vol.16

Refuge Supplies

避難用品

避難用品

TOOL SELECTION

310106

アルミ鍋 37㎝
¥9,400（税抜）

vol.16

■サイズ／
（使用時）
約φ370×177mm ■重量／約1.5kg

310189

4100

アルミやかん 8Ｌ
¥12,650（税抜）

アルミ鍋 37㎝

標識ロープ 9ｍｍ×20ｍ

■容量／8Ｌ

¥1,200（税抜）

4931

■材質／ポリエチレン

Home Maintenance Tools

アルミお玉 13㎝

10000470

¥1,150（税抜）

屋外用かまどセット

¥42,000（税抜）

アルミお玉 13㎝

アルミやかん 8Ｌ

895310

4089

49498

¥1,200（税抜）

¥1,900（税抜）

¥7,880（税抜）

防火用バケツ 8L

■容量／250cc

標識ロープ 12ｍｍ×20ｍ

■製品サイズ／約口径276mm×高さ203mm ■重量／約640g

■約5升用 ■サイズ／約400×400×600
（h）
mm

■材質／亜鉛鉄板

■重量／約15kg

救助ロープ 12ｍｍ×20ｍ

■材質／ポリエチレン

■材質／ビニロン

（アルミ製）●蓋
セッ
ト内容 ●釜戸 ●釜

30050001

緊急用簡易担架レスキューボード
３折タイプ

Home Maintenance Tools

TOOL SELECTION

Refuge Supplies

¥15,000（税抜）

■サイズ／
（使用時）
約1800×730×2.4ｍｍ

（収納時）
約600×730×40ｍｍ

■重量／約3.5ｋ
ｇ ■最大耐荷重／約500ｋｇ

折りたたみ時

29405

¥3,000（税抜）

¥1,400（税抜）

■材質／ポリエチレン

（収納時）
約270×270×100ｍｍ
■材質／ＰＥ樹脂、
ＰＰ樹脂 ■重量／約285ｇ

ウォータータンク 20Ｌ

4943

食器セット
（4人用）

緊急用簡易担架レスキューボード
5折タイプ

折りたたみ式ウォータータンク 20Ｌ

■サイズ／
（使用時）
約290×290×335ｍｍ

軽量で収納や持ち運びに便利な紙製特殊繊維ボードで
す。大人の体重にびくともせず、雨をはじき、人に優しい
温かみのある材質です。廃棄する時にも再生紙原料とし
て利用でき、また埋設した場合にはやがて土に戻ります。

4126

¥3,500（税抜）

¥18,000（税抜）

■サイズ／
（使用時）
約1800×730×2.4ｍｍ

（収納時）
約365×730×60ｍ

■重量／約3.5ｋ
ｇ ■最大耐荷重／約500ｋｇ

非常用給水バッグ ５Ｌ

■サイズ／
（ケース）
約360×115×300mm ■重量／約1,500g
■材質／食器・
ケース：ポリプロピレン樹脂、
スプーン・フォーク

¥150（税抜）

スプーン・フォーク：スチロール樹脂

■サイズ／幅300×高さ435ｍｍ ■容量／5Ｌ

セッ
ト内容

■材質／ポリエチレン

●カレー皿22㎝●どんぶり600ml●深型プレート16㎝●スタッキン
グカップ230ml●スプーン・フォーク各4個

折りたたみ時

Outdoor Tools

収納時かさばらない折り
たたみ式ポリタンク。断水
時などに便利です。

20インチ
ノーパンクタイヤ

90457

28302

¥1,000（税抜）

¥3,400（税抜）

折りたたみポリタンク10L WC-10

■サイズ／
（使用時）
約225×225×270mm

（折りたたみ時）
約200×200×60mm

皮手袋 KG-123

■サイズ／L ■材質／牛皮クレス
ト

40400003

4220

ガソリン携行缶 10Ｌ
¥5,700（税抜）

■サイズ／約46×32×12㎝ ■重量／約2.8kg

4221

折りたたみ式アルミリヤカー

ガソリン携行缶 20Ｌ

¥86,000（税抜）

■型番／HKM-150 ■荷台サイズ／全長900×全幅600×全高×310mm ■使用時の寸法／全長1860×全幅870×全高630mm
■折りたたみ時寸法／全長1020×全幅370×全高750mm ■最大積載荷重／150kg ■重量／20.2kg ■材質／アルミ合金

¥6,000（税抜）

Outdoor Tools

Gardening Tools

■サイズ／約395×190×高さ360mm ■重量／約1．
6kg

30050002

Gardening Tools

4929

■サイズ／約46×32×21㎝ ■重量／約3.35kg

■重量／約190g

■材質／ポリエチレン樹脂、
ポリプロピレン樹脂
■JAN／4969402904575

4832
Emergency Tools

■サイズ／幅約100×長さ220ｍｍ

■材質／高密度ポリエチレン、
ナイロン

■耐切創レベル5
（ヨーロッパＣＥＮ規格ＥＮ388）

4831

耐切創手袋 M

15018161

29562

15014709

インバーター発電機

コードリール 30ｍ

コードリール 30ｍ（屋外用）

■材質／高密度ポリエチレン、
ナイロン

■型式／EF900iS ■サイズ／約450×240×380mm

■型式／S-30 ■サイズ／約230×181×324mm

■型式／ＳＳ-30 ■サイズ／約230×181×324ｍｍ

■JAN／4969402048316

■定格出力／0.9kVA
（900VA）50Hz/60Hz
（切替式）

¥1,200（税抜）
刃物、金属、ガラス、のこぎりなど、鋭利な物
から手を保護します。

37

防雨型

■JAN／4969402048323

■サイズ／幅約90×長さ200ｍｍ

¥128,000（税抜）

■耐切創レベル5
（ヨーロッパＣＥＮ規格ＥＮ388）

■重量／約12.7kg ■使用燃料／無鉛ガソリン

¥9,000（税抜）

■重量／約5.8kg ■コー
ド長／30m ■製品定格／125V･5A
■コンセン
ト口数／単相×4

¥10,000（税抜）

Emergency Tools

耐切創手袋 Ｌ

¥1,200（税抜）

■重量／約5.6ｋ
ｇ ■コード長／30m ■製品定格／125V･5A
■コンセン
ト口数／単相×4

38

緊 急 時 の 様 々な 場 面 に 対 応 する 災 害 救 助 工 具セット 。

世界初の画期的なライト

9615

レスキューツールキット
（台車付）RS-170D
¥98,000（税抜）

40120001

■梱包／工具×1梱、
台車×1梱 ■製品サイズ／
（収納ケース）
約幅1,000×奥行350×高さ170mm
（台車）
全長約1,060mm すくい板約306×150mm ■製品重量／約34kg
■JAN／4969402096157

アクモキャンドル
¥680（税抜）
■重量／約21ｇ

■材質／PP樹脂
（ケース）
、銅、炭、紙、
マグネシウム

¥88,000（税抜）

■梱包／工具×1梱 ■製品サイズ／
（収納ケース）
約幅1,000×奥行350×高さ170mm
■製品重量／約25kg ■JAN／4969402096164

セッ
ト内容

●丸ショベル●防塵メガネ2個●防じんマスク2枚●皮手袋2双●掛矢150mm●バチツルハシ1.5kg●両
口 ハンマー3 . 6 k g ●レスキューアッキス●ボルトカッター6 0 0 m m ●平バール900mm●標識ロープ
12mm×20m●折込鋸240mm●収納ケース●台車
（RS-170Dのみ）

ソーラー充電・USB充電（携帯電話・スマート
フォンの充電）
・手回し発電・サイレン・LEDラ
イト・A M/FMラジオの6種類が使用できます。

Gardening Tools

15022219

機能 /ＬＥＤライト・ＦＭ/ＡＭラジオ・サイレン・
携帯充電 ※アイフォンには対応しておりません。

4159

６ＷＡＹレスキューラジオ

ダイナモスイングラジオライト

■サイズ／140×80×35ｍｍ ■重量／約232ｇ

■サイズ／約169×49×55mm ■重量／約220g
（本体）

¥8,000（税抜）

■材質／ＡＢＳ樹脂、
ＰＳ樹脂 ■材質／ＡＢＳ樹脂、
ＰＳ樹脂

■電源／単四電池3本
（別売）■付属品／ＵＳＢ充電コード

機 能 ／ LED ラ イ ト、
AM/FM ラジオ、ダイナ
モハンドル、携帯電話充
電器付。

保管場所に困らない
薄型コンパクトサイズの
ケース入。

¥5,000（税抜）
■材質／ABS樹脂

■電源／ダイナモハンドル充電、
単4電池2本
（別売）
■付属品／接続ケーブル＆コネクター4種、
ストラップ

機 能 /ＬＥＤライト・ＦＭ/
ＡＭラジオ・サイレン

9617

レスキューツールキット RTS-70

■製品サイズ／
（収納ケース）
約530×253×220mm ■製品重量／約7.5kg

■製品サイズ／
（収納ケース）
約670×200×70mm ■製品重量／約5.2kg

■JAN／4969402096171

Outdoor Tools

4486

4161

ミニダイナモラジオライト
¥3,800（税抜）

¥2,000（税抜）

■サイズ／約130×45×47mm ■重量／110g ■材質／ABS樹脂

■サイズ／幅50×長さ105×高さ40ｍｍ ■重量／約140ｇ

■使用電源／単四電池3本
（別売）

Emergency Tools

使用時間：
（スピーカー）
約 22 時間
（イヤホン）
約 38 時間

4451

ＦＭ・ＡＭポケットラジオ
¥3,000（税抜）

■サイズ／約55×92×20ｍｍ ■重量／約57ｇ

■付属品／イヤホン ■電源／単四乾電池2本
（別売）

39

LEDパームラジオライト

4588

20徳ツールナイフ

¥1,970（税抜）
■型番／L-36

■材質／
（本体）
ステンレス鋼
（ハンドルカバー）
ABS樹脂

■サイズ／約W100×H200×D23mm ■重量／約155g

¥30,000（税抜）

■JAN／4969402096867

セッ
ト内容

セッ
ト内容

●ボルトカッター350mm●レスキューアッキス●バール450mm●折込鋸240mm●両口ハンマー1.3kg●万
能鋏●差替式ドライバー●ペンチ150mm●防じんメガネ●防じんマスク2枚●標識ロープ9mm×20m●懐中
電灯(単一電池2本付)●軍手●収納ケース

●ボルトカッター300mm●平バール600mm●折込鋸210mm●アッキス●差替式ドライバー●両口ハン
マー1.5P●ペンチ150mm●軍手●収納ケース

9951

9952

LEDライト MDX-80

¥2,000（税抜）

■サイズ／約φ26×101mm ■重量／40g ■材質／アルミ
■連続使用時間／約350分 ■明るさ／80lm

■電源／単四乾電池3本
（モニター電池付属）
■JAN／4969402045889

身元情報記入シートにパーソナルデータなどの
必要事項を記入しておくことで、緊急時やアク
シデントに備えられます。

75197

9686

レスキューツールキット RS-120
¥36,000（税抜）

Gardening Tools

Home Maintenance Tools

レスキューツールキット
（台車無し）RS-170

火を使わない、電池不要の緊急用小型ライト。
約1ccの水で168時間以上点灯します。

Home Maintenance Tools

9616

■品番／AQB-41-1W ■サイズ／約12×31×64ｍｍ

Outdoor Tools

vol.16

水に浸す
（2 秒程度）
とマグネシウムと炭素正極
中の酸素との化学反応で長期間点灯する小型
軽量の簡易ライトです。点灯し暗くなり始めた
ら再度水に浸す事で、連続で約一週間点灯。

vol.16

レスキューツール

TOOL SELECTION

Rescue Tool

避難用品

4162

IDホイッスル MID-40

¥400（税抜）

■サイズ／約φ12×75mm ■材質／アルミ ■重量／約15g
■JAN／4969402041621

レスキューツールキット RTS-200

レスキューツールキット ＲＴＳ-150

■製品サイズ／
（収納ケース）
約460×161×177ｍｍ ■製品重量／約5.3kg

■製品サイズ／
（収納ケース）
約460×161×177ｍｍ ■製品重量／約4kg

¥20,000（税抜）

■JAN／4969402099516

¥15,000（税抜）

■JAN／4969402099523

セッ
ト内容

セッ
ト内容

●ボルトカッター350ｍｍ●両口ハンマー1.5P●バール450ｍｍ●折込鋸210ｍｍ●万能オノ●標識ロープ9ｍｍ
×20ｍ●防じんメガネ●ホイッスル●軍手●スチール製収納ケース

●セット内容：ボルトカッター300ｍｍ●防じんメガネ●両口ハンマー1.5ｋｇ●ホイッスル●バール450ｍｍ●折込鋸
210ｍｍ●軍手●スチール製収納ケース

Emergency Tools

TOOL SELECTION

Refuge Supplies

40

vol.16

75181

4217

4218

¥3,700（税抜）

¥2,500（税抜）

¥2,500（税抜）

なたとのこ

4169

¥6,450

¥2,500

■重量／1,190g

■重量／780g（頭部）
570g ■材質／炭素鋼、
（グリップ）PVC樹脂

（税抜）

万能オノ PAK-20
（税抜）

■サイズ／約全長460mm幅185mm刃幅75mm

■サイズ／約全長330mm刃部75mm

角ショベル

■サイズ／約全長
：なた350mm

のこ340mm
のこ180mm
のこ90g
■材質／炭素鋼、
天然木、合成皮革

■サイズ／約全長980mm

■刀身／約なた165mm

4215

丸ショベル

頭幅250×長さ310mm

バチツルハシ 1.5kg

¥3,600（税抜）

■サイズ／約頭部幅70×長さ460mm

柄の長さ900mm

4043

折りたたみ時

軽量アルミジョイント式スコップ ＭＳ-5Ｊ

9752

¥5,000（税抜）

折りたたみスコップ MS-25A

■サイズ／組立時）
：約全長650/820×横210×奥行85ｍｍ

¥2,500（税抜）
Gardening Tools

314838

両口ハンマー 3.6kg

¥7,150（税抜）

■サイズ／約全長900mm
■重量／約3.6kg（頭部）

頭部対辺59mm 頭部長さ162mm

¥4,100（税抜）

■サイズ／頭サイズ
：150×260ｍｍ
■重量／3,800g

■材質／頭
：硬質プラスチック

■サイズ／
（使用時）
約575×145×53mm

4219

丸型掛矢 １５０㎜

頭幅240×長さ300mm

■重量／約1.5kg（頭部）

収納ケース付

14760

■サイズ／約全長980mm

■重量／約なた380g

Home Maintenance Tools

Home Maintenance Tools

4213

レスキューアッキス

vol.16

レスキューツール

TOOL SELECTION

Rescue Tool

レスキューツール

専用
収納ケース付

（折りたたみ時）
約245×145×63mm

■重量／約1,100g ■材質／本体スチール

（バッグ収納時）
約長さ44×幅21.5×厚さ6
（折りたたみ時）
約245×145×63mm ■重量／約620ｇ
■材質／
（本体）
アルミ (ケース）
ポリエステル
■JAN／4969402040433

掛矢 150mm

柄サイズ：約900ｍｍ

柄：天然木

¥5,500（税抜）

■サイズ／約頭部φ150×275mm
■頭部材質／イタヤ材

90402

柄900mm

ボルトカッター 300mm BCN-300

¥2,650（税抜）

Gardening Tools

TOOL SELECTION

Rescue Tool

■切断能力／軟線直径約φ5mm ■サイズ／全長約300mm

番線、針金、釘、鉄線、チェーンの
切断に最適！
非常時、防災用としても有効。

■重量／約800g

90403

ボルトカッター 350mm BCN-350

¥3,500（税抜）

■切断能力／軟線直径約φ7mm ■サイズ／全長約360mm
■重量／約980g

14941

平バール 900mm

¥4,370

（税抜）

■サイズ／約900mm ■重量／約2,300g

Emergency Tools

4381

折込鋸 210mm（木材用）

¥4,530

（税抜）

314839

¥7,800（税抜）

■サイズ／約爪長さ115mm

4382

41305

折込鋸 210mm（金属用）

¥2,500（税抜）

■重量／約230g

■重量／約230g

■サイズ／約全長440mm（収納時）
240mm

■切断能力／軟線直径約φ10mm ■サイズ／全長約600mm

イーグルトビ 25178

■サイズ／約25×1200mm ■重量／約4,360g

¥2,500（税抜）

■サイズ／約全長440mm（収納時）
240mm

41

14964

カナテコバール 1200mm

■材質／頭:炭素鋼

BCN-350

BCN-300

■重量／約2,700g

板厚9mm 柄1800mm
柄:アッシュ材

丸太挽鋸 360ｍｍ

¥4,400（税抜）

BCN-600

■サイズ／約全長790mm

刃渡り360mm
■重量／約245g ■材質／炭素鋼、
天然木

15014775

4475

¥64,400

¥13,500

¥6,000（税抜）

■重量／約3,500g ■JAN／4969402044752

■重量／約1,700g ■JAN／4969402044707

爪付油圧ジャッキ DHS-2.5E
（税抜）

■製品仕様／爪部能力:2.5t

頭部能力:5t、爪部高さ:最低19mm
最高129mm、爪部寸法:長さ60mm 幅50mm、
本体ベース寸法:厚さ19mm×長さ231mm×幅125mm、
本体高さ:235mm ■本体重量／約11kg

工具セット MB-61
（税抜）

■サイズ／約355×310×82mm ■材質／ポリエチレン樹脂、
炭素鋼

4470

工具セット MH-28B

■サイズ／約295×220×58mm ■材質／ポリエチレン樹脂、
炭素鋼

Emergency Tools

Outdoor Tools

ボルトカッター 600mm BCN-600

¥6,400（税抜）

Outdoor Tools

90404

42

