
防災・災害対策用品
特集

いつかくる「もしも」のために

Disaster prevention

災害により
起こり得る被害を未然に防ぐ、
または可能な限り最小に抑えるために

「災害に強い」環境づくりを

「今」備える

● カタログ掲載商品は、弊社特別価格です。
● 表示価格、掲載内容の有効期限は2023年12月末日(予定)とさせて頂きます。（消費税率は改定税率に準じます）
● 改良等のため、予告なく仕様の変更をすることがありますので予めご了承願います。
● 商品に記載している国名、国旗はメーカー本社所在地です。(生産国と異なる場合があります )
● 生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせて頂く商品もあります。
● 本書を無断で他に転用しないようお願いします。

転倒・落下対策
キャビネットやロッカー等のオフィス家具に

ガラス飛散防止対策
施設や事務所内の扉や窓、収納棚などに

停電対応
発電機や投光器、ハンディライトなど

復旧対応
設備の復旧作業に必要な工具類など

移動・運搬
素早く安全な移動、運搬手段の確保に

情報伝達
正確な情報を得る、伝えるために

「備えて安心」 対策CHECK LIST チェックリスト

対策は
万全ですか？ 企業・団体・自治体・公共施設向け工具、機器、部品、消耗品、備品など

約149,000点掲載！
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レイアウトと固定

台風・大雨・地震…それにともなう水害や土砂災害、さらには建物等の二次災害など
全てを羅列するとキリがないほど、「もしも」の時には様々な災害リスクが考えられます。

災害と呼ばれるような大規模な地震が発生したら…
ロッカーやキャビネット等の家具類は「倒れるもの」
として対策を考えなければなりません。

起こり得る災害に対し「前」と「後」では、必要となる物資に違いがあります。
災害発生から避難、その後の復旧と流れをイメージし、必要な物資を「事前に」備えておくことが大切です。

備える・確認する

● 防災用品収納庫
● 転倒防止用品
● 飛散防止用品

● リヤカー・カート
● テント・ベッド
● 発電機・通信用品

● シート類・土のう
● ライト
● 簡易トイレ

助ける・安全の確保

事前の準備 初動と避難

災害時に
 非常開錠ができる！

普段は鍵で施錠し管理。災害時には非常開錠機能で中に収納している防災用品を、鍵を使わず開錠し持ち出せます。
蓄光タイプの防災用マグネットシート付で、夜間や停電時でも収納庫の場所が認識でき、素早く防災用品の持出しが可能です。

非常開錠機能
非常時に鍵を使用しなくても、アクリル窓を押し破り
バーで開錠できる機能です。緊急時に鍵を探す必要が
なく、防災用品を持ち出すことが可能です。

蓄光マグネットシート
防災用品 防災用品 シートを貼り付けておくことで

夜間や停電時などの暗い中でも
収納庫の場所が認識可能です。

日中 夜間
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防災収納庫

事前の準備 … 防災避難セット・防災用品収納庫

事前の準備 … 耐震粘着マット、転倒防止ポール、固定金具

上記マークのついている商品は、
エコマーク・グリーン購入マーク
等の適合商品となります。

マーク表示について
● 重いものは低い位置へ
ロッカーやキャビネット等収納物
の重心が低い位置になるよう、収
納方法を工夫する。

● レイアウトの工夫
もし倒れてしまっても、ドアや窓
避難経路を塞がない位置や向きに
レイアウトをする。

転倒防止対策用のポールや金具等も
正しい位置、方法で固定しなければ
効果が発揮されません。

● 正しく固定する
壁 壁

右図はイメージです

［両開き型］防災用品収納庫

品番 外寸法（W×D×H）㎜ 税抜価格
EA954DJ-72 900×450×1030 91,900円
EA954DJ-100 DJ-72用ベース 10,800円

EA954DJ-72 内寸法：865（W）×416（D）×983（H）㎜

●カラー…ホワイト
●重量…34.5㎏
●材質…スチール
●専用ベースが必要です（別売）

下置専用

［両開き型］防災用品収納庫

品番 外寸法（W×D×H）㎜ 税抜価格
EA954DJ-74＊ 900×450×2060 140,000円
EA954DJ-100 DJ-74用ベース 10,800円

EA954DJ-74 内寸法：865（W）×416（D）×2013（H）㎜収納例

●災害時非常開錠機能が付いた防災収納庫。
●通常は鍵で施錠し、災害時は非常開錠がある為、
中の防災用品を、鍵を探す必要なく持ち出せます。

●防災用品の表示は蓄光マグネットシートに
なっています。

［メタルラック用］転倒防止金具

税抜価格 655円品番 EA979D-150
●パイプ径∅25㎜以下まで対応
●目安重量…40㎏以下（2個使用時）
●サイズ…53×14×40（H）㎜
●材質…ステンレス
●不安定なメタルラックの転倒を防止します。
●分離型なので設置後の移動も簡単です。

耐震・防振粘着マット

品番 サイズ
（㎜）

耐荷重
（㎏）

入
数 税抜価格

EA979D-101 20×20
×2

約8
（4枚あたり） 8枚 885円

EA979D-102 ∅28×3 約25
（4枚あたり） 4枚 990円

EA979D-103 40×40
×5

約60
（4枚あたり） 4枚 2,000円

EA979D-104 100×100
×5

約100
（1枚あたり） 1枚 2,000円

EA979D-105 100×60
×2

約25
（1枚あたり） 1枚 855円

EA979D-106
200×
300×

2

約40
（100㎜角
1枚あたり）

1枚 4,260円
●工事不要で底に貼るだけ

畳（。すまきで策対震地で
にも使用可能）

●耐候性・耐薬品性に優れる
スチレン系ポリマー（オレ
フィン系樹脂も配合）

●水洗いして繰り返し使えます。
●材質…スチレン系ポリマー
●震度7相当にも耐える超粘着固定マット
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転倒防止粘着プレート

品番 目安
重量

ベース
サイズ

取付範囲
（壁面との隙間）税抜価格

EA979D-171 180㎏
以下

70×90
㎜

150㎜
以内 3,800円

EA979D-172 180㎏
以下

70×90
㎜

800㎜
以内 4,000円

EA979D-173 180㎏
以下

70×90
㎜

1200㎜
以内 4,200円

（2個価格）

●書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。
●天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した
対象物など設置困難な場合に適用

●震度6相当にも耐えます。

●取付対象…
書庫、ロッカーなど

●材質…本体：スチール
ベルト：ポリプロピレン
粘着：VHB

転倒防止粘着固定具（パイプ用）

品番 目安安全重量 ベースサイズ 税抜価格
EA979D-127 60㎏以下 63×88㎜ 4,860円

●壁との隙間…
14㎝以内

●材質…ベース：高剛性ABS樹脂
ベルト：ポリエステル
粘着部：スチレン系ポリマー

●壁にベースを貼りつけ、パイプにベルトを巻きつ
け、金具をベースに入れるだけの簡単取付。

●ねじ、釘を使用することなく取付、固定ができます。
●壁からパイプ家具間の距離が14㎝の範囲内で
使用可能です。

●はがしても粘着残りがありません。

（2個価格）

家具転倒防止ポール

品番 取付範囲 税抜価格
EA979BA-1 高さ230～300㎜ 2,250円
EA979BA-2 高さ300～400㎜ 2,290円
EA979BA-3 高さ400～600㎜ 2,450円
EA979BA-4 高さ500～800㎜ 2,550円
EA979BA-5 高さ600～1000㎜ 2,760円

●耐圧…140㎏
●脚サイズ…215×78mm

●材質…スチール（塩化ビニール被覆鋼管）（2本価格）

●家具と壁・柱などに取り付け
て設置補強、地震時などの家
具転倒防止に

家具転倒防止金具（自在アングル）

品番 サイズ（㎜） 税抜価格長さ×長さ 幅 厚み
EA979AF-1 90×90 20 3 775円
EA979AF-2 90×90 20 3 775円

●材質…スチール
●耐荷重…約60㎏
●付属品…
木ねじ（3.1×20）
12本

2（ブロンズ）1（クロメート） （2個価格）

家具転倒防止ポール

品番 取付可能サイズ 税抜価格
EA979BD-1 300～450㎜ 6,270円
EA979BD-2 450～700㎜ 7,250円
EA979BD-3 700～1200㎜ 8,710円

●耐圧…150㎏
●脚サイズ…

300×70㎜

●材質…
スチール（塩化ビニル被覆鋼管）、
ABS樹脂

（2本価格）

● H型構造なので、家具をしっかりと固定します。

家具転倒防止金具

50mm

壁面

65mm65mm

品番 カラー 税抜価格
EA979CL-1 グレー 4,250円
EA979CL-2 メタリック 4,250円
●書庫や家具と壁を粘着止めで
しっかりと固定します。

●取付可能サイズ…65㎜以内（壁面との隙間）
●目安重量…360㎏（2個当たり）
●材質…金具：スチール、粘着剤：アクリル系
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1

（2個価格）

転倒防止粘着プレート

品番 目安
重量

ベース（壁側）
サイズ

取付
対象 税抜価格

EA979D-116 100㎏以下 100×80㎜ ロッカー 5,440円
●材質…構造部：鋼板（塗装仕上）

粘着部：スチレン系ポリマー
●取付範囲…壁面とのすき間70㎜以内
●アーム（天板側）サイズ…100×100㎜
●震度7相当にも耐えます。
●色移りもしにくいスチレン系樹脂製。
●ねじ釘不要で、対象物を持ち上げることなく
上部から簡単に設置固定できます。

（2個価格）

サムロック

品番 粘着面サイズ 税抜価格
EA979BR-20 25.4×25.4㎜ 1,870円
EA979BR-45 25.4×44.5㎜ 2,360円
EA979BR-90 45.5×47.3㎜ 3,050円

品番 ベルト長さ 対象物重量
EA979BR-20 102㎜ 20㎏まで
EA979BR-45 102㎜ 45㎏まで
EA979BR-90 127㎜ 90㎏まで

（2個価格）

品番 仕様 入数 税抜価格
EA979BR-95 EA979BR-20・45・90用 1本 1,520円

替ベルト

品番 仕様 入数 税抜価格
EA979BR-20P EA979BR-20用 36枚 2,590円
EA979BR-45P EA979BR-45用 18枚 2,590円
EA979BR-90P EA979BR-90用 16枚 2,950円

替粘着パッド

転倒防止固定具（テレビ用）

品番 対象
テレビ 仕様 税抜価格

EA979D-186 ～70型 バックル＋
バックル 2,180円

EA979D-187 ～70型 バックル＋
固定金具 2,180円

●テレビの前方転倒による事故や家具の破損防止に
●ベースサイズ…65×30㎜（-187の金具部：45×30㎜）
●ベルト長…70㎝
●材質…バックル：PPO（難燃性）

ベルト：ポリプロピレン
粘着：VHB

● -187：テレビ台にビス止めでしっかり固定。

（2個価格）

186 187

186

187

サムロック

品番 粘着面サイズ 税抜価格
EA979BR-100 50.8×76.2㎜ 5,600円

品番 ベルト長さ 対象物重量
EA979BR-100 203㎜ 150㎏まで

● OA機器、家具等を震動から守ります。（2個価格）

家具転倒防止ストラップ
取付例

左右4ヶ所

品番 耐荷重（2本） 税抜価格
EA979CM-1 約32㎏ 1,680円
EA979CM-2 約64㎏ 1,980円
EA979CM-3 約160㎏ 5,500円

品番 粘着面サイズ ベルト長さ
EA979CM-1 35×32㎜ 200㎜
EA979CM-2 35×64㎜ 300㎜
EA979CM-3 72×67㎜ 600㎜

●強力粘着でOA機器や家電などをしっか
りと固定し、転倒・落下を防止します。

●バックル式でベルトを外せば、移動や
掃除が簡単です。

●材質…バックル：PPO（難燃性）
ベルト：ナイロン（防炎加工）

（2本価格）

●およそ5名で3日分の防災用品の備蓄が可能。

●カラー…ホワイト
●重量…64.2㎏
●材質…スチール
●専用ベースが必要です（別売）

下置専用

●災害時非常開錠機能が付いた防災収納庫。
●通常は鍵で施錠し、災害時は非常開錠がある為、
中の防災用品を、鍵を探す必要なく持ち出せます。

●防災用品の表示は蓄光マグネットシートになっています。
●およそ10名で3日分の防災用品の備蓄が可能。

防災避難セット（1人用）

防災避難15点セット

（税抜）円5,000
EA999ZL-2品番

価格

● 非常持出袋×1袋
● 強力ライト×1個
● 点灯確認用電池 (単 1形 )×4個
● アルミ製ホイッスル×1個
● 万能ナイフ×1個
● レジャーシート×1枚
● レインコート×1個
● タオル×1枚
● 救急絆創膏 (10 枚入 )×1個
● ゴミ袋 (10 枚入 )×1袋
● 軍手 ( スベリ止め付 )×1双
● 不織布マスク×1枚
● ライター×1個
● コップ×2個
● ポケットティッシュ×1個

【セット内容】

★重量：1.7kg防災リュック 27点セット

（税抜）円11,700
EA999ZC-1B品番

価格

【セット内容】
● アルミブランケット×1個　
● エア枕×1個   ● ラップ (30cm×8m)×1本
● プラカップ×5個
● 折りたたみ式ウォータータンク (5L)×1個
● 紙皿×3枚 
● スプーン、フォークセット×1セット
● 割りばし×3膳
● 懐中電灯ランタン (単 3電池×2本 /別売 )×1個
● レインポンチョ×1着 
● ラバー手袋×1セット
● 携帯トイレ (3個入 )×1セット   ● 綿棒×20本
● マスク (7 枚入 )×1袋 
● 歯ブラシ (3 本 )×1セット
● からだ拭きシート (50枚入 )×1個
● ティッシュ×1個
● ウェットティッシュ (10 枚入 )×1個 
● タオル×1枚
● ポリ袋×3枚  ● EVAサンダル (26cm)×1足
● 筆記用具セット×1セット   ● 防水スマホ袋×1個
● ホイッスル×1個   ● カッターナイフ×1個
● 2WAYドライバー×1個
● 避難用リュック (340×170×480mm・26L)
★重量：2.2kg

転倒防止プレート（ラック用）

品番 目安重量 ベースサイズ 税抜価格
EA979D-176 180㎏以下 70×90㎜ 3,980円

（2個価格）

● 取付範囲 ( 壁面との隙間 )･･･1000mm以内
● 材質…本体：スチール
           ベルト：ポリプロピレン
           粘着：VHB
● ベルト幅･･･25 ㎜
● 支柱の形状、材質を問わずに設置可能。

〈セット内容〉
プレート×2
アジャスター×4
ベルト×2
アルコールパッド×2

一人に一袋 準備をしましょう！一人に一袋 準備をしましょう！

※チャーター便のため、2～3日余分に時間が
   かかる場合がございます。
   また、車上渡しが基本となっております。

防災士監修の厳選アイテム防災士監修の厳選アイテム
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耐震ベース

品番 サイズ
（㎜）

耐荷重
（1枚あたり） 入数 税抜価格

EA979D-1 ∅28×2.5 4㎏ 8枚 900円
EA979D-2 40×40×2.5 13㎏ 4枚 760円
EA979D-3 100×100×2.5 25㎏ 1枚 850円
EA979D-5 ∅28×5 8㎏ 8枚 1,480円
EA979D-6 40×40×5 20㎏ 4枚 1,170円
EA979D-7 100×100×5 50㎏ 1枚 1,360円
● 材質･･･ウレタンエラストマー
● 各種周辺機器用
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非常開錠機能
非常時に鍵を使用しなくても、アクリル窓を押し破り
バーで開錠できる機能です。緊急時に鍵を探す必要が
なく、防災用品を持ち出すことが可能です。

蓄光マグネットシート
防災用品 防災用品 シートを貼り付けておくことで

夜間や停電時などの暗い中でも
収納庫の場所が認識可能です。

日中 夜間

<イメージです>

「災害に強い」環境づくり

… P.01 … P.04

企業・団体・自治体・公共施設向け

防災・災害対策用品特集

P.01 P.02

防災収納庫

事前の準備 … 防災避難セット・防災用品収納庫

事前の準備 … 耐震粘着マット、転倒防止ポール、固定金具

上記マークのついている商品は、
エコマーク・グリーン購入マーク
等の適合商品となります。

マーク表示について
● 重いものは低い位置へ
ロッカーやキャビネット等収納物
の重心が低い位置になるよう、収
納方法を工夫する。

● レイアウトの工夫
もし倒れてしまっても、ドアや窓
避難経路を塞がない位置や向きに
レイアウトをする。

転倒防止対策用のポールや金具等も
正しい位置、方法で固定しなければ
効果が発揮されません。

● 正しく固定する
壁 壁

右図はイメージです

［両開き型］防災用品収納庫

品番 外寸法（W×D×H）㎜ 税抜価格
EA954DJ-72 900×450×1030 91,900円
EA954DJ-100 DJ-72用ベース 10,800円

EA954DJ-72 内寸法：865（W）×416（D）×983（H）㎜

●カラー…ホワイト
●重量…34.5㎏
●材質…スチール
●専用ベースが必要です（別売）

下置専用

［両開き型］防災用品収納庫

品番 外寸法（W×D×H）㎜ 税抜価格
EA954DJ-74＊ 900×450×2060 140,000円
EA954DJ-100 DJ-74用ベース 10,800円

EA954DJ-74 内寸法：865（W）×416（D）×2013（H）㎜収納例

●災害時非常開錠機能が付いた防災収納庫。
●通常は鍵で施錠し、災害時は非常開錠がある為、
中の防災用品を、鍵を探す必要なく持ち出せます。

●防災用品の表示は蓄光マグネットシートに
なっています。

［メタルラック用］転倒防止金具

税抜価格 655円品番 EA979D-150
●パイプ径∅25㎜以下まで対応
●目安重量…40㎏以下（2個使用時）
●サイズ…53×14×40（H）㎜
●材質…ステンレス
●不安定なメタルラックの転倒を防止します。
●分離型なので設置後の移動も簡単です。

耐震・防振粘着マット

品番 サイズ
（㎜）

耐荷重
（㎏）

入
数 税抜価格

EA979D-101 20×20
×2

約8
（4枚あたり） 8枚 885円

EA979D-102 ∅28×3 約25
（4枚あたり） 4枚 990円

EA979D-103 40×40
×5

約60
（4枚あたり） 4枚 2,000円

EA979D-104 100×100
×5

約100
（1枚あたり） 1枚 2,000円

EA979D-105 100×60
×2

約25
（1枚あたり） 1枚 855円

EA979D-106
200×
300×

2

約40
（100㎜角
1枚あたり）

1枚 4,260円
●工事不要で底に貼るだけ

畳（。すまきで策対震地で
にも使用可能）

●耐候性・耐薬品性に優れる
スチレン系ポリマー（オレ
フィン系樹脂も配合）

●水洗いして繰り返し使えます。
●材質…スチレン系ポリマー
●震度7相当にも耐える超粘着固定マット

105104

106
103102101

転倒防止粘着プレート

品番 目安
重量

ベース
サイズ

取付範囲
（壁面との隙間）税抜価格

EA979D-171 180㎏
以下

70×90
㎜

150㎜
以内 3,800円

EA979D-172 180㎏
以下

70×90
㎜

800㎜
以内 4,000円

EA979D-173 180㎏
以下

70×90
㎜

1200㎜
以内 4,200円

（2個価格）

●書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。
●天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した
対象物など設置困難な場合に適用

●震度6相当にも耐えます。

●取付対象…
書庫、ロッカーなど

●材質…本体：スチール
ベルト：ポリプロピレン
粘着：VHB

転倒防止粘着固定具（パイプ用）

品番 目安安全重量 ベースサイズ 税抜価格
EA979D-127 60㎏以下 63×88㎜ 4,860円

●壁との隙間…
14㎝以内

●材質…ベース：高剛性ABS樹脂
ベルト：ポリエステル
粘着部：スチレン系ポリマー

●壁にベースを貼りつけ、パイプにベルトを巻きつ
け、金具をベースに入れるだけの簡単取付。

●ねじ、釘を使用することなく取付、固定ができます。
●壁からパイプ家具間の距離が14㎝の範囲内で
使用可能です。

●はがしても粘着残りがありません。

（2個価格）

家具転倒防止ポール

品番 取付範囲 税抜価格
EA979BA-1 高さ230～300㎜ 2,250円
EA979BA-2 高さ300～400㎜ 2,290円
EA979BA-3 高さ400～600㎜ 2,450円
EA979BA-4 高さ500～800㎜ 2,550円
EA979BA-5 高さ600～1000㎜ 2,760円

●耐圧…140㎏
●脚サイズ…215×78mm

●材質…スチール（塩化ビニール被覆鋼管）（2本価格）

●家具と壁・柱などに取り付け
て設置補強、地震時などの家
具転倒防止に

家具転倒防止金具（自在アングル）

品番 サイズ（㎜） 税抜価格長さ×長さ 幅 厚み
EA979AF-1 90×90 20 3 775円
EA979AF-2 90×90 20 3 775円

●材質…スチール
●耐荷重…約60㎏
●付属品…
木ねじ（3.1×20）
12本

2（ブロンズ）1（クロメート） （2個価格）

家具転倒防止ポール

品番 取付可能サイズ 税抜価格
EA979BD-1 300～450㎜ 6,270円
EA979BD-2 450～700㎜ 7,250円
EA979BD-3 700～1200㎜ 8,710円

●耐圧…150㎏
●脚サイズ…

300×70㎜

●材質…
スチール（塩化ビニル被覆鋼管）、
ABS樹脂

（2本価格）

● H型構造なので、家具をしっかりと固定します。

家具転倒防止金具

50mm

壁面

65mm65mm

品番 カラー 税抜価格
EA979CL-1 グレー 4,250円
EA979CL-2 メタリック 4,250円
●書庫や家具と壁を粘着止めで
しっかりと固定します。

●取付可能サイズ…65㎜以内（壁面との隙間）
●目安重量…360㎏（2個当たり）
●材質…金具：スチール、粘着剤：アクリル系

2

1

（2個価格）

転倒防止粘着プレート

品番 目安
重量

ベース（壁側）
サイズ

取付
対象 税抜価格

EA979D-116 100㎏以下 100×80㎜ ロッカー 5,440円
●材質…構造部：鋼板（塗装仕上）

粘着部：スチレン系ポリマー
●取付範囲…壁面とのすき間70㎜以内
●アーム（天板側）サイズ…100×100㎜
●震度7相当にも耐えます。
●色移りもしにくいスチレン系樹脂製。
●ねじ釘不要で、対象物を持ち上げることなく
上部から簡単に設置固定できます。

（2個価格）

サムロック

品番 粘着面サイズ 税抜価格
EA979BR-20 25.4×25.4㎜ 1,870円
EA979BR-45 25.4×44.5㎜ 2,360円
EA979BR-90 45.5×47.3㎜ 3,050円

品番 ベルト長さ 対象物重量
EA979BR-20 102㎜ 20㎏まで
EA979BR-45 102㎜ 45㎏まで
EA979BR-90 127㎜ 90㎏まで

（2個価格）

品番 仕様 入数 税抜価格
EA979BR-95 EA979BR-20・45・90用 1本 1,520円

替ベルト

品番 仕様 入数 税抜価格
EA979BR-20P EA979BR-20用 36枚 2,590円
EA979BR-45P EA979BR-45用 18枚 2,590円
EA979BR-90P EA979BR-90用 16枚 2,950円

替粘着パッド

転倒防止固定具（テレビ用）

品番 対象
テレビ 仕様 税抜価格

EA979D-186 ～70型 バックル＋
バックル 2,180円

EA979D-187 ～70型 バックル＋
固定金具 2,180円

●テレビの前方転倒による事故や家具の破損防止に
●ベースサイズ…65×30㎜（-187の金具部：45×30㎜）
●ベルト長…70㎝
●材質…バックル：PPO（難燃性）

ベルト：ポリプロピレン
粘着：VHB

● -187：テレビ台にビス止めでしっかり固定。

（2個価格）

186 187

186

187

サムロック

品番 粘着面サイズ 税抜価格
EA979BR-100 50.8×76.2㎜ 5,600円

品番 ベルト長さ 対象物重量
EA979BR-100 203㎜ 150㎏まで

● OA機器、家具等を震動から守ります。（2個価格）

家具転倒防止ストラップ
取付例

左右4ヶ所

品番 耐荷重（2本） 税抜価格
EA979CM-1 約32㎏ 1,680円
EA979CM-2 約64㎏ 1,980円
EA979CM-3 約160㎏ 5,500円

品番 粘着面サイズ ベルト長さ
EA979CM-1 35×32㎜ 200㎜
EA979CM-2 35×64㎜ 300㎜
EA979CM-3 72×67㎜ 600㎜

●強力粘着でOA機器や家電などをしっか
りと固定し、転倒・落下を防止します。

●バックル式でベルトを外せば、移動や
掃除が簡単です。

●材質…バックル：PPO（難燃性）
ベルト：ナイロン（防炎加工）

（2本価格）

●およそ5名で3日分の防災用品の備蓄が可能。

●カラー…ホワイト
●重量…64.2㎏
●材質…スチール
●専用ベースが必要です（別売）

下置専用

●災害時非常開錠機能が付いた防災収納庫。
●通常は鍵で施錠し、災害時は非常開錠がある為、
中の防災用品を、鍵を探す必要なく持ち出せます。

●防災用品の表示は蓄光マグネットシートになっています。
●およそ10名で3日分の防災用品の備蓄が可能。

防災避難セット（1人用）

防災避難15点セット

（税抜）円5,000
EA999ZL-2品番

価格

● 非常持出袋×1袋
● 強力ライト×1個
● 点灯確認用電池 (単 1形 )×4個
● アルミ製ホイッスル×1個
● 万能ナイフ×1個
● レジャーシート×1枚
● レインコート×1個
● タオル×1枚
● 救急絆創膏 (10 枚入 )×1個
● ゴミ袋 (10 枚入 )×1袋
● 軍手 ( スベリ止め付 )×1双
● 不織布マスク×1枚
● ライター×1個
● コップ×2個
● ポケットティッシュ×1個

【セット内容】

★重量：1.7kg防災リュック 27点セット

（税抜）円11,700
EA999ZC-1B品番

価格

【セット内容】
● アルミブランケット×1個　
● エア枕×1個   ● ラップ (30cm×8m)×1本
● プラカップ×5個
● 折りたたみ式ウォータータンク (5L)×1個
● 紙皿×3枚 
● スプーン、フォークセット×1セット
● 割りばし×3膳
● 懐中電灯ランタン (単 3電池×2本 /別売 )×1個
● レインポンチョ×1着 
● ラバー手袋×1セット
● 携帯トイレ (3個入 )×1セット   ● 綿棒×20本
● マスク (7 枚入 )×1袋 
● 歯ブラシ (3 本 )×1セット
● からだ拭きシート (50枚入 )×1個
● ティッシュ×1個
● ウェットティッシュ (10 枚入 )×1個 
● タオル×1枚
● ポリ袋×3枚  ● EVAサンダル (26cm)×1足
● 筆記用具セット×1セット   ● 防水スマホ袋×1個
● ホイッスル×1個   ● カッターナイフ×1個
● 2WAYドライバー×1個
● 避難用リュック (340×170×480mm・26L)
★重量：2.2kg

転倒防止プレート（ラック用）

品番 目安重量 ベースサイズ 税抜価格
EA979D-176 180㎏以下 70×90㎜ 3,980円

（2個価格）

● 取付範囲 ( 壁面との隙間 )･･･1000mm以内
● 材質…本体：スチール
           ベルト：ポリプロピレン
           粘着：VHB
● ベルト幅･･･25 ㎜
● 支柱の形状、材質を問わずに設置可能。

〈セット内容〉
プレート×2
アジャスター×4
ベルト×2
アルコールパッド×2

一人に一袋 準備をしましょう！一人に一袋 準備をしましょう！

※チャーター便のため、2～3日余分に時間が
   かかる場合がございます。
   また、車上渡しが基本となっております。

防災士監修の厳選アイテム防災士監修の厳選アイテム
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耐震ベース

品番 サイズ
（㎜）

耐荷重
（1枚あたり） 入数 税抜価格

EA979D-1 ∅28×2.5 4㎏ 8枚 900円
EA979D-2 40×40×2.5 13㎏ 4枚 760円
EA979D-3 100×100×2.5 25㎏ 1枚 850円
EA979D-5 ∅28×5 8㎏ 8枚 1,480円
EA979D-6 40×40×5 20㎏ 4枚 1,170円
EA979D-7 100×100×5 50㎏ 1枚 1,360円
● 材質･･･ウレタンエラストマー
● 各種周辺機器用



オプション
EA628WD-6 カーゴネット（1個） 1,270円

EA520ED-43 替キャスター（1個） 1,880円
EA520ED-44 替荷台シート（1枚） 4,900円

部品

品番 積載均等
耐荷重 荷台サイズ 税抜価格

EA520ED-42 60㎏ 800×450×270㎜ 18,200円

転倒防止パッドなどを差し込む際の
家具類の持ち上げに！

24型ノーパンクタイヤ（1個）

円28,700
EA520AG-111品番

価格

<共通仕様>
● タイヤ…Φ609.6ｍｍ（24型）ノーパンクタイヤ　● ハンドル長さ…875ｍｍ　
● アルミ合金製　● 側板…平板　● タイヤ周りに補強フレーム付
★ 前後の板は簡単に取り外し可能で、長尺物の運搬にも対応
＊車上渡し品はチャーター便につき、納期はエスコへお問合せください。

[OD色]
折り畳み式リヤカー
荷台サイズ

800×1200mm

● 組立サイズ…1140×2150×800mm　
● 折り畳みサイズ…460×1340×800mm　● 重量…33kg
＊この商品は車上渡し品です。

EA520AG-12A品番

耐荷重200kg

荷台サイズ
800×1455mm
耐荷重180kg

● 組立サイズ…1160×2380×810mm　
● 折り畳みサイズ…470×1560×810mm　● 重量…40kg
＊この商品は車上渡し品です。

EA520AG-13品番

防災・災害対策用品特集

P.03 P.04

初動と避難 … リヤカー、キャリーカート事前の準備 … 耐震ベルト、飛散防止シート、消火材、蓄光テープ

避難所などでの
簡易な敷板としても使えます！

高耐荷重高耐久
MAX200kg!!

12A

13

前後の板は簡単に取り外し可能です
折りたたみ時

折りたたみ時

替タイヤ

[OD色] 折り畳み式リヤカー

高耐久型

アルミ合金製

長尺物にも対応

補強パイプ

ノーパンクタイヤ（24型）
＆
増！

リヤカーの強度UP！タイヤ補強

手を放しても
　　傾かない！

ストッパー付折りたたみ式

EA520AG-13のみ

ご発注の際は入数をよくご確認下さい
https://www.esco-net.com
商品に関する詳しい情報がご覧になれます

スチール棚用耐震ベルト

品番 対応サイズ 税抜価格
EA979CK-9 ～900㎜ 1,300円
EA979CK-12 ～1200㎜ 1,350円
EA979CK-15 ～1500㎜ 1,400円
EA979CK-18 ～1800㎜ 1,450円
EA979CK-21 ～2100㎜ 1,500円
●対応支柱外周…～250㎜ ●ベルト幅…25㎜
●耐荷重…約100㎏/1本
●材質…バックル：樹脂、ベルト：ポリプロピレン
● Lアングル・Cチャンネルの支柱に、通す・巻きつけ
るの2通りの設置ができます。

スチール棚用耐震ベルト

品番 対応サイズ 税抜価格
EA979CR-90 ～900㎜ 2,130円
EA979CR-120 ～1200㎜ 2,180円
EA979CR-150 ～1500㎜ 2,230円
EA979CR-180 ～1800㎜ 2,280円
●材質…ナイロン
●破断荷重…90㎏
●ベルト幅…25㎜
●適合支柱サイズ…12～16㎝
●商品、書類の落下防止に最適。軽い物から重量物
までしっかりとガードします。

防災用ヘルメット（折りたたみ式）

品番 頭サイズ 重量 税抜価格
EA998AJ-11 52～61㎝ 370g 5,510円
●飛来・落下物保護用
●材質…PP＋PE樹脂
●あごひも付
●前後から内側へ押す
だけでヘルメットに変形します。

★携帯用袋でコンパクトに収納できます

201㎜

45㎜

●厚生労働省保護帽検定合格品

★

蓄光テープ

品番 幅
（㎜）

長さ
（m）

厚み
（㎜） 税抜価格

EA983G-81 25 10 0.25 1,800円
EA983G-82 50 10 0.25 3,600円
EA983G-83 100 10 0.25 7,200円

●約10時間の長い蓄光時間
タイプです

●蓄光時間…10時間
●材質…蓄光PET

（1巻価格）

粘着

超高輝度蓄光テープ

品番 幅
（㎜）

長さ
（m）

厚み
（㎜） 税抜価格

EA983GB-111 12 5 0.6 6,290円
EA983GB-112 19 5 0.6 9,330円
EA983GB-113 24 5 0.6 12,200円
EA983GB-114 50 5 0.6 23,800円
●材質…基材：ポリエチレンテレフタラート

粘着剤：アクリル系
●発光時間10～12時間と長時間明るさを保ちます。

●粘着式
● JIS規格最上級JDクラス対応

（JIS Z 9107）
●うす暗い環境でも光
を蓄えるので、防災
用途に最適です。

（1巻価格）

シャッターガード

品番 対応間口 重量 税抜価格
EA983TZ-140 1400～2000㎜ 1.98㎏ 31,800円
EA983TZ-200 2000～2500㎜ 2.64㎏ 33,500円

品番 サイズ
EA983TZ-140 42×1252×53（H）㎜
EA983TZ-200 42×1852×53（H）㎜

●軽量手動シャッター用
●材質…
本体：アルミ合金押出型材
アンカー部：ABS樹脂

●台風や竜巻などの突風による
シャッターの破損を防ぎます。
（風速45m/s相当に耐える強度）

●倉庫・車庫などの防犯対策に。 ●工具不要の簡単設置、シャッター側にも加工する必要はありません。
●電動シャッター・窓用シャッターにはご使用頂けません。

ガラス飛散防止シート

品番 サイズ（㎜） 厚さ（㎜） 税抜価格
EA944D-26 900×1800 0.25 3,800円

●材質…ポリエステル
フィルム

●視線を遮りにく
い透明タイプ

●窓のサイズに合
わせてカットし
て使用できます

差し込みマット（家具ゆれ防止）

品番 サイズ
（㎜）

厚み
（㎜）カラー 税抜価格

EA979AC-1 60×450 10 ブラウン 1,120円
EA979AC-2 60×450 10 クリア 1,120円
EA979AC-11 60×900 10 ブラウン 2,140円
EA979AC-12 60×900 10 クリア 2,140円
●材質…非移行性特殊合成樹脂
●地震などのゆれに強いクサビ
型

●取り付け簡単、ねじ、釘不要
●前面カバーによりインテリア
にも抜群

●地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。
●非移行性の樹脂で家具や床などに色移りしにくいです。

クリア

ブラウン

（2本価格）

家具転倒防止パッド

品番 サイズ（㎜） 入数 税抜価格
EA979DJ-2 50×60×14 2個 195円

●材質…非移行性
オレフィン系
エラストマー

●敷くだけで取付簡単、手軽にできる地震対策

連結粘着シート（ロッカー・キャビネット用）

品番 サイズ（㎜） カラー 税抜価格
EA979D-131 100×110

×0.2
半透明 1,080円

EA979D-132 シルバーコート 1,480円

●材質…ポリエステル

●上下に分かれた家具・ロッ
カー・キャビネット等の連結に
使用します。

● 1枚ごとにカットされたシート
で、粘り強いゴム系粘着剤を採
用しており、ねじ釘を使わず貼
るだけで対象物の連結ができます。

132131 （4枚価格）

連結粘着シート（ロッカー・キャビネット用）

品番 サイズ（㎜） カラー 税抜価格
EA979D-161 38×100×0.5 シルバー 980円
EA979D-162 70×140×0.5 シルバー 1,480円
EA979D-163 118×118×0.5 シルバー 1,980円

（4枚価格）

●上下・左右のロッカー・キャビネットなどの連結に。
●地震による転倒を防止に。
●震度6強に耐えることができます。

●材質…PET

防災頭巾
●サイズ…

280（W）×420（D）×30（H）㎜
●重量…160g
●材質…
ナイロン420D（難燃剤
入りコーティング）・
不織布裏地

●落下物から頭を守ります。

品番 EA998DA-1 税抜価格 2,090円

［投てき式］簡易消火器（A火災用）

品番 薬剤量 サイズ
（㎜） 税抜価格

EA999MT-6A 800㎖ 83×202（H） 6,000円

●一般火災用（A火災）
●東京消防庁認定
●投てきタイプなので誰でも容易に
使用できます。

●消化液成分は
食品添加物で人体に
無害です。

●保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。

発泡ポリエチレン当て板

（1枚価格）

品番 サイズ 税抜価格
EA911BT-1 1200×900×40（t）㎜ 5,800円
EA911BT-2 1400×900×40（t）㎜ 6,350円
EA911BT-3 1200×1000×50（t）㎜ 7,500円
●材質…発泡ポリエチレン（帯電防止）
●軽量で耐久性に優れています。
●静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
●衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩
衝材です。

［伸縮式］ブレーキ付アルミカート

品番 積載均等
耐荷重 荷台幅 荷台長 税抜価格

EA520DB-2 100㎏ 410～
610㎜

690～
890㎜ 23,100円

●お客様組
立品

●全高…
930㎜

●タイヤ…
∅218㎜

●ノーパンク
タイヤ

●重量…12㎏
●材質…
アルミ合金

●荷台サイズを
調整できる便利
な伸縮タイプ
★便利な簡易
ブレーキ付。
S字フックで
固定すると
傾斜地でも一
時停止が可能

●狭い場所に対応
できるタイヤ間
幅調整機能（タイヤ中心幅間：228、274、320㎜）

★

キャリーカート（折り畳み式）

キャビネット用耐震ベルト

粘着・ビス止
品番 取付 対応サイズ 税抜価格

EA979CF-9 内付 内寸～900㎜ 2,980円
EA979CF-12 内付 内寸～1200㎜ 3,080円
EA979CF-15 内付 内寸～1500㎜ 3,180円
EA979CF-18 内付 内寸～1800㎜ 3,280円

EA979CF-109 外付 内寸～900㎜ 2,480円
EA979CF-112 外付 内寸～1200㎜ 2,580円
EA979CF-115 外付 内寸～1500㎜ 2,680円
EA979CF-118 外付 内寸～1800㎜ 2,780円

ビス止

●ベルトをさっと気軽
に装着しやすい。

●ベルト幅…25㎜
●耐荷重…100㎏/1本
●材質…金具：スチール

ベルト：ポリプロピレン
粘着剤：アクリル系

外寸取付例

内寸取付例

円177,000価格 （税抜）

円208,000価格 （税抜）

（税抜）

【A】

【B】【B】
ハンドルはバネ内蔵で手を放しても自立します。
【A】前輪ストッパー付
【B】ネット等を取り付けるためのハトメ付
　　　　　　　　　　　　　（左右合計 4ヶ所）
● サイズ･･･980(W)×450(D)×1070(H)mm
● 収納サイズ･･･
　590(W)×180(D)×780(H)mm( 自立可 )
●  荷台サイズ･･･800(W)×450(D)×270(H)mm
● タイヤ･･･φ177×100mm
● 重量･･･10.5kg　
● 材質･･･フレーム：スチール、
　          生地：600デニールポリエステル
● 積載均等耐荷重･･･60kg

リフター

税抜価格 1,730円品番 EA986DP-11A

●サイズ…
67（W）×44（D）×320（H）㎜

●材質…スチール・
ABS・PVC

● 100㎏の重量物でもわずか19㎏の力で持ち上げが
できます。

●家具の下に挿入する際にフォークの先が見える
ので、操作が簡単にできます。

フォークの先が
見える！

●飛来・落下物、墜落時保護用
●材質…ABS樹脂
●スチロールライナー付
●あごひも付
●収納袋付
★A4サイズのパッケージ付で、本棚にぴったり
収納できます。

80㎜
140㎜★

防災用ヘルメット（折りたたみ式）

EA998BR-13 替内装＋あごひも 2,120円

品番 頭サイズ 重量 カラー 税抜価格
EA998BA-1 47～62

㎝ 420g
オレンジ 6,110円

EA998BA-2 ブルー 6,110円

●厚生労働省保護帽検定合格品

1 2

※蛍光灯は別売です。

品番 仕様 サイズ（㎜） 税抜価格
EA944D-101 透明PET、アルミ蒸着PET 78×1190（40W用） 9,360円
EA944D-102 透明PET、白PET 78×1190（40W用） 9,950円
EA944D-103 透明拡散PET、白PET 78×1190（40W用） 12,600円

●蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。
●蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。 ●表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。
●取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。

（10枚価格）
［蛍光灯用］飛散防止カバー

103

102
101



オプション
EA628WD-6 カーゴネット（1個） 1,270円

EA520ED-43 替キャスター（1個） 1,880円
EA520ED-44 替荷台シート（1枚） 4,900円

部品

品番 積載均等
耐荷重 荷台サイズ 税抜価格

EA520ED-42 60㎏ 800×450×270㎜ 18,200円

転倒防止パッドなどを差し込む際の
家具類の持ち上げに！

24型ノーパンクタイヤ（1個）

円28,700
EA520AG-111品番

価格

<共通仕様>
● タイヤ…Φ609.6ｍｍ（24型）ノーパンクタイヤ　● ハンドル長さ…875ｍｍ　
● アルミ合金製　● 側板…平板　● タイヤ周りに補強フレーム付
★ 前後の板は簡単に取り外し可能で、長尺物の運搬にも対応
＊車上渡し品はチャーター便につき、納期はエスコへお問合せください。

[OD色]
折り畳み式リヤカー
荷台サイズ

800×1200mm

● 組立サイズ…1140×2150×800mm　
● 折り畳みサイズ…460×1340×800mm　● 重量…33kg
＊この商品は車上渡し品です。

EA520AG-12A品番

耐荷重200kg

荷台サイズ
800×1455mm
耐荷重180kg

● 組立サイズ…1160×2380×810mm　
● 折り畳みサイズ…470×1560×810mm　● 重量…40kg
＊この商品は車上渡し品です。

EA520AG-13品番

防災・災害対策用品特集

P.03 P.04

初動と避難 … リヤカー、キャリーカート事前の準備 … 耐震ベルト、飛散防止シート、消火材、蓄光テープ

避難所などでの
簡易な敷板としても使えます！

高耐荷重高耐久
MAX200kg!!

12A

13

前後の板は簡単に取り外し可能です
折りたたみ時

折りたたみ時

替タイヤ

[OD色] 折り畳み式リヤカー

高耐久型

アルミ合金製

長尺物にも対応

補強パイプ

ノーパンクタイヤ（24型）
＆
増！

リヤカーの強度UP！タイヤ補強

手を放しても
　　傾かない！

ストッパー付折りたたみ式

EA520AG-13のみ

ご発注の際は入数をよくご確認下さい
https://www.esco-net.com
商品に関する詳しい情報がご覧になれます

スチール棚用耐震ベルト

品番 対応サイズ 税抜価格
EA979CK-9 ～900㎜ 1,300円
EA979CK-12 ～1200㎜ 1,350円
EA979CK-15 ～1500㎜ 1,400円
EA979CK-18 ～1800㎜ 1,450円
EA979CK-21 ～2100㎜ 1,500円
●対応支柱外周…～250㎜ ●ベルト幅…25㎜
●耐荷重…約100㎏/1本
●材質…バックル：樹脂、ベルト：ポリプロピレン
● Lアングル・Cチャンネルの支柱に、通す・巻きつけ
るの2通りの設置ができます。

スチール棚用耐震ベルト

品番 対応サイズ 税抜価格
EA979CR-90 ～900㎜ 2,130円
EA979CR-120 ～1200㎜ 2,180円
EA979CR-150 ～1500㎜ 2,230円
EA979CR-180 ～1800㎜ 2,280円
●材質…ナイロン
●破断荷重…90㎏
●ベルト幅…25㎜
●適合支柱サイズ…12～16㎝
●商品、書類の落下防止に最適。軽い物から重量物
までしっかりとガードします。

防災用ヘルメット（折りたたみ式）

品番 頭サイズ 重量 税抜価格
EA998AJ-11 52～61㎝ 370g 5,510円
●飛来・落下物保護用
●材質…PP＋PE樹脂
●あごひも付
●前後から内側へ押す
だけでヘルメットに変形します。

★携帯用袋でコンパクトに収納できます

201㎜

45㎜

●厚生労働省保護帽検定合格品

★

蓄光テープ

品番 幅
（㎜）

長さ
（m）

厚み
（㎜） 税抜価格

EA983G-81 25 10 0.25 1,800円
EA983G-82 50 10 0.25 3,600円
EA983G-83 100 10 0.25 7,200円

●約10時間の長い蓄光時間
タイプです

●蓄光時間…10時間
●材質…蓄光PET

（1巻価格）

粘着

超高輝度蓄光テープ

品番 幅
（㎜）

長さ
（m）

厚み
（㎜） 税抜価格

EA983GB-111 12 5 0.6 6,290円
EA983GB-112 19 5 0.6 9,330円
EA983GB-113 24 5 0.6 12,200円
EA983GB-114 50 5 0.6 23,800円
●材質…基材：ポリエチレンテレフタラート

粘着剤：アクリル系
●発光時間10～12時間と長時間明るさを保ちます。

●粘着式
● JIS規格最上級JDクラス対応

（JIS Z 9107）
●うす暗い環境でも光
を蓄えるので、防災
用途に最適です。

（1巻価格）

シャッターガード

品番 対応間口 重量 税抜価格
EA983TZ-140 1400～2000㎜ 1.98㎏ 31,800円
EA983TZ-200 2000～2500㎜ 2.64㎏ 33,500円

品番 サイズ
EA983TZ-140 42×1252×53（H）㎜
EA983TZ-200 42×1852×53（H）㎜

●軽量手動シャッター用
●材質…
本体：アルミ合金押出型材
アンカー部：ABS樹脂

●台風や竜巻などの突風による
シャッターの破損を防ぎます。
（風速45m/s相当に耐える強度）

●倉庫・車庫などの防犯対策に。 ●工具不要の簡単設置、シャッター側にも加工する必要はありません。
●電動シャッター・窓用シャッターにはご使用頂けません。

ガラス飛散防止シート

品番 サイズ（㎜） 厚さ（㎜） 税抜価格
EA944D-26 900×1800 0.25 3,800円

●材質…ポリエステル
フィルム

●視線を遮りにく
い透明タイプ

●窓のサイズに合
わせてカットし
て使用できます

差し込みマット（家具ゆれ防止）

品番 サイズ
（㎜）

厚み
（㎜）カラー 税抜価格

EA979AC-1 60×450 10 ブラウン 1,120円
EA979AC-2 60×450 10 クリア 1,120円
EA979AC-11 60×900 10 ブラウン 2,140円
EA979AC-12 60×900 10 クリア 2,140円
●材質…非移行性特殊合成樹脂
●地震などのゆれに強いクサビ
型

●取り付け簡単、ねじ、釘不要
●前面カバーによりインテリア
にも抜群

●地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。
●非移行性の樹脂で家具や床などに色移りしにくいです。

クリア

ブラウン

（2本価格）

家具転倒防止パッド

品番 サイズ（㎜） 入数 税抜価格
EA979DJ-2 50×60×14 2個 195円

●材質…非移行性
オレフィン系
エラストマー

●敷くだけで取付簡単、手軽にできる地震対策

連結粘着シート（ロッカー・キャビネット用）

品番 サイズ（㎜） カラー 税抜価格
EA979D-131 100×110

×0.2
半透明 1,080円

EA979D-132 シルバーコート 1,480円

●材質…ポリエステル

●上下に分かれた家具・ロッ
カー・キャビネット等の連結に
使用します。

● 1枚ごとにカットされたシート
で、粘り強いゴム系粘着剤を採
用しており、ねじ釘を使わず貼
るだけで対象物の連結ができます。

132131 （4枚価格）

連結粘着シート（ロッカー・キャビネット用）

品番 サイズ（㎜） カラー 税抜価格
EA979D-161 38×100×0.5 シルバー 980円
EA979D-162 70×140×0.5 シルバー 1,480円
EA979D-163 118×118×0.5 シルバー 1,980円

（4枚価格）

●上下・左右のロッカー・キャビネットなどの連結に。
●地震による転倒を防止に。
●震度6強に耐えることができます。

●材質…PET

防災頭巾
●サイズ…

280（W）×420（D）×30（H）㎜
●重量…160g
●材質…
ナイロン420D（難燃剤
入りコーティング）・
不織布裏地

●落下物から頭を守ります。

品番 EA998DA-1 税抜価格 2,090円

［投てき式］簡易消火器（A火災用）

品番 薬剤量 サイズ
（㎜） 税抜価格

EA999MT-6A 800㎖ 83×202（H） 6,000円

●一般火災用（A火災）
●東京消防庁認定
●投てきタイプなので誰でも容易に
使用できます。

●消化液成分は
食品添加物で人体に
無害です。

●保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。

発泡ポリエチレン当て板

（1枚価格）

品番 サイズ 税抜価格
EA911BT-1 1200×900×40（t）㎜ 5,800円
EA911BT-2 1400×900×40（t）㎜ 6,350円
EA911BT-3 1200×1000×50（t）㎜ 7,500円
●材質…発泡ポリエチレン（帯電防止）
●軽量で耐久性に優れています。
●静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
●衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩
衝材です。

［伸縮式］ブレーキ付アルミカート

品番 積載均等
耐荷重 荷台幅 荷台長 税抜価格

EA520DB-2 100㎏ 410～
610㎜

690～
890㎜ 23,100円

●お客様組
立品

●全高…
930㎜

●タイヤ…
∅218㎜

●ノーパンク
タイヤ

●重量…12㎏
●材質…
アルミ合金

●荷台サイズを
調整できる便利
な伸縮タイプ
★便利な簡易
ブレーキ付。
S字フックで
固定すると
傾斜地でも一
時停止が可能

●狭い場所に対応
できるタイヤ間
幅調整機能（タイヤ中心幅間：228、274、320㎜）

★

キャリーカート（折り畳み式）

キャビネット用耐震ベルト

粘着・ビス止
品番 取付 対応サイズ 税抜価格

EA979CF-9 内付 内寸～900㎜ 2,980円
EA979CF-12 内付 内寸～1200㎜ 3,080円
EA979CF-15 内付 内寸～1500㎜ 3,180円
EA979CF-18 内付 内寸～1800㎜ 3,280円

EA979CF-109 外付 内寸～900㎜ 2,480円
EA979CF-112 外付 内寸～1200㎜ 2,580円
EA979CF-115 外付 内寸～1500㎜ 2,680円
EA979CF-118 外付 内寸～1800㎜ 2,780円

ビス止

●ベルトをさっと気軽
に装着しやすい。

●ベルト幅…25㎜
●耐荷重…100㎏/1本
●材質…金具：スチール

ベルト：ポリプロピレン
粘着剤：アクリル系

外寸取付例

内寸取付例

円177,000価格 （税抜）

円208,000価格 （税抜）

（税抜）

【A】

【B】【B】
ハンドルはバネ内蔵で手を放しても自立します。
【A】前輪ストッパー付
【B】ネット等を取り付けるためのハトメ付
　　　　　　　　　　　　　（左右合計 4ヶ所）
● サイズ･･･980(W)×450(D)×1070(H)mm
● 収納サイズ･･･
　590(W)×180(D)×780(H)mm( 自立可 )
●  荷台サイズ･･･800(W)×450(D)×270(H)mm
● タイヤ･･･φ177×100mm
● 重量･･･10.5kg　
● 材質･･･フレーム：スチール、
　          生地：600デニールポリエステル
● 積載均等耐荷重･･･60kg

リフター

税抜価格 1,730円品番 EA986DP-11A

●サイズ…
67（W）×44（D）×320（H）㎜

●材質…スチール・
ABS・PVC

● 100㎏の重量物でもわずか19㎏の力で持ち上げが
できます。

●家具の下に挿入する際にフォークの先が見える
ので、操作が簡単にできます。

フォークの先が
見える！

●飛来・落下物、墜落時保護用
●材質…ABS樹脂
●スチロールライナー付
●あごひも付
●収納袋付
★A4サイズのパッケージ付で、本棚にぴったり
収納できます。

80㎜
140㎜★

防災用ヘルメット（折りたたみ式）

EA998BR-13 替内装＋あごひも 2,120円

品番 頭サイズ 重量 カラー 税抜価格
EA998BA-1 47～62

㎝ 420g
オレンジ 6,110円

EA998BA-2 ブルー 6,110円

●厚生労働省保護帽検定合格品

1 2

※蛍光灯は別売です。

品番 仕様 サイズ（㎜） 税抜価格
EA944D-101 透明PET、アルミ蒸着PET 78×1190（40W用） 9,360円
EA944D-102 透明PET、白PET 78×1190（40W用） 9,950円
EA944D-103 透明拡散PET、白PET 78×1190（40W用） 12,600円

●蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。
●蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。 ●表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。
●取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。

（10枚価格）
［蛍光灯用］飛散防止カバー

103

102
101



防災・災害対策用品特集

P.05 P.06

初動と避難 … 組立式ベッド、マット、非常用ブランケット初動と避難 … テント

[OD色] 四脚テントシリーズ

● サイズ…使用時：2000（W）×2000(D)×3000（H）mm
             収納時：280（W）×280（D）×1500（H）mm
● 重量…15.8kg　
● 材質…フレーム：スチール、
　　　 テント：ポリエステル(420デニール)+裏面 PVC加工
● 支柱幅…30×30mm
● 収納バッグ付
★ サイドシート (別売 ) は正面に入口ファスナー付です。 

[OD色]2.0×2.0m 四脚テント

（税抜）円

サイドシート使用時 サイドシート使用時

17,900
EA915-17A品番

価格

天幕脚（1本）

（税抜）円2,730
EA915-14品番

価格

● サイズ…2×2m

[EA915-17A用] 天幕

円10,500
EA915-15品番

価格

● サイズ…使用時：3000（W）×3000（D）×3000（H）mm
             収納時：320（W）×320（D）×1500（H）mm
● 重量…約 18kg
● 材質…フレーム：スチール、
　　　 テント：ポリエステル(420デニール)+裏面 PVC加工
● 支柱幅…30×30mm　
● 丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています。
● 収納バッグ付
★ サイドシート (別売 ) は正面に入口ファスナー付です。 

[OD色]3.0×3.0m 四脚テント

（税抜）円19,800
EA915-18A品番

価格

天幕脚（1本）

（税抜）円2,730
EA915-14品番

価格

● 1 面サイズ…2030×2200mm　
● 入口ファスナー付

[EA915-17A用] 
[OD色] サイドシート

（税抜）円15,600
EA915-16品番

価格
● 1 面サイズ：3030×2200mm　
● 入口ファスナー付

[EA915-18A用]
[OD色] サイドシート

（税抜）円18,300
EA915-19品番

価格

● サイズ…3×3m

[EA915-18A用] 天幕

（税抜）円11,200
EA915-36品番

価格

● サイズ…使用時：4500（W）×3000（D）×3400（H）mm
             収納時：340（W）×260（D）×1630（H）mm
● 重量…約 23kg
● 材質…フレーム：スチール、テント：ポリエステル(420デニール)+裏面 PVC加工
● 支柱幅…30×30mm　
● 収納バッグ付

[OD色]3.0×4.5m 四脚テント

（税抜）円35,700
EA915-61品番

価格

2m×2ｍ 3m×3ｍ 3m×4.5ｍ

別売アクセサリー

全サイズ
収納バッグ付

別売アクセサリー
組立式二段ベッド

● サイズ…825（W）×2080（L）×925（H）ｍｍ　
● シートサイズ…705×2010ｍｍ
● 収納サイズ…400×800×120ｍｍ（2袋）　
● 下段ベッド高さ…285ｍｍ　● ベッド間の空間…530ｍｍ　
● 許容荷重（1ベッド）…226kg　● 重量…29kg（2台）　
● 材質…フレーム：スチール
　　　　シート：ポリエステル（600デニール）

● 中央部の支柱がなく、体の沈み込みを軽減してくれる張りのあるシートです。
● ベッドと地面の間のスペースを荷物の保管場所として使用できます。
● 工具なしで組立・分解が簡単にでき、使用しないときは専用収納ケースに入れて
 コンパクトに保管できます。
● シート部分は取り外して洗濯可能なので清潔にお使いいただけます。

組立式二段ベッド

（税抜）円53,000
EA913YG-25品番

価格

コンパクト収納

工具不要カンタン組立

世界中の災害現場の救護施設や難民の避難所等で使われています

テント用ウェイト
（2個）

（税抜）11,500
● サイズ…250×250×40（H）ｍｍ
● 重量･･･5kg（1個）

円
EA915-131品番

価格

毛布

品番 EA915DB-31 税抜価格 3,090円
●サイズ…1400×1900㎜
●材質…ポリエステル100%
● 1枚3役「寝袋・羽織る・毛布」で使用できる毛布です。
●災害時の寒さ対策やレジャー・アウトドアに便利です。
● 2種のボタン（スナップボタン・ループボタン）で
外れにくい仕様になっています。

折りたたみ式担架（OD色）

品番 使用時サイズ（㎜）
（収納時サイズ）

重量
（㎏）

耐荷重
（㎏） 税抜価格

EA999ZT 700×1950（360×250×70） 1.64 150 6,490円

●軽くてコンパクトに収納できます
●材質…ポリエステル600D（PVC加工）
●足袋、胸腰2ヶ所固定ベルト付

非常用ブランケット

税抜価格 955円品番 EA915BD-45
●コンパクトに折りたたむことができるので、
携帯に便利です

●サイズ…2134×1321㎜
●材質…ポリエステル（アルミニウムコーティング）
●非常時に役立つ軽量な保温アルミシートです。

（アメリカ）

エアーベッド（まくら付）

●材質…ベッド・枕：ポリ塩化ビニル（上面のみフロッキー加工）
ポンプ：ポリプロピレン、ポリエチレン

●軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に
膨らみます。

●まくらと専用ポンプ付

品番 使用時サイズ
W×L×T（㎜）

重量
（㎏）

耐荷重
（㎏）税抜価格

EA915DB-126 720×1930×130 1.46 90 4,800円

［OD色］ポータブルベッド

品番
使用時サイズ
（収納時サイズ）
W×D×H（㎜）

重量
（㎏）

耐荷重
（㎏）税抜価格

EA913YG-10 2020×760×490
（1020×200×100） 6.2 約100 16,600円

●材質…
600Dポリエステル
脚部：アルミ

収納袋付

インフレートマット

品番
使用時サイズ
（収納時サイズ）

W×L×T（㎜）
重量
（㎏）税抜価格

EA915DB-101 580×1880×25
（∅120×590） 0.9 4,770円

●材質…
表地：ポリエステル
内材：ポリウレタンフォーム

収納袋付

［OD色］シュラフ（3シーズン）

品番
使用時サイズ
（収納時サイズ）

W×L（㎜）
重量
（㎏） 税抜価格

EA915DB-8 900×2100
（∅300×510） 約2.7 6,000円

●材質…表：ポリエステル
裏：ポリエステル
中綿：ダイナチューブファイバー

● 3シーズン対応（春・夏・秋）
●適正温度…2℃まで
●お手入れ簡単、洗濯機で丸洗いOK

収納袋付

●シングルサイズ
●材質…発泡ポリエチレン

EVA樹脂

EVAマット

品番
使用時サイズ

（収納時サイズ）
W×L×T（㎜）

重量
（㎏）税抜価格

EA915DB-102 560×1820×20
（130×560×125） 0.27 4,040円

ベンチ［担架兼用］

品番 使用時サイズ（担架時サイズ）
W×D×H（㎜）

重量
（㎏） 税抜価格

EA956XE-60 1780×460×380（1780×430×81） 22.5 44,700円

●お客様組立品
●材質…座面：ポリエチレン
　　　脚：スチール

（粉体塗装）
　　　ベルト：ナイロン

バックル：POM樹脂

緊急時に担架に早変わり!

● 約：量重時架担（。すまきで用使てしと架担、てし外取を脚はに態事急緊、てしとチンベは段普 7.5㎏）
●持ち手部分が地面に干渉せず、持ち上げ易い構造です。
●要救助者を固定するベルト付

［EA913YG-25用］脚パッド

税抜価格 4,880円品番 EA913YG-28
● EA913YG-25（二段ベッド）に取り付け、
安定させる樹脂パッドです

（4個価格）

［EA913YG-25用］キャビネット

品番 使用時サイズ
W×D×H（㎜） 税抜価格

EA913YG-29 605×345×770 13,000円
● EA913YG-25（二段ベッド）の
サイドフレームに取り付け
る、折りたたみ式の収納
キャビネットです

●材質…ポリエステル

（税抜）

［EA913YG-25用］延長バー

税抜価格 4,880円品番 EA913YG-27
●二段ベッド高さを185㎜延長することができます
●材質…スチール（防錆パウダーコーティング）
●サイズ…約50（W）×25（D）×225（L）㎜
●重量…約360g（1本）、約1.42㎏（4本）

（4本価格）

185mm

●材質…
フレーム：アルミニウム、
シート：ポリエステル

ポータブルベッド

品番
使用時サイズ
（収納時サイズ）

W×D×H（㎜）
重量
（㎏）

耐荷重
（㎏）税抜価格

EA913YG-16A 1920×720×420
（180×120×980） 5.0 80 15,000円

収納袋付

●「カンタン設営30秒」
ポンっと広がるポップ
アップ式ワークテント！
360°反射線入りでぐるっと安全！
暑い日寒い日はもちろん、夜間や
悪天候時にも最適です

● 材質…
テント：ポリエステル（撥水加工）
ワイヤー：スチール＋PVC

●ダクト穴径…∅280㎜
●窓3個付 ●オープン底
●安全のため、360°反射
線入りです。

ワークテント

品番
使用時サイズ
（収納時サイズ）

W×D×H（㎜）
重量
（㎏）税抜価格

EA915DC-52 1830×1830×2130
（∅1000×100） 6.7 20,400円

収納袋付

［カモフラージュ］更衣テント

品番
使用時サイズ

（収納時サイズ）
W×D×H（㎜）

重量
（㎏） 税抜価格

EA915DC-22 1100×1100×1900
（∅590×45） 2.26 11,000円

★天井付、サイドに通気
窓あり（カーテン付）

収納バッグ付

★

テント用ウェイトスチール

品番 重量 税抜価格
EA915-127 10㎏ 9,780円
●幅45㎜のスリット入りでテントフレームの
ステップごと固定できます

●材質…鉄（焼付塗装）
●サイズ…∅230×55（H）㎜
●開口寸法…45（W）×132（D）㎜
●積み重ね可能

ロープ止め金具（丸型）

品番 EA628ZE-100 税抜価格 1,360円

サイズ（㎜）
全長 最大口幅 線径
330 20 ∅9

●材質…鉄（艶消し黒亜鉛メッキ）

（4本価格）

囲みテント
★ワンタッチで組立ができる天井無しの囲いテント

品番 使用時サイズ（収納時サイズ）W×D×H（㎜） 重量（㎏） 税抜価格
EA915-152 2000×2000×1800（800×800×100） 5.0 14,700 円

★

● 材質･･･本体生地：210Tポリエステル
　    　　フレーム：PVCパイプ付きスチール
● 支柱幅･･･約 20㎜
● カラー･･･うぐいす色
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P.05 P.06

初動と避難 … 組立式ベッド、マット、非常用ブランケット初動と避難 … テント

[OD色] 四脚テントシリーズ

● サイズ…使用時：2000（W）×2000(D)×3000（H）mm
             収納時：280（W）×280（D）×1500（H）mm
● 重量…15.8kg　
● 材質…フレーム：スチール、
　　　 テント：ポリエステル(420デニール)+裏面 PVC加工
● 支柱幅…30×30mm
● 収納バッグ付
★ サイドシート (別売 ) は正面に入口ファスナー付です。 

[OD色]2.0×2.0m 四脚テント

（税抜）円

サイドシート使用時 サイドシート使用時

17,900
EA915-17A品番

価格

天幕脚（1本）

（税抜）円2,730
EA915-14品番

価格

● サイズ…2×2m

[EA915-17A用] 天幕

円10,500
EA915-15品番

価格

● サイズ…使用時：3000（W）×3000（D）×3000（H）mm
             収納時：320（W）×320（D）×1500（H）mm
● 重量…約 18kg
● 材質…フレーム：スチール、
　　　 テント：ポリエステル(420デニール)+裏面 PVC加工
● 支柱幅…30×30mm　
● 丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています。
● 収納バッグ付
★ サイドシート (別売 ) は正面に入口ファスナー付です。 

[OD色]3.0×3.0m 四脚テント

（税抜）円19,800
EA915-18A品番

価格

天幕脚（1本）

（税抜）円2,730
EA915-14品番

価格

● 1 面サイズ…2030×2200mm　
● 入口ファスナー付

[EA915-17A用] 
[OD色] サイドシート

（税抜）円15,600
EA915-16品番

価格
● 1 面サイズ：3030×2200mm　
● 入口ファスナー付

[EA915-18A用]
[OD色] サイドシート

（税抜）円18,300
EA915-19品番

価格

● サイズ…3×3m

[EA915-18A用] 天幕

（税抜）円11,200
EA915-36品番

価格

● サイズ…使用時：4500（W）×3000（D）×3400（H）mm
             収納時：340（W）×260（D）×1630（H）mm
● 重量…約 23kg
● 材質…フレーム：スチール、テント：ポリエステル(420デニール)+裏面 PVC加工
● 支柱幅…30×30mm　
● 収納バッグ付

[OD色]3.0×4.5m 四脚テント

（税抜）円35,700
EA915-61品番

価格

2m×2ｍ 3m×3ｍ 3m×4.5ｍ

別売アクセサリー

全サイズ
収納バッグ付

別売アクセサリー
組立式二段ベッド

● サイズ…825（W）×2080（L）×925（H）ｍｍ　
● シートサイズ…705×2010ｍｍ
● 収納サイズ…400×800×120ｍｍ（2袋）　
● 下段ベッド高さ…285ｍｍ　● ベッド間の空間…530ｍｍ　
● 許容荷重（1ベッド）…226kg　● 重量…29kg（2台）　
● 材質…フレーム：スチール
　　　　シート：ポリエステル（600デニール）

● 中央部の支柱がなく、体の沈み込みを軽減してくれる張りのあるシートです。
● ベッドと地面の間のスペースを荷物の保管場所として使用できます。
● 工具なしで組立・分解が簡単にでき、使用しないときは専用収納ケースに入れて
 コンパクトに保管できます。
● シート部分は取り外して洗濯可能なので清潔にお使いいただけます。

組立式二段ベッド

（税抜）円53,000
EA913YG-25品番

価格

コンパクト収納

工具不要カンタン組立

世界中の災害現場の救護施設や難民の避難所等で使われています

テント用ウェイト
（2個）

（税抜）11,500
● サイズ…250×250×40（H）ｍｍ
● 重量･･･5kg（1個）

円
EA915-131品番

価格

毛布

品番 EA915DB-31 税抜価格 3,090円
●サイズ…1400×1900㎜
●材質…ポリエステル100%
● 1枚3役「寝袋・羽織る・毛布」で使用できる毛布です。
●災害時の寒さ対策やレジャー・アウトドアに便利です。
● 2種のボタン（スナップボタン・ループボタン）で
外れにくい仕様になっています。

折りたたみ式担架（OD色）

品番 使用時サイズ（㎜）
（収納時サイズ）

重量
（㎏）

耐荷重
（㎏） 税抜価格

EA999ZT 700×1950（360×250×70） 1.64 150 6,490円

●軽くてコンパクトに収納できます
●材質…ポリエステル600D（PVC加工）
●足袋、胸腰2ヶ所固定ベルト付

非常用ブランケット

税抜価格 955円品番 EA915BD-45
●コンパクトに折りたたむことができるので、
携帯に便利です

●サイズ…2134×1321㎜
●材質…ポリエステル（アルミニウムコーティング）
●非常時に役立つ軽量な保温アルミシートです。

（アメリカ）

エアーベッド（まくら付）

●材質…ベッド・枕：ポリ塩化ビニル（上面のみフロッキー加工）
ポンプ：ポリプロピレン、ポリエチレン

●軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に
膨らみます。

●まくらと専用ポンプ付

品番 使用時サイズ
W×L×T（㎜）

重量
（㎏）

耐荷重
（㎏）税抜価格

EA915DB-126 720×1930×130 1.46 90 4,800円

［OD色］ポータブルベッド

品番
使用時サイズ
（収納時サイズ）
W×D×H（㎜）

重量
（㎏）

耐荷重
（㎏）税抜価格

EA913YG-10 2020×760×490
（1020×200×100） 6.2 約100 16,600円

●材質…
600Dポリエステル
脚部：アルミ

収納袋付

インフレートマット

品番
使用時サイズ
（収納時サイズ）

W×L×T（㎜）
重量
（㎏）税抜価格

EA915DB-101 580×1880×25
（∅120×590） 0.9 4,770円

●材質…
表地：ポリエステル
内材：ポリウレタンフォーム

収納袋付

［OD色］シュラフ（3シーズン）

品番
使用時サイズ
（収納時サイズ）

W×L（㎜）
重量
（㎏） 税抜価格

EA915DB-8 900×2100
（∅300×510） 約2.7 6,000円

●材質…表：ポリエステル
裏：ポリエステル
中綿：ダイナチューブファイバー

● 3シーズン対応（春・夏・秋）
●適正温度…2℃まで
●お手入れ簡単、洗濯機で丸洗いOK

収納袋付

●シングルサイズ
●材質…発泡ポリエチレン

EVA樹脂

EVAマット

品番
使用時サイズ

（収納時サイズ）
W×L×T（㎜）

重量
（㎏）税抜価格

EA915DB-102 560×1820×20
（130×560×125） 0.27 4,040円

ベンチ［担架兼用］

品番 使用時サイズ（担架時サイズ）
W×D×H（㎜）

重量
（㎏） 税抜価格

EA956XE-60 1780×460×380（1780×430×81） 22.5 44,700円

●お客様組立品
●材質…座面：ポリエチレン
　　　脚：スチール

（粉体塗装）
　　　ベルト：ナイロン

バックル：POM樹脂

緊急時に担架に早変わり!

● 約：量重時架担（。すまきで用使てしと架担、てし外取を脚はに態事急緊、てしとチンベは段普 7.5㎏）
●持ち手部分が地面に干渉せず、持ち上げ易い構造です。
●要救助者を固定するベルト付

［EA913YG-25用］脚パッド

税抜価格 4,880円品番 EA913YG-28
● EA913YG-25（二段ベッド）に取り付け、
安定させる樹脂パッドです

（4個価格）

［EA913YG-25用］キャビネット

品番 使用時サイズ
W×D×H（㎜） 税抜価格

EA913YG-29 605×345×770 13,000円
● EA913YG-25（二段ベッド）の
サイドフレームに取り付け
る、折りたたみ式の収納
キャビネットです

●材質…ポリエステル

（税抜）

［EA913YG-25用］延長バー

税抜価格 4,880円品番 EA913YG-27
●二段ベッド高さを185㎜延長することができます
●材質…スチール（防錆パウダーコーティング）
●サイズ…約50（W）×25（D）×225（L）㎜
●重量…約360g（1本）、約1.42㎏（4本）

（4本価格）

185mm

●材質…
フレーム：アルミニウム、
シート：ポリエステル

ポータブルベッド

品番
使用時サイズ
（収納時サイズ）

W×D×H（㎜）
重量
（㎏）

耐荷重
（㎏）税抜価格

EA913YG-16A 1920×720×420
（180×120×980） 5.0 80 15,000円

収納袋付

●「カンタン設営30秒」
ポンっと広がるポップ
アップ式ワークテント！
360°反射線入りでぐるっと安全！
暑い日寒い日はもちろん、夜間や
悪天候時にも最適です

● 材質…
テント：ポリエステル（撥水加工）
ワイヤー：スチール＋PVC

●ダクト穴径…∅280㎜
●窓3個付 ●オープン底
●安全のため、360°反射
線入りです。

ワークテント

品番
使用時サイズ

（収納時サイズ）
W×D×H（㎜）

重量
（㎏）税抜価格

EA915DC-52 1830×1830×2130
（∅1000×100） 6.7 20,400円

収納袋付

［カモフラージュ］更衣テント

品番
使用時サイズ

（収納時サイズ）
W×D×H（㎜）

重量
（㎏） 税抜価格

EA915DC-22 1100×1100×1900
（∅590×45） 2.26 11,000円

★天井付、サイドに通気
窓あり（カーテン付）

収納バッグ付

★

テント用ウェイトスチール

品番 重量 税抜価格
EA915-127 10㎏ 9,780円
●幅45㎜のスリット入りでテントフレームの
ステップごと固定できます

●材質…鉄（焼付塗装）
●サイズ…∅230×55（H）㎜
●開口寸法…45（W）×132（D）㎜
●積み重ね可能

ロープ止め金具（丸型）

品番 EA628ZE-100 税抜価格 1,360円

サイズ（㎜）
全長 最大口幅 線径
330 20 ∅9

●材質…鉄（艶消し黒亜鉛メッキ）

（4本価格）

囲みテント
★ワンタッチで組立ができる天井無しの囲いテント

品番 使用時サイズ（収納時サイズ）W×D×H（㎜） 重量（㎏） 税抜価格
EA915-152 2000×2000×1800（800×800×100） 5.0 14,700 円

★

● 材質･･･本体生地：210Tポリエステル
　    　　フレーム：PVCパイプ付きスチール
● 支柱幅･･･約 20㎜
● カラー･･･うぐいす色
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初動と避難 … モバイルバッテリー、ケーブル、ラジオ、燃料、ウォータータンク、簡易トイレ初動と避難 … 発電機、メガホン、トランシーバー、電池、ホイッスル、非常信号灯

ソーラー式バッテリーチャージャー
本体本体

接続コードを
溝にはめ込みます
接続コードを

溝にはめ込みます

接続コード接続コード

取り付けイメージ取り付けイメージ

バッテリーへバッテリーへ

品番 充電
電流

サイズ
（W×D×H）㎜ 税抜価格

EA815YS-23 72mA 244×98×11 9,700円
品番 重量 仕様

EA815YS-23 164g バッテリーチェッカー付
● 12V車専用
●長期間運転しない時、使用頻度が
少ない時のバッテリー上がり防止に

●付属品…バッテリーコード、結束バンド

DC-AC正弦波インバーター（3WAY）

USB

×2口

DC12Vシガー

×1口

AC100V

×2口

品番 出力 入力
方式 税抜価格定格 最大

EA812JC-12 200W 250W バッテリー接続
（ワニ口） 12,600円

EA812JC-13 400W 450W バッテリー接続
（ワニ口） 18,000円

品番 サイズ
（W×D×H）㎜

コード長
（m）

重量
（g）

EA812JC-12 142×180×50 1.5 710
EA812JC-13 142×180×50 1.5 725
●入力電源…DC12V
●出力電源…AC100V

DC12V
DC5V

●正弦波
●低電圧入力・高電圧入力・出力
過負荷・出力短絡・高温・逆接続
の6種類の安全保護回路付

●車内で3種類の電源を使うことができます。

1312

●周波数…50/60Hz
●燃料…
ブタン（カセットボンベ）

●サイズ…400（W）×330（D）
×390（H）㎜

●重量…22㎏
●温度の異常を感知した際の自動停止
機能付

●インバータ式…PC、TV、冷蔵庫にも使用可能
●ガス式なので災害時にもすぐにエンジンが
かかります。

発電機［インバータ式・ポータブルガス式］

EA913BC-210 ボンベ（3本入） 760円

品番 名称 税抜価格
EA860MA-12A 本体＋ボンベ（6本） 132,000円
EA860MA-2A 本体のみ 131,000円

出力 使用時間
（最大負荷時）AC DC

0.9kVA
（100V・9.0A）

100W
（12V・8.3A）

連続約1時間
（ボンベ2本使用時）

交直
両用

災害対策推奨品

トランシーバー［同時通話対応/防水型］

品番 送信出力 税抜価格
EA790AK-12A 10mW/1mW 35,500円

●免許・資格不要
●交互通話20ch＋同時通話27ch
●連続使用可能時間…

交互通話：約40時間、
同時通話：約6時間

●電源…単3アルカリ電池×2本（別売）
またはリチウムイオンバッテリー（別売）（EA790AX-11）

●サイズ…55.0（W）×29.3（D）×98.8（H）㎜
●重量…122g ● IP67
●付属品…ベルトクリップ、ストラップ

品番 品名 税抜価格
EA790AX-11 リチウムイオンバッテリー 5,800円
EA790AY-13 ツイン急速充電器セット 9,000円

オプション

メガホン［防滴型］

品番 通達距離 音 税抜価格
EA916X-6 音声：約250m 無し 14,100円
EA916X-7 音声：約250m、

ホイッスル：約315m ホイッスル 16,300円
EA916X-8 音声：約250m、

サイレン：約315m サイレン 16,300円

●電源…
単3電池6本または
4本（別売）

● IPX5

●サイズ…∅154×250㎜ ●抗菌仕様
●重量…-6：約660g、-7・-8：約680g

8766W6W

［ハンズフリー］メガホン

品番 通達距離 音 税抜価格
EA916X-64 音声：約70～100m 無し 6,950円
●電源…単3電池×6本（別売）
●サイズ…159×45×83㎜
●重量…210g ●材質…ABS樹脂
●スピーカー部とマイクをケーブルで接続して
使用するメガホンです。

●マイクは、頭に付けるヘッドホンタイプと耳かけ
タイプの2種類付属。

●マイクコード長…1.2m

7W7W

トッセ器電充速急］ロププールネエ式電充［］4単・3単［

パナソニック

品番 仕様 税抜価格

EA758YS-130B 充電器＋
ハイエンドモデル単3（4本）6,180円

充電可能本数…
単3形1～4本、単4形1～
4本、合わせて4本まで
（付属充電器は、単3形

  単4形兼用充電器で
  す。単3形、単4形を
  混ぜて充電可能で
  す。）

●残量チェック機能や充電池の買い替え時期が
わかる「買い替え目安診断機能」搭載

●電池の電圧、温度を自動診断し、充電しすぎの
ムダを省く「スマートチャージ機能」搭載

●海外電圧対応（AC100～240V）
●充電器サイズ…68×28×120（H）㎜
●重量…120g（充電器のみ）

ハイエンドモデル

エボルタ乾電池セット［単1・単2・単3・単4形］

税抜価格 14,800円品番 EA758YR-8
●常備用、防災用としての乾電池ボックスセットです。
〈セット内容〉
単1エボルタ乾電池×12本、単2エボルタ乾電池×12本、
単3エボルタ乾電池×40本、単4エボルタ乾電池×24本、
中皿付クリアケース

［単3型］水電池

● 1.5V
● -31は単2変換アダプター、単1変換アダプター付
● H2Oさえ含んでいれば、ジュース・コーヒー・唾液・
し尿などでも電力を生成できます。
※注水できない場合は使用できません。

品番 入数 税抜価格
EA758YM-30 3本 795円
EA758YM-31 100本 26,300円

30 31

非常信号灯（マグネット付）

品番 サイズ
（㎜）

重量
（g） 税抜価格

EA983FR-36A ∅32×153 100 1,120円
●国土交通省保安基準適合（車検対応品）
●電源…単4電池×2本（付属）
●光源…赤色LED9個（点滅）
●材質…レンズ：ポリカーボネート

本体：ABS樹脂、アダプター：アクリル
●発煙筒と同サイズで、雨天時も使用できます。
●煙がでないのでトンネル内でも使用可能
●本体径をアダプターで変更する（∅27㎜⇔∅32㎜）
ことでトラック、一般車を問わず取付けできます。

●底部マグネット付

品番 出力 連続
使用時間 税抜価格

AC DC

EA860H-1A 2.0kVA
（100V・20A）

12V
（12V・8A）

約9.5（1/4負荷）
～4（定格）時間 148,000円

●周波数…50/60Hz
●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
●オイルアラート・周波数切替・正弦波インバーター搭載
●インバータ式：TV、照明、冷蔵庫、にも使用可能

● 4サイクル
●燃料…
無鉛ガソリン
（タンク容量5.0ℓ）
●騒音レベル
…67～76㏈

●サイズ…512（W）×
315（D）×447（H）㎜

●重量…
19.8㎏

発電機［インバーター式］

交直
両用

カセットLPガス（イソブタン配合）

品番 EA913BC-220 税抜価格 950円

●内容量…250g
●使用ガス…

LPG（液化イソブタン・
ノルマルブタン配合）

（3本価格）

●火力が落ちず、ガスを使いきれます。
アウトドア等にも最適です。

USB巻取ケーブル（microUSB B/C/Lightning）

● 2つの変換アダプタ付きで、ライトニング
ケーブル、USB2.0 Type-Cケーブル、microUSBケーブ
ルとして使用できます。

●ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器
の充電、データ通信をする事ができます。

●長さ…0.8m（長さ4段階固定）
●コード巻き取り式

対応機種
マイクロBコネクタ、USB（C）のメスポート

を持つ各社タブレット、スマートフォン、周辺機器、
Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPod

品番 コネクター形状 長さ 税抜価格

EA764AJ-57

ケーブル：USB（A）オス
-microUSB（B）オス
アダプタ：ライトニングオス
　　　　-microUSB（B）メス、

Type-Cオス
　　　-microUSB（B）メス

0.8m
（4段
固定）

3,860円

USBケーブル（microUSB B/C/Lightning）

品番 コネクター形状 長さ 税抜価格

EA764AJ-56

ケーブル：USB（A）オス
-microUSB（B）オス
アダプタ：ライトニングコネクタオス
-microUSB（B）メス、

Type-Cオス
-microUSB（B）メス

1.0m 3,380円

対応機種
Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、マイクロUSB Bコネクタを
持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、USB Type-Cメスポート
を搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など

● 2つの変換アダプタ付き
で、ライトニングケーブ
ル・USB2.0 Type-Cケーブ
ル・microUSBケーブルと
して使用できるUSBケー
ブルです。

●ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器
の充電、データ通信をする事ができます。

保温・保冷庫

品番 型番 容量 税抜価格
EA763AP-124A HR-DB08GY 20ℓ 31,400円

●電源…
DC12Vまたは
AC100V

●電子冷却方式
●サイズ…約350（W）×400（D）×465（H）㎜
●重量…約8㎏
●ドア開閉…右開き
●消費電力…DC12V：55W、AC100V：65W
●設定温度…保冷：5～15℃、保温：55℃
●付属品…棚板、AC電源コード
● 350㎖缶26本まで収納可能
●気になる冷却ファンの音をおさえた静音設計。
●付属の棚板で取り付け高さを6段階で設定できます。
●普段はAC電源でお使い頂き、休日のレジャーで
は車載の冷温ボックスとしてDC電源で使用でき
ます。（DC電源コード別売）

カセットコンロ

品番 EA913CD-11B 税抜価格 3,700円

●火力…
3.3kW（2,800kcal）

●サイズ…
332（W）×275（D）
×100（H）㎜

●重量…1.4㎏
●安全装置…圧力感知安全装置離脱型
●丈夫で軽くサビにくいアルミ合金製汁受皿付
●ボンベの脱着が簡単マグネット式を採用
●カセットガスは別売です。

非常用浄水器（ポリタンク型）

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜） 税抜価格

EA913VL-100 18 220×330×500（H）29,800円
EA913VL-101 交換用フィルターセット 9,950円

EA913VL-102 シャワーノズル 3,980円
オプション

●手動加圧式
●材質…ポリエチレン
●浄水能力…
約300ℓ/時（0.05MPa加圧時）

●病原細菌やカビ、原生動物などで汚れた水を安心
して飲めるキレイな水に浄水できます。

●賞味期限切れペットボトル水や貯水槽の水など
を飲料水に変えます。

●非常時だけでなくレジャー用など多機能に使え
ます。

●安心のトリプルフィルター構造
● EA913VL-102（シャワーノズル）を使って傷口洗
浄、手洗い、食器洗い、レジャー等、さらに多機能
にご使用いただけます。

100 102

非常時用簡易トイレセット（100回分）

税抜価格 17,900円品番 EA929AD-300
〈セット内容〉
・簡易トイレ
・200m巻トイレットペーパー×4個
（真空パック1ロール×4個）
・凝固剤×100個　・汚物処理袋×100枚
・汚物保管袋×10枚　・結束バンド×10本
●外装サイズ…500×285×385㎜
●材質…再生紙、ポリエステル、ポリプロピレン、他
●災害時・非常時に素早く簡易トイレとして使用できる
よう、必要なものを1箱にすべて同梱しました。

●外箱段ボールは汚物入れに使用できます。
●工具不要で簡単に組み立てられます。

トイレ処理セット

●約30秒で汚物を素早く固めるので、匂わず衛生的です。
●使用後は可燃ゴミとして処分できます。

●汚物袋サイズ…650×500㎜
●材質…
吸水性ポリマー・消臭剤他

品番 セット内容 サイズ 税抜価格

EA929AD-212 凝固材50袋
汚物袋51枚

180×270
×55㎜ 5,830円

EA929AD-213 凝固材100袋
汚物袋102枚

180×270
×110㎜ 10,200円

212 213

手動洗濯機（手廻し回転式）

品番 容量 税抜価格
EA928AN-1 洗濯：2㎏  脱水：2㎏ 7,980円
●サイズ…∅340×343（H）㎜（最大値）
●重量…約2㎏
●材質…ABS・PP
●洗濯の目安…
靴下：3～4足（1分）、4～5足（1.5分）、5～6足（2分）
タオル：2～3枚（1分）、3～4枚（1.5分）、4～5枚（2分）
Tシャツ：1～2枚（1分）、2～3枚（1.5分）、3～4枚（2分）

●ハンドル一周で洗濯物が5回転
●避難時や停電時にも活躍！
●洗濯物の予洗い・別洗いに

燃料缶（固形燃料）

品番 燃焼時間 内容量 税抜価格
EA913CA-30 約6時間 240g 1,520円
●燃料成分…ジエチレングリコロール第4種第3石油類
●缶サイズ…∅90×65㎜
●貯蔵期間…約5年以上
●不揮発性燃料の為、長期保存に最適です。

●材質…ポリエチレン
●抗菌タイプ

ウォータータンク（コック付）

132

133

131

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（W×D×H）㎜ 税抜価格

EA913VL-131 5 240×130×260 1,650円
EA913VL-132 10 355×145×295 2,260円
EA913VL-133 20 395×190×360 2,790円

（1個価格）

保冷剤

品番 サイズ
（㎜）

重量
（g） 税抜価格

EA917H-0A 95×180×26（T） 350 215円
EA917H-2A 150×180×28（T） 500 280円
EA917H-3A 195×288×22（T） 800 500円

3A2A

●材質…水、吸水性樹脂、防腐剤
●冷凍庫で凍結させて繰り返し使用すること
ができます。
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モバイルバッテリー

品番 ポート数 バッテリー容量 税抜価格

EA758YK-601D USB-A出力×1
USB Type-C入力×1 10,000mAh 5,930円

●充電時間…約5時間
●出力電圧…DC5V ●出力電流…合計3A
●サイズ…70（W）×16（D）×143（H）㎜
●重量…231g
●付属品…USBケーブル

（USB Type-C（USB-C） to USB Type-A）

●対応機種…
iPhoneおよびUSB端
子で充電するスマー
トフォン、タブレッ
ト、他小型電子機器

スティックライト

品番 発光カラー 発光時間 サイズ（㎜）税抜価格
EA983RL-1 レッド 8時間 ∅18×150 780円
EA983RL-2 イエロー 8時間 ∅18×150 780円
EA983RL-3 ブルー 8時間 ∅18×150 780円
EA983RL-4 グリーン 8時間 ∅18×150 780円

●安全対策や緊急事態・
危険範囲の表示など
に最適

●紐通し穴の形状が異なる場合があります。

4321

（アメリカ）

（1本価格）

①スティックを軽く折り曲げてください。
   パキッと音がして光りはじめます。
②スティック全体が光るように軽く振って
　ください。
※発光時間は使用状況により異なります。

【使い方】

ウォータータンク

品番 容量
（ℓ）

使用時サイズ
（W×D×H）㎜ 税抜価格

EA913VL-210 10 225×225×270 820円
EA913VL-220 20 290×290×335 1,200円

●材質…ポリエチレン
ポリプロピレン

●収納サイズ…
-210：200×200×60（H）㎜
-220：260×240×70（H）㎜

●コック付

ポータブルトイレ

品番 EA763YB-125 税抜価格 7,600円
● サイズ…391(W)×461(D)×340(H) ㎜

● 重量…2.4kg
● 容量…4～5ℓ（満水時：11ℓ）
● 材質…PP

DC-ACインバーター

AC100V

×1口

USB

×2口

品番 定格
出力

最大
出力

入力
方式 税抜価格

EA812JA-34A 100W 120W シガープラグ 5,520円
品番 サイズ

（W×D×H）㎜
コード長
（㎜）

重量
（g）

EA812JA-34A 110×180×39 1,000 260

●入力電圧…DC12V
●出力電圧…AC100V
●調整短形波

● USB端子付…出力電圧：5V、
出力電流：3100mA（最大）

●低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・
高温の5種類の保護回路付

［2バンド］FM/AMラジオ

パナソニック

品番 型番 サイズ（W×D×H）㎜ 税抜価格
EA763BB-14B RF-P155-S 115×28×68 2,830円

● FM・AMラジオ
●電源…単3電池

×2本（付属）
●重量…113g

（電池含まず）

●イヤホン、ハンドストラップ付
●暗い場所でも便利な「蛍光色ポインター&光る
ダイヤルパネル」搭載

ポータブル電源

特大容量
EA812HG-13A 174000mAh/626Wh 86,400円

スタンダードボディ

品番 バッテリー容量 税抜価格
EA812HG-11A 104400mAh/375Wh 59,300円

EA812HG-14 278400mAh/1002Wh 171,000円

コンパクトボディ

品番 サイズ（㎜） 重量（㎏）
EA812HG-11A 231×134×168（H） 3.6
EA812HG-13A 300×193×192（H） 6.5
EA812HG-14 333×234×244（H） 10.9

●入力電圧…AC100V
●最大出力…400W
●定格出力…200W
●出力電圧×定格出力…シガーソケット時：DC12V×10A
●充電時間…-11A：約12.5時間、-13A：約8.5時間、

-14：約7.5時間
● AC数…-11A：1口、-13A：2口・-14：3口
●緊急用電源・非常用電源・防災用電源・作業用電源・
アウトドア用電源と様々な用途でご使用頂けます。

●ハンドルは折りたたみ式です
●残量表示は5段階/数値表示です
●付属品…ACアダプター、シガーアダプター、ポーチ

オプション
EA812HG-21 5m　延長ケーブル 3,810円

13A

電子ホイッスル

★

●電源…単4電池×2本（別売）
●サイズ…117×35×35㎜ ●重量…約70g
●材質…ABS樹脂
●ボタンを押すだけで鳴らすことができます。
●鳴りっぱなしにできるSOS音付
★ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付

品番 EA916XK-41 税抜価格 3,960円

★

●音量…120dB

●純正弦波インバーター出力…AC100V、60Hz
● USB出力…Type-A（3ポート）：DC5V/2.4A

Type-A（急速）：DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A
Type-C（2ポート）：PD100W、DC5V/3A、DC9V/3A、

DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A
●付属品…ACアダプター、ジャンプスターター

ケーブル、シガーソケットアダプター
●大容量440,000mAh（1,408Wh）ポータブル電源です。
● EA812HB-36B（別売）のソーラーパネルで太陽光
から充電可能です。

●通電前の現場での電動工具や照明の使用など、仕
事の幅を広げます。

●屋外イベントやアウトドアでの使用、災害時の非
常用電源としても活躍します。

●安全・長寿命なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
●合計16口の充実した出力ポートで幅広い電化製
品に対応。

品番 サイズ（㎜） 重量（㎏）
EA812HB-31A 360×270×280（H） 17.5
EA812HB-36B 1530×480 4

品番 仕様 税抜価格
EA812HB-36B ポータブルソーラーパネル 38,900円

オプション

品番 入力
電圧

出力電圧×定格出力
（シガーソケット時）税抜価格

EA812HB-31A DC12-30V
（最大200W） DC12V×10A 147,000円

ポータブル電源
●充電時間…

7～8時間
（ACアダプター時）
●最大出力…

AC：3000W（瞬間）

31A 36B

(展開時）

卓上カセットコンロ

品番 燃焼時間 火力 税抜価格
EA913LF-3B 約1.5時間 2000kcal 12,900円
●サイズ…398（W）×221（D）×130（H）㎜
●重量…約2.2㎏
●安全装置…圧力感知安全装置（ガス通路遮断型）
●網焼きでも串焼きでも使用できます。
●トレーや輻射板が取り外せるのでお手入れが簡
単です。

●ボンベの取り付け、取り外しが簡単なマグネット
着脱式

●カセットガスは別売です。

［3バンド］FM/AM短波ラジオ

品番 型番 サイズ（W×D×H）㎜ 税抜価格
EA763BB-77A TY-SHR4(KM) 214×60×130 8,420円

● FM・AM・
短波ラジオ

●電源…AC100V、
単1電池×3本

（別売）
●重量…約635g
(乾電池含まず)

●付属品…電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル

モバイルバッテリー（AC/USB出力対応）

品番 ポート数 バッテリー容量 税抜価格

EA758YK-53
AC出力×1
USB-A出力×1
DC入力×1

2,850mAh 25,300円

EA758YK-54
AC出力×1
USB-A出力×1
DC入力×1

5,000mAh 39,600円
●サイズ…-53：98（W）×148（D）×34（H）㎜

-54：98（W）×185（D）×38（H）㎜
●重量…-53：600g、-54：800g
●付属品…専用ACアダプタ
●電池残量がわかる4段階LED残量表示を搭載

●対応機種…
iPhone、タブレット、他

●充電時間…約3～4時間
●出力電圧…DC5V
●出力電流…2.4A
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初動と避難 … モバイルバッテリー、ケーブル、ラジオ、燃料、ウォータータンク、簡易トイレ初動と避難 … 発電機、メガホン、トランシーバー、電池、ホイッスル、非常信号灯

ソーラー式バッテリーチャージャー
本体本体

接続コードを
溝にはめ込みます
接続コードを

溝にはめ込みます

接続コード接続コード

取り付けイメージ取り付けイメージ

バッテリーへバッテリーへ

品番 充電
電流

サイズ
（W×D×H）㎜ 税抜価格

EA815YS-23 72mA 244×98×11 9,700円
品番 重量 仕様

EA815YS-23 164g バッテリーチェッカー付
● 12V車専用
●長期間運転しない時、使用頻度が
少ない時のバッテリー上がり防止に

●付属品…バッテリーコード、結束バンド

DC-AC正弦波インバーター（3WAY）

USB

×2口

DC12Vシガー

×1口

AC100V

×2口

品番 出力 入力
方式 税抜価格定格 最大

EA812JC-12 200W 250W バッテリー接続
（ワニ口） 12,600円

EA812JC-13 400W 450W バッテリー接続
（ワニ口） 18,000円

品番 サイズ
（W×D×H）㎜

コード長
（m）

重量
（g）

EA812JC-12 142×180×50 1.5 710
EA812JC-13 142×180×50 1.5 725
●入力電源…DC12V
●出力電源…AC100V

DC12V
DC5V

●正弦波
●低電圧入力・高電圧入力・出力
過負荷・出力短絡・高温・逆接続
の6種類の安全保護回路付

●車内で3種類の電源を使うことができます。

1312

●周波数…50/60Hz
●燃料…
ブタン（カセットボンベ）

●サイズ…400（W）×330（D）
×390（H）㎜

●重量…22㎏
●温度の異常を感知した際の自動停止
機能付

●インバータ式…PC、TV、冷蔵庫にも使用可能
●ガス式なので災害時にもすぐにエンジンが
かかります。

発電機［インバータ式・ポータブルガス式］

EA913BC-210 ボンベ（3本入） 760円

品番 名称 税抜価格
EA860MA-12A 本体＋ボンベ（6本） 132,000円
EA860MA-2A 本体のみ 131,000円

出力 使用時間
（最大負荷時）AC DC

0.9kVA
（100V・9.0A）

100W
（12V・8.3A）

連続約1時間
（ボンベ2本使用時）

交直
両用

災害対策推奨品

トランシーバー［同時通話対応/防水型］

品番 送信出力 税抜価格
EA790AK-12A 10mW/1mW 35,500円

●免許・資格不要
●交互通話20ch＋同時通話27ch
●連続使用可能時間…

交互通話：約40時間、
同時通話：約6時間

●電源…単3アルカリ電池×2本（別売）
またはリチウムイオンバッテリー（別売）（EA790AX-11）

●サイズ…55.0（W）×29.3（D）×98.8（H）㎜
●重量…122g ● IP67
●付属品…ベルトクリップ、ストラップ

品番 品名 税抜価格
EA790AX-11 リチウムイオンバッテリー 5,800円
EA790AY-13 ツイン急速充電器セット 9,000円

オプション

メガホン［防滴型］

品番 通達距離 音 税抜価格
EA916X-6 音声：約250m 無し 14,100円
EA916X-7 音声：約250m、

ホイッスル：約315m ホイッスル 16,300円
EA916X-8 音声：約250m、

サイレン：約315m サイレン 16,300円

●電源…
単3電池6本または
4本（別売）

● IPX5

●サイズ…∅154×250㎜ ●抗菌仕様
●重量…-6：約660g、-7・-8：約680g

8766W6W

［ハンズフリー］メガホン

品番 通達距離 音 税抜価格
EA916X-64 音声：約70～100m 無し 6,950円
●電源…単3電池×6本（別売）
●サイズ…159×45×83㎜
●重量…210g ●材質…ABS樹脂
●スピーカー部とマイクをケーブルで接続して
使用するメガホンです。

●マイクは、頭に付けるヘッドホンタイプと耳かけ
タイプの2種類付属。

●マイクコード長…1.2m

7W7W

トッセ器電充速急］ロププールネエ式電充［］4単・3単［

パナソニック

品番 仕様 税抜価格

EA758YS-130B 充電器＋
ハイエンドモデル単3（4本）6,180円

充電可能本数…
単3形1～4本、単4形1～
4本、合わせて4本まで
（付属充電器は、単3形

  単4形兼用充電器で
  す。単3形、単4形を
  混ぜて充電可能で
  す。）

●残量チェック機能や充電池の買い替え時期が
わかる「買い替え目安診断機能」搭載

●電池の電圧、温度を自動診断し、充電しすぎの
ムダを省く「スマートチャージ機能」搭載

●海外電圧対応（AC100～240V）
●充電器サイズ…68×28×120（H）㎜
●重量…120g（充電器のみ）

ハイエンドモデル

エボルタ乾電池セット［単1・単2・単3・単4形］

税抜価格 14,800円品番 EA758YR-8
●常備用、防災用としての乾電池ボックスセットです。
〈セット内容〉
単1エボルタ乾電池×12本、単2エボルタ乾電池×12本、
単3エボルタ乾電池×40本、単4エボルタ乾電池×24本、
中皿付クリアケース

［単3型］水電池

● 1.5V
● -31は単2変換アダプター、単1変換アダプター付
● H2Oさえ含んでいれば、ジュース・コーヒー・唾液・
し尿などでも電力を生成できます。
※注水できない場合は使用できません。

品番 入数 税抜価格
EA758YM-30 3本 795円
EA758YM-31 100本 26,300円

30 31

非常信号灯（マグネット付）

品番 サイズ
（㎜）

重量
（g） 税抜価格

EA983FR-36A ∅32×153 100 1,120円
●国土交通省保安基準適合（車検対応品）
●電源…単4電池×2本（付属）
●光源…赤色LED9個（点滅）
●材質…レンズ：ポリカーボネート

本体：ABS樹脂、アダプター：アクリル
●発煙筒と同サイズで、雨天時も使用できます。
●煙がでないのでトンネル内でも使用可能
●本体径をアダプターで変更する（∅27㎜⇔∅32㎜）
ことでトラック、一般車を問わず取付けできます。

●底部マグネット付

品番 出力 連続
使用時間 税抜価格

AC DC

EA860H-1A 2.0kVA
（100V・20A）

12V
（12V・8A）

約9.5（1/4負荷）
～4（定格）時間 148,000円

●周波数…50/60Hz
●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
●オイルアラート・周波数切替・正弦波インバーター搭載
●インバータ式：TV、照明、冷蔵庫、にも使用可能

● 4サイクル
●燃料…
無鉛ガソリン
（タンク容量5.0ℓ）
●騒音レベル
…67～76㏈

●サイズ…512（W）×
315（D）×447（H）㎜

●重量…
19.8㎏

発電機［インバーター式］

交直
両用

カセットLPガス（イソブタン配合）

品番 EA913BC-220 税抜価格 950円

●内容量…250g
●使用ガス…

LPG（液化イソブタン・
ノルマルブタン配合）

（3本価格）

●火力が落ちず、ガスを使いきれます。
アウトドア等にも最適です。

USB巻取ケーブル（microUSB B/C/Lightning）

● 2つの変換アダプタ付きで、ライトニング
ケーブル、USB2.0 Type-Cケーブル、microUSBケーブ
ルとして使用できます。

●ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器
の充電、データ通信をする事ができます。

●長さ…0.8m（長さ4段階固定）
●コード巻き取り式

対応機種
マイクロBコネクタ、USB（C）のメスポート

を持つ各社タブレット、スマートフォン、周辺機器、
Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPod

品番 コネクター形状 長さ 税抜価格

EA764AJ-57

ケーブル：USB（A）オス
-microUSB（B）オス
アダプタ：ライトニングオス
　　　　-microUSB（B）メス、

Type-Cオス
　　　-microUSB（B）メス

0.8m
（4段
固定）

3,860円

USBケーブル（microUSB B/C/Lightning）

品番 コネクター形状 長さ 税抜価格

EA764AJ-56

ケーブル：USB（A）オス
-microUSB（B）オス
アダプタ：ライトニングコネクタオス
-microUSB（B）メス、

Type-Cオス
-microUSB（B）メス

1.0m 3,380円

対応機種
Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、マイクロUSB Bコネクタを
持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、USB Type-Cメスポート
を搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など

● 2つの変換アダプタ付き
で、ライトニングケーブ
ル・USB2.0 Type-Cケーブ
ル・microUSBケーブルと
して使用できるUSBケー
ブルです。

●ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器
の充電、データ通信をする事ができます。

保温・保冷庫

品番 型番 容量 税抜価格
EA763AP-124A HR-DB08GY 20ℓ 31,400円

●電源…
DC12Vまたは
AC100V

●電子冷却方式
●サイズ…約350（W）×400（D）×465（H）㎜
●重量…約8㎏
●ドア開閉…右開き
●消費電力…DC12V：55W、AC100V：65W
●設定温度…保冷：5～15℃、保温：55℃
●付属品…棚板、AC電源コード
● 350㎖缶26本まで収納可能
●気になる冷却ファンの音をおさえた静音設計。
●付属の棚板で取り付け高さを6段階で設定できます。
●普段はAC電源でお使い頂き、休日のレジャーで
は車載の冷温ボックスとしてDC電源で使用でき
ます。（DC電源コード別売）

カセットコンロ

品番 EA913CD-11B 税抜価格 3,700円

●火力…
3.3kW（2,800kcal）

●サイズ…
332（W）×275（D）
×100（H）㎜

●重量…1.4㎏
●安全装置…圧力感知安全装置離脱型
●丈夫で軽くサビにくいアルミ合金製汁受皿付
●ボンベの脱着が簡単マグネット式を採用
●カセットガスは別売です。

非常用浄水器（ポリタンク型）

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜） 税抜価格

EA913VL-100 18 220×330×500（H）29,800円
EA913VL-101 交換用フィルターセット 9,950円

EA913VL-102 シャワーノズル 3,980円
オプション

●手動加圧式
●材質…ポリエチレン
●浄水能力…
約300ℓ/時（0.05MPa加圧時）

●病原細菌やカビ、原生動物などで汚れた水を安心
して飲めるキレイな水に浄水できます。

●賞味期限切れペットボトル水や貯水槽の水など
を飲料水に変えます。

●非常時だけでなくレジャー用など多機能に使え
ます。

●安心のトリプルフィルター構造
● EA913VL-102（シャワーノズル）を使って傷口洗
浄、手洗い、食器洗い、レジャー等、さらに多機能
にご使用いただけます。

100 102

非常時用簡易トイレセット（100回分）

税抜価格 17,900円品番 EA929AD-300
〈セット内容〉
・簡易トイレ
・200m巻トイレットペーパー×4個
（真空パック1ロール×4個）
・凝固剤×100個　・汚物処理袋×100枚
・汚物保管袋×10枚　・結束バンド×10本
●外装サイズ…500×285×385㎜
●材質…再生紙、ポリエステル、ポリプロピレン、他
●災害時・非常時に素早く簡易トイレとして使用できる
よう、必要なものを1箱にすべて同梱しました。

●外箱段ボールは汚物入れに使用できます。
●工具不要で簡単に組み立てられます。

トイレ処理セット

●約30秒で汚物を素早く固めるので、匂わず衛生的です。
●使用後は可燃ゴミとして処分できます。

●汚物袋サイズ…650×500㎜
●材質…
吸水性ポリマー・消臭剤他

品番 セット内容 サイズ 税抜価格

EA929AD-212 凝固材50袋
汚物袋51枚

180×270
×55㎜ 5,830円

EA929AD-213 凝固材100袋
汚物袋102枚

180×270
×110㎜ 10,200円

212 213

手動洗濯機（手廻し回転式）

品番 容量 税抜価格
EA928AN-1 洗濯：2㎏  脱水：2㎏ 7,980円
●サイズ…∅340×343（H）㎜（最大値）
●重量…約2㎏
●材質…ABS・PP
●洗濯の目安…
靴下：3～4足（1分）、4～5足（1.5分）、5～6足（2分）
タオル：2～3枚（1分）、3～4枚（1.5分）、4～5枚（2分）
Tシャツ：1～2枚（1分）、2～3枚（1.5分）、3～4枚（2分）

●ハンドル一周で洗濯物が5回転
●避難時や停電時にも活躍！
●洗濯物の予洗い・別洗いに

燃料缶（固形燃料）

品番 燃焼時間 内容量 税抜価格
EA913CA-30 約6時間 240g 1,520円
●燃料成分…ジエチレングリコロール第4種第3石油類
●缶サイズ…∅90×65㎜
●貯蔵期間…約5年以上
●不揮発性燃料の為、長期保存に最適です。

●材質…ポリエチレン
●抗菌タイプ

ウォータータンク（コック付）

132

133

131

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（W×D×H）㎜ 税抜価格

EA913VL-131 5 240×130×260 1,650円
EA913VL-132 10 355×145×295 2,260円
EA913VL-133 20 395×190×360 2,790円

（1個価格）

保冷剤

品番 サイズ
（㎜）

重量
（g） 税抜価格

EA917H-0A 95×180×26（T） 350 215円
EA917H-2A 150×180×28（T） 500 280円
EA917H-3A 195×288×22（T） 800 500円

3A2A

●材質…水、吸水性樹脂、防腐剤
●冷凍庫で凍結させて繰り返し使用すること
ができます。

OA

モバイルバッテリー

品番 ポート数 バッテリー容量 税抜価格

EA758YK-601D USB-A出力×1
USB Type-C入力×1 10,000mAh 5,930円

●充電時間…約5時間
●出力電圧…DC5V ●出力電流…合計3A
●サイズ…70（W）×16（D）×143（H）㎜
●重量…231g
●付属品…USBケーブル

（USB Type-C（USB-C） to USB Type-A）

●対応機種…
iPhoneおよびUSB端
子で充電するスマー
トフォン、タブレッ
ト、他小型電子機器

スティックライト

品番 発光カラー 発光時間 サイズ（㎜）税抜価格
EA983RL-1 レッド 8時間 ∅18×150 780円
EA983RL-2 イエロー 8時間 ∅18×150 780円
EA983RL-3 ブルー 8時間 ∅18×150 780円
EA983RL-4 グリーン 8時間 ∅18×150 780円

●安全対策や緊急事態・
危険範囲の表示など
に最適

●紐通し穴の形状が異なる場合があります。

4321

（アメリカ）

（1本価格）

①スティックを軽く折り曲げてください。
   パキッと音がして光りはじめます。
②スティック全体が光るように軽く振って
　ください。
※発光時間は使用状況により異なります。

【使い方】

ウォータータンク

品番 容量
（ℓ）

使用時サイズ
（W×D×H）㎜ 税抜価格

EA913VL-210 10 225×225×270 820円
EA913VL-220 20 290×290×335 1,200円

●材質…ポリエチレン
ポリプロピレン

●収納サイズ…
-210：200×200×60（H）㎜
-220：260×240×70（H）㎜

●コック付

ポータブルトイレ

品番 EA763YB-125 税抜価格 7,600円
● サイズ…391(W)×461(D)×340(H) ㎜

● 重量…2.4kg
● 容量…4～5ℓ（満水時：11ℓ）
● 材質…PP

DC-ACインバーター

AC100V

×1口

USB

×2口

品番 定格
出力

最大
出力

入力
方式 税抜価格

EA812JA-34A 100W 120W シガープラグ 5,520円
品番 サイズ

（W×D×H）㎜
コード長
（㎜）

重量
（g）

EA812JA-34A 110×180×39 1,000 260

●入力電圧…DC12V
●出力電圧…AC100V
●調整短形波

● USB端子付…出力電圧：5V、
出力電流：3100mA（最大）

●低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・
高温の5種類の保護回路付

［2バンド］FM/AMラジオ

パナソニック

品番 型番 サイズ（W×D×H）㎜ 税抜価格
EA763BB-14B RF-P155-S 115×28×68 2,830円

● FM・AMラジオ
●電源…単3電池

×2本（付属）
●重量…113g

（電池含まず）

●イヤホン、ハンドストラップ付
●暗い場所でも便利な「蛍光色ポインター&光る
ダイヤルパネル」搭載

ポータブル電源

特大容量
EA812HG-13A 174000mAh/626Wh 86,400円

スタンダードボディ

品番 バッテリー容量 税抜価格
EA812HG-11A 104400mAh/375Wh 59,300円

EA812HG-14 278400mAh/1002Wh 171,000円

コンパクトボディ

品番 サイズ（㎜） 重量（㎏）
EA812HG-11A 231×134×168（H） 3.6
EA812HG-13A 300×193×192（H） 6.5
EA812HG-14 333×234×244（H） 10.9

●入力電圧…AC100V
●最大出力…400W
●定格出力…200W
●出力電圧×定格出力…シガーソケット時：DC12V×10A
●充電時間…-11A：約12.5時間、-13A：約8.5時間、

-14：約7.5時間
● AC数…-11A：1口、-13A：2口・-14：3口
●緊急用電源・非常用電源・防災用電源・作業用電源・
アウトドア用電源と様々な用途でご使用頂けます。

●ハンドルは折りたたみ式です
●残量表示は5段階/数値表示です
●付属品…ACアダプター、シガーアダプター、ポーチ

オプション
EA812HG-21 5m　延長ケーブル 3,810円

13A

電子ホイッスル

★

●電源…単4電池×2本（別売）
●サイズ…117×35×35㎜ ●重量…約70g
●材質…ABS樹脂
●ボタンを押すだけで鳴らすことができます。
●鳴りっぱなしにできるSOS音付
★ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付

品番 EA916XK-41 税抜価格 3,960円

★

●音量…120dB

●純正弦波インバーター出力…AC100V、60Hz
● USB出力…Type-A（3ポート）：DC5V/2.4A

Type-A（急速）：DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A
Type-C（2ポート）：PD100W、DC5V/3A、DC9V/3A、

DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A
●付属品…ACアダプター、ジャンプスターター

ケーブル、シガーソケットアダプター
●大容量440,000mAh（1,408Wh）ポータブル電源です。
● EA812HB-36B（別売）のソーラーパネルで太陽光
から充電可能です。

●通電前の現場での電動工具や照明の使用など、仕
事の幅を広げます。

●屋外イベントやアウトドアでの使用、災害時の非
常用電源としても活躍します。

●安全・長寿命なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
●合計16口の充実した出力ポートで幅広い電化製
品に対応。

品番 サイズ（㎜） 重量（㎏）
EA812HB-31A 360×270×280（H） 17.5
EA812HB-36B 1530×480 4

品番 仕様 税抜価格
EA812HB-36B ポータブルソーラーパネル 38,900円

オプション

品番 入力
電圧

出力電圧×定格出力
（シガーソケット時）税抜価格

EA812HB-31A DC12-30V
（最大200W） DC12V×10A 147,000円

ポータブル電源
●充電時間…

7～8時間
（ACアダプター時）
●最大出力…

AC：3000W（瞬間）

31A 36B

(展開時）

卓上カセットコンロ

品番 燃焼時間 火力 税抜価格
EA913LF-3B 約1.5時間 2000kcal 12,900円
●サイズ…398（W）×221（D）×130（H）㎜
●重量…約2.2㎏
●安全装置…圧力感知安全装置（ガス通路遮断型）
●網焼きでも串焼きでも使用できます。
●トレーや輻射板が取り外せるのでお手入れが簡
単です。

●ボンベの取り付け、取り外しが簡単なマグネット
着脱式

●カセットガスは別売です。

［3バンド］FM/AM短波ラジオ

品番 型番 サイズ（W×D×H）㎜ 税抜価格
EA763BB-77A TY-SHR4(KM) 214×60×130 8,420円

● FM・AM・
短波ラジオ

●電源…AC100V、
単1電池×3本

（別売）
●重量…約635g
(乾電池含まず)

●付属品…電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル

［3バンド］FM/AM短波ラジオ

品番 型番 サイ

モバイルバッテリー（AC/USB出力対応）

品番 ポート数 バッテリー容量 税抜価格

EA758YK-53
AC出力×1
USB-A出力×1
DC入力×1

2,850mAh 25,300円

EA758YK-54
AC出力×1
USB-A出力×1
DC入力×1

5,000mAh 39,600円
●サイズ…-53：98（W）×148（D）×34（H）㎜

-54：98（W）×185（D）×38（H）㎜
●重量…-53：600g、-54：800g
●付属品…専用ACアダプタ
●電池残量がわかる4段階LED残量表示を搭載

●対応機種…
iPhone、タブレット、他

●充電時間…約3～4時間
●出力電圧…DC5V
●出力電流…2.4A
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初動と避難 … ランタン、ハンディライト、作業灯、ライト付ラジオ、ライフベスト、脱出ツール初動と避難 … 水中ポンプ、ブルーシート、養生テープ、土のう、雑納バケツ、自転車

床養生テープ

品番 幅
（㎜）

長さ
（m）

厚さ
（㎜）色

入数
（巻）税抜価格

EA944ML-11 50 25 0.15 緑 1 590円
EA944ML-12 50 25 0.15 青 1 590円
EA944ML-13 50 25 0.14 白 1 590円
EA944ML-11B 50 25 0.15 緑 30 16,000円
EA944ML-12B 50 25 0.15 青 30 16,000円
EA944ML-13B 50 25 0.14 白 30 16,000円

●材質…
基材：ポリプロピレン
粘着剤：アクリル系

●手切れ性が良く、
糊残りしにくい。

13・13B12・12B11・11B

●先端のギザ口とねじ止め式クリップ
でシートを強力に掴みます

●全長…104㎜
●材質…ナイロン

強力型シートクリップ

品番 EA916Y-21 税抜価格 1,680円
（4個価格）

強力型シートクリップ

税抜価格 705円品番 EA916Y-26
●先端のギザ口とねじ止め式クリップ
でシートを強力に掴みます

●全長…232㎜
（コードサイズ：∅6×150㎜）

●材質…ナイロン

（1個価格）

［20型］折りたたみ電動アシスト自転車（ノーパンクタイヤ）

● 3モード（エコ、平坦、坂道）アシスト　●ノーパンクタイヤで空気入れ不要

品番 タイヤサイズ ギア数 重量（㎏） カラー 税抜価格
EA986YB-31A 20インチ 3モード 23.5 マットブラック 125,000円

●フレーム材質…スチール
●組立サイズ…159×54×102㎝
●折りたたみサイズ…87×41×78㎝

●推奨適応体重…
65㎏

●バッテリー…
リチウムイオン
バッテリー
（5.8Ah）

●充電時間…4時間

折りたたみ式

［20型］折りたたみ自転車（ノーパンクタイヤ）

品番 タイヤサイズ ギア数 重量（㎏） カラー 税抜価格
EA986YB-2A 20型 6段変速 18 シルバー 40,000円

●フレーム材質…スチール
●組立サイズ…147×56×100㎝
●折りたたみサイズ…83×40×58㎝

●推奨適応体重…
65㎏

●ノーパン
クタイヤ
で空気入
れ不要

● JISフレーム
強度試験合
格品

折りたたみ式

［20型］三輪自転車（ノーパンクタイヤ）

品番 タイヤサイズ ギア数 重量（㎏） カラー 税抜価格
EA986YB-21A＊ フロント：20型、リア：16型×2 変速なし 30.5 ワインレッド 92,000円

●フレーム材質…スチール
●サイズ…160×59×99.5㎝
●推奨適応体重…65㎏
●ノーパンクタイヤで空気入れ不要
● JISフレーム強度試験適合品

ブルーシート［#3000］

EA911AB-26 5.4×5.4 0.25 3 21,400円
EA911AB-36 5.4×5.4 0.25 1 7,560円

EA911AB-25 4.5×5.4 0.25 3 17,100円
EA911AB-35 4.5×5.4 0.25 1 6,050円

EA911AB-23 3.6×3.6 0.25 5 17,500円
EA911AB-33 3.6×3.6 0.25 1 3,720円
EA911AB-24 3.6×5.4 0.25 3 15,400円
EA911AB-34 3.6×5.4 0.25 1 5,440円

EA911AB-22 2.7×3.6 0.25 5 13,900円
EA911AB-32 2.7×3.6 0.25 1 2,950円

品番 サイズ
（m）

厚み
（㎜）

入数
（枚）税抜価格

EA911AB-20 1.8×1.8 0.25 5 5,550円
EA911AB-21 1.8×3.6 0.25 5 10,500円
EA911AB-31 1.8×3.6 0.25 1 2,220円

EA911AB-27 7.2×7.2 0.25 1 13,500円
EA911AB-29 10×10 0.25 1 25,600円

●ハトメ付
●材質…
ポリエチレン

（日本製）

土のう袋［OD色］

品番 サイズ（㎜） 入数 税抜価格
EA997Z-13A 480×620 200枚 7,260円

●材質…
ポリプロピレン
再生原料

●カラー…
ODグリーン

●耐荷重…約15㎏

吸水土のう袋

品番 吸水前 吸水後 入数 税抜価格サイズ 重量 サイズ 重量

EA997Z-51A 900×250
×10㎜

145
g

840×220
×80㎜

12
㎏ 5枚 8,360円

EA997Z-52A 600×400
×10㎜

145
g

540×370
×120㎜

15
㎏ 5枚 6,160円

●材質…ポリプロピレン不織布
（吸水材：吸水ポリマー）

※淡水用
緊急時の応急対策用です。
長期間のご使用はお避け下さい。

51A

52A

（汚水用）水中ポンプ

非自動型
品番 周波数 出力 口径

（㎜） 税抜価格

EA345EM-50 50Hz 180W 25・32 15,200円
EA345EM-60 60Hz 180W 25・32 15,200円

EA345EM-5 50Hz 180W 25・32 17,600円
EA345EM-6 60Hz 180W 25・32 17,600円

自動運転型

品番 全揚程 吐出量 サイズ
（㎜）

重量
（㎏）

EA345EM-50 6.0m 31ℓ/分 ∅164×
310（H）

4.0
EA345EM-60 6.0m 34ℓ/分 4.0
EA345EM-5 6.0m 31ℓ/分 ∅164×

310（H）
4.2

EA345EM-6 6.0m 34ℓ/分 4.2

●簡易汚水用

●電源…AC100V
●残水処理など、用途に合わせて吸入口の
高さを変更できます。

非自動型 自動運転型

●濡れた状態や極端な
温度環境にも対応

●水や埃に強く、野外作業・
建設現場・輸送・水中・災害時等
でも活躍します。

●平ゴムロープに比べ厚みがあり頑丈

［多目的］伸縮荷締バンド
（アメリカ）

★フックや金具を使わず
に荷物を固定できます。

●材質…TPE（熱可塑性ゴム
エラストマー）

●バンド幅…40㎜

品番 使用
荷重

バンド
長

バンド
厚 税抜価格

EA982BW-1 3重：151㎏
4重：263㎏ 3m 2.5㎜ 1,590円

EA982BW-11 3重：254㎏
4重：328㎏ 6m 3.0㎜ 2,230円

★

［充電式］LED作業灯

品番 明るさ（lm） 税抜価格

EA814RD-5
1200lm（強）・
600lm（中）・
300lm（弱）

8,800円

EA814RD-6 替バッテリー 6,000円

1,200
ルーメン

★バッテリーはUSB給
電機能付でモバイル
バッテリーとしても
使用できます

●電源…リチウムイオン電池
●光源…COB-LEDチップ
●充電時間…5時間
●本体サイズ…165×130×270㎜
●重量…1.3㎏ ●防水機能…IP65
●付属品…ACアダプター、

DC12Vシガーソケット

明るさ 連続点灯
強：1200lm 約3時間
中：600lm 約6時間
弱：300lm 約12時間

★

［充電式］LED作業灯

700
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格

EA758C-108BA リチウムイオン電池
（USBケーブル・ACアダプター付）8,800円

EA758C-108B リチウムイオン電池
（USBケーブル付） 6,500円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強 700 4
弱 350 8

●最大700ルーメン！ヘッド部
360°回転×13段階角度調整

●光源…正面SMD1灯、
ヘッドSMD5灯

●電源…リチウムイオン充電池
（本体内蔵）

●充電時間…4時間
●サイズ…45（W）×62（D）×320（H）㎜
●重量…330g
●付属品…-108BA：充電用ACアダプター、USBコード

-108B：USBコード
●収納式フック、背面マグネット付
●コンパクトに折りたためます

ACアダプター

LEDライト（首振り）

散光
強 :７時間
弱 :７０時間

500
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格
EA758RK-91 単3×3本（別売） 2,800円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 500 7
中 250 14
弱 25 70

●自立式でヘッド角度が調整できるので、投光器の
ような使い方も可能

●サイズ…∅59×206㎜
●重量…203g ●防水性能…IP66
●ヘッドは3段階（0°/45°/90°）角度調整可能

［高輝度］LEDライト（ネイビー）

800
ルーメン 強 :８時間

弱 :９０時間

（強）456m 散光

品番 使用電池 税抜価格

EA758RX-51 単1×4本
（別売） 3,800円

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 800 8
中 400 40
弱 80 90
副灯 30 100

【A】カメラ用三脚へ取付可能
（ねじサイズ：UNC1/4

【B】暗い場所でも位置を知ら
せる蓄光スイッチ

【C】メイン灯と副灯の同時点
灯イメージ

●サイズ…∅105×210.5㎜
●重量…420g ●材質…樹脂
●ショルダーベルト付
●防水性能…IP65

副灯

【A】 【B】

【C】

●光源…白色LED球4個、赤色LED球1個
●サイズ…∅96.5×184㎜
●機能…バッテリー残量表示機能付
●ヘッドカバーを外して吊り下げ使用が可能
（カラビナ付）

LEDランタン

540
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格
EA758CV-46B 単1×3本（別売） 9,470円
LED球 明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
白 強 540 30
白 中 275 70
白 弱 55 295

赤 ナイトビジョン・
SOSモード 10 235（ナイトビジョン）、

430（SOS）

（アメリカ）
THE SIEGE

●重量…
878g（電池含）

●防水規格…IPX7

LEDランタン

300
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格
EA758CV-57 単1×3本（別売） 3,800円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 300 57
弱 65 190

●シンプルで使いやすい
ランタンです

●光源…LED球
●サイズ…∅105×210㎜
●重量…355g（本体のみ）
●強・弱の2段階切替

［手廻し発電］LEDライト付ラジオ

品番 型番 サイズ（W×D×H）㎜ 税抜価格
EA758-31A ECO-3 104×46×66 7,200円

● FM/AM
ラジオ

● LEDライト、
サイレン付

●携帯電話、
スマート
フォン充電
可能

●電源…手廻し充電（電池不要）、USB、
単4電池×2本（別売）

●重量…182g
●スーパーキャパシタを電源とし長期保管可能な
ので災害・緊急時にも安心

●スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ、
ストラップ付

［手廻し・ソーラー発電］LEDライト付ラジオ

品番 型番 サイズ（W×D×H）㎜ 税抜価格
EA758-60 SL-090 53×157×74 7,750円

● FM/AMラジオ
● LEDライト付

●電源…手廻し（充電池内蔵）、ソーラー充電、
単4電池×3本（別売）

●重量…310g
●付属品…ストラップ、USB充電ケーブル付

LED信号灯（3色/防水）

● 3色の光源で7種の照射パターン
●サイズ…∅19×77.4㎜ ●重量…29g
●材質…PE、アルミ　●防水等級…IPX8

色 ルーメン 電池寿命（時間）
赤 0.7 14
緑 3 17
青 0.5 17

品番 使用電池 税抜価格
EA983RD-30 単4×1本（別売） 4,600円

点  滅１７時間

マルチプライヤー

品番 機能
数

全長（㎜）
（収納時）

重量
（g） 税抜価格

EA916DB-63 11 165
（101） 260 8,690円

●材質…ステンレス
●ナイロンケース付（ベルト幅：50㎜）
●プライヤー部はバネ付き仕様

（アメリカ）

ライフベスト

品番 サイズ 浮力 色 税抜価格

EA915DD-1A フリー
サイズ

7.5㎏以上/
24時間 橙 4,910円

●材質…
浮力材：発泡ポリエチレン

●国土交通省型式承認品
（第3695号）

●ベーシックタイプの小型船舶用救命胴衣です。
●ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能
●ホイッスル付　●前面ジッパー

ライフベスト（自動膨張式）

品番 サイズ 浮力 税抜価格

EA915DD-10F ウエスト
70～100㎝

7.5㎏/
24時間 15,000円

●材質…ポリエステル（420D）
●水を感知すると自動的
に膨らみます
（手動でも膨張可能）
●国土交通省型式承認品
（第5598号）
●カバーは取り外して
洗濯できます。

●ボンベ付

EA915DD-20 交換用ボンベキット 2,700円

救命浮環

品番 初期浮力 サイズ 税抜価格

EA915DG-21 約13.4㎏
550（外径）×
300（内径）×
70（厚み）㎜

10,300円

●小型船舶用救命浮環
●浮力…

7.5㎏以上/24時間
●材質…
浮力材：耐油性発泡

ポリエチレン
表面材質：
ポリエステル（PVC
コーティング帆布）

●重量…約795g ●∅4㎜×15mの救命ロープ付
●国土交通省型式承認品（第4075号）

●材質…
本体：ポリカーボネート
ハンマー：SUJ2
カッター刃：ステンレス刃物鋼

●ハンマーとシートベルトカッター
の2WAY仕様

●軽量、コンパクトで女性や高齢者にも
扱いやすいオリジナル設計

●水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シー
トベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外
へ脱出する事ができます。

● JIS規格適合品

緊急脱出用ツール

品番 全長 重量 税抜価格

EA983ZY-1C 203㎜ 100g
（本体のみ）2,180円

携帯酸素

税抜価格 770円
品番 EA920-5

●内容量…約5ℓ
●酸素濃度…95%
●使用回数…50～60回（約2秒/回）
●激しい運動の酸素補給に、会議・
長距離ドライブの気分転換に

●サイズ…∅66×255㎜
●医療用酸素ではありませんので
医療用として使用しないで下さい。

★ヘッド部180°可動により、
据え置きライトとしても
便利に使用できます

●光源…白色LED3灯・青色LED2灯
●充電時間…9時間
●サイズ…188×108×110（H）㎜
●重量…1.12㎏ ●防水性能…IPX7（水深1m）
●付属品…ショルダーベルト、充電器、

DCアダプター、ACアダプター
● SGS認証、米国防火協会（NFPA）1901認証、防爆構造
（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）

［充電式］強力LEDライト（防爆構造）
（アメリカ）

1,200
ルーメン

5.75 時間

集光（強）548m

EA758SB-61B 交換バッテリー 6,770円

品番 使用電池 税抜価格

EA758SB-61 リチウムイオン電池
（ACアダプター付） 48,500円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強 1200 5.75
弱 350 16

VULCAN

★

※この商品はチャーター便のため、2～3日
   余分に納期がかかる場合がございます。
   又、車上渡しが基本となっております。

［迷彩］自立型雑納バケツ（スプリング入）

品番 容量 サイズ（㎜） 税抜価格
EA925M-70 21ℓ ∅300×300（H） 3,410円
EA925M-71 56ℓ ∅400×450（H） 4,600円
EA925M-71AA 100ℓ ∅450×600（H） 7,920円
EA925M-72 166ℓ ∅550×700（H） 7,920円
EA925M-73 250ℓ ∅600×900（H） 11,200円

250ℓ

166ℓ

21ℓ 56ℓ 73100ℓ

＊コンパクトに折りたためます。
● 材質…ポリエステル (600 デニール )
● スプリングの力で自立します。
● 水抜き穴付 (水は溜められません )

一時的な
物入れ・ゴミ箱として

＊

特大水切りワイパー

品番 ゴム幅 全長 入数 税抜価格
EA928AY-51 560㎜ 1570㎜ 1本 5,050円
EA928AY-52 870㎜ 1570㎜ 1本 6,130円
EA928AY-53 1160㎜ 1570㎜ 1本 9,200円

EA928AY-56 EA928AY-51用 1,490円
EA928AY-57 EA928AY-52用 2,440円
EA928AY-58 EA928AY-53用 3,160円

替ゴム（1個）

●材質…ワイパー：合成ゴム
柄：スチールパイプ

●広い場所の水切り作業に適して
います。

51

56

［電池式］LED作業灯

200
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格
EA758C-56A 単4×3本（付属） 2,560円
EA758C-856A 充電池セット

単4×3本（付属） 9,500円
明るさ（ルーメン） 電池寿命（時間）

正面：200 8
ヘッド：35 25

●手軽に使えるサイズの
ハンディ作業灯です。

●照明装置…正面：LED球10灯、
ヘッド：LED球4灯

●サイズ…57（W）×30（D）×220（H）㎜
●重量…247g
●底面にマグネットが付いています。

56A

856A
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初動と避難 … ランタン、ハンディライト、作業灯、ライト付ラジオ、ライフベスト、脱出ツール初動と避難 … 水中ポンプ、ブルーシート、養生テープ、土のう、雑納バケツ、自転車

床養生テープ

品番 幅
（㎜）

長さ
（m）

厚さ
（㎜）色

入数
（巻）税抜価格

EA944ML-11 50 25 0.15 緑 1 590円
EA944ML-12 50 25 0.15 青 1 590円
EA944ML-13 50 25 0.14 白 1 590円
EA944ML-11B 50 25 0.15 緑 30 16,000円
EA944ML-12B 50 25 0.15 青 30 16,000円
EA944ML-13B 50 25 0.14 白 30 16,000円

●材質…
基材：ポリプロピレン
粘着剤：アクリル系

●手切れ性が良く、
糊残りしにくい。

13・13B12・12B11・11B

●先端のギザ口とねじ止め式クリップ
でシートを強力に掴みます

●全長…104㎜
●材質…ナイロン

強力型シートクリップ

品番 EA916Y-21 税抜価格 1,680円
（4個価格）

強力型シートクリップ

税抜価格 705円品番 EA916Y-26
●先端のギザ口とねじ止め式クリップ
でシートを強力に掴みます

●全長…232㎜
（コードサイズ：∅6×150㎜）

●材質…ナイロン

（1個価格）

［20型］折りたたみ電動アシスト自転車（ノーパンクタイヤ）

● 3モード（エコ、平坦、坂道）アシスト　●ノーパンクタイヤで空気入れ不要

品番 タイヤサイズ ギア数 重量（㎏） カラー 税抜価格
EA986YB-31A 20インチ 3モード 23.5 マットブラック 125,000円

●フレーム材質…スチール
●組立サイズ…159×54×102㎝
●折りたたみサイズ…87×41×78㎝

●推奨適応体重…
65㎏

●バッテリー…
リチウムイオン
バッテリー
（5.8Ah）

●充電時間…4時間

折りたたみ式

［20型］折りたたみ自転車（ノーパンクタイヤ）

品番 タイヤサイズ ギア数 重量（㎏） カラー 税抜価格
EA986YB-2A 20型 6段変速 18 シルバー 40,000円

●フレーム材質…スチール
●組立サイズ…147×56×100㎝
●折りたたみサイズ…83×40×58㎝

●推奨適応体重…
65㎏

●ノーパン
クタイヤ
で空気入
れ不要

● JISフレーム
強度試験合
格品

折りたたみ式

［20型］三輪自転車（ノーパンクタイヤ）

品番 タイヤサイズ ギア数 重量（㎏） カラー 税抜価格
EA986YB-21A＊ フロント：20型、リア：16型×2 変速なし 30.5 ワインレッド 92,000円

●フレーム材質…スチール
●サイズ…160×59×99.5㎝
●推奨適応体重…65㎏
●ノーパンクタイヤで空気入れ不要
● JISフレーム強度試験適合品

ブルーシート［#3000］

EA911AB-26 5.4×5.4 0.25 3 21,400円
EA911AB-36 5.4×5.4 0.25 1 7,560円

EA911AB-25 4.5×5.4 0.25 3 17,100円
EA911AB-35 4.5×5.4 0.25 1 6,050円

EA911AB-23 3.6×3.6 0.25 5 17,500円
EA911AB-33 3.6×3.6 0.25 1 3,720円
EA911AB-24 3.6×5.4 0.25 3 15,400円
EA911AB-34 3.6×5.4 0.25 1 5,440円

EA911AB-22 2.7×3.6 0.25 5 13,900円
EA911AB-32 2.7×3.6 0.25 1 2,950円

品番 サイズ
（m）

厚み
（㎜）

入数
（枚）税抜価格

EA911AB-20 1.8×1.8 0.25 5 5,550円
EA911AB-21 1.8×3.6 0.25 5 10,500円
EA911AB-31 1.8×3.6 0.25 1 2,220円

EA911AB-27 7.2×7.2 0.25 1 13,500円
EA911AB-29 10×10 0.25 1 25,600円

●ハトメ付
●材質…
ポリエチレン

（日本製）

土のう袋［OD色］

品番 サイズ（㎜） 入数 税抜価格
EA997Z-13A 480×620 200枚 7,260円

●材質…
ポリプロピレン
再生原料

●カラー…
ODグリーン

●耐荷重…約15㎏

吸水土のう袋

品番 吸水前 吸水後 入数 税抜価格サイズ 重量 サイズ 重量

EA997Z-51A 900×250
×10㎜

145
g

840×220
×80㎜

12
㎏ 5枚 8,360円

EA997Z-52A 600×400
×10㎜

145
g

540×370
×120㎜

15
㎏ 5枚 6,160円

●材質…ポリプロピレン不織布
（吸水材：吸水ポリマー）

※淡水用
緊急時の応急対策用です。
長期間のご使用はお避け下さい。

51A

52A

（汚水用）水中ポンプ

非自動型
品番 周波数 出力 口径

（㎜） 税抜価格

EA345EM-50 50Hz 180W 25・32 15,200円
EA345EM-60 60Hz 180W 25・32 15,200円

EA345EM-5 50Hz 180W 25・32 17,600円
EA345EM-6 60Hz 180W 25・32 17,600円

自動運転型

品番 全揚程 吐出量 サイズ
（㎜）

重量
（㎏）

EA345EM-50 6.0m 31ℓ/分 ∅164×
310（H）

4.0
EA345EM-60 6.0m 34ℓ/分 4.0
EA345EM-5 6.0m 31ℓ/分 ∅164×

310（H）
4.2

EA345EM-6 6.0m 34ℓ/分 4.2

●簡易汚水用

●電源…AC100V
●残水処理など、用途に合わせて吸入口の
高さを変更できます。

非自動型 自動運転型

●濡れた状態や極端な
温度環境にも対応

●水や埃に強く、野外作業・
建設現場・輸送・水中・災害時等
でも活躍します。

●平ゴムロープに比べ厚みがあり頑丈

［多目的］伸縮荷締バンド
（アメリカ）

★フックや金具を使わず
に荷物を固定できます。

●材質…TPE（熱可塑性ゴム
エラストマー）

●バンド幅…40㎜

品番 使用
荷重

バンド
長

バンド
厚 税抜価格

EA982BW-1 3重：151㎏
4重：263㎏ 3m 2.5㎜ 1,590円

EA982BW-11 3重：254㎏
4重：328㎏ 6m 3.0㎜ 2,230円

★

［充電式］LED作業灯

品番 明るさ（lm） 税抜価格

EA814RD-5
1200lm（強）・
600lm（中）・
300lm（弱）

8,800円

EA814RD-6 替バッテリー 6,000円

1,200
ルーメン

★バッテリーはUSB給
電機能付でモバイル
バッテリーとしても
使用できます

●電源…リチウムイオン電池
●光源…COB-LEDチップ
●充電時間…5時間
●本体サイズ…165×130×270㎜
●重量…1.3㎏ ●防水機能…IP65
●付属品…ACアダプター、

DC12Vシガーソケット

明るさ 連続点灯
強：1200lm 約3時間
中：600lm 約6時間
弱：300lm 約12時間

★

［充電式］LED作業灯

700
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格

EA758C-108BA リチウムイオン電池
（USBケーブル・ACアダプター付）8,800円

EA758C-108B リチウムイオン電池
（USBケーブル付） 6,500円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強 700 4
弱 350 8

●最大700ルーメン！ヘッド部
360°回転×13段階角度調整

●光源…正面SMD1灯、
ヘッドSMD5灯

●電源…リチウムイオン充電池
（本体内蔵）

●充電時間…4時間
●サイズ…45（W）×62（D）×320（H）㎜
●重量…330g
●付属品…-108BA：充電用ACアダプター、USBコード

-108B：USBコード
●収納式フック、背面マグネット付
●コンパクトに折りたためます

ACアダプター

LEDライト（首振り）

散光
強 :７時間
弱 :７０時間

500
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格
EA758RK-91 単3×3本（別売） 2,800円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 500 7
中 250 14
弱 25 70

●自立式でヘッド角度が調整できるので、投光器の
ような使い方も可能

●サイズ…∅59×206㎜
●重量…203g ●防水性能…IP66
●ヘッドは3段階（0°/45°/90°）角度調整可能

［高輝度］LEDライト（ネイビー）

800
ルーメン 強 :８時間

弱 :９０時間

（強）456m 散光

品番 使用電池 税抜価格

EA758RX-51 単1×4本
（別売） 3,800円

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 800 8
中 400 40
弱 80 90
副灯 30 100

【A】カメラ用三脚へ取付可能
（ねじサイズ：UNC1/4

【B】暗い場所でも位置を知ら
せる蓄光スイッチ

【C】メイン灯と副灯の同時点
灯イメージ

●サイズ…∅105×210.5㎜
●重量…420g ●材質…樹脂
●ショルダーベルト付
●防水性能…IP65

副灯

【A】 【B】

【C】

●光源…白色LED球4個、赤色LED球1個
●サイズ…∅96.5×184㎜
●機能…バッテリー残量表示機能付
●ヘッドカバーを外して吊り下げ使用が可能
（カラビナ付）

LEDランタン

540
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格
EA758CV-46B 単1×3本（別売） 9,470円
LED球 明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
白 強 540 30
白 中 275 70
白 弱 55 295

赤 ナイトビジョン・
SOSモード 10 235（ナイトビジョン）、

430（SOS）

（アメリカ）
THE SIEGE

●重量…
878g（電池含）

●防水規格…IPX7

LEDランタン

300
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格
EA758CV-57 単1×3本（別売） 3,800円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 300 57
弱 65 190

●シンプルで使いやすい
ランタンです

●光源…LED球
●サイズ…∅105×210㎜
●重量…355g（本体のみ）
●強・弱の2段階切替

［手廻し発電］LEDライト付ラジオ

品番 型番 サイズ（W×D×H）㎜ 税抜価格
EA758-31A ECO-3 104×46×66 7,200円

● FM/AM
ラジオ

● LEDライト、
サイレン付

●携帯電話、
スマート
フォン充電
可能

●電源…手廻し充電（電池不要）、USB、
単4電池×2本（別売）

●重量…182g
●スーパーキャパシタを電源とし長期保管可能な
ので災害・緊急時にも安心

●スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ、
ストラップ付

［手廻し・ソーラー発電］LEDライト付ラジオ

品番 型番 サイズ（W×D×H）㎜ 税抜価格
EA758-60 SL-090 53×157×74 7,750円

● FM/AMラジオ
● LEDライト付

●電源…手廻し（充電池内蔵）、ソーラー充電、
単4電池×3本（別売）

●重量…310g
●付属品…ストラップ、USB充電ケーブル付

LED信号灯（3色/防水）

● 3色の光源で7種の照射パターン
●サイズ…∅19×77.4㎜ ●重量…29g
●材質…PE、アルミ　●防水等級…IPX8

色 ルーメン 電池寿命（時間）
赤 0.7 14
緑 3 17
青 0.5 17

品番 使用電池 税抜価格
EA983RD-30 単4×1本（別売） 4,600円

点  滅１７時間

マルチプライヤー

品番 機能
数

全長（㎜）
（収納時）

重量
（g） 税抜価格

EA916DB-63 11 165
（101） 260 8,690円

●材質…ステンレス
●ナイロンケース付（ベルト幅：50㎜）
●プライヤー部はバネ付き仕様

（アメリカ）

ライフベスト

品番 サイズ 浮力 色 税抜価格

EA915DD-1A フリー
サイズ

7.5㎏以上/
24時間 橙 4,910円

●材質…
浮力材：発泡ポリエチレン

●国土交通省型式承認品
（第3695号）

●ベーシックタイプの小型船舶用救命胴衣です。
●ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能
●ホイッスル付　●前面ジッパー

ライフベスト（自動膨張式）

品番 サイズ 浮力 税抜価格

EA915DD-10F ウエスト
70～100㎝

7.5㎏/
24時間 15,000円

●材質…ポリエステル（420D）
●水を感知すると自動的
に膨らみます
（手動でも膨張可能）
●国土交通省型式承認品
（第5598号）
●カバーは取り外して
洗濯できます。

●ボンベ付

EA915DD-20 交換用ボンベキット 2,700円

救命浮環

品番 初期浮力 サイズ 税抜価格

EA915DG-21 約13.4㎏
550（外径）×
300（内径）×
70（厚み）㎜

10,300円

●小型船舶用救命浮環
●浮力…

7.5㎏以上/24時間
●材質…
浮力材：耐油性発泡

ポリエチレン
表面材質：
ポリエステル（PVC
コーティング帆布）

●重量…約795g ●∅4㎜×15mの救命ロープ付
●国土交通省型式承認品（第4075号）

●材質…
本体：ポリカーボネート
ハンマー：SUJ2
カッター刃：ステンレス刃物鋼

●ハンマーとシートベルトカッター
の2WAY仕様

●軽量、コンパクトで女性や高齢者にも
扱いやすいオリジナル設計

●水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シー
トベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外
へ脱出する事ができます。

● JIS規格適合品

緊急脱出用ツール

品番 全長 重量 税抜価格

EA983ZY-1C 203㎜ 100g
（本体のみ）2,180円

携帯酸素

税抜価格 770円
品番 EA920-5

●内容量…約5ℓ
●酸素濃度…95%
●使用回数…50～60回（約2秒/回）
●激しい運動の酸素補給に、会議・
長距離ドライブの気分転換に

●サイズ…∅66×255㎜
●医療用酸素ではありませんので
医療用として使用しないで下さい。

★ヘッド部180°可動により、
据え置きライトとしても
便利に使用できます

●光源…白色LED3灯・青色LED2灯
●充電時間…9時間
●サイズ…188×108×110（H）㎜
●重量…1.12㎏ ●防水性能…IPX7（水深1m）
●付属品…ショルダーベルト、充電器、

DCアダプター、ACアダプター
● SGS認証、米国防火協会（NFPA）1901認証、防爆構造
（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）

［充電式］強力LEDライト（防爆構造）
（アメリカ）

1,200
ルーメン

5.75 時間

集光（強）548m

EA758SB-61B 交換バッテリー 6,770円

品番 使用電池 税抜価格

EA758SB-61 リチウムイオン電池
（ACアダプター付） 48,500円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強 1200 5.75
弱 350 16

VULCAN

★

※この商品はチャーター便のため、2～3日
   余分に納期がかかる場合がございます。
   又、車上渡しが基本となっております。

［迷彩］自立型雑納バケツ（スプリング入）

品番 容量 サイズ（㎜） 税抜価格
EA925M-70 21ℓ ∅300×300（H） 3,410円
EA925M-71 56ℓ ∅400×450（H） 4,600円
EA925M-71AA 100ℓ ∅450×600（H） 7,920円
EA925M-72 166ℓ ∅550×700（H） 7,920円
EA925M-73 250ℓ ∅600×900（H） 11,200円

250ℓ

166ℓ

21ℓ 56ℓ 73100ℓ

＊コンパクトに折りたためます。
● 材質…ポリエステル (600 デニール )
● スプリングの力で自立します。
● 水抜き穴付 (水は溜められません )

一時的な
物入れ・ゴミ箱として

＊

特大水切りワイパー

品番 ゴム幅 全長 入数 税抜価格
EA928AY-51 560㎜ 1570㎜ 1本 5,050円
EA928AY-52 870㎜ 1570㎜ 1本 6,130円
EA928AY-53 1160㎜ 1570㎜ 1本 9,200円

EA928AY-56 EA928AY-51用 1,490円
EA928AY-57 EA928AY-52用 2,440円
EA928AY-58 EA928AY-53用 3,160円

替ゴム（1個）

●材質…ワイパー：合成ゴム
柄：スチールパイプ

●広い場所の水切り作業に適して
います。

51

56

［電池式］LED作業灯

200
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格
EA758C-56A 単4×3本（付属） 2,560円
EA758C-856A 充電池セット

単4×3本（付属） 9,500円
明るさ（ルーメン） 電池寿命（時間）

正面：200 8
ヘッド：35 25

●手軽に使えるサイズの
ハンディ作業灯です。

●照明装置…正面：LED球10灯、
ヘッド：LED球4灯

●サイズ…57（W）×30（D）×220（H）㎜
●重量…247g
●底面にマグネットが付いています。

56A

856A



防災・災害対策用品
特集

いつかくる「もしも」のために

Disaster prevention

災害により
起こり得る被害を未然に防ぐ、
または可能な限り最小に抑えるために

「災害に強い」環境づくりを

「今」備える

● カタログ掲載商品は、弊社特別価格です。
● 表示価格、掲載内容の有効期限は2023年12月末日(予定)とさせて頂きます。（消費税率は改定税率に準じます）
● 改良等のため、予告なく仕様の変更をすることがありますので予めご了承願います。
● 商品に記載している国名、国旗はメーカー本社所在地です。(生産国と異なる場合があります )
● 生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせて頂く商品もあります。
● 本書を無断で他に転用しないようお願いします。

転倒・落下対策
キャビネットやロッカー等のオフィス家具に

ガラス飛散防止対策
施設や事務所内の扉や窓、収納棚などに

停電対応
発電機や投光器、ハンディライトなど

復旧対応
設備の復旧作業に必要な工具類など

移動・運搬
素早く安全な移動、運搬手段の確保に

情報伝達
正確な情報を得る、伝えるために

「備えて安心」 対策CHECK LIST チェックリスト

対策は
万全ですか？ 企業・団体・自治体・公共施設向け工具、機器、部品、消耗品、備品など

約149,000点掲載！
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