扱施設・大学・研究機関等での作業用および避難用。

●陽圧型フード面体

◎呼吸が楽
◎面体内が曇らない
　冬期や除染活動時。
　メガネは外さずに装着可。

●ブロアーユニット
（吸収缶でろ過した空気
をフード面体内に送気）

◎6時間連続駆動
　バッテリー不足及び送
　気低下（目詰まり）時の
　アラーム付き。

●マルチ型吸収缶

市販品で最も高い防御性。
防水カバー付き。

◎ガスの侵入を防ぐ
●手･足首の二重構造

◎救護時の膝付きも安心
●肘・膝部の二重生地
●擦過に強いポリアミド

◎脱がずに水分補給

◎識別ネーム取付可
●ベルクロ（背中）

◎収納ポケット
胸･肩にペン・ペンライト・
ハサミ用、太腿はスポンジ・
ブラシ用

【構成品】
オーバーオール防護服 1着
陽圧型フード面体 1個
アウターグローブ 1双
インナーグローブ 1双
ブロアーユニット（ベルト付） 1個
マルチ型吸収缶 2個
バッテリーカセット 1個
単2乾電池 6本
フローメーター 1個
ホース付ドリンクボトル 1個
スペアパーツセット 1式
収納バッグ 1個
取扱説明書 1冊
※防護ブーツ（別売品） 1足

●収納バッグ　仕切兼クッション材は、
整理し易く、軽量で搬送も楽

【仕様】

【寸法】

オーバーオール防護服 ポリアミド繊維　（ポリウレタン・コーティング）
［46-0002/5 EN 465］

陽圧型フード面体 ポリエステル繊維　（ブチルゴム・コーティング）
［46-6010 prEN146］

バッテリーカセット 単2乾電池×6本で駆動。6時間使用可能。
マルチ型吸収缶 A2B2E2K2-P3 R　Radiac
グローブ ネオプレイン（アウター）、コットン（インナー）

］5S543NE/EC［り入芯ルーチス。製ルリトニCVP）品売別（ツーブ護防※

オーバーオール防護服 [S - M]身長170～182㎝、胸囲92～104㎝
[L-XXL]身長176～200㎝、胸囲100～128㎝

グローブ [S-M]7.5～8.5㎝  [L-XL]9～10㎝
ブーツ [＃41]25～27㎝   [＃43]27～28.5㎝

＊CBRN：C(Chemical)、B(Biological)、R(Radiation)、N(Nuclear)

【TST防護服との相違点】
オーバーオール防護服
ポリエステル繊維
（ブチル・コーティング）
陽圧型フード面体
［46-6010 EN 12941］

◎全身ブチルゴム素材
　耐化学薬品に優れるが、擦過に弱い。
　必ず膝を着く救助・救護活動には、
　TST防護服ユニットが最適。

※数量がまとまれば、特注製作も可能です。

従来の冷却剤と違い、凍らせる手間がなく、効力が落ちても常温放置すれば元に戻る画期的な素材。

◎携帯しやすい
ベルトループ、D環

肩掛けベルト
サイズ １サイズ（大人用）
重量 550g（吸収缶を含む）

【構成品】
◎NBC防毒フードマスク
フード部 ポリエステル

（ポリウレタンコーティング）
マスク部 シリコン

◎マルチ型吸収缶 
　A2B2E2K2-P3 R Radiac

◎ 冷凍庫（設備）、冷凍作業（手間）、電気代（コスト）不要
◎ 薄い肌着に長時間使用が可能
◎ 冷却効果は約4時間 ※条件により時間差があります

●マルチ型吸収缶フィルター　（A2B2E2K2-P3 R Radiac）

◎EN12941:1998、EN12942:98適合

型式 クラス カラー 試験ガス  試験濃度 破過時間

Ａ ２ ブラウン シクロヘキサン C6H12 5000ppm 35分

Ｂ ２ グレー 塩素ガス Cl2 5000 ppm 20分

Ｂ ２ グレー シアン化水素 HCN 5000 ppm 25分

Ｂ ２ グレー 硫化水素 H2S 5000 ppm 40分

Ｅ ２ イエロー 二酸化硫黄 SO2 5000 ppm 20分

Ｋ ２ グリーン アンモニア NH3 5000 ppm 40分

型式 クラス カラー 試験粒子  粒子径(中央値) 最大貫通率

Ｐ ３ ホワイト Nacl煙霧体、パラフィンミスト 0.06/0.4μｍ 0.2/0.2％

Radiac  オレンジ  

◎ガスフィルターと粒子フィルターのコンビネーション
◎国内市販されているフィルタで最も高い防護性能

。用採に」ドーフプーケスエCBN「」tiKlytuB「」トッニユ服護防TST「

【安全性試験】
試験ガス 破過時間

アンモニア25% NH3 ＞3h

硫酸 30% H2SO4 ＞3h

塩酸 24% HCI 3h

水酸化ナトリウム40% NaOH ＞3h

ベンゼン C6H6 1h

トルエン C6H5CH3 0.5h

マスタードガス S(CH2CH2CI)2 0.5h

＊[試験機関] スウェーデン国防研究所, IFP Research, TST

品　名                                              冷却剤 質　量 寸法（胸囲／㎝）
[S-M]84～100、

■クーリングベスト（マルチ） ２０個 2.1kg 
[L-XL]100～116、

【別売品】

マルチ型 P3

NBC

災
害
対
応
資
器
材

感
染
防
止

NBC

災
害
対
応
資
器
材

感
染
防
止

防護服ユニット （陽圧式化学防護服） 
レベルＣ対応のＣＢＲＮ＊防護服。国内外のパラメディック・救急医療機関・DMATで多数の導入実績あり。
感染対策・除染など救急・救助活動に最適。欧州ＥＮ規格、英国防御科学技術研究所のテストをクリア。
■ TST防護服ユニット

■ Butyl防護服ユニット

■防護ブーツ ■交換用吸収缶 ■訓練用吸収缶

NBC防毒フードマスク
突発的なBCテロ・災害（病原菌･ウイルス､化学薬品の流出事故）に迅速対応できる携帯型の防毒マスク。
■ NBCエスケープフード

クーリングベスト （耐火服・防護服用）
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抗菌・消臭剤と凝固剤で、おう吐物をカンタン処理できるキット。
◎サッと固まる。処理がスムーズ

◎強力な抗菌・消臭力。持続力も長い
大豆アミノ酸が主成分の抗菌・消臭剤で安全。

使用手順 構成品
①読む 取扱説明書
②装着 帽子、マスク、エプロン、靴カバー、手袋
③悪臭・汚染物質の除去 凝固剤（20g）、抗菌・消臭剤（100mlボトル×1、100mlスプレー×1）
④処理 紙製ヘラ、紙製チリトリ、ゴミ袋（4）、ポケットティッシュ

◎天井部分は白で明るく、傷病者のバイタルが明確
◎エアーシャワー及び陰圧機器により、内部を陰圧・陽圧化
◎二重の外装により、外気温を遮断。冷暖房機器の効率アップ

構造 天井全面気室
素材 ナイロン布PVCコーティング、防水難燃性
使用環境 -45℃～45℃
重量 約120㎏
展張寸法 [前室]タテ2.7m×ヨコ2.8m　[後室]タテ4.4m×ヨコ4.8m
収納寸法 120×70×110㎝

）所ヶ7計（所ヶ3×壁室後、所ヶ2×扉間室後・室前、所ヶ2×扉前ータルィフ

」ータルィフ3P「、」）用NRBC（ータルィフチルマ「」アロブーアエ式続継「】品売別【

■ 災害対策クリーンセット Bセット
300ｍｌ入りスプレー×2本
4Ｌポリ容器入り×1本
※30ｍｌ空スプレーボトル×2本サービス

◎強い抗菌力
ノロウイルス・インフルエンザウイルス・口蹄疫ウイルスに効果あり*1。

◎高い安全性（非塩素･微アルコール）、保存が容易
口に入れても、皮膚についても大丈夫。手も荒れない*1。引火性もない*2。

◎強い消臭力と万能性（どこにでも使える）
ホルムアルデヒド･アンモニア･トリメチルアミンの消臭効果。

金属腐食を起こしにくく、衣類を脱色させない。

◎抗菌力の持続性が長い（耐用年数も長い）
7日間の抗インフルエンザウイルス作用。28日間のカビの繁殖を阻止。

＊1：外部機関による抗菌力試験結果に基づく。
＊2：アルコールと違い､消防署への届出が不要

抗菌力試験にて検出および発育が認められなかったもの
ノロウイルス・大腸菌O-157・インフルエンザウイルス・口蹄疫ウイルス・MRSA・
SARSウイルス・セレウス芽胞・ヘルペスウイルス・枯草菌芽胞・アシネトバクター・
レジオネラ菌・白蘇菌・カンジタ菌 等

収納時 約50×19×20㎝
拡張時 約L229×W57×D15㎝
地上高 約4㎝
重量 約7.2kg
耐荷重 544.3㎏
生地 難燃性ポリプロピレン（メッシュ）
 ＊耐水､防カビ､防酸､防アルカリ性
＊NATO/U.S.ARMY/S.W.A.T.仕様。防衛省採用品
＊NTOA基準認定。USAF･USA飛行安全基準認証
＊国防総省認定MRAP仕様車両用の標準担架
＊US Patent：6842923/5598592

ヒンジ6カ所は
オートロック。
点滴ポール差込口

病者固定用
ベルト2本付き
(本体に装備)

☆除染作業に最適な
　メッシュ生地！

点滴ポール

 スタンド
（2組セット）

＜オプション＞

  早変わり！

品名 ■背負ザック ■キャリーハーネス ■バックレスト ■スタンド

寸法 L102×W10㎝ H80×W74×D4㎝ H86×W65×D13㎝
 ×D25㎝ 収納18×8×9㎝ 傾斜角90/45° H84/ベース巾60
質量 ）本2（g842,1 1,269ｇ 3,847ｇ
材質 500D Codura®  ナイロン Nomex/Kevlar 

■点滴ポール 

L48～84㎝ 
W22×D1.5㎝ 
136ｇ 
アルミ アルミ

ハンドル部は
伸縮収納

◆幅330㎜
◆長さ190㎜
◆21g

◆幅330㎜
◆長さ127㎜
◆16g

材質 フェイスシールド ポリエステルフィルム　（曇り止め加工・静電気防止加工済み）
 ヘッドパット ポリエステルウレタンフォーム　（不活性・非アレルギー性）
 ストラップ SBL　（Stretch Bond Laminate/伸縮結合積層体・ラテックスフリー）
包装 24枚/箱（化粧箱：1枚づつプラスチック製の袋に個装）、12箱/カートン（ケース）

660g 

H51×W23 

SARSやMERSなどの感染患者隔離用に開発。シェルター内を陽圧・陰圧にでき、シェルターの出入口、前室・後室の間等にフィルター

NBC

災
害
対
応
資
器
材

感
染
防
止

NBC

災
害
対
応
資
器
材

感
染
防
止

患者隔離用シェルター

を取り付け、汚染された空気を外部に漏らすことなく、感染患者の対応が可能です。安全面にも配慮し、設計されています。
■ 患者隔離用シェルター

抗菌・消毒剤 
感染症予防対策に有効な抗菌・消臭剤。非塩素で同等の抗菌力を実現、アルコールも2.7％と微量。口の中に入っても安全です。

■ 300mlスプレー 　（ケース入数36本）

）本3：数入スーケ（器容リポℓ4■

■ 18ℓソフトタンク　（ケース入数：1）

■ 災害対策クリーンセット  Bセット（3式入）

■ G2TAMαプラス 患者隔離用シェルター

■ おう吐物処理キット（12式入り）

■ 300ｍｌ
　 スプレー

■ 4ℓポリ容器 ■ 18ℓソフトタンク

８ツ折脚付棒担架（メッシュ生地）
◎携行に最適。軽量・コンパクト保管･積載は省スペース。背負い携行できる
◎搬送・救護用のオプションが豊富キャリーハーネス､スタンド､点滴ポール等

◎安全。耐化学薬品のメッシュ素材BC災害後の除染､風呂場での事故にも有効

■ タロンⅡ90Cリッター
◎耐荷重544㎏高耐久･高強度の素材･システムを採用

スプラッシュシールド （感染防護シールド）
患者から飛散する血液・体液、飛沫感染を防止する、保護範囲の広い顔面保護シールド。
ゴーグルに比べ軽く、締め付け感・圧迫感が無く、長時間着用も快適で、クリアな視界を確保します。

■ フルフェイスシールド4505　（ロング） ■ ショートシールド4511　（ショート）

おう吐物を処理しやすい状態に固め､抗菌･消臭剤で汚染物質を除去。

未開封10年（開封2年）効果の安定性。　

トイレ･汚物処理､下着･靴･寝具､ペット･タバコ臭､生ゴミに。
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米国海兵隊、航空隊、ネイビーシールズ採用品。NATO軍支給品。

※ESSゴーグルは全て●バリスティックレンズ、●シングルフローコート仕様（上記の共通特徴をご参照）。

米国警察特殊部隊SWATチーム採用品。

ＥＳＳ ゴーグル／アイウエア

レンズはゆがみ・ひずみが少なく、解像度が高いため、長時間の装着においても、目が疲れにくい。

【共通特長（ESSゴーグル全品及びESSクロスボウ）】

●究極の目の防護！安全
●バリスティックレンズ（ゴーグルは厚み2.8㎜
/アイウエアは2.4㎜の耐衝撃性ポリカーボ
ネートレンズ）
米国の工業・軍事の耐衝撃規格テスト
(NATIC)においてハイレベルな成績。
距離10m、ショットガン6発の弾丸貫通テスト
でも、貫通しない。高強度。

●究極の防曇性能！快適
●シングルフローコート
（内側はClearZone TMフローコート､
外側はAnti-scratch処理）
全く曇らないように見える程、
超速乾性。快適。
耐火服・防護服の着用時に最適。
※レンズを二重にする必要が無い！（左がコーティング処理、右は無し）

●適合規格 【耐衝撃基準】　 [ゴーグル]   ANSI Z87.1+（米国規格協会）,  MIL-PRF-32432（米国軍）,  CE EN 166（欧州）
（共通）  ）州欧（661NEEC,）軍国米（)31013-FRP-LIMみのECI(23423-FRP-LIM.S.U,）会協格規国米（+1.78ZISNA]アェウイア[

【安全用具規格】 U.S.Federal OSHA（米国労働安全衛生庁）

全米軍(陸､海､空､特殊部隊)採用のゴーグル・サングラスは､ＥＳＳ（60％） 。的倒圧と％87てせわ合が）％81（ISーリクーオと

【林野火災用具規格】 NFPA1977 WILDLAND（米国防火協会）, NFPA
1500（176.7度での5分間のオープンテスト）にも規格適合のモデル。

◎究極の目の防護！安全
　●バリスティックレンズ
　　（厚み2.8㎜耐衝撃性
　　ポリカーボネートレンズ）

◎究極の防曇性能！快適
　●シングルフローコート

全く曇らないように見える程、
　　超速乾性。

＊アジアンフィット：
レンズカーブとフェイスパッドの厚み
を改良し、アジア人の顔にフィット感
を高めたモデル。

【別売品（ゴーグル共通）】

ＥＳＳ ＣＲＯＳＳＢＯＷ　（クロスボウ）
米海軍特殊部隊のネイビーシールズや海兵隊の正式装備品として年間30万個供給されている
バリスティックアイシールド。
広範囲の顔型にフィット（Tri-Tech Fit）、衝撃によるレンズの着脱防止、迅速なレンズ交換等を
考慮(DEDVOLT　LENS　LOCK System）。

）スイア（ＥＣＩＳＳＥ
・軍のく多中界世他のそび及隊兵海/軍空陸のンイペス、SME・IBF・TAWS・隊兵海・軍陸の国米

警察・消防などが採用する最も実績がある人気モデル。ESSの高いレンズ技術をシューティング
グラスに応用しながら、大量生産によるコスト削減で超低価格も実現。

◎究極の目の防護！安全
●バリスティックレンズ
　（2.4㎜厚耐衝撃性ポリカーボネートレンズ）

◎究極の防曇性能！快適
●シングルフローコート
全く曇らないように見える程、超速乾性。

◎究極の高速調光！
　（Photochromicのみ）

◎究極の目の防護！安全
　●バリスティックレンズ
　（2.4㎜厚耐衝撃性ポリカーボネートレンズ）

◎究極の快適性能！安心

▶11秒で50％の濃さへ
▶1分以内に90％の濃さへ
▶可視光線透過率（VLT）：86％-24％
●環境の光量(紫外線)に合わせてレンズの濃さ
　が変化

●広範囲の視界・保護
（上部フレーム無し､側面まで保護）
●傷防止加工レンズ
（ESS ToughZone TM  コーティング）

●装着者の顔の形にフィット。
変形可能なフレーム
（形状記憶素材。強化PosiLock TMテンプル）

●可視光線透過率

●紫外線カット率：100％

クリアー 90％
スモークグレイ 15％
ハイデフイエロー 85％
ハイデフカッパー 32％
ハイデフブロンズ 62％
フォトクロミック 86-24％

●可視光線透過率

●紫外線カット率：100％

クリアー 90％
スモークグレイ 15％
ハイデフイエロー 85％
ハイデフカッパー 32％

【別売品】

汚れ防止用。使い捨てのクリア
フィルム。

擦り傷、火災・熱による損傷から
の保護カバー。可視性・視認性の
高い蛍光パッチ付き。

度付レンズ用のアタッチメント。 度付レンズ用のアタッチメント。
オークリーSIシリーズを含む
ESS多数の製品と互換性あり。

紫外線カット率100％
可視光線透過率90％ セミハードケース、ストラップ付属 セミハードケース、ストラップ付属

※その他別売品として、ハードケース、ストラップ等あります。ご相談下さい。

フレーム／
ノーズクリップ

ノーズピース／
フレーム／ストラップ

度付レンズ用のアタッチメ
ント。オークリーSIシリーズ
を含むESS多数の製品と互
換性あり

クリアー／スモークグレイ／
ハイデフイエロー／ハイデフ
カッパー／ハイデフブロンズ

クリアー／スモークグ
レイ／ハイデフイエロー／
ハイデフカッパー

P-2B Rxインサート

VICE-RXインサート

Middle／Ｈigh 度付レンズ用の
　　　　アタッチメント

マイクロファイバーポーチ
付属

ハードケース・ストラップ付属 ハードケース・マイクロファイバー
ポーチ付属

■ＯＮＥ Ｋｉｔ
　（クリアー×1枚）

■３ＬＳ
　（スモーク・クリアー･イエロー）

■PHOTOCHROMIC
　（調光レンズ×1枚）

個
人
装
備

目
の
保
護

個
人
装
備

目
の
保
護

アイウェア 

■ ESS クロスボウ

防じんゴーグル
■ ESS ファイヤープロ　アジアンフィット

■ ESS アイス

■プロファイルNVG　アジアンフィット ■ストライカー 　アジアンフィット ■タクティカルXT 　アジアンフィット

■レンズ保護カバー（6枚入） ■Nomexヒートスリーブ ■P-2B Rｘインサート ■U-Rxインサート ■交換レンズ（クリアー）

■ ２ＬＳ （スモーク・クリアー） ■ ３ＬＳ （スモーク・クリアー・イエロー）

■クロスボウ
　REPLACEMENT
　キット（BK）

■P-2B Rｘインサート
■VICE-Rｘインサート

■U-Rxインサート ■クロスボウ
    交換レンズ（５色）

■アイス交換レンズ（4色）■アジアンフィット
　ノーズ・クリップ
  （BK）

■アイス
    REPLACEMENT
   キット（BK）



【素材】◆ゴアテックス®  ファブリックス 
３レイヤー ［表 20デニール・バリス
ティック®・ナイロン･リップストップ］
●GORE ® C-ニットTMバッカーテクノ
ロジー
卓越した透湿性・軽量性を備える防水
透湿性素材
ゴアテックス®メンブレンの裏地に、軽量性と
耐久性を両立した、極めて薄いニット素材を
使用した新しいテクノロジーです。透湿性が
向上したほか、耐久性を損なわずに大幅な
軽量化を実現。極めてしなやかで、着用しや
すい質感を備え、従来のレインウエアにない
着心地の良さを備えています。

●バリスティックナイロン
強度と軽量性を兼ね備えたシェル素材が､モ
ンベルオリジナルのバリスティックナイロン。
この繊維は､紡糸の段階でナイロン糸に延
伸加工を施し強度を持たせた物で､織物にし
た段階で従来のナイロンと比べて同重量で
あれば約2倍の引き裂き強度を実現してい
ます。

Bollé safety 独自開発の、PLATINUM COATING（プラチナコーティング）は、防曇／耐傷性の超親水
性コーティングです。クリアするのが非常に難しいと言われているEN166 規格のオプション [K] [N]を
見事にクリアした優れもの。従来の耐傷／防曇コーティングの常識を大きく覆す、世界でも無二の次世代
コーティング、ぜひ、体感してください。
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優れた防曇性・耐傷性を備えながら低価格を実現した、コストパフォーマンスが非常に高いアイウェア。

機能・軽量性・コンパクト性においてバランスがとれ、リーズナブルな価格を実現しています。

ーザールクムートス（ムテスシ・トッケャジ● ® ーザールクムートス（ムテスシ・ツンパ● ®

質量 257 (294) g 51Ｘ7Ｘ7】法寸納収【 (8×8×15) cm
サイズ S, M, L, XL, XXL
カラー ブラック(BK)/インディゴレッド(ID/RD)/マスタード(MSD)/オリーブグリーン(OVGN)/

プライマリーブルー(PRBL)/レッド(RD) /シェイル(SHALE)
特徴 ポケット2個(ハンド2)/ネームタグ付き/スタッフバッグ付き

195 (231) g 　【収納寸法】 7Ｘ7Ｘ12 (8×8×15) ㎝
S, M, L, XL, M-S, L-S, XL-S, S-L, M-L, L-L, XL-L, XXL, XXL-S
ブラック(BK)、インディゴ(IND)、オレンジレッド(OGRD)、
シャドゥ(SHAD)
フロントジッパー(撥水ジッパー)/ネームタグ付き/スタッフバッグ付き

質量 335g mc71Ｘ9Ｘ9】法寸納収【
サイズ S, M, L, XL
カラー ブラック(BK)/セルリアンブルー(CEBL)/セイラ―ブルー(CEBL)/サンセットオレンジ(SSOG)/

サンフラワー(SUF)
特徴 ポケット2個(ハンド2)/ネームタグ付き/スタッフバッグ付き

258g mc51Ｘ8Ｘ8】法寸納収【
S, M, L, XL, M-S, L-S, XL-S, S-L, M-L, L-L, XL-L
ブラック(BK), シャドウ(SHAD)

フロントジッパー付き(撥水ジッパー)/ネームタグ付き/スタッフバッグ付き

＊青字がXXLサイズに該当

トライアク
スルフード

収納式
フード

アクアテク
ト®ジッパー

キモノ
スリーブ

アルパイ
ンカフ

リードインコー
ド･システム

立体裁断
（ひじ）

アクアテク
ト®ジッパー

ロングボトム
ジッパー

サムエ
システム

立体裁断
（ひざ）

内股部分の
摩耗強度を向上

(㎝) S S-L M-S M M-L L-S L L-L XL-S XL XL-L
身長 155～165 155～165 155～165 165～175 165～175 160～170 170～180 170～180 165～175 175～185 175～185
胸囲 86～90 86～90 90～95 90～95 90～95 95～101 95～101 95～101 101～107 101～107 101～107
胴囲 72～76 72～76 76～81 76～81 76～81 81～87 81～87 81～87 87～93 87～93 87～93
股下 71～76 71～76 68～73 74～79 80～85 71～76 77～82 83～88 74～79 80～85 77～82
※M-S、L-S、XL-Sはショートモデル。XX-L(ロングモデル)､女性用はご相談下さい。※名入れ･反射布の取付(別料金)､大量購入時など､事前相談をお願いします。

【素材】 ◆ゴアテックス®  ファブリックス 
ンロイナ・ルーニデ05表［ーヤイレ３

･リップストップ］
●ゴアテックス®ファブリクス　
世界最高水準の防水透湿性素材
ゴアテックスファブリクスとは､ゴアテックス
メンブレンがラミネートされた布地のこと。
ゴアテックスメンブレンは極めて軽く､強い
フィルム状で､水滴よりもはるかに微細な孔
が無数にあり、雨や雪等の水分、寒風や寒気
は外から内側に入ることはできません。一方、
この微細な孔は水蒸気が通り抜けるには十
分な大きさなので、汗の水蒸気を効果的に
外に放出し、肌に快適な環境をつくります。
3レイヤーは､ゴアテックスメンブレンを表生
地と裏生地の間にサンドイッチ状に貼り合わ
せ､一枚時のファブリクスにしています。裏地
にはトリコット(たて編みニット)を使用してい
ます。

着脱可能ガスケット付属
ポリカーボネイト製レンズ

超軽量ゴーグル
厚さ2.mmの強靭なレンズ 

視野が広い大型レンズ
厚さ1.5mmのポリカーボネイトレンズ 

アジアンフィット
ポリカーボネイト製レンズ

■密閉性を高める
　ガスケットキット(オプション)

重さ 24g 
レンズ色       クリア／スモーク／トワイライト

ポリカーボネイト製レンズ

重さ 27g
レンズ色 クリア／スモーク

ポリカーボネイト製レンズ

重さ 92g
レンズ色 クリア

重さ 60g 
レンズ色 クリア

重さ 150g
レンズ色 クリア

重さ 36g 
レンズ色 クリア／スモーク

個
人
装
備

目
の
保
護

個
人
装
備
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雨
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アイウェア  

■ Bolle STORM (JIS規格品)

■ Bolle BOOM ■ Bolle RUSH

■ Bolle RUSH Plus (JIS規格品)

■ Bolle X800 ■ Bolle X500

レインウエア 
GORE-TEX ®レインウェアの実績・機能ともに国産最高峰。軽量化と耐久性を向上させた全天候型。
■ ストームクルーザー ジャケットMen`s ／パンツMen`s （S～XL）／XXL

■レインダンサー ジャケットMen`s ／パンツMen`s 

®

254(292)g 7.5x7.5x15(8x8x15)cm

ブラウンサンド (BNSD) ダークチャコール (DKCH) ダークティール (DKTL)
マスタード (MST) プライムグリーン (PMGN) プライマリーブルー (PRBL) レッド (RD)

8x8x17cm

レッド (RD)
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新型インフルエンザ等の感染予防、外出時のPM2.5対策にも最適な、使い捨て式防じんマスク。
マスク内部の通気抵抗を大幅に軽減し、長時間使用でも快適。取替え頻度が減りコスト低減が図れます。

）ズイサＭ（2SD

）ズイサＳ（2SD
【梱包単位】10枚入／小箱
×10箱＝100枚／ケース

【梱包単位】10枚入／小箱
×8箱＝80枚／ケース

調整可能（Smart Strap®）

首掛け可能

諸性能表                4600                   4601                    4200                    4201             従来品の
DS2                     DS2                     DS2                      DS2                    DS2

吸気抵抗値           15.8Pa               15.7Pa                15.0Pa                 20.5Pa               41.6Pa
排気抵抗値           15.8Pa               15.7Pa                15.0Pa                 20.5Pa               41.6Pa
質量 19.4g                 18.4g                  23.0g                   18.5g                    －
使用限度               15時間              15時間               15時間                15時間                   －

●AireWave® 【快適性】
◎呼吸が楽。熱や湿気もこもらず長時間使用が苦にならない
表面積が広い蛇腹形状により、通気抵抗を大幅低減。
排気弁不要で同等以上の快適性能を実現。

◎成形型ノーズブリッジで、締め付けによる不快感を解消
金属製ノーズバンド（装着毎の再調整）不要。装着も簡単。

◎FlexFit TMデザイン。顔を動かしたり喋っても常にフィット

【やさしい素材】
肌触りが良い素材採用。
包装から製品まで全て
PVC（塩ビ）フリー。
分別せずに廃棄できます。

●Dura-Mesh®

外側　　→　　内側

【耐久性】 コスト低減
高温･多湿下でも型崩れせず、長時間の形状維持可能。
撥水性があり、汚れにくいため、取替え頻度を軽減。

）造構体一層4（能機持維状形◎
①特殊ネット素材 マスク外観の清潔感を保持
②フィルター 両面の「特殊ネット素材」により保護
③特殊ネット素材 熱や湿気による形くずれを防止
④裏張り 顔とマスクとの接点を快適に維持

【利便性】 コスト低減
使わない時はポケットに収納（取り出せば形状復帰）。
4600シリーズは首掛けも可能。

外したら捨てる習慣から脱却。
交換マスクの準備・携帯の手間を軽減。

防音・防じん対策用の耳せん。キャップ付きは、キャップを閉めれば、しっかり騒音を防ぎ、人の声も通します。人の声を100％聞き
取りたい時は、キャップを開けるだけ。騒音を軽減しながら、会話・電話もできます。バトルプラグは射撃訓練時の号令等に最適です。

品名 フリップ バトルプラグ
キャップ開口 4ｄB 9ｄB
遮音効率
キャップ閉口 24ｄB 24ｄB
遮音効率

連続騒音対策用 耳せん（再使用可能）

（50ペア／小箱、4小箱／ケース）

射撃音・爆発音対策用 耳せん（再使用可能）

（50ペア／ケース）

発砲ウレタン製 使い捨て

（200ペア／小箱、10小箱／ケース）

（100ペア／小箱、20小箱／ケース）

再使用可能

（50ペア／小箱、4小箱／ケース）

（50ペア／小箱、4小箱／ケース）

◆プレス機・金属加工作業　◆建築・工事現場
◆エンジン・タービン等動力近くでの作業 ◆射撃音 ◆爆発音 ◆衝撃音

膝曲げしやすく、引っ掛かりにくい。
◎小さめの膝カップ
◎内部にウレタンバー×2本（ズレ防止）
◎下部の凹み（柔らか素材でフィット）
◎下方のハトメ配置（浮き上がり防止）

◆600デニールナイロン、
　ポリウレタン
◆ベルクロ固定式
　（長さ調整・脱着）

ポーチ付き

ポーチ付き

◎ロック固定式
◆TPU（カップ）、EVA
　フォーム、ナイロン
◎下部にハトメ追加

◆600デニールナイロン、
　ポリウレタン
◆ベルクロ固定式
　（長さ調整・脱着）

◎ロック固定式
◆TPU（カップ）、EVA
　フォーム、ナイロン

●優れたディフェンス力を保ちつつ軽量化。
●関節の可動域を極力制限しないシェル設計。
●裏面はクールマックス生地を採用し、
　吸収速乾性に優れた効果を発揮。

ハイエンドモデルのニーパッドを48ページに掲載しております。

■ アドバンスド タクティカル　ニーパッドV.2（BK） ■ スタンダード　ニーパッド（BK）

■ スタンダード　エルボーパッド（BK）■ アドバンスド タクティカル　エルボーパッドV.2（BK）

◎ベルト固定はロック式。長さは固定後も微調整可

【材質（カップ部）】
◆密度の異なる素材を
　組合わせたハイブリッド
　構造のウレタンフォーム
◆パッド内部の中心部に
　は強い衝撃緩衝ＧＥＬ
◆バクテリア・カビを抑える
　劣化防止生地を採用
【材質（緩衝材）】
◆サーモプラスチック
　◎ノンスリップ加工
　◎「硬さ」と「柔軟さ」が両立
【生地（周辺部）】
◆1000デニール
　Cordura®ナイロン
◆ネオプレイン（通気性あり）
◆シリコンコーティング

個
人
装
備

防
護
装
備

個
人
装
備

防
護
装
備

防じんマスク （米国NIOSH／厚労省認可 高性能使い捨てマスク）

／59N0064■

／59N1064■

）ズイサＭ（2SD／59N0024■

）ズイサＳ（2SD／59N1024■

タクティカル・パッド
国内外で実績のある軍･警察用タクティカル･パッド。救助（CSR､USAR）、救急（DMAT）にも最適。

■ ネクストジェネレーションニーパッド・エルボーパッド

耳せん 

）き付ドーコ（0776プッリフ■ ■ バトルプラグ6497[S]/6498[M]　（コード付き）

■ メテオ6870　(コード無し)

■ メテオ6970　(コード付き)

■ ロケッツ6400　（コード無し）

■ ロケッツ6405　（コード付き）　

ハイブリッド・ニーパッド
人間工学に基づきデザインされた形状に、耐衝撃性を十分に考慮した素材を複数組み合わせたニーパッド。
滑り止めのシリコンやロック式ベルトなど機能性を追求した人気モデルです。
■ ハイブリッド ニーパッド　DKX-1（BK）

◎カップ部周辺は隙間がなく、引っ掛かることがない
◎滑り止めシリコン付き（上部ウラ面、ベルト・ウラ）
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◎長距離通信

◎リアルタイム・同時通話

◎ハンズフリー

◎防水･耐久性

◎クリアな音声（ノイズカット）

Bluetoothにより、見通し最大1.6km(インターコール時) の長距離通信が可能。
トランシーバーと違い、会話毎にボタンを押す操作が不要、一方通行ではなくリアルタイムに同時会話ができる。
また携帯電話も連動させることができ、ボタン一つで、受話及びリダイアルが可能。
グローブを外し、ポケットから電話を取り出す必要がない。

IPX7（水中1mで30分間､内部に浸水しない防浸形）。ハードなマリン及びスノースポーツでも実績。　
本体ユニットは、完全にシールド、マリン用スピーカー＆マイクユニットは、多重構造の防水で音だけを通す構造。
マイク性能は、強風時でもクリアな音声で会話出来る様にノイズカット機能が搭載されています。

インターコール人数 ２人 ３人 ４人
使用可能時間 15時間 10時間 5時間

待機時間 充電時間 重量 防水ケース寸法 ＊突起部・コネクタ接合部含む
700時間 2時間 62g W7.3（W9.0*）×D3.2×H4.2（H8.8*）㎝

【共通仕様】

型名 ■ UBZ-LP20 ■ UBZ-M31 ■ UBZ-M51L ■ ＵＢＺ-ＲＪ27
特定小電力
トランシーバー

種別

外観

中継器対応 特定小電力トランシーバー 特定小電力中継器
（室内用）

■通話距離（目安）
建物が林立する市街地 約100～200m
見通しのよい郊外 約1～2km

■中継器の利用 理論上、交信距離が約2倍に伸びる。また入り組んだ建物内で、電波を遮る
  壁や機器を避けるように配置して、交信の死角を減らす役割を担う。

※UBZ-LP20は、中継器（UBZ-RJ27）が使用できません。
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アンテナ 回転式 固定式 固定式 回転式
 寸法(突起物を除く) W55.5×H103.9×D26㎜ W47×H79.9×D22mm W47×H79.9×D22mm W110×H160×D34.6㎜

重量 約180g(電源含む) 約110g(電源含む) 約422g(電源含む)

付属品 ベルトフック ベルトフック ベルトフック 
ACアダプター
取付アングル

 防塵・防水性能 IP54 IP54/IP55 IP54/IP55/IP67 －
ボディ材質 ABS樹脂 ポリカーボネート ポリカーボネート ABS樹脂

 ①交互通話 9+11=20ch 9＋11=20ch 9＋11=20ch －
 ②中継通話 － 9＋18=27ch 9＋18=27ch 9+18=27ch
 ③連続通話 － － － ○(1mW設定)
 ④同時通話 － － － －
 ⑤自局中継通話 － － － ○
 グループモード 38グループ 38グループ 38グループ 38グループ
 電源1（乾電池）

単3アルカリ電池3本 単3アルカリ電池1本 単3アルカリ電池1本 －
 ※乾電池は別売 
 電源2（充電池） オプション対応 オプション対応 オプション対応 オプション対応
 電源3（AC） － － － ○
 バッテリーセーブ 乾電池60/80時間 乾電池24/27時間 乾電池24/27時間 充電池11.5時間
 (内蔵SP/ｲﾔﾎﾝMIC) 充電池24/28時間 充電池18/20時間 充電池18/20時間 (内蔵SP無)

エコモード 乾電池70/100時間 乾電池26/29時間 乾電池26/29時間 
－

 (内蔵SP/ｲﾔﾎﾝMIC) 充電池25/32時間 充電池21/24時間 充電池21/24時間

商品コード 商品名 備考
S518-B198701 Bbトーキン アドバンス 本体ユニット 　　2個セット
S518-B199012 ①喉マイクイヤフォン　アームバンド付き （２）イヤフォン（スピーカー）・マイク
S518-B199051 ②防水片耳ヘッドセット　ロング配線 アームバンド付き ※基本セットに組み合わせて使用。
S518-B199052 ③防水片耳ヘッドセット　ショート配線
S518-B199010 ④スポーツヘッドセット　アームバンド付き ）可トンウマにムーア､トッメルヘ､プッャキ（
S518-B199011 ⑤ヘルメット イヤパッドタイプ スピーカー＆マイクセット
S518-B199065 サイズ： Ｍ
S518-B199066 [ヘルメット]　BbTウォーターヘルメット　（グレー色） サイズ： Ｌ
S518-B199067 サイズ： ＸＬ
S518-B199055 クリップマウント 2個/セット 産業用保護帽取付用＊2
S518-B199045 【スペア部品A】 防水ケース （スペア部品） PRO用

＊1：障害物等(木、壁、波)は物がある場所では、通信が途切れノイズが入ることがありますのでご了承下さい。　※日本国内電波法認証済み。
＊2：簡易に取付け・取外しができるクリップマウント。ヘルメットの種類によって多少のガタつきがありますのでご了承下さい。

①■喉マイク イヤフォン
　　　　アームバンド付き

②■防水片耳ヘッドセット　　　　
　　ロング配線 アームバンド付き

③■防水片耳ヘッドセット
　　　　　　　ショート配線

④■スポーツヘッドセット
　アームバンド付き

⑤■ヘルメット パッドタイプ　　
　　　スピーカー＆マイクセットPro

特定小電力トランシーバー／中継器
免許・登録申請・電波使用料不要。
■ Bbトーキン

S518-B199012 S518-B199051 S518-B199052 S518-B199010 S518-B199011

◆約400g
◆ABS樹脂製
◆EN1385適合

■Bbトーキング ウオーターヘルメット
S518-B199065（Size M）

■マウントスペアセット
S518-B199045

S518-B199066（Size Ｌ）
S518-B199067（Size XL）

■クリップマウント2個/セット ■防水ケースPRO用
S518-B199055

【産業用保護帽取付用】
S518-B199041

S518-B198701

アドバンス 本体ユニット
2個セット

●防水ケース、
●取付アタッチメント２種
①ヘルメット用
②ゴーグルストラップ用
●USB充電コード

【基本セット付属品】
通
信
機
器

通
信
機
器

防水インターコム 
ハンズフリーで、リアルタイムの同時会話・電話受信が可能な防水インターコム。
小型・軽量で邪魔にならず、どなたにでもカンタン・気軽に、長距離通信ができます。
探索・救助（河川・海上の救助艇と陸地、ヘリ機上と山岳）、消火（ポンプ・車両と筒先員）活動時＊1の連携に最適です。
■ Bbトーキン
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■600 ■300
水密扉(6点締め付け) 1 1
ポリカーボネイト製窓 10 5
天井ハッチ(採光･換気･緊急脱出) 2 2
吊り下げ金具 4 4
曳航兼固定金具 4 4
換気口 2 2
乗降手すり（外側） － 2
大型物入れ 2 1
シート下収納 5 4
シートクッション － 4
信号紅炎 4 4
4点式シートベルト 20 8
ヘッドレスト 20 8
消火器 1 1
簡易トイレ 1 1
仕切カーテン 1 1
入口階段 / ステップ 1 1
脱出用はしご 1 1

品名 ■セーフプラス600 ■セーフプラス300
重量 1,300kg 880kg
外寸 L6.16×W2.33×H2.30m L3.90×W2.15×H2.15m
標準定員 大人20名 大人8名
重量 [乗員]1,300kg [荷物]200kg [満載]2,800kg [乗員]520kg [荷物]200kg [満載]1,600kg
満載喫水 23㎝ 24㎝
入口高さ 42㎝ [枕木含む48㎝] 36㎝ [枕木含む42㎝]
室内広さ 13㎡ / 約7.5畳 6.6㎡ / 約3.8畳
積載車 4tトラック 4tトラック、2tワイドトラック

◎乗降しやすい低い入口
歩行困難者や車イスの乗降を考
慮した低位置の入口。浮いた状
態でもドアの開閉が可能。

◎快適・安全。多用途性
乗員を衝撃から守る安全装備。プラ
イバシー確保のカーテン付き。平常
時は集会場・倉庫､イベントに。

◎設置・移設が容易かつ低コスト
ユニック付き4トン車で運搬可能。
平底で特殊架台も不要。軽量なため、タ
ワーや建物屋上にも設置可能。

◎強靭な構造。不沈・復原・耐衝撃性
10m/s衝撃強度試験､180°転覆復原試験､3m水面落
下試験をクリア。船底に穴があいても不沈、波にもまれ
転覆した場合も、すぐに元に戻る。

【標準装備】

【設置事例】

【諸元表】

LED大型室内照明灯 (600:58W×2 / 300:28W×1) AED
100Ｖ電源引込装置(室内コンセント付) 応急手当キット
LED室外作業灯 非常食・水3日分
太陽光蓄電システム(50W-12V) LED室内灯･DC12Vソケット含む 無線通信機
フロアカーペット シュラフ
乗降手すり(内側) 救命胴衣
シェルターベース エアコン
車椅子固定金具 ラッピング（名入れ）
陸上固定用ロープ ※その他ご相談ください。

【推奨オプション】 【その他オプション】

■海水対応NSDシリーズ ■再利用可能NDシリーズ

◎真水でも利用できます。
海水だけでなく、河口付近の真水と海水の
混ざった水や、河川等のまったく海水を
含まない水でも使用可能です。
(海水対応はNSDシリーズのみ)

◎スピード吸水
海水でも真水でも海水濃度にかかわらず、
２～４分ですばやく吸水します。
災害時の初動対策に遅れをとりません！

◎天然麻を使用
天然麻一重構造を採用。丈夫で滑りにくく、
軽量・コンパクトな製品です。

◎クリーンな素材
外袋は天然麻を使用し、吸水ポリマーは
紙おむつ等と同様で無害です。
焼却処分してもダイオキシンなどの有毒ガ
スを発生せず、地球にやさしい製品です。

◎廃棄も簡単
脱水剤使用で簡単廃棄。

水槽があれば、より早く効率的

◎保管時は軽量で小スペース
◎後処理・廃棄もカンタン！
脱水は塩化カルシウム溶液に漬けた後、
天日干しで2週間。
可燃ゴミで処理可能（廃棄は、地方自治体の
処理方法をご確認下さい）。

　（スーパーダッシュバッグ）
吸水後は立方体。重ねやすく隙間がない。
ループ状の取っ手は､杭を通して固定可能。【使用手順】

【処理手順】

吸水前 水中で全体を軽く揉む 吸水後

DBW-2：（0.27kg） DBW-2：2分後（20kg）

脱水材250gを使用 ビニール袋(ゴミ袋)に入
れる

脱水材を入れたビニール
袋に水を2リットル程度入
れる

脱水後、袋を乾かして可
燃ごみで処分します。
水はそのまま排水して構
いません。

20～30分程度放置して
ください。
徐々に脱水していきます

上記のビニール袋に使用
後のスーパーダッシュ
バッグを入れる。

※天日干し（3～4日程度）でも脱水します。その後、焼却処分可能です。ダイオキシンは発生しません。

●津波避難タワー上 ●漁協 荷捌場屋上 ●湾岸隣接個人宅 ●臨海支社駐車場 ●社屋屋上

・吸水剤：高吸水性ポリマー  
・外袋：天然麻繊維  
・外箱サイズ：640X460X180(mm) 

・吸水剤：高吸水性ポリマー  
・外袋：天然麻繊維  
・外箱サイズ： 640×460×140(mm)　ND-10,15,20の場合

640×460×180(mm) 　ND-15Lの場合  

■ 後処理用脱水材(塩化カルシウム)梱包　　　　＜出荷単位＞ 20袋／1ケース（10袋入りパッケージ×5個）
吸水前  0.27kg、 L400×W360×H15㎜
吸水後  20kg、   L400×W360×H150㎜
吸水時間　　＜膨張速度＞ 約２分（水温20℃ pH7.2。条件により異なります）
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）
使用材料 外袋 不織布

吸水材 吸水ポリマー（ポリアクリル酸ナトリウム）
パッケージ プラスチック（防湿・紫外線カットフィルム）

スーパーダッシュバッグは
ご使用後の処理に塩化カル
シウムを使用することで効
率的に脱水することが可能
になります。ご希望の方に
は塩化カルシウムとのセット
販売もしております。

品名 ＮＳＤ－１５Ｌ ＮＳＤ－２０ＮＳＤ－１５ＮＳＤ－１０
500X380420X300 600X420

950g 1,250g
15Kg 15Kg 20Kg

15枚 10枚 10枚 10枚
荷姿重量 10.5Kg 11Kg 14Kg

サイズ (mm) 1000X250
吸水前重量 600g 900g
吸水後重量 10Kg
入数（１箱あたり）

10.5Kg

品名 ＮＤ－１５Ｌ ＮＤ－２０ＮＤ－１５ＮＤ－１０
500X380420X300 600X420

450g 400g
15Kg 15Kg 20Kg

30枚 20枚 20枚 20枚
荷姿重量 7.5Kg 10.5Kg 9.5Kg

サイズ (mm) 1000X250
吸水前重量 200g 300g
吸水後重量 10Kg
入数（１箱あたり）

7.5Kg
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吸水式土のう
従来の土のうは、土砂･工具の準備、運搬用重機、詰め込み作業の人員･手間が必要。実際にはコスト高。
土を使わず水に浸すだけの「吸水性土のう」が、より迅速な初期対応に最適です。

浮揚式津波洪水対策用シェルター
平常時は移動がカンタン、多目的に使用。常に身近に設置できるため、非常時も安心。
素早い乗降ができ、水面に浮きながらより安全･快適な状態で救助を待つことができます。

■スーパーダッシュバッグ DBW-02
■ セーフプラス600 ■ セーフプラス300

■ アクアブロックシリーズ

◎短時間・水のみで土のうが完成

◎土・重機・工具・人手・手間要らず

◎止水効果が高く安定した段積み
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型式 ADS-SW142
寸法 横幅860×奥行640×高さ620mm
消費電力 1.3kw
動力源 AC100V-220V 50/60Hz　※オプションにてレギュラーガソリン、ＬＰガスタイプあり
重量 89㎏（注水前：86㎏）
フレーム材質 ステンレス
造水能力（水温25℃時） 海水時:2ℓ/分、2880ℓ/日　淡水時:5ℓ/分、7200ℓ/日
除去率（塩化ナトリウム） 99.6％以上
適正圧力 海水時:6MPa　淡水時:4MPa
回収率 30～50%
原水吸上揚程 10ｍ以内
飲料水送水揚程 7m以内
使用可能水温 4～40℃（適正水温25℃）
使用原水 海水、プール、浴水槽。防火水槽、河川水、池水、井戸水、高架水槽
構成部品 逆浸透膜メンブレン（300GPD)×3、紫外線殺菌装置、

前処理10インチ5ミクロンフィルタ、前処理10インチ1ミクロンフィルタ
前処理10インチ活性炭、高圧ポンプ、圧力計、圧力調整バルブ、
電源コード（ACタイプ）、水中ポンプ、飲料水用蛇口、水中ポンプの給水用ホース、
濃縮排水用ホース

付属品 各前処理フィルタ（10インチ5ミクロン、10インチ1ミクロン、活性炭）×3本、
TDSテスター、塩素殺菌剤（6％）100ｍｌ×2、RO保存剤、取扱説明書、定期点検
マニュアル、定期点検シート、簡易水質検査試験紙、LPガス接続ホース（GLPタイプ）

型式 
寸法 横幅512×奥行268×高さ327mm
消費電力 約150w(紫外線殺菌装置:6W　ＴＶモニター:11W、

水中ポンプ:26W　DC圧力ポンプ（54Wモーター）約100W）
動力源 AC100V、ＤＣ12Ｖ、ＤＣ24Ｖ、手動
重量 19.5ｋｇ(注水前：18.8ｋｇ）
フレーム材質 アルミ板、ベニヤ板

除去率（塩化ナトリウム） 90％以上
適正圧力 0.4～0.6MPa
回収率 30～50%
原水吸上揚程 最大2ｍ
飲料水送水揚程 最大7ｍ
使用可能水温 4～40℃（適正水温25℃）
使用原水 淡水のみ（プール、浴水槽。防火水槽、河川水、池水、井戸水、高架水槽など）
構成部品 逆浸透膜メンブレン（480ＧＰＤ）、紫外線殺菌装置、前処理硬化カーボンフィルタ、

前処理５ミクロンフィルタ、TVモニター（取扱方法、保管方法）、圧力ポンプ、圧力計、
圧力調整バルブ、電源コード、水中ポンプ、飲料水用蛇口、
水中ポンプ用吸水ホース、濃縮排水用ホース

付属品 DC/ACインバーター12V、ＤＣ/ＡＣインバータ24Ｖ、バッテリー接続コード、
手動ポンプ、ＴＤＳテスター、塩素殺菌剤0.3％（100mℓ）、ＲＯ膜保存剤、
取扱説明書、定期点検マニュアル、定期点検シート、簡易水質検査試験紙

型式 ADS-FD500
寸法 横幅770×奥行400×高さ350(取っ手含む:410）mm
消費電力 13W（紫外線殺菌装置：12W、ＬＥＤランプ:1W）
動力源 消防ポンプ、可搬式消防ポンプ
重量 41kg(注水前：35kg）
フレーム材質 アルミニウム、アクリル板
造水能力（水温25℃時） 最大:10ℓ/分、14400ℓ/日
除去率（塩化ナトリウム） 90％以上
適正圧力 0.4～0.6MPa
回収率 30～50%
原水吸上揚程 消防ポンプ、可搬式消防ポンプの吸上げ揚程に応じて
飲料水送水揚程 7m以内
使用可能水温 4～40℃（適正水温25℃）
使用原水 淡水のみ（プール、浴水槽。防火水槽、河川水、池水、井戸水、高架水槽など）
構成部品 逆浸透膜メンブレン（480ＧＰＤ）×8、紫外線殺菌装置×2、DC/ACインバータ、

（出力350Ｗ）、ＬＥＤランプ、防水スイッチ×２、圧力計、圧力調整バルブ、
飲料水用蛇口、濃縮排水接続口、原水接続口、ステンレス配管ＰＰ配管チューブほか

付属品 町ノ式接続金具付きスクリーンフィルタ、20インチＢＢ前処理ハウジングケース、
20インチＢＢ高架カーボンフィルター、前処理装置接続用ホース（各2m）×2本
TDSテスター、電動ポンプセット（洗浄及び保存液充填用）、ＲＯ膜の保存剤、
取扱説明書、定期点検マニュアル、定期点検シート、付属品ケース

可搬
消防ポンプ
直結型

アタッシュ
ケース型

海水対応型

◎誰でも簡単に正しい手当ができます！ 
応急処置の基本となる『傷』『骨折』『やけど』 これら３種類の
手当てにあわせた内容品がポーチに入っています。

◎応急手当て簡単マニュアル付き
、うよるきでにぐすがて当手のられこ』どけや『』折骨『』傷『

各ポーチに簡単マニュアルが入っています。手当ての手順と
内容品の使用方法が判りやすくイラスト付で表示してあります。

◎収納に便利なA4箱型
書棚やロッカーにぴったり収納でき、デスクの引き出し
にも収まるサイズです。 
棚の奥にしまいっぱなしにならず、緊急時にもすぐに
取り出して使用できます。

◎アルミ製BOXに多人数用の救急用品を詰め合わせ。 
備えが必要な人数に合わせて選べるセット。

■ 20人用 ■ 50人用

セット内容品 サイズ：24×31×12.5cm

[傷セット]
●滅菌ガーゼ5枚
●三角巾1枚
●滅菌タオル1枚
●伸縮包帯1個

●サージカルテープ1個
●救急絆創膏S4枚、M6枚
●消毒液1本

●ピンセット1本
●手袋2組
●マニュアル1枚

[骨折セット]
●滅菌ガーゼ5枚
●三角巾1枚
●滅菌タオル1枚

●伸縮包帯1個
●副木2本
●アルミックシート1個

●手袋2組
●マニュアル1枚

[やけどセット]
●滅菌ガーゼ5枚
●三角巾1枚
●滅菌タオル1枚

●手袋2組
●マニュアル1枚

●ホームケアスノーカット8×16cm 10g 3個
●ホームガーゼ30cm×1m　1枚
●三角巾　1枚
●滅菌救急低リントタオル包帯　1個
●QタイαS　6個
●綿棒100本入り　1個
●清浄綿ハイレディ　25枚入り　1個
●サージカルテープ12mm　1個
●花粉マスク5枚入り　1袋

●滅菌済み救急絆創膏　6枚入り　1袋
●救急絆創膏10枚入り　3個
●消毒液　1本
●電子体温計　1本
●駆血帯　1個
●ポリウレタン副木　大中小各1個
●ハサミ　1本
●ピンセット　1本

●ホームガーゼ30cm×1m　10枚
●三角巾　20枚
●滅菌救急低リントタオル包帯　6個
●QタイαS　6個
●ハイラテ貼る包帯(小)　4巻
●清浄綿ハイレディ　25枚入り　1個
●サージカルテープ12mm　3個
●滅菌済み救急絆創膏　6枚入り　3袋
●救急絆創膏10枚入り　4個

●消毒液　2本
●電子体温計　1本
●駆血帯　2個
●ポリウレタン副木　大中小各2個
●ハサミ　3本
●ピンセット　3本
●メモ帳　2冊
●ボールペン　3本
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逆浸透膜浄水装置
災害時に限られた水利から安心・安全な飲料水を確保。可搬消防ポンプ・消防ポンプ車直結モデルをはじめ、
海水対応モデルなど様々な環境に対応したモデルを多数ラインナップ。

■ EMGしんじょう君   ADS-FD500

■ アクアハンディーズSP   ADS-FW765SP

■ シーアクア   ADS-SW142

ADS-FW765SP

造水能力（水温25℃時） 最大:1.26ℓ/分、1,824ℓ/日

救急セット
もしもの時に役立つ救急セット各種と、雨天時の屋外など、濡れても書ける防水ノート。

■ 誰でも使える救急箱「救急戦隊」

■ 災害多人数用救急箱（20人用/50人用）



68 69

災害時の不衛生なトイレ環境や排泄物からの伝染病発生などによる二次災害防止のために開発。
①抗菌消臭剤と②汚物を固める凝固剤、③汚物専用ポリ袋などをセットした緊急･災害用トイレ処理セット。

■既設トイレ50回分セット

■ワンパーソンズテントⅡ ■ポータブルジョンⅡ

既設トイレ・ポータブルトイレ併用タイプ
●抗菌消臭剤SS-P3 EX

セントリスE-1使用
（特許番号：3529059）
＜除菌力：有効期限7年＞

出荷単位：3ケース以上

■既設トイレ100回分セット

出荷単位：2ケース以上

◎安全性　食品グレードの成分で構成されており非常に安全。※従来の抗菌剤に含まれる銀・銅・亜鉛などの重金属を一切含まない。

◎抗菌力　多種多様な菌に対して抗菌力を発揮。　　　　　　※従来の抗菌剤は抗菌力を発揮する対象が限定。

◎持続力　揮発性がないため抗菌効果持続性に優れる。　　※従来の抗菌剤はアルコール系で揮発性があり、揮発後は抗菌効果が消滅。

◎消臭力　臭気を吸着安定させ、鼻粘膜を刺激しない物質に変化。不快臭を発生する細菌やカビ類を制御し、臭気の発生を防止。

★化学品検査協会検査★

★日本食品分析センター検査★

★公的機関検査済み抗菌対象菌★

 急性経口毒性試験(LD50値) 皮膚一次刺激性試験
 2,000㎎／㎏以上 陰性

※2,000㎎／㎏以上は安全基準に合格とされる。
＜参考＞コーヒーのカフェイン1,950㎎／㎏

ネコカリシウイルス代替ノロウィルス・インフルエンザウイルスH1N1・SARSウイルス・O-157・大腸菌・サルモネラ菌
・黄色ブドウ球菌（MRSA）・レジオネラ菌・緑膿菌・白癬菌・肺炎桿菌・枯草菌 等

200時間 500時間
99.9％ 98.7％

SS-P3を特殊加工した抗菌砂による大腸菌群耐候性試験
（なお本試験の200時間は約1年間の屋外暴露試験に匹敵する）

裏面に中が透けて見えにくい、シルバーコーティング。

折りたたみ・収納は、一人でできます

裏地アップ 収納袋

寸法 [使用時]110×110×185㎝、[収納時]Φ59×6.5㎝
重量 約2.5kg（付属品を含む）
材質 ポリエステル（生地）、スチール（バネ）
付属品 レインカバー(フライ)、スチールペグ8本、ロープ(約200㎝×4本)、

プラスチックハンマー、砂袋用袋4枚、収納ケース

（折り畳み便座）
■簡易トイレ
（便袋4袋／外袋2袋）

内容品          便袋（高速吸水凝固シート）×4枚
外袋＊（高密閉チャック袋）×2枚

重量 便袋（約65g）
(1枚当り) 外袋（約22g）
サイズ 便袋（65×55㎝）
(1枚当り) 外袋（240×375㎜）
材質 炭酸カルシウム混入ポリエチ

レン、ポリエチレン

座面外径 約335×320㎜
座面高さ 約415㎜
構造部材 スチールパイプ

約Φ16㎜
重量 約850g
耐荷重 80kg
座面材質 ポリエチレン

※袋は付属しません。

＊外袋が持ち運び用。超防臭。悪臭・水分を漏ら
  さず密閉。

従来の粘土系では処理後も油が残るため、スリップの危険、靴裏･タイヤによる汚染拡大等二次災害の可能性があります。
スノムは、簡単に油分のみを回収できるため、迅速な安全対策ができます。

コンパクト設計ながら、強力パワーで-18℃まで冷える本格的な冷凍・冷蔵庫。AC/DC両電源対応で様々なシーンで活躍します。

】）L04(gk01末粉【）N（ドイワムノス■

■ MHD14F

■スウォーク レギュラー　【バケツ入りセット／4個】

◆ダンボール入り：40×35×27㎝
※ボトル・バケツなどに小分けして設置しておくと緊急時に便利です。
別料金で、小分け梱包も可能。

小分けしたスノムと必要備品をセット化

◆外ダンボール：54×57×26㎝
、枚5スェウ）きつに個1（、）枚2形トッマ、gk2形末粉（ムノス＞品容内＜

塵取りセット、回収ビニール袋1枚

油処理の作業時間を大幅に短縮できます！

◎簡単処理。床面はパッとかけサッとはくだけ！
◎処分も楽。吸った油を分解し、土に戻せます
◎油のみを強力に吸着！ムダ遣いがありません

スノム1kgで軽油を約２.５リットル吸着。
（環境省エコマーク取得、国交省NETIS登録）

■分解のしくみ（ステップ）

（１）封じ込める
多孔質のカプセル構造に油
を格納、再流出しない。

（２）油脂を分解・脱臭
油分解専用バクテリア（1gに約1千万個）が、取り
込んだ油を消化・脱臭し、水と二酸化炭素に分解。

（３）残りは植物繊維
植物繊維もバクテリアが生分解し、土となる。
＊米国政府・米国環境保護庁が安全承認した
Class1のバクテリア（ATCC）のみ使用。

■適用　　道路・路面　　工場床面・機械　　事故　　田　　河川　　ダム　　油水分離槽

■処理可能な液体
●鉱物油　原油、ガソリン、灯油、　軽油、潤滑油、有機溶剤 　（アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、フェノール、アルコールなど）

●動物油　ラード、魚油等

●植物油　大豆油、菜種油、ごま油等

ルデモンズーシルーオたしスラプを能機」るまたっあ「に」るえ冷りよ「」か静「」ネエ省「◎
 -18℃の冷凍機能に加え55℃の温蔵機能も。暑いときも寒いときも必要な温度を提供します。

◎AC/DC両電源対応
別売の家庭用AC電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰを使用して家庭用AC電源が使用可能。場所を選ばず使えます。
※24V車での使用には別途コンバーターが必要です。

◎すぐれた耐震構造
車載時の振動や傾斜にも耐えるタフな構造。
他にも最大60ℓまで様々な容量のモデルがございます。(冷蔵・冷凍機能のみ)

外形寸法（mm）  幅：442 奥行き：284 高さ：398  
庫内寸法（mm）  幅：348 奥行き：190 高さ：213 
有効内容（L）  14L 
使用電源（V）  DC12V 
定格消費電力（W）  DC12V： 温：2.5A　冷：2.8Ａ 
圧縮機 スイングモータ（冷媒ガス圧縮方式） 
温度調節機 ダイヤル可変式自動温度調節 
重量（kg） 11.5 
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既設／ポータブル・トイレ用処理セット （抗菌消臭剤付き）

携帯用トイレ

■抗菌消臭剤「SS-P3 EX」

油吸着分解材

ポータブル冷蔵庫
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■ 

4,5  - 濃煙熱気実火災訓練装置一式 都度見積り
6,7  - 水陸両用車8×8 都度見積り

- 水陸両用車6×6 都度見積り
8,9  - ハイスペック地震体験車(4トン バッテリー方式) 都度見積り

- ハイスペック地震体験車(4トン 発電機方式) 都度見積り
- ハイスペック地震体験車(3トン バッテリー方式) 都度見積り
- ハイスペック地震体験車(3トン 発電機方式) 都度見積り
- ハイスペック地震体験車(2トン バッテリー方式) 都度見積り
- ハイスペック地震体験車(2トン 発電機方式) 都度見積り

10 - 軽救急車 都度見積り
11 S220-SAMXT-C SAMターニケットXT ¥10,000

S220-NAR3001 NARターニケットC-A-T(ブラック) ¥7,800
S220-SAM62010 SAMチェストシールバルブ付き(1枚) ¥7,500
S220-SAM62011 SAMチェストシールスタンダード(2枚) ¥7,500
S220-NAR0247 NARベアグローブM(25ペア/白) ¥4,800
S220-NAR0248 NARベアグローブL(25ペア/白) ¥4,800
S220-NAR0217 NARベアグローブM(25ペア/黒) ¥4,800
S220-NAR0216 NARベアグローブL(25ペア/黒) ¥4,800

12,13  S637-0001 河川増水危険警告灯セット ¥60,000
S638-0001 ボックスウォール ¥40,000
S41-TD2401OR スローラフト TD-2401 オープン
S41-TD2401-BOX スローラフト専用BOX オープン
S41-RBA100 マイクロ災害用ライフベスト　1stwatch RBA-100 オープン
S103-0001 スーパーダッシュバッグDBW-02(20枚) ¥30,000
S103-0002 スーパーダッシュバッグ脱水剤付きDBW-02-CA(20枚) ¥32,000
S399-00002SET MINIフローティングストレーナー(ツノ式) ¥120,000
S399-00003SET MINIフローティングストレーナー(スロッタ式) ¥120,000

14 S1600007 煙体験ハウス TH-13(1間×3間タイプ) ¥220,000
S1600008 煙体験ハウス TH-14(1間×4間タイプ) ¥247,000
S1600015 煙体験ハウスフレーム収納袋(3枚セット) ¥14,500
S1600009 煙体験ハウス文字入れ(15cm角入口･出口) ¥7,000
S1600010 煙体験ハウス文字入れ(20cm角1文字黒) ¥2,000
S1600011 煙体験ハウス文字入れ(30cm角1文字黒) ¥3,000
S1600012 煙体験ハウス送料 都度見積り
S12-00001 煙体験テント 2436 ¥200,000
S12-00004 煙体験テント文字入れ(～15cm角1文字入れ黒楷書) ¥700
S12-00005 煙体験テント文字入れ(～15cm角1文字入れ黒ゴシック) ¥1,000
S12-00006 煙体験テント文字入れ(～15cm角1文字入れカラー楷書) ¥1,050
S12-00007 煙体験テント文字入れ(～15cm角1文字入れカラーゴシック) ¥1,500
S12-00008 煙体験テント文字入れ(16～30cm角1文字入れ黒楷書) ¥1,200
S12-00009 煙体験テント文字入れ(16～30cm角1文字入れ黒ゴシック) ¥1,800
S12-00010 煙体験テント文字入れ(16～30cm角1文字入れカラー楷書) ¥1,800
S12-00011 煙体験テント文字入れ(16～30cm角1文字入れカラーゴシック) ¥2,700
S12-00002 煙体験テント送料 都度見積り

15 S26-PS-2006 ポータースモークPS-2006 ¥220,000
S26-PS-2106 ポータースモークPS-2106 ¥240,000
S269219310 ポータースモーク液  1L×6本(1ケース) ¥36,000
S2600001 ポータースモーク液 1L ¥6,000
S2600009 ポータースモーク液 20L(PS-2105/2106専用) ¥120,000
S2600008 キャリングケース (PS20シリーズ/PS21シリーズ共通) ¥40,000
S19011 発炎筒けむ～る 白:3分 ¥2,800
S19005 発炎筒けむ～る 白:1.5分 ¥1,800
S19006 発炎筒けむ～る 赤:1.5分 ¥2,000
S19007 発炎筒けむ～る 黄:1.5分 ¥2,000
S160-PP-AM-100M 大人CPR/AEDマネキン モニタ付 ¥50,000
S160-PP-AM-100 大人CPR/AEDマネキン モニタ無し ¥30,000
S160-PP-AM-400M 大人CPR/AEDマネキン モニタ付4個パック ¥190,000
S160-PP-AM-400 大人CPR/AEDマネキン モニタ無し4個パック ¥110,000
S160-PP-FS-50 フェースシールド フィルター付(50入り) ¥4,600
S160-PP-ALB-10 フェースシールド･ラングバッグ10(10入り) ¥1,600
S160-PP-ALB-50 フェースシールド･ラングバッグ50(50入り) ¥6,200
S160-10076-PPA レスキューマスク用トレーニングアダプタ(10入り) ¥3,000
S160-10077-PPS CPR練習用シールド ¥3,000
S160-PP-CM-100M 小児CPR/AEDマネキン モニタ付 ¥50,000
S160-PP-CFS-50 小児用フェースシールド フィルター付(50入り) ¥4,600
S160-PP-CLB-10 小児用フェースシールド･ラングバッグ10(10入り) ¥1,600
S160-PP-CLB-50 小児用フェースシールド･ラングバッグ50(50入り) ¥6,200
S160-PP-IM-100M 乳幼児CPR/AEDマネキン モニタ付 ¥50,000
S160-PP-IFS-50 乳幼児用フェースシールド フィルター付(50入り) ¥4,600
S160-PP-ILB-10 乳幼児用フェースシールド･ラングバッグ10(10入り) ¥1,600
S160-PP-ILB-50 乳幼児用フェースシールド･ラングバッグ50(50入り) ¥6,200

16,17  - 除染ブース一式 都度見積り
S0700037 除染用ローラーテーブル(伸縮式) ¥320,000
S0700038 温風温水器エアーミディ ¥1,980,000
S0700036 除染用温風温水器エアーミディ軽油タンク ¥30,000
S0700039 クリーンシェルタ ¥1,980,000

18,19  S04-TD-6 探サー TD-6 (水中探索機 標準仕様) ¥1,100,000
S04-TD-6-LAN 探サー TD-6 (水中探索機 無線LAN搭載仕様) ¥2,450,000
S04-00001 TD-6 外部予備バッテリー ¥15,000
S04-00002 TD-6 みちびき対応GPS　※別途、取付工賃が必要です。 都度見積り
S04-00003 TD-6 地磁気検知方位センサー　※別途、取付工賃が必要です。 都度見積り
- 船体取付金具 都度見積り
- オリジナル地図作成 都度見積り

20,21,22  S382-000011 ビデオレイ Pro4 ウルトラBASEセット① ¥10,994,000
S382-000012 ビデオレイ Pro4 ウルトラBASEセット② ¥12,912,000
S382-000013 ビデオレイ Pro4 スタンダードBASEセット① ¥13,582,000
S382-000014 ビデオレイ Pro4 スタンダードBASEセット② ¥15,099,000
S382-000015 ビデオレイ Pro4 有線コントローラ ¥33,000
S382-000016 ビデオレイ Pro4 高機能コントローラ(有線) ¥440,000
S382-000003 ビデオレイ Pro4 中性浮力 ケーブル 75m ¥917,000
S382-000017 ビデオレイ Pro4 沈性 ケーブル 75m ¥907,000
S382-000004 ビデオレイ Pro4 手動ウィンチ 小 ¥1,000,000
S382-000018 ビデオレイ Pro4 手動ウィンチ 大 ¥1,267,000
S382-000019 ビデオレイ Pro4 1軸マニュピレータ ¥970,000
S382-000020 ビデオレイ Pro4 2軸マニュピレータ複合アームキット ¥2,150,000
S382-000021 スキャニングソナー Tritech ¥2,750,000
S382-000022 イメージングソナー Blue View 900-90 ¥8,167,000
S382-000023 測位装置 Tritech ¥6,334,000
S382-000007 オセアノートG-100標準セット ¥4,108,000
S382-000008 オセアノート スキャニングソナー ¥2,767,000
S382-000009 オセアノート ケーブル250m変更 ¥746,000
S382-000010 オセアノート 2軸3爪マニュピレータ変更 ¥580,000

23 S1800007 レッドホーク Model 955L (レーザーポインター付) ¥285,000
S34-TS-02SET 探スコープ TS-02 ¥757,000

24 - SGJ-425 ¥2,950,000
25 - レスキューセイバー(RS-300) ¥483,000

- XKレスキュー ¥1,200,000
S445-AU380W ウレタンボート AU380W ¥1,600,000
S445-00013 ボート前車輪 ¥250,000
S445-00014 ボート後車輪 ¥250,000
S445-00015 ボートトレーラー ¥700,000
S445-00016 ボートハシゴ ¥120,000
S445-00017 救助ネット ¥120,000
S445-00018 雨たまらんテント(ロープ付き) ¥30,000
S445-00019 ウレタンボート名入れ ¥60,000

26 S36-SPLB-SROB-* SARブリーサブルドライスーツ(S),(M),(L),(XL) ¥192,000
S36AP-BP-X ベロウズポケット追加 ¥16,400
S36-SPLB-SROB-BD SAR ﾌﾞﾘｰｻﾌﾞﾙ ﾄﾞﾗｲｽｰﾂ ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ仕様(ｵﾚﾝｼﾞ) ¥236,000
S36-DSI/DSE 給気、排気ﾊﾞﾙﾌﾞｾｯﾄ ¥18,000
S36-00001 ﾊﾞﾙﾌﾞ取付加工 工賃(給気、排気) ¥7,500
S36-DSVP ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾗｸﾞ ¥5,000
S36AP-MAR-X マーセックポケット追加 ¥16,400
S36AP-RZC 小用ファスナー追加 ¥42,000
S36DU-SJ-* 4wayストレッチシングルジャンプスーツ(S),(M),(L),(XL) ¥42,000
S36DU-SJ2-* 4wayストレッチダブルジャンプスーツ(S),(M),(L),(XL) ¥84,000
S36DU-SS2-* 4wayストレッチソックス(S),(M),(L) ¥6,800
S36DSG-W-* ウインターグローブ(S),(M),(L) ¥9,800
S36DNR ネックリング ¥2,200
S36-FE-ND2 ノーチラス2 ¥210,000

27 S203-1127559-SSOG* リバーランナープロ /サンセットオレンジ(S),(M),(L) ¥11,500
S203-1127511 カウテール ¥3,810
S203-1127551 スローロープ22m ¥8,600
S203-1127554 ガイドベルト ¥3,048
S203-1127191 フローティングロープ(1m) ¥172
S203-1127221 スタティックロープ(1m) ¥248
S203-1127421-BL* ラピッドヘルメット/ブルー(XS),(S),(M),(L) ¥5,900
S203-1127421-RD* ラピッドヘルメット/レッド(XS),(S),(M),(L) ¥5,900
S203-1127421-WT* ラピッドヘルメット/ホワイト(XS),(S),(M),(L) ¥5,900
S271-2057-WT* カオスフルカットヘルメット/ホワイト(XS),(S),(M),(L),(XL) ¥15,000
S271-2057-RD* カオスフルカットヘルメット/レッド(XS),(S),(M),(L),(XL) ¥15,000
S271-2057-YL* カオスフルカットヘルメットイエロー(XS),(S),(M),(L),(XL) ¥15,000
S518-B199065 BbT ウォーターヘルメット(M･グレー) ¥5,000
S518-B199066 BbT ウォーターヘルメット(L･グレー) ¥5,000
S518-B199067 BbT ウォーターヘルメット(XL･グレー) ¥5,000

28 S36AKB725 AKONA ドライバックパック ¥9,500
S36AKB755 AKONA ドライダッフル ¥8,600
S36AKB387 AKONA グローブトロッター ¥15,800
S36AKB235 AKONA デラックスメッシュバックパック ¥19,400
S271-47300-* NRS パイロットナイフ/ステンレス(オレンジ,ブルー,グリーン,ブラック) ¥10,840
S271-47301-GY NRS パイロットナイフ/チタン(グレー) ¥28,750
S271-47303-* NRS Co-パイロットナイフ/ステンレス(イエロー,ブルー,グリーン,ブラック,パープル) ¥16,500
S271-47304-GY NRS Co-パイロットナイフ/チタン(グレー) ¥28,750
S36PL-2410N-YL Pelican ネモ2410(イエロー) ¥18,000
S36PL-2130C Pelican ミニフラッシャー2130LED ¥3,300
S20SR-220DT SR-220DT ¥2,980
S20-SR-244DH SR-244DH ¥3,980
S79-23257 FOX40 イクリプス(BK) ¥1,200
S79-23258 FOX40 イクリプス(YL) ¥1,200
S79-23259 FOX40 イクリプス(OR) ¥1,200
S79-23253 FOX40 マイクロ(BK) ¥1,400
S79-23254 FOX40 マイクロ(YL) ¥1,400
S79-23255 FOX40 マイクロ(OR) ¥1,400

29 S19010 レスキュースモークしらせ～る(煙色:赤) ¥2,400
S19009 レスキュースモークしらせ～る(煙色:白) ¥2,400
S203-1124576 アルパインスノーショベル ¥4,000
S203-1124577 コンパクトスノーショベル ¥3,400
S203-1124278 アバランチゾンデ280 ¥5,900
S203-1122518 U.L.ツェルト ¥14,700
S203-1122517 ライトツェルト ¥11,700
S203-1122273 ツェルト フライシート ¥7,600
S203-1122274 ツェルト ポールセット ¥3,429
S203-1122280 ツェルト インナーポール ¥2,667

30 SXXX-00001 XA-4400Ⅱ(乾電池4ガスタイプ) ¥119,000
SXXX-00002 XA-4300Ⅱ(乾電池3ガスタイプ) ¥109,000
SXXX-00003 XA-4200Ⅱ(乾電池2ガスタイプ) ¥99,000
SXXX-00004 XA-4400Ⅱ(充電池4ガスタイプ) ¥129,000

4,5 - 濃煙熱気実火災訓練装置一式 都度見積り
6,7 - 水陸両用車 都度見積り
8,9 - ハイスペック地震体験車(4トン バッテリー方式) 都度見積り

- ハイスペック地震体験車(4トン 発電機方式) 都度見積り
- ハイスペック地震体験車(3トン バッテリー方式) 都度見積り
- ハイスペック地震体験車(3トン 発電機方式) 都度見積り
- ハイスペック地震体験車(2トン バッテリー方式) 都度見積り
- ハイスペック地震体験車(2トン 発電機方式) 都度見積り

10 - トーハツ軽救急車 都度見積り
11 S220-SAMXT-C SAMターニケットXT ¥10,000

S220-NAR3001 NARターニケットC-A-T(ブラック) ¥7,800
S220-SAM62010 チェストシール　バルブ付き(1枚) ¥7,500
S220-SAM62011 チェストシール　スタンダード(2枚) ¥7,500
S220-NAR0247 ニトリルグローブ NARベアグローブM(25ペア/白) ¥4,800
S220-NAR0248 ニトリルグローブ NARベアグローブL(25ペア/白) ¥4,800
S220-NAR0217 ニトリルグローブ NARベアグローブM(25ペア/黒) ¥4,800
S220-NAR0216 ニトリルグローブ NARベアグローブL(25ペア/黒) ¥4,800

13

12 S637-0001 河川増水危険警告灯セット ¥90,000
S638-0001 ボックスウォール ¥40,000
S41-TD2401OR 膨張式救命クッション　スローラフト TD-2401 オープン
S41-TD2401-BOX 膨張式救命クッション　スローラフト専用BOX オープン
S41-RBA100 マイクロ災害用ライフベスト　1stwatch RBA-100 オープン
S399-00002SET MINIフローティングストレーナー(ツノ式) ¥120,000
S399-00003SET MINIフローティングストレーナー(スロッタ式) ¥120,000

レスキューフローティングベス (M),(L) ¥16,000

ピックアップ

（2019年  10月）防災機器総合カタログ　掲載品  希望小売価格表
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14 S1600007 煙体験ハウス TH-13(1間×3間タイプ) ¥227,000
S1600008 煙体験ハウス TH-14(1間×4間タイプ) ¥254,000
S1600015 煙体験ハウスフレーム収納袋(3枚セット) ¥14,500
S1600009 煙体験ハウス文字入れ(15cm角入口･出口) ¥7,000
S1600010 煙体験ハウス文字入れ(20cm角1文字黒) ¥2,000
S1600011 煙体験ハウス文字入れ(30cm角1文字黒) ¥20,000
S1600012 煙体験ハウス送料 都度見積り

S12-00002 煙体験テント送料 都度見積り
15 S26-PS-2006 ポータースモークPS-2006 ¥220,000

訓練用資機材

S26-PS-2106 
S269219310 
S2600001 
S2600009 
S2600008 
S19011 
S19005 
S19006 
S19007 
S160-PP-AM-100M 
S160-PP-AM-100 
S160-PP-AM-400M 
S160-PP-AM-400 
S160-PP-FS-50 
S160-PP-ALB-10 
S160-PP-ALB-50 
S160-10076-PPA 
S160-10077-PPS 
S160-PP-CM-100M 
S160-PP-CFS-50 
S160-PP-CLB-10 
S160-PP-CLB-50 
S160-PP-IM-100M 
S160-PP-IFS-50 
S160-PP-ILB-10 
S160-PP-ILB-50 

16,17 - 

S0700037 

S0700036 

S0700039 

ポータースモークPS-2106 ¥240,000
ポータースモーク液  1L×6本(1ケース) ¥36,000
ポータースモーク液 1L ¥6,000
ポータースモーク液 20L(PS-2105/2106専用) ¥120,000
ポータースモーク キャリングケース (PS20シリーズ/PS21シリーズ共通) ¥40,000
低公害型発煙筒 発炎筒けむ～る 白:3分 ¥2,800
低公害型発煙筒 発炎筒けむ～る 白:1.5分 ¥1,800
低公害型発煙筒 発炎筒けむ～る 赤:1.5分 ¥2,000
低公害型発煙筒 発炎筒けむ～る 黄:1.5分 ¥2,000
大人  CPR/AEDマネキン モニタ付 ¥56,000
大人  CPR/AEDマネキン モニタ無し ¥36,000
大人  CPR/AEDマネキン モニタ付4個パック ¥237,000
大人  CPR/AEDマネキン モニタ無し4個パック ¥137,000
大人用  フェースシールド フィルター付(50入り) ¥5,700
大人用  フェースシールド･ラングバッグ10(10入り) ¥2,000
大人用  フェースシールド･ラングバッグ50(50入り) ¥8,000
大人用  レスキューマスク用トレーニングアダプタ(10入り) ¥3,800
大人用  CPR練習用シールド ¥3,800
小児  CPR/AEDマネキン モニタ付 ¥56,000
小児用  フェースシールド フィルター付(50入り) ¥5,700
小児用  フェースシールド･ラングバッグ10(10入り) ¥2,000
小児用  フェースシールド･ラングバッグ50(50入り) ¥7,800
乳幼児  CPR/AEDマネキン モニタ付 ¥56,000
乳幼児用  フェースシールド フィルター付(50入り) ¥5,700
乳幼児用  フェースシールド･ラングバッグ10(10入り) ¥2,000
乳幼児用  フェースシールド･ラングバッグ50(50入り) ¥8,000
除染ブース一式 都度見積り

除染用  ローラーテーブル(伸縮式) ¥320,000

除染用  温風温水器エアーミディ軽油タンク ¥30,000

除染用  クリーンシェルタ ¥2,180,000

S0700055 除染ブース (手動ポンプ付) ¥2,900,000
S0700056 除染ブース用  エアーブロアＪ ¥280,000

S0700038 除染用  温風温水器エアーミディ ¥1,980,000

S0700057 除染水用タンク (1000ℓ) ¥250,000
S0700058 除染水用ポンプ ¥50,000

S0700047 クリーンシェルタ用継続式エアーブロアーＣ ¥280,000

18,19 S04-TD-6 探サー TD-6 (水中探索機 標準仕様) 
S04-TD-6-LAN 探サー TD-6 (水中探索機 無線LAN搭載仕様) 
S04-00001 TD-6 外部予備バッテリー 
S04-00002 TD-6 みちびき対応GPS　※別途、取付工賃が必要です。 
S04-00003 TD-6 地磁気検知方位センサー　※別途、取付工賃が必要です。 
- 船体取付金具 
- オリジナル地図作成 

救助用資機材

ページ 品　番 名　称 希望小売価格

希望小売価格表

20,21

22

S382-000011 ビデオレイ Pro4 ウルトラBASEセット① 
S382-000012 ビデオレイ Pro4 ウルトラBASEセット② 
S382-000013 ビデオレイ Pro4 スタンダードBASEセット① 
S382-000014 ビデオレイ Pro4 スタンダードBASEセット② 
S382-000015 ビデオレイ Pro4 有線コントローラ 
S382-000016 ビデオレイ Pro4 高機能コントローラ(有線) 
S382-000003 ビデオレイ Pro4 中性浮力 ケーブル 75m 
S382-000017 ビデオレイ Pro4 沈性 ケーブル 75m 
S382-000004 ビデオレイ Pro4 手動ウィンチ 小 
S382-000018 ビデオレイ Pro4 手動ウィンチ 大 
S382-000019 ビデオレイ Pro4 1軸マニュピレータ 
S382-000020 ビデオレイ Pro4 2軸マニュピレータ複合アームキット 
S382-000021 スキャニングソナー Tritech 
S382-000022 イメージングソナー Blue View 900-90 
S382-000023 測位装置 Tritech 
S382-000007 オセアノートG-100標準セット 
S382-000008 オセアノート スキャニングソナー 
S382-000009 オセアノート ケーブル250m変更 
S382-000010 オセアノート 2軸3爪マニュピレータ変更 

23 探スコープ TS-03 ¥757,000
24 - 水難救助ボート アキレス SGJ-425 ¥2,950,000
25 - 水難救助ボート レスキューセイバー アキレス RS-300 ¥483,000

S445-AU380W 水難救助ボート ウレタンボート AU380W ¥1,600,000
S445-00013 ウレタンボート用 ボート前車輪 ¥250,000
S445-00014 ウレタンボート用 ボート後車輪 ¥250,000
S445-00015 ウレタンボート用 ボートトレーラー ¥400,000
S445-00016 ウレタンボート用 ボートハシゴ ¥120,000
S445-00017 ウレタンボート用 救助ネット ¥120,000
S445-00018 ウレタンボート用 雨たまらんテント(ロープ付き) ¥30,000
S445-00019 ウレタンボート 名入れ ¥60,000

26 S36-SPLB-SROB-* SARブリーザブルスーツ (S),(M),(L),(XL) ¥260,000
S36AP-BP-X ベロウズポケット追加 ¥16,400
S36-SPLB-SROB-BD SARブリーザブルスーツ  ダイビング仕様(オレンジ) ¥282,000
S36-DSI/DSE 給気、排気バルブセット ¥18,000
S36-00001 バルブ取付加工 工賃(給気、排気) ¥15,500
S36-DSVP ブランクプラグ ¥5,000
S36AP-MAR-X マーセックポケット追加 ¥16,400
S36AP-RZC 小用ファスナー追加 ¥42,000
S36DU-SJ-* 4wayストレッチシングルジャンプスーツ(S),(M),(L),(XL) ¥46,000
S36DU-SJ2-* 4wayストレッチダブルジャンプスーツ(S),(M),(L),(XL) ¥92,000
S36DU-SS2-* 4wayストレッチソックス(S),(M),(L) ¥6,800
S36DSG-W-* ウインターグローブ(S),(M),(L) ¥9,800
S36DNR ネックリング ¥2,200

S203-1127511 カウテール ¥4,400
S203-1127551 スローロープ22m ¥8,600
S203-1127554 ガイドベルト ¥3,048
S203-1127191 フローティングロープ(1m) ¥172
S203-1127221 スタティックロープ(1m) ¥248
S203-1127421-BL* ラピッドヘルメット/ブルー(XS),(S),(M),(L) ¥5,900

27 S203-1127559-SSOG* ¥11,500リバーランナープロ (S),(M),(L) 

S203-1127421-RD* ¥5,900ラピッドヘルメット/レッド(XS),(S),(M),(L) 
S203-1127421-WT* ラピッドヘルメット/ホワイト(XS),(S),(M),(L) ¥5,900
S518-B199065 BbT ウォーターヘルメット(M･グレー) ¥5,000
S518-B199066 BbT ウォーターヘルメット(L･グレー) ¥5,000
S518-B199067 BbT ウォーターヘルメット(XL･グレー) ¥5,000

28 S36AKB725 AKONA ドライバックパック （58ℓ） ¥9,500
S36AKB755 AKONA ドライダッフル （28ℓ） ¥8,600
S36AKB387 AKONA グローブトロッター （55ℓ） ¥15,800
S36AKB235 AKONA デラックスメッシュバックパック （92.85ℓ） ¥19,400
S36PL-2410N-YL Pelican ネモ2410(イエロー) ¥20,600
S36PL-2130C Pelican ミニフラッシャー2130LED ¥3,800
S20SR-220DT SR-220DT ¥2,980
S20-SR-244DH SR-244DH ¥3,980
S79-23257 FOX40 イクリプス(BK) ¥1,200
S79-23258 FOX40 イクリプス(YL) ¥1,200
S79-23259 FOX40 イクリプス(OR) ¥1,200
S79-23253 FOX40 マイクロ(BK) ¥1,400
S79-23254 FOX40 マイクロ(YL) ¥1,400
S79-23255 FOX40 マイクロ(OR) ¥1,400

29 S19010 レスキュースモークしらせ～る(煙色:赤) ¥2,400
S19009 レスキュースモークしらせ～る(煙色:白) ¥2,400
S203-1124576 アルパインスノーショベル ¥4,000
S203-1124577 コンパクトスノーショベル ¥3,400
S203-1122518 U.L.ツェルト ¥14,700
S203-1122517 ライトツェルト ¥11,700
S203-1122273 ツェルト フライシート ¥7,600
S203-1122274 ツェルト ポールセット ¥3,429
S203-1122280 ツェルト インナーポール ¥2,667

30 SXXX-00001 XA-4400Ⅱ(乾電池4ガスタイプ) ¥119,000
SXXX-00002 XA-4300Ⅱ(乾電池3ガスタイプ) ¥109,000
SXXX-00003 XA-4200Ⅱ(乾電池2ガスタイプ) ¥99,000
SXXX-00004 XA-4400Ⅱ(充電池4ガスタイプ) ¥129,000

レスキューフローティングベスト (M),(L) ¥16,000

ページ 品　番 名　称 希望小売価格

希望小売価格表

S103-0001 スーパーダッシュバッグDBW-02(20枚) ¥30,000
- 水難救助ボート アキレス SGJ-425 ¥2,950,000
S203-1627101-*

都度見積り
都度見積り
都度見積り
都度見積り
都度見積り
都度見積り
都度見積り

S12-00001 煙体験テント2436 ¥200,000

S34-TS-03SET 

S203-1627101-*

都度見積り
都度見積り

都度見積り
都度見積り

都度見積り
都度見積り

都度見積り
都度見積り

都度見積り
都度見積り

都度見積り
都度見積り

都度見積り
都度見積り

都度見積り
都度見積り

都度見積り

都度見積り

都度見積り
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30 SXXX-00005 XA-4300Ⅱ(充電池3ガスタイプ) ¥119,000
SXXX-00006 XA-4200Ⅱ(充電池2ガスタイプ) ¥109,000
SXXX-00007 XA-4000Ⅱ レザーケース ¥4,500
SXXX-00008 XA-4000Ⅱ ベルトクリップ ¥1,500
SXXX-00009 XA-4000Ⅱ ネックストラップ ¥1,200
SXXX-00010 XA-4000Ⅱ アームベルト ¥3,000
SXXX-00011 XA-4000Ⅱ ロギングデータ収集セット ¥39,000
SXXX-00012 XA-4000Ⅱ ポンプユニット ¥38,000
SXXX-00013 XA-4000Ⅱ 1mガス導入管セット ¥9,500
SXXX-00014 XA-4000Ⅱ 8mガス導入管セット ¥16,000
SXXX-00015 XA-4000Ⅱ 乾電池ユニットパック ¥5,000
SXXX-00016 XA-4000Ⅱ 充電器セット ¥15,000
SXXX-00017 XP-302M(4ガス/レザーケース/1mタイプ) ¥193,000
SXXX-00018 XP-302M(4ガス/レザーケース/8mタイプ) ¥199,000
SXXX-00019 XP-302M(4ガス/アルミケース/8mタイプ) ¥250,000
SXXX-00020 XP-302M(4ガス/アルミケース/8m巻取リールタイプ) ¥280,000
SXXX-00021 XP-302M(3ガス硫化水素/レザーケース/1mタイプ) ¥183,000
SXXX-00022 XP-302M(3ガス一酸化炭素/レザーケース/1mタイプ) ¥183,000
SXXX-00023 XP-302M(3ガス硫化水素/レザーケース/8mタイプ) ¥189,000
SXXX-00024 XP-302M(3ガス一酸化炭素/レザーケース/8mタイプ) ¥189,000
SXXX-00025 XP-302M(3ガス硫化水素/アルミケース/8mタイプ) ¥240,000
SXXX-00026 XP-302M(3ガス一酸化炭素/アルミケース/8mタイプ) ¥240,000
SXXX-00027 XP-302M(3ガス硫化水素/アルミケース/8m巻取リール) ¥270,000
SXXX-00028 XP-302M(3ガス一酸化炭素/アルミケース/8m巻取リール) ¥270,000
SXXX-00029 XP-302M センサユニット(4ガス) ¥40,000
SXXX-00030 XP-302M センサユニット(3ガス) ¥35,000
SXXX-00031 XP-302M 1mガス導入管 ¥8,000
SXXX-00032 XP-302M 8mガス導入管 ¥15,000
SXXX-00033 XP-302M 1mガス導入管用吸引パイプ ¥1,700
SXXX-00034 XP-302M 8mガス導入管用サンプリングフロート ¥6,000
SXXX-00035 XP-302M アルミケース ¥38,000
SXXX-00036 XP-302M ACアダプター ¥6,000
SXXX-00037 XP-302M ロガーキット ¥19,000
S271-BHDE-TBK BlackHawk エントリーツールキット ¥130,000
S271-BHDE-MDK BlackHawk ミニ･ディプロイメントキット ¥100,000

31 S271-KG1001 GEIGERRIG ハイドレーションエンジン1.5ℓ ¥8,200
S271-KG1002 GEIGERRIG ハイドレーションエンジン2ℓ ¥8,400
S271-KG1003 GEIGERRIG ハイドレーションエンジン3ℓ ¥8,800
S271-KG0034-BK GEIGERRIG タクティカルガーディアン(BK) ¥23,000
S271-KG0028-BK GEIGERRIG タクティカルリガー(BK) ¥22,000
S271-UMA50729-BK WALTHER レスキューナイフ(BK) ¥6,500
S271-UMA50729-YL WALTHER レスキューナイフ(YL) ¥6,500
S271-UMA52012-BK WALTHER レスキューナイフPro(BK) ¥12,000
S271-UMA52012-YL WALTHER レスキューナイフPro(YL) ¥12,000
S20BR-434EG ブラスター BR-434EG ¥6,600
S20-BR-1000R ブラスター BR-1000R ¥8,000

32 S147-44455 ファイアバルカン C4 LED スタンダードシステム(米防爆) ¥46,000
S147-68820 プロポリマックス 4AA MAX(イエロー)米防爆 ¥12,000
S147-68822 プロポリマックス 4AA MAX(オレンジ)米防爆 ¥12,000
S147-68750 プロポリマー3AA デュアリー(イエロー)米国防爆 ¥11,000
S147-68752 プロポリマー3AA デュアリー(ブラック)米国防爆 ¥11,000
S147-68772 プロポリマー3AA 7LED(オレンジ)欧州防爆 ¥9,600
S147-33820 プロポリマー3C LED ハズロ (イエロー)米防爆 ¥12,000
S147-33822 プロポリマー3C LED ハズロ (オレンジ)欧州防爆 ¥12,000

33 S20HLP-1802 ヘッドウォーズ HLP-1802 ¥4,600
S20-HLP-1805 ヘッドウォーズ HLP-1805 ¥8,000
S147-00020 シリコンバンド 20㎜ ¥800
S147-00025 シリコンバンド 25㎜ ¥960

34 S576-MMⅡ150LED MMⅡ150LED ¥285,000
S576-MMⅡ240LED MMⅡ240LED ¥390,000
S576-MMⅡ360LED MMⅡ360LED ¥450,000
S576-MMⅡ-400HID MMⅡ400HID ¥285,000
S576-MMⅡ-360HNT MMⅡ360HNT ¥285,000
S576-00005 傾斜ナックル ¥22,500
S576-00008 プラダン収納箱(標準) ¥48,000
S576-00009 プラダン収納箱(大型) ¥50,000
S576-00007 キャスター付キハードBOX ¥100,000
S576-00006 プリント帆布(ベルクロ着脱式) ¥10,000

35 S0700002 エアーライト ¥890,000
S610-EU16IT1-JN3 ホンダ発電機 EU16IT1(JN3) ¥198,000
S610-EU9IT1JN1 ホンダ発電機 EU9IT1 (JN1) ¥128,000
S610-EU9I-GB ホンダ発電機 EU9I-GB ¥110,000
S393-MGC900GBA01 三菱ガス発電機 MGC900GB(カセット式) ¥148,700
S393-MGC900GPA01 三菱ガス発電機 MGC900GP(プロパン式) ¥162,600

36,37  S36-M5001 MERET オムニプロトータルシステム(ブルー) ¥99,000
S36M5101 MERET オムニプロトータルシステム(ブラックICB) ¥148,000
S36M5101F MERET オムニプロ(レッドICB) ¥148,000
S36-M5103NW MERET GO2プロ O2レスポンスバッグ窓ナシ(ブラックICB) ¥32,000
S36-M5103F-NW MERET GO2プロ O2レスポンスバッグ窓ナシ(レッドICB) ¥32,000
S36M5010 MERET ファーストインプロサイドパック(ブルー) ¥32,000
S36-M5110TB MERET ファーストインプロサイドパック(ブラックICB) ¥36,000
S36-M5110F MERET ファーストインプロサイドパック(レッドICB) ¥36,000
S36-M5111 MERET PPEプロ(ブルーICB) ¥9,200
S36-M5111F MERET PPEプロ(レッドICB) ¥9,200
S36-M5008N MERET リカバープロ(ブルー) ¥68,000
S36-M5108TB-N MERET リカバープロ(ブラックICB) ¥79,000
S36-M5108F-N MERET リカバープロ(レッドICB) ¥79,000
S36M5101A MERET エアウェイプロ(ブラックICB) ¥32,000
S36M5101A-F MERET エアウェイプロ(レッドICB) ¥32,000
S36-M5101J MERET ナーキットプロ(ブルー) ¥21,000
S36-M5001B-F MERET ナーキットプロ(レッド) ¥21,000

36,37  S36-M5101C-TB MERET XTRAフィルプロ(ブラックICB) ¥25,000
S36-M5101C-F MERET XTRAフィルプロ(レッドICB) ¥25,000

38,39  S431-00012 MEキット1(エアウェイパネル付属)･赤色 ¥68,000
S431-00013 MEキット1(エアウェイパネル付属)･緑色 ¥68,000
S431-00014 MEキット1(エアウェイパネル付属)･青色 ¥68,000
S431-00015 MEキット2(トラウマパネル付属)･赤色 ¥68,000
S431-00016 MEキット2(トラウマパネル付属)･緑色 ¥68,000
S431-00017 MEキット2(トラウマパネル付属)･青色 ¥68,000
S431-00018 MEキット3(IVパネル付属)･赤色 ¥68,000
S431-00019 MEキット3(IVパネル付属)･緑色 ¥68,000
S431-00020 MEキット3(IVパネル付属)･青色 ¥68,000
S431-00002 PRキット1(エアウェイパネル付属)･赤色 ¥85,000
S431-00004 PRキット1(エアウェイパネル付属)･緑色 ¥85,000
S431-00005 PRキット1(エアウェイパネル付属)･青色 ¥85,000
S431-00006 PRキット2(トラウマパネル付属)･赤色 ¥85,000
S431-00007 PRキット2(トラウマパネル付属)･緑色 ¥85,000
S431-00008 PRキット2(トラウマパネル付属)･青色 ¥85,000
S431-00009 PRキット3(IVパネル付属)･赤色 ¥85,000
S431-00010 PRキット3(IVパネル付属)･緑色 ¥85,000
S431-00011 PRキット3(IVパネル付属)･青色 ¥85,000
S431-00023 メディケーションキット M (ME用) ¥46,000
S431-00024 メディケーションキット L (PR/OR用) ¥56,000
S431-00025 アドバンスド･エアウェイキット (PR/OR用) ¥43,000
S431-00022 OTキット･緑色 ¥58,000
S431-00021 ORキット･緑色 ¥78,000

40 S0700044 エルゴン16150/V ¥180,000
S0700045 エックスロック9150 ¥38,000
S0700040 バッグ16150-001 ¥37,000
S0700041 エックスフィット9156 ¥37,000
S0700042 マキシマ631 ¥122,000
S0700043 ダブルプラス623 ¥32,000

41 S0700032 Xトリケート(スリング/バックボード/収納袋付属) ¥298,000
S0716102 TOBOGA16102 ¥147,000
S0716100-005 リフティングハーネス16100-005 ¥47,500
S0716102-001 キャリングケース16102-001 ¥21,000
S0716102-002 フローティングシステム16100-002 ¥32,000

42 S220-NAR6004 ポールレス･メッシュ布担架 ¥36,000
- コンパクト担架 都度見積り
S220-GHM56307 イス形布担架 ¥5,800
S220-GHM56307-10 イス形布担架(10枚セット) ¥58,000

43 S220-NAR6052 メドエバック･リッター ¥148,000
S436-YS-38-A-T-* 2ツ折脚付棒担架(アルミ/ターポリン)ブルー,オレンジ,グレー,ホワイト,グリーン ¥28,000
S436-YS-43-AN-T-* 4ツ折脚付棒担架(アルミ/ターポリン)ブルー,オレンジ,グレー,ホワイト,グリーン ¥31,800
S0700044 ギャラクシーバックボード9012 ¥58,000
S0513200002 ABスパインボード ¥34,500
S0513200034 ユニバーサル･ヘッドイモビライザー ¥26,000
S0513200037 ディスポーザブル･スピードクリップストラップ(3本セット) ¥7,200
S0513200035 ディスポーザブル･ストラップ(3本セット) ¥6,600
S0513200036 シートベルトスタイル･ストラップ(1本) ¥15,500
S431-2030510 ターリー バックボード パッド ¥68,000
S431-2050101 ボード･アーマー(25枚入り) ¥80,000
S431-2050102 ボード･アーマー 頭部固定具付き(10枚入り) ¥54,000

44 S220-NAR3001 NARターニケットC-A-T(ブラック) ¥7,800
S220-NAR3023 NARターニケットEMS(オレンジ) ¥7,800
S220-SAMJT102 SAMジャンクショナルターニケット ¥88,000
S220-WJKAMB ウォータージェルキット(救急車搭載用) ¥44,000
S220-WJKFSK ウォータージェルキット(消防車搭載用) ¥18,000

45 S220-SAM4122 サムスリングⅡスタンダード ¥28,000
S220-SAM4121 サムスリングⅡスモール ¥28,000
S220-SAM1121 サムスプリント スタンダード ¥4,400
S220-SAM1191 サムスプリント ラージ ¥6,000
S220-SAM1410 サムスプリント ジュニア ¥4,000
S220-SAM1213 サムスプリント フィンガー(10枚) ¥4,100
S220-SAM1121SET サムスプリント スタンダード(12ロールセット) ¥52,800
S220-SAM1191SET サムスプリント ラージ(8枚セット) ¥48,000
S220-SAM1410SET サムスプリント ジュニア(24枚セット) ¥96,000
S220-SAM1213SET サムスプリント フィンガー(10枚×10セット) ¥41,000
S431-00001 ハンド-E ¥6,000
S431-00001-10 ハンド-E(10個セット) ¥54,000

46 S220-SAM62010 SAMチェストシールバルブ付き(1枚) ¥7,500
S220-SAM62011 SAMチェストシールスタンダード(2枚) ¥7,500
S147-0022 プロタックEMS ¥11,000
S220-NAR0247 NARベアグローブM(25ペア/白) ¥4,800
S220-NAR0248 NARベアグローブL(25ペア/白) ¥4,800
S220-NAR0217 NARベアグローブM(25ペア/黒) ¥4,800
S220-NAR0216 NARベアグローブL(25ペア/黒) ¥4,800
S635-0003 クイックテープ幅25㎜×4,500(ベージュ)24個入り ¥4,800
S635-0004 クイックテープ幅25㎜×4,500(ホワイト)24個入り ¥4,800
S635-0001 クイックテープ幅50㎜×4,500(ベージュ)12個入り ¥4,300
S635-0002 クイックテープ幅50㎜×4,500(ホワイト)12個入り ¥4,300

47 S431-2010510 低体温症対策キット ¥37,500
S220-NAR8097 NAR救急救護キット担架付-WALK ¥340,000

48 S18-QSNEO クイックシールド･neo オープン
S18-QS-NAME1 QSneo 名入れ1行(1～7文字) オープン
S18-QS-NAME2 QSneo 名入れ2行(～14文字) オープン

49 S7300023 ポータブルアイソレータNGF-03-Ⅱ型 一式 ¥1,600,000
S7300025 分解点検整備 ¥60,000
S7300009 バッテリー ¥24,000
S7300019 ネオプレンパッキン(小)1枚 ¥3,000
S7300021 ネオプレンパッキン(大)1枚 ¥5,000
S7300003 吸引ホース ¥6,000

30 SXXX-00005 XA-4300Ⅱ(充電池3ガスタイプ) ¥119,000
SXXX-00006 XA-4200Ⅱ(充電池2ガスタイプ) ¥109,000
SXXX-00007 XA-4000Ⅱ レザーケース ¥4,500
SXXX-00008 XA-4000Ⅱ ベルトクリップ ¥1,500
SXXX-00009 XA-4000Ⅱ ネックストラップ ¥1,200
SXXX-00010 XA-4000Ⅱ アームベルト ¥3,000
SXXX-00011 XA-4000Ⅱ ロギングデータ収集セット ¥39,000
SXXX-00012 XA-4000Ⅱ ポンプユニット ¥38,000
SXXX-00013 XA-4000Ⅱ 1mガス導入管セット ¥9,500
SXXX-00014 XA-4000Ⅱ 8mガス導入管セット ¥16,000
SXXX-00015 XA-4000Ⅱ 乾電池ユニットパック ¥5,000
SXXX-00016 XA-4000Ⅱ 充電器セット ¥15,000
SXXX-00017 XP-302M(4ガス/レザーケース/1mタイプ) ¥193,000
SXXX-00018 XP-302M(4ガス/レザーケース/8mタイプ) ¥199,000
SXXX-00019 XP-302M(4ガス/アルミケース/8mタイプ) ¥250,000
SXXX-00020 XP-302M(4ガス/アルミケース/8m巻取リールタイプ) ¥280,000
SXXX-00021 XP-302M(3ガス硫化水素/レザーケース/1mタイプ) ¥183,000
SXXX-00022 XP-302M(3ガス一酸化炭素/レザーケース/1mタイプ) ¥183,000
SXXX-00023 XP-302M(3ガス硫化水素/レザーケース/8mタイプ) ¥189,000
SXXX-00024 XP-302M(3ガス一酸化炭素/レザーケース/8mタイプ) ¥189,000
SXXX-00025 XP-302M(3ガス硫化水素/アルミケース/8mタイプ) ¥240,000
SXXX-00026 XP-302M(3ガス一酸化炭素/アルミケース/8mタイプ) ¥240,000
SXXX-00027 XP-302M(3ガス硫化水素/アルミケース/8m巻取リール) ¥270,000
SXXX-00028 XP-302M(3ガス一酸化炭素/アルミケース/8m巻取リール) ¥270,000
SXXX-00029 XP-302M センサユニット(4ガス) ¥40,000
SXXX-00030 XP-302M センサユニット(3ガス) ¥35,000
SXXX-00031 XP-302M 1mガス導入管 ¥8,000
SXXX-00032 XP-302M 8mガス導入管 ¥15,000
SXXX-00033 XP-302M 1mガス導入管用吸引パイプ ¥1,700
SXXX-00034 XP-302M 8mガス導入管用サンプリングフロート ¥6,000
SXXX-00035 XP-302M アルミケース ¥38,000
SXXX-00036 XP-302M ACアダプター ¥6,000
SXXX-00037 XP-302M ロガーキット ¥19,000
S271-BHDE-TBK BlackHawk エントリーツールキット ¥130,000
S271-BHDE-MDK BlackHawk ミニ･ディプロイメントキット ¥100,000

31 S271-KG1001 GEIGERRIG ハイドレーションエンジン1.5ℓ ¥8,200
S271-KG1002 GEIGERRIG ハイドレーションエンジン2ℓ ¥8,400
S271-KG1003 GEIGERRIG ハイドレーションエンジン3ℓ ¥8,800
S271-KG0034-BK GEIGERRIG タクティカルガーディアン(BK) ¥24,000
S271-KG0028-BK GEIGERRIG タクティカルリガー(BK) ¥23,000
S271-UMA50729-BK ¥6,500WALTHER レスキューナイフ(BK) 
S271-UMA50729-YL ¥6,500WALTHER レスキューナイフ(YL) 
S271-UMA52012-BK ¥12,000WALTHER レスキューナイフPro(BK) 
S271-UMA52012-YL WALTHER レスキューナイフPro(YL) ¥12,000
- ブラスター BR-432D ¥3,980
S20-BR-1000R ブラスター BR-1000R ¥8,000

S147-68820 プロポリマックス 4AA MAX(イエロー)米防爆 オープン
S147-68822 プロポリマックス 4AA MAX(オレンジ)米防爆 オープン
S147-68750 プロポリマー3AA デュアリー(イエロー)米国防爆 オープン
S147-68752 プロポリマー3AA デュアリー(ブラック)米国防爆 オープン
S147-68772 プロポリマー3AA 7LED(オレンジ)欧州防爆 オープン
S147-33820 プロポリマー3C LED ハズロ (イエロー)米防爆 オープン
S147-33822 プロポリマー3C LED ハズロ (オレンジ)欧州防爆 オープン

33 S20HLP-1805 ヘッドウォーズ HLP-1805 ¥8,000
S20-HLP-1802 ヘッドウォーズ HLP-1802 ¥4,600
S147-00020 シリコンバンド 20㎜ オープン
S147-00025 シリコンバンド 25㎜ オープン

34 S576-MMⅡ150LED パラソル開閉式投光器  MMⅡ150LED ¥285,000
S576-MMⅡ240LED パラソル開閉式投光器  MMⅡ240LED ¥390,000
S576-MMⅡ360LED パラソル開閉式投光器  MMⅡ360LED ¥450,000
S576-MMⅡ-400HID パラソル開閉式投光器  MMⅡ400HID ¥285,000

S576-00005 パラソル開閉式投光器用  傾斜ナックル ¥22,500
S576-00008 パラソル開閉式投光器用  プラダン収納箱(標準) ¥48,000
S576-00009 パラソル開閉式投光器用  プラダン収納箱(大型) ¥50,000
S576-00007 パラソル開閉式投光器用  キャスター付キハードBOX ¥100,000
S576-00006 パラソル開閉式投光器用  プリント帆布(ベルクロ着脱式) ¥10,000

35 S0700002 エアー膨張式投光器 ¥890,000
S610-EU18IT-JN  ホンダ発電機 EU18IT1 ¥208,000
S610-EU9IT1JN1 ホンダ発電機 EU9IT1 (JN1) ¥128,000
S610-EU9I-GB ホンダ発電機 EU9I-GB ¥110,000
S393-MGC900GBA01 ¥148,700三菱ガス発電機 MGC900GB(カセット式) 
S393-MGC900GPA01 三菱ガス発電機 MGC900GP(プロパン式) ¥162,600

S576-MMⅡ-360HNT ¥285,000パラソル開閉式投光器  MMⅡ360HNT 

32 S147-44455 ファイアバルカン C4 LED スタンダードシステム(米防爆) ¥46,000

ページ 品　番 名　称 希望小売価格

38 S36-M5001 MERET オムニプロトータルシステム(ブルー) ¥99,000
S36M5101 MERET オムニプロトータルシステム(ブラックICB) ¥148,000
S36M5101F MERET オムニプロ(レッドICB) ¥148,000
S36-M5103NW MERET GO2プロ O2レスポンスバッグ窓ナシ(ブラックICB) ¥32,000
S36-M5103F-NW MERET GO2プロ O2レスポンスバッグ窓ナシ(レッドICB) ¥32,000
S36M5010 MERET ファーストインプロサイドパック(ブルー) ¥32,000
S36-M5110TB MERET ファーストインプロサイドパック(ブラックICB) ¥36,000
S36-M5110F MERET ファーストインプロサイドパック(レッドICB) ¥36,000
S36-M5111TB MERET PPEプロ(ブラックICB) ¥9,200
S36-M5111F MERET PPEプロ(レッドICB) ¥9,200

救急用資器材

S36-M5101C-TB MERET G2プログラブトゥーゴークイックエイドシステム　M5101C XTRAフィルプロ(ブラックICB) ¥25,000
S36-M5101C-F MERET G2プログラブトゥーゴークイックエイドシステム　M5101C XTRAフィルプロ(レッドICB) ¥25,000

40 S431-00012 MEキット1(エアウェイパネル付属)･赤色 ¥68,000
S431-00013 MEキット1(エアウェイパネル付属)･緑色 ¥68,000
S431-00014 MEキット1(エアウェイパネル付属)･青色 ¥68,000
S431-00002 PRキット1(エアウェイパネル付属)･赤色 ¥85,000
S431-00004 PRキット1(エアウェイパネル付属)･緑色 ¥85,000
S431-00005 PRキット1(エアウェイパネル付属)･青色 ¥85,000

41 S431-00022 OTキット･緑色 ¥58,000
レスポンスバッグ 

42 S0700050 エルゴン16150/V ¥180,000
S0700051 エルゴン16150/V 用  エックスロック9150 ¥38,000
S0700040 エルゴン16150/V 用  バッグ16150-001 ¥37,000
S0700041 エルゴン16150/V 用  エックスフィット9156 ¥37,000
S0700042 マキシマ631 ¥122,000
S0700043 マキシマ631用   ダブルプラス623 ¥32,000

43 S0700032 Xトリケート(スリング/バックボード/収納袋付属) ¥298,000
S0716102 TOBOGA16102 ¥147,000
S0716100-005 TOBOGA16102用  リフティングハーネス16100-005 ¥47,500
S0716102-001 TOBOGA16102用  キャリングケース16102-001 ¥35,000
S0716102-002 TOBOGA16102用  フローティングシステム16100-002 ¥42,000

44 S220-NAR6004 ポールレス･メッシュ布担架 ¥36,000
- コンパクト担架 オープン
S220-GHM56307 イス形布担架 ¥6,400

45 S220-NAR6052 折畳式・ 棒担架（8ツ折・脚付） ¥148,000
S436-YS-38-A-T-* 折畳式・ 棒担架（チェアー形）TS-38-A-T     ブルー,オレンジ,グレー,ホワイト,グリーン ¥28,000
S436-YS-43-AN-T-* 折畳式・ 棒担架（チェアー形）TS-43-AN-T  ブルー,オレンジ,グレー,ホワイト,グリーン ¥31,800
S0700044 ギャラクシーバックボード9012 ¥58,000
S0513200002 ABスパインボード ¥34,500
S0513200034 ABスパインボード用 ユニバーサル･ヘッドイモビライザー ¥26,000
S0513200035 ABスパインボード用 ディスポーザブル･ストラップ(3本セット) ¥6,600
S0513200036 ABスパインボード用 シートベルトスタイル･ストラップ(1本) ¥15,500

46 S220-NAR3001 NAR  ターニケットC-A-T(ブラック) ¥7,800
S220-NAR3023 NAR  ターニケットEMS  (オレンジ) ¥7,800
S220-SAMJT102 SAMジャンクショナル  ターニケット ¥88,000
S220-WJKAMB ウォータージェルキット  (救急車搭載用) ¥44,000
S220-WJKFSK ウォータージェルキット  (消防車搭載用) ¥18,000

47 S220-SAM4122 サムスリングⅡ  スタンダード ¥28,000
S220-SAM4121 サムスリングⅡ  スモール ¥28,000
S220-SAM1121 サムスプリント スタンダード ¥4,400
S220-SAM1191 サムスプリント ラージ ¥6,000
S220-SAM1410 サムスプリント ジュニア ¥4,000
S220-SAM1213 サムスプリント フィンガー(10枚) ¥4,100
S220-SAM1121SET サムスプリント スタンダード(12ロールセット) ¥52,800
S220-SAM1191SET サムスプリント ラージ(8枚セット) ¥48,000
S220-SAM1410SET サムスプリント ジュニア(24枚セット) ¥96,000
S220-SAM1213SET サムスプリント フィンガー(10枚×10セット) ¥41,000

48 S220-SAM62010 SAMチェストシールバルブ付き(1枚) ¥7,500
S220-SAM62011 SAMチェストシールスタンダード(2枚) ¥7,500
S147-88034 プロタックEMS オープン
S220-NAR0247 NARベアグローブM(25ペア/白) ¥4,800
S220-NAR0248 NARベアグローブL(25ペア/白) ¥4,800
S220-NAR0217 NARベアグローブM(25ペア/黒) ¥4,800
S220-NAR0216 NARベアグローブL(25ペア/黒) ¥4,800
S635-0003 クイックテープ幅25㎜×4,500(ベージュ)24個入り ¥4,800
S635-0004 クイックテープ幅25㎜×4,500(ホワイト)24個入り ¥4,800
S635-0001 クイックテープ幅50㎜×4,500(ベージュ)12個入り ¥4,320
S635-0002 クイックテープ幅50㎜×4,500(ホワイト)12個入り ¥4,320

49 S431-2010510 低体温症対策キット ¥37,500
S220-NAR8097 NAR救急救護キット担架付-WALK ¥340,000

50 S18-QSNEO クイックシールド･NEO オープン
S18-QS-NAME1 クイックシールド･NEO   名入れ1行(1～7文字) オープン
S18-QS-NAME2 クイックシールド･NEO   名入れ2行(～14文字) オープン

イス形布担架(10枚セット) ¥64,000S220-GHM56307-10

ページ 品　番 名　称 希望小売価格

希望小売価格表

51 S7300023 ポータブルアイソレータNGF-03-Ⅱ型 一式 ¥1,600,000
S7300025 ポータブルアイソレータ  分解点検整備 ¥60,000
S7300038 ポータブルアイソレータ用  バッテリー ¥100,000
S7300019 ポータブルアイソレータ用  ネオプレンパッキン(小)1枚 ¥3,000
S7300021 ポータブルアイソレータ用  ネオプレンパッキン(大)1枚 ¥5,000
S7300003 ポータブルアイソレータ用  吸引ホース ¥6,000

NBC災害対応資機材36,37 - ワンタッチイベントテント 都度見積り

SXXX-XXXXX ¥58,000

S36-M5108TB-N MERET リカバープロ(ブラックICB) ¥79,000
S36-M5108F-N MERET リカバープロ(レッドICB) ¥79,000

S36-M5101A MERET エアウェイプロ(ブラックICB) ¥32,000
S36-M5101A-F MERET エアウェイプロ(レッドICB) ¥32,000

S36-M5008N MERET リカバープロ(ブルー) ¥68,00039

S36-M5101C -TB MERET XTRA ファイルプロ(ブラックICB) ¥25,000
S36-M5101C-F MERET XTRA ファイルプロ(レッドICB) ¥25,000

S36-M5101J -TB MERETメディアキットプロ(ブラックICB) ¥27,000
S36-M5101J-F MERET メディキットプロ(レッドICB) ¥27,000

S36-M5105 MERET G2プログラブトゥーゴークイックエイドシステム(ブラックICB) ¥44,400
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51 S7300006 ポータブルアイソレータ用  酵素付HEPAフィルタ ¥80,000

S7300027 ポータブルアイソレータ用  カプセル一式(収納袋付き) ¥420,000
S7300028 ポータブルアイソレータ用  紫外線殺菌灯(2灯) ¥60,000
S7300032 ポータブルアイソレータ用  陰圧モーター ¥30,000
S7300020 ポータブルアイソレータ   [交換工賃]ネオプレンパッキン(小) ¥2,400
S7300022 ポータブルアイソレータ   [交換工賃]ネオプレンパッキン(大) ¥3,600
S7300017 ポータブルアイソレータ   [交換工賃]バッテリー ¥12,000
S7300024 ポータブルアイソレータ   [交換工賃]酵素HEPAフィルタ ¥12,000
S7300029 ポータブルアイソレータ   [交換工賃]紫外線殺菌灯 ¥12,000
S7300033 ポータブルアイソレータ   [交換工賃]陰圧モーター ¥12,000
S0700030 隔離患者用フードマスク ¥68,000
S0700029 隔離患者用トランスポートバッグ ¥11,000

52 S0700008 TST防護服ユニット(S-M) ¥380,000
S0700026 TST防護服ユニット(L-XL) ¥380,000
S0700011 TST防護服用  防護ブーツ S ¥20,000
S0700027 TST防護服用  防護ブーツ M ¥20,000
S0700028 TST防護服用  防護ブーツ L ¥20,000
S0700009 TST防護服用  マルチ型吸収缶(交換用) ¥15,000
S0700010 TST防護服用  P3吸収缶(訓練用) ¥5,000
S0700045 Butyl防護服ユニット ¥480,000

53 S07AIRE106B NBCエスケープフード ¥68,000
S0700034 クーリングベスト(マルチ) S-M ¥65,000
S0700035 クーリングベスト(マルチ) L-XL ¥65,000

54 S0700046 隔離患者用シェルター ¥3,800,000
S0700047 隔離患者用シェルター用  継続式エアーブロア ¥280,000
S0700048 隔離患者用シェルター用  マルチフィルタ(CBRN用) ¥15,000
S0700049 隔離患者用シェルター用  P3フィルタ ¥5,000
S581-00001 G2TAMαプラス 300mlスプレー(36本入) ¥46,800
S581-00002 G2TAMαプラス 500mlスプレー(24本入) ¥38,400
S581-00003 G2TAMαプラス 4Lタンク(3本入) ¥25,500
S581-00004 G2TAMαプラス 災害対策クリーンセットA(4個入) ¥32,400
S581-00005 G2TAMαプラス 災害対策クリーンセットB(3個入) ¥33,330
S581-00006 おう吐物処理キット (12個入) ¥57,600

55 S220-NAR6002 タロンⅡ90Cリッター ¥198,000
S220-NAR6030 タロンⅡ90Cリッター キャリーハーネス ¥64,000
S220-NAR6014 タロンⅡ90Cリッター スタンド ¥72,000
S220-NAR6009 タロンⅡ90Cリッター 背負ザック ¥24,000
S220-NAR6008 タロンⅡ90Cリッター 点滴ポール ¥14,800
S220-NAR6027 タロンⅡ90Cリッター バックレスト ¥46,000
S530-4505 スプラッシュシールド 4505 ロング (箱/24枚) ¥9,480
S530-4511 スプラッシュシールド 4511 ショート (箱/24枚) ¥9,480

56 S508-740-0380 ESS FirePro Asian-Fit ¥15,000
S508-740-0135 [FirePro用] レンズ保護カバー(6枚セット) ¥3,300
S508-740-0228 [FirePro用] Nomexヒートスリーブ ¥4,800
S508-740-0260 [FirePro用]交換レンズ(クリア) ¥5,250
S508-740-0123 ESS Profile NVG Asian-Fit  ¥22,000
S508-740-0247 ESS Striker Asian-Fit  ¥17,000
S508-740-0462 ESS Tactical XT Asian-Fit  ¥15,000
S508-740-0615 ESS Crossbow One Kit ¥10,800
S508-740-0387 ESS Crossbow 3LS ¥23,600
S508-740-0546 ESS Crossbow PHOTOCHROMIC ¥38,500
S508-740-0015 ESS ICE 2LS ¥15,800
S508-740-0019 ESS ICE 3LS ¥18,000
S508-740-0521 ASIAN-FIT_ノーズ･クリップ_High[BK] ¥2,100
S508-740-0528 ASIAN-FIT_ノーズ･クリップ_Middle[BK] ¥1,600
S508-740-0503 Crossbow Replacemet Kit[BK] ¥6,000
S508-740-0082 ICE Replacement Kit[BK] ¥3,800
S508-740-0310 P-2B_RXインサート ¥6,500
S508-740-0308 VICE_RXインサート ¥6,500
S508-740-0411 U-RX_インサート ¥8,000

57 S508-740-0425 Crossbow 交換レンズ[クリア] ¥6,600
S508-740-0424 Crossbow 交換レンズ[スモークグレイ] ¥6,600
S508-740-0423 Crossbow 交換レンズ[ハイデフイエロー] ¥6,600
S508-740-0426 Crossbow 交換レンズ[ハイデフカッパー] ¥6,600
S508-740-0509 Crossbow 交換レンズ[ハイデフブロンズ] ¥6,600
S508-740-0071 ICE 交換レンズ[クリア] ¥5,000
S508-740-0011 ICE 交換レンズ[スモークグレイ] ¥5,000
S508-740-0088 ICE 交換レンズ[ハイデフイエロー] ¥5,000
S508-740-0086 ICE 交換レンズ[ハイデフカッパー] ¥5,000

S271-BPA1662320 Bolle Rush Plus ガスケットキット ¥900

58 S271-BPA1653701A ¥2,250Bolle STORM 
S271-BPA1662301A ¥1,900Bolle Rush Plus[クリア] 
S271-BPA1662302A ¥1,900Bolle Rush Plus[スモーク] 

S271-BPA1654201A ¥2,250Bolle BOOM[クリア] 
S271-BPA1654202A ¥2,250Bolle BOOM[スモーク] 
S271-BPA1654001A ¥1,580Bolle THUNDER[クリア] 
S271-BPA1654002A ¥1,580Bolle THUNDER[スモーク] 
S271-BPA1652301A ¥1,800Bolle RUSH[クリア] 
S271-BPA1652302A ¥1,800Bolle RUSH[スモーク] 
S271-BPA1652310A Bolle RUSH[トワイライト] ¥1,800
S271-SH56 Bolle X800 ¥8,200
S271-SH54 Bolle X500 ¥8,200

59 S203-1128615 * ストームクルーザージャケットMen's(S),(M),(L),(XL) 7色 ¥20,800
S203-1128616 * ストームクルーザージャケットMen's(XXL) 2色 ¥23,800

個人装備
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S203-1128563* ストームクルーザーパンツMen's(XXL),(XXL-S) 2色 ¥14,800
S203-1128618* レインダンサージャケットMen's(S),(M),(L),(XL) 5色 ¥16,800
S203-1128567* レインダンサーパンツMen's(S),(M),(L),(XL),(M-S),(L-S),(XL-S),(S-L),(M-L),(L-L),(XL-L) 2色 ¥11,500

S512-6770(BOX) フリップ 6770(コード付き) 1箱(50組) オープン
S512-6770(CS) フリップ 6770(コード付き) 1ケース(4箱･200組) オープン
S512-6870(BOX) メテオ 6870(コード無し) 1箱(200組) オープン
S512-6870(CS) メテオ 6870(コード無し) 1ケース(10箱･2000組) オープン
S512-6970(BOX) メテオ 6970(コード付き) 1箱(100組) オープン
S512-6970(CS) メテオ 6970(コード付き) 1ケース(20箱･2000組) オープン
S512-6400(BOX) ロケッツ 6400(コード無し) 1箱(50組) オープン
S512-6400(CS) ロケッツ 6400(コード無し) 1ケース(4箱･200組) オープン
S512-6405(BOX) ロケッツ 6405(コード付き) 1箱(50組) オープン
S512-6405(CS) ロケッツ 6405(コード付き) 1ケース(4箱･200組) オープン
S512-6497(CS) バトルプラグ 6497[S] 1ケース(50組) オープン
S512-6498(CS) バトルプラグ 6498[M] 1ケース(50組) オープン

61 S271-FR-NGE100 ネクストジェネレーション エルボーパッド ¥4,500
S271-FR-NGK100 ネクストジェネレーション ニーパッド ¥5,500
S271-BH802600BK アドバンスド タクティカル エルボーパッドV.2 ¥3,800
S271-BH808300BK アドバンスド タクティカル ニーパッドV.2 ¥5,200
S271-FR-SE100BK スタンダード エルボーパッド(BK) ¥4,000
S271-FR-SK100BK スタンダード ニーパッド(BK) ¥5,500

希望小売価格表

60 S512-4600DS2(M)BOX オープン4600 N95/DS2[M] 1箱(10枚入り) 
S512-4600DS2(M)CS オープン4600 N95/DS2[M] 1ケース(10箱･100枚入り) 
S512-4601DS2(S)BOX オープン4601 N95/DS2[S] 1箱(10枚入り) 
S512-4601DS2(S)CS オープン4601 N95/DS2[S] 1ケース(10箱･100枚入り) 
S512-4200DS2(M)BOX オープン4200 N95/DS2[M] 1箱(10枚入り) 
S512-4200 DS2(M)CS オープン4200 N95/DS2[M] 1ケース(8箱･80枚入り) 
S512-4201DS2(S)BOX オープン4201 N95/DS2[S] 1箱(10枚入り) 
S512-4201 DS2(S)CS オープン4201 N95/DS2[S] 1ケース(8箱･80枚入り) 

S271-BK-DDKX1 ハイブリッド ニーパッド DKX-1 (ブラック) ¥12,500

62 S518-B198701 Bbトーキン  アドバンス 本体ユニット  ２個セット 
63 S518-B199012 Bbトーキン  Pro用   喉マイク イヤフォン Pro 

S518-B199051 Bbトーキン  Pro用   防水片耳ヘッドセット ロング配線アームバンド付キ 
S518-B199052 Bbトーキン  Pro用   防水片耳ヘッドセット ショート配線 
S518-B199010 Bbトーキン  Pro用   スポーツヘッドセット Pro 
S518-B199011 
S518-B199065 Bbトーキン ウォーターヘルメット(M･グレー) 
S518-B199066 Bbトーキン ウォーターヘルメット(L･グレー) 
S518-B199067 Bbトーキン ウォーターヘルメット(XL･グレー) 
S518-B199055 Bbトーキン  Pro用   クリップマウント 2個/セット 

S518-B199045 Bbトーキン  マウントスペアセット ¥2,200
S182-UBZ-LP20* UBZ-LP20(イエロー,ブラック,レッド,シルバー) ¥12,800
S182-UBZ-M31* UBZ-M31(イエロー,ブラック,シャンパンゴールド) ¥14,000
S182-UBZ-M51L UBZ-M51L ¥16,000
S182-UBZ-RJ27 UBZ-RJ27 ¥45,000

通信機器

64 S103-0001 スーパーダッシュバッグDBW-02(20枚) ¥30,000
S103-0002 スーパーダッシュバッグ脱水剤付きDBW-02-CA(20枚) ¥32,000
S607-00001 アクアブロック NSD-10(15枚) ¥30,000
S607-00002 アクアブロック NSD-15(10枚) ¥25,000
S607-00003 アクアブロック NSD-15L(10枚) ¥25,000
S607-00004 アクアブロック NSD-20(10枚) ¥30,000
S607-00005 アクアブロック ND-10(30枚) ¥30,000
S607-00006 アクアブロック ND-15(20枚) ¥26,000
S607-00007 アクアブロック ND-15L(20枚) ¥26,000
S607-00008 アクアブロック ND-20(20枚) ¥30,000

65 - 
- 

66 S639-ADS-FD500 EMGしんじょう君(ADS-FD500) ¥2,200,000
S639-ADS-FW765SP アクアハンディーズ(ADS-FW765SP) ¥800,000
S639-ADS-SW300 シーアクア(ADS-SW142) ¥3,000,000

67 S09007-70136 誰でも使える救急箱 救急戦隊 ¥13,500
S09007-70144 災害多人数用救急箱20人用 ¥30,000
S09007-70145 災害多人数用救急箱50人用 ¥58,000

68 S09007-70071 水･不要せいけつさん 既設トイレ50回分 ¥9,000
S09007-70072 水･不要せいけつさん 既設トイレ100回分 ¥18,000
S7900010 ワンパーソンズテントⅡ ¥11,000
S7900001 ポータブルジョンⅡ(折り畳み便座) ¥2,600
S7900011 簡易トイレ (便袋4袋/高密閉チャック袋2袋) ¥1,100

69 S320-MHD-14F エンゲル冷蔵庫 MHD14F ¥70,200
S351-00001 スノムワイドN(10kg) ¥18,000
S351-00004 スウオーク レギュラー(バケツ入りセット×4) ¥32,000

災害対策

S518-B199041 Bbトーキン  Pro用   防水ケース

※当価格表に記載の価格は税別表示となっております。 
※送料は別途となります。 
※価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

59 S203-1128562* ストームクルーザーパンツMen's(S),(M),(L),(XL),(M-S),(L-S),(XL-S),(S-L),(M-L),(L-L),(XL-L) 4色 ¥13,500

¥38,500
¥6,200
¥4,700
¥3,700
¥4,800

Bbトーキン  Pro用   ヘルメットパッドタイプ スピーカー&マイクセットPro ¥4,800
¥5,000
¥5,000
¥5,000
¥1,200

セーフプラス600 ¥6,480,000
セーフプラス300 ¥3,980,000

¥4,200
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