


37 発電機
38 小型ガソリン発電機
39 インバーター発電機
40 運搬用タンク
41 防災機材倉庫
42 清掃用品
43 水袋
44 エアーマット・保冷剤
45 防災用トイレ
46 台車
48 レスキューベンチ
49 カセットコンロ
50 チェンソー・ガソリン携行缶
51 テープ類
52 セフティーネット

3 感染症対策テント
4 テント
5 マウスシールド・防護服
6 防護マスク
7 フェイスシールド
8 非接触検温計
9 消毒スタンド
10 除菌・消毒
11 ソーシャルディスタンス

12 間仕切り
14 ミスト発生装置
15 空気循環扇
16 カセットボンベ式発電機
17 ポータブルガスエンジン発電機
18 暖房機器
19 蓄電池
20 バルーン投光機
21 テント

22 雨水貯留槽
23 防水材
24 汚濁水拡散防止フェンス
25 3M™大規模流出対策商品
26 オイルソーベント
27 油吸着材
27 油吸収材
28 生分解性油吸着剤
28 土壌改良材
29 送水ホース
30 土のう
31 吸水土のう
32 緊急排水ポンプ
34 水中ハイスピンポンプ
35 高圧洗浄機

複合災害に備えて
コロナ＋1 プラス

ワン

コロナ対策

避難所関連対策

+1  プラス ワン



テント外観 待合スペース 診療スペース

感染症対策テント　抗菌＋

感染症対策テント

●�抗菌作用
　�抗菌剤配合のシートを採用し、大腸菌、黄色ブドウ球菌など
の繁殖を防ぎ、高い除菌・除菌効果を得られます。

●�おもいやり
　�テント内の空間を2分割する事ができ、感染症などの事態や、
プライバシーに配慮して使用する事が可能です。�

特 長

●�フレーム
　亜鉛メッキ　590N　高張力鋼管　31.8φ×1.4ｍｍ
●�幕材
　抗菌剤入りポリエステル製・防炎仕様　白
　屋根部採光シート、横幕換気メッシュ4カ所
●�付属品
　間仕切りシート、床シート、換気扇�

※本製品に陰圧機能はありません。

仕 様

一時的な診療・検査・待合所など、野外空間の活用に。

換気窓、換気扇を装備して、テント内の
空気を循環、換気する事ができます。ま
た、テント入口は車椅子の出入りを考慮
した大開口となります。

名称 感染症対策テント
M（3坪×2部屋） L（4坪×2部屋）

Ref. ICT-M ICT-L
幅×奥行×高さ（m） 3.55×5.32×2.0 3.55×7.06×2.0

本体重量（kg） 101 112
希望小売価格 390,000円 440,000円

規 格

コ
ロ
ナ
対
策

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。 3



バックル付きの大きな
メッシュ窓

舟形のグランドシート

ハンマー、杭、ロープ パイプ収納袋

天幕、側幕、グランドシート収納袋

コーナーは、マジックテープ
留め

降雨時に天幕をサポートします

防災テント

テント

災害時に欠かせない簡易宿泊や避難用、
集会用など多目的にご利用できるテントです。
ブルドックセーフティー仕様で、簡単に設営
できます。

型式 規格 柱 材質 重量（kg） パイプ径 定価m 間 本 幕体 パイプ 幕体 パイプ 肉厚m/mm
BDS-3654B 3.56×5.30×3.07 2.0×3.0 6 エステルターポリン（防災） スチール 38.9 108 31.8×1.6 412,700円
BDS-3672B 3.56×7.08×3.07 2.0×4.0 6 エステルターポリン（防災） スチール 46.0 119.2 31.8×1.6 459,200円

規 格

特 長

付属品

コ
ロ
ナ
対
策

4 ※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。



市販PET�　　　防曇PET

温水蒸気による曇り比較

3M社製防曇フィルム9960FS使用品　マウスシールドセット

透明マスク （使い捨てタイプ） ヘルメット装着簡単マウスシールド

3MTM化学防護服4565　M/L/XL/XXL

つなぎ型防護服

簡易保護エプロン 使い捨て手袋

マウスシールド・防護服

●�感染防止対策に。
●�熱中症対策に。
●�コミュニケーション向上に。
●�軽量・あごへの違和感が�
少ない。

特 長

●�シールドシーム加工により、縫い目からの危険物の
侵入を阻止し、バリアー性を強化しました。
●�本体生地は安全性の高い無孔質のポリエチレン
フィルムをラミネートしています。

特 長

●�ほこり、ウイルス飛沫の感染予防に！
●�EU加盟国適合基準、認証済み！
●�シューズカバー付属。
　フロントチャックからの開閉式！

特 長

●�ほこり、ウイルス飛沫の感染予防に！
●�様々な作業時の汚れ防止に！　●素早く簡単に装着・脱着が可能！

特 長
●�破れにくい伸縮素材！
●�すべり止め効果や汚れにくい効果の�
あるエンボス加工！
●�誰でも使いやすいフリーサイズ！

特 長

高い安全性を誇るモデル。
ダイオキシン作業・感染症対策・製薬作業に推奨。

医療用化学防護服。

サイズ 厚み0.3×W155×H105mm
材質 PET

規 格

EN規格：タイプ6（ミスト防護用密閉服）適合品
EN規格：タイプ5（浮遊固体粉じん防護用密閉服）適合品
EN規格：タイプ4（スプレー防護用密閉服）適合品
EN規格：静電気防護適合品

規 格

サイズ 外形：118×448mm
梱包形態 100枚入

材質 PET
（ポリエステル）

規 格

品名 つなぎ型防護服
Mサイズ1枚入

つなぎ型防護服
Lサイズ1枚入

品番 FM-27 FM-28

サイズ（cm） Mサイズ
（約総丈164×身幅115×袖丈75）

Lサイズ
（約総丈167×身幅120×袖丈77）

パッケージサイズ
（cm） 約幅30×高35 約幅30×高35

重量（g） 約211 約230
材質 ポリプロピレン+ポリエチエン

箱入数（枚） 50

規 格

品名 簡易保護エプロン1枚入 簡易保護エプロン10枚入
品番 FM-18 FM-19

サイズ（mm） 約着丈1250×身幅1000×袖丈800
パッケージサイズ

（mm） 約高250×幅160×奥30
重量（g） 1枚約50

材質 ポリエチレン
箱入数（枚） 50 10枚入×5

規 格

品名 使い捨て手袋
品番 FM-50

サイズ（cm） 全長約26×幅14
パッケージサイズ（mm） 約幅235×高170

重量（g） 1枚0.7g
材質 ポリエチレン

箱入数 100

規 格

定価�各2,800円（1枚入）

定価580円（1枚入）　5,800円（10枚入） 定価550円（1袋100枚入）

3MTMマウスシールド用防曇フィルム�
装着時

コ
ロ
ナ
対
策

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。 5



パック/5袋入

洗って使えるエコなマスク。
触れるとひんやり冷たい接触冷感素材を使用して

いるので、暑い夏でも快適に。

3MTM  VFlexTM　防護マスク　 KN95　高性能マスク

YFDL不織布マスク

大人用マスク

コットンマスク　MK-C1W ひんやり涼感マスク

防護マスク

●�顔の大きさに合わせて選べる、
レギュラー・スモールの2種類の
サイズがあります。
●�携帯時には折りたたんでポケット
へ収納でき便利です。

特 長 ●�風邪・花粉、ウイルス飛沫、PM2.5対策に！
●�5層構成！
●�3D立体デザインで息苦しさを解消！

特 長

3層不織布で花粉除去効率と通気性を両立させ、会話や呼吸がしやすい使い捨て不織布マスクです。

粒子捕集効率 95.0％以上

吸気抵抗 35mmH₂O
（343Pa）以下

排気抵抗 25mmH₂O
（245Pa）以下

規 格

品番 MSKL50W MSKM50W

名称 YFDL 不織布マスク
レギュラー

YFDL 不織布マスク
女性・子供用

材質
ポリプロピレン/

ウーリースパンテックス/
ポリエチレン

サイズ 約 W17.5×H9cm 約 W14.5×H9cm
パッケージ 紙ボックス

枚数 1BOX50枚入り
生産国 中国

規 格

品番 MK-C1W
品名 コットンマスク
梱包 300枚/CT

規 格 サイズ 約170×125mm（折りたたんだ状態）
材質 ポリエステル95％  ポリウレタン5%

カラー ホワイト ライトグレー
セット内容 3枚1組（1袋に3枚入り）
※約10回、洗って繰り返し使えます！

規 格

品名 大人用マスク
品番/カラー FM-01/ホワイト FM-02/ブルー

サイズ
（mm） 約幅170×高95

パッケージ
サイズ

（mm）
約高65×幅200×奥110

重量（g） 1箱約110（パッケージ込）

材質
本体：ポリプロピレン、
耳ひも：ポリウレタン、

ノーズフィッター：ポリプロピレン
箱入数（個） 80

規 格

9105 N95/9105S N95

125mm

170mm

定価各1,950円（ふつうサイズ/25枚入）
ノーズフィッターで、
しっかりフィット

耳が痛くなりにくい
やさしいゴムひも

顔にフィットする
プリーツ構造

大人用マスク
（ブルー）

大人用マスク
（ホワイト）

コ
ロ
ナ
対
策

6 ※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。



市販PET 防曇PET

温水蒸気による曇り比較

３M社製防曇フィルム9960FS使用品　フェイスガードセット

３M社製防曇フィルム9960FS使用品　フェイスシールド-5

メガネ型フェイスシールド

ヘルメット用フェイスシールド

No.7190  ヘルメット取付用フェースシールドマスク

フェイスシールド

●�高性能防曇フィルムで曇りません。
●�フレームはリユース可能で経済的です。
●�穴にはめるだけ、迅速フィルム取付。
●�樹脂フレームで髪型崩さず、脱着が容易です。
●�メガネの上からも装着可能です。
●�スポンジ付で長時間装着の負担軽減します。

特 長

●�超軽量（23g）。
●�使い捨てで除菌不要。
●�フィルム単体のため、備蓄の際に小スペースで保管可能。

特 長

●�飛沫から顔を保護！
●�メガネタイプで着脱簡単！
●�快適なつけ心地、息苦しさ、
暑苦しさを解消！

●�調理中の煙や油から保護！
●�メガネの上から装着可能！

特 長

特 長
●�ヘルメットや帽子のつばに通して
使える！

●�花粉対策、粉塵対策に！
●�雨や泥よけ、油はねガードに！

●�ヘルメットに簡単取付！
　�付属の取付部品で簡単にミゾ付きヘルメットに装着できます。
　（MP型等のミゾなしヘルメットには装着できません）
●�飛沫拡散防止！
　�会話時の唾液、せき、くしゃみ等の飛沫の拡散を防止します。
●�蒸れを軽減！
　�通常のマスクと違い、鼻や口に密着しないため、汗や呼吸による蒸れを軽減します。
●�熱中症予防！
　�通常のマスク使用時より熱中症になる危険を低減します。

特 長

サイズ 340×240mm（シールド部）
材質 PET（シールド部。片面又は両面防曇加工）

構成部材 シールド、フレーム、フレーム用スポンジ（粘着剤付）

規 格

フェイスシールド材質 ３M製防曇フィルム9960FS（T0.17）
製品サイズ 縦220×横320mm
バンド材質 PP材質（厚み0.25mm）

製品サイズ 幅40mm×長さ680mm
（バンドの長さは調整可能です）

規 格

内容 シールドマスク×2枚、
ゴールドクリップ×2個

梱包単位 12個
出荷単位 48個

※ヘルメットは別売です。

規 格

品名 メガネ型フェイスシールド　フレーム１個＋シールド３枚
品番 FM-22

サイズ（mm） 約幅250×高195
パッケージサイズ

（mm） 約高280×幅210×奥40

重量（ｇ） 1個約35

材質 本体：ポリカボネート
シールド：A-PET　ジョイント部：TPR

箱入数（箱） フレーム1個＋シールド３枚入×64箱

規 格

品名 ヘルメット用フェイスシールド3枚入 ヘルメット用フェイスシールド10枚入
品番 FM-25 FM-26

サイズ（mm） 約幅330×高220
パッケージサイズ

（mm） 約高365×幅265 約高380×280

重量（ｇ） １枚約40

材質 シールド部分：ポリエチレン　スポンジ：ポリエステル　
ヘッドバンド：ポリエステル繊維、留め具：PVC

箱入数（枚） 3枚入×60 10枚入×20

規 格

オープン価格

定価700円（フレーム1個＋シールド3枚入）

定価1,080円��（3枚入）
3,600円（10枚入）

コ
ロ
ナ
対
策

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。 7



卓上スタンド

ポールスタンド（110cm）

非接触検温カメラ　〈＋Clear〉プラスクリア

非接触式電子温度計　〈aimedata〉アイメディータ

非接触検温計

●�非接触測定のため衛生的です。
●�サーモパイル（赤外線）センサー採用。
●�最後の測定値を自動的に保存します。
●�大型液晶ディスプレイ、３色バックライト採用。
●�自動電源OFF機能による省電力対応。
●�無音で測定できるサイレントモード。
●�32回分の測定データを記録します。
※本器は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。

特 長

●�本体8GBまで、測定結果データ蓄積可能です。
　（蓄積データは、Excel抽出可能）
●�マスクをしたまま、非接触で自動検知。検温の手間がありません。
●�1秒以内で素早く計測。多くの人をスピーディーに検温できます。
●�誤差±0.2℃の高い精度。測定範囲は10〜42℃・工事不要で設置・
撤去作業が楽です。
●�3密対策で、ソーシャルディスタンス経営には必須アイテムです。

特 長

マスクをしたまま、非接触で自動検知。
1秒以内で素早く計測。
誤差±0.2℃の高い精度。
2万人の顔写真登録が可能。

非接触式電子温度計
触れずにすばやく測れる。

品名 非接触式電子温度計
〈aimedata〉アイメディータ

型番 TETM-01

サイズ 約H158×W103×D39mm

主材質 ABS+電子部品

質量 約120g（本体 乾電池は含まず）

電源 DC3V（単三形電池  2本（別売））

測定方式 非接触式

測定距離 1〜3cm

測定時間 3秒以内

測定範囲
A MODE：0〜50.0℃/
B MODE：0〜100.0℃/
C MODE：35.0〜43.0℃

自動電源OFF 約5秒

測定値保存数 32回

原産国 中国

セット内容 本体、日本語取扱説明書

入数 24個入

規 格

品名 検温カメラ
型番 +Clear

画面サイズ 8インチ

製品サイズ 卓上スタンド：W275×D254×H416-420㎜
ポールスタンド：W283×D262×H1457-1500㎜

重量 本体＋卓上スタンド；2.5ｋｇ
本体＋ポールスタンド：7.4Kg

消費電力 13.5W（Max）

規 格

コ
ロ
ナ
対
策

8 ※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。



容器の高さ調整が可能です。

手を触れずに消毒ができる足踏み
式タイプです。

ペダル式で衛生的

足踏式アルコールスタンド

俺の除菌スタンド

ミセル消毒ポール （足踏み式）

アルコール噴霧機F

消毒スタンド

●�足踏みポンプ+シリンダー駆動による電源不要の静音設計。
●�オールステンレス製。
●�本体の重量は、7.3kgで軽量・コンパクトです。
●�簡単に移動設置が可能です。
●�市販のアルコールボトル使用可能。（上部プッシュ式）適用。
●�ご家庭、職場、学校、デパート、ホテル、イベント会場、
競技場など幅広い場所での設置が可能です。
●�高さ調整は、1050〜1350mm可能です。

特 長

ハンズフリーで衛生的！

ALLステンレス除菌スタンド

スマートなフォルムで場所をとらない
ステンレス製スタンド。

ボトルに手を触れず衛生的に消毒ができる、
ペダル式アルコール噴霧スタンド。

品番 YE-08- ID

サイズ（mm）
幅340×奥行366

（ペダルを含む場合：奥行506）
×高さ約1430

重量（kg） 10.4

材質 本体：スチールアクリル焼付、
トレイ：樹脂製（透明）

梱包数 1台
色 アイボリー

適応サイズ
アルコールディスペンサーセット可能サイズ：高さ200〜
248、幅119、奥行99mm以内、丸型の場合Φ77〜
99mm。
※アルコールディスペンサーは付属しません。

規 格

俺の除菌スタンド
型番 WA-JS

高さ調整 1050〜1350mm
定価 46,000円

俺の除菌スタンド（アルコール入ボトル付）
型番 WA-JSB4

付属品 消毒、洗浄用アルコール約
70％ 4ℓ、500mlボトル

定価 60,000円
※�付属品のアルコールとボトルの追加注文も
承っております。

規 格

外観寸法
（mm） W250×D300×H1000

最大対応容器
（mm） W100×D120

※�ボトル容器の種類や内容物によってはご使用出来ない
場合がございます。

規 格

オープン価格

72cm（小）
97cm（大）

品番 OT-559-003-0 OT-559-004-0
サイズ 小 大
サイズ
（約）

Φ360×
H1150mm

Φ360×
H1390mm

重量（約） 9.9kg 6.4kg

材質
ベース・ボール・ペダル：ステンレ
スヘアーライン仕上、受皿：ポリプ
ロピレン、フレーム：スチール線材
に粉体塗装

支柱太さ Φ50
定価 49,600円 49,600円

※受注生産品です。受注後約1週間で出荷します。
※定価はシート印刷・貼り工賃を含みます。
※この商品は屋内用です。屋外には設置しないでください。
※ベースの素材の違いにより、小サイズの方が重くなっています。

規 格

消毒ポール
足踏み式（小）

高さ調整
1350mm
���～
1050mm

コ
ロ
ナ
対
策

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。 9



消毒用バッテリー動噴　SDB-10AS （静電ノズル付）

パーソナル噴霧器 （電気式）　SPF-120

ジアエンスイタブレット（次亜塩素酸水生成錠剤）

除菌・消毒

●�充電30分で最大約110分稼働。（70L散布）※
●�軽くてバッテリーも長持ち、継ぎ足し充電もOK。
●�噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止！
※�縦型２頭口の場合。ノズル（噴口）によって使用時間・散布量は�
異なります。

特 長
静電ノズルで付着率UP!

次亜塩素酸水と合わせて室内空間の除菌！消臭！ウイルス除去！

水に溶かすだけの簡単除菌剤！

定価128,300円

SDB-15AS
定価147,000円

タンク容量 10L
質量 3.4kg
寸法 W190×D285×H500 

最高圧力 0.3MPa
形式 ダイヤフラム

バッテリー 10.8V
※�消毒液等を対象機種で散布する場合、液を長時間浸すと金属部
品の錆やゴム類の変形等で性能が維持できない場合がございます。
使用後は必ず清水にて洗浄していただき、機器を使用する前には
必ず取扱説明書をよく読みいただき、正しくご使用ください。

規 格

型番 SPF-120
定格 DC5V  0.25W

定格時間 8時間
モーター耐久寿命時間 800時間

噴霧量 約1.5ml/H
タンク容量 MAX120ml 　MIN90ml
コード長 約1.5ｍ（USBコード含む）

寸法 外径68.5×高さ126mm
使用環境 室内0〜40℃
製品質量 135ｇ（USBコード除く）

材質 本体：PP　タンク：PET

セット内容
本体/タンク1個、ジアエンスイタブレット2錠（1袋1錠）、シガライター
アダプター1個、USBコード1本、ジアエンスイシール1枚、
※AC100V変換アダプターは付属していません。

規 格

型番 SJT-100-5（5個入） SJT-100-30（30個入）
成分 トリクロロイソシアヌル酸　無機塩類

有効塩素濃度 約200ppm（タブレット1錠を２L の水道水で溶解された場合）
正味量 ダブレット1錠１ｇ

使用期限 未開封状態で約2年

規 格

コ
ロ
ナ
対
策
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※1巻あたり約35コマとれます。

※1巻あたり約75コマとれます。

＃625AT
ソーシャルディスタンス
規格：75mm×10m
入り数：18巻
印刷ピッチ：340mm

＃625AT
マスク着用
規格：50ｍm×10ｍ
入り数：30巻
印刷ピッチ：204mm

＃625AT
こちらでお待ちくだ
さい
規格：50mm×10m　
入り数：30巻
印刷ピッチ：340mm

＃625AT
消毒済
規格：50ｍm×10ｍ
入り数：30巻
印刷ピッチ：204mm

ネジで取付簡単

PEクロステープ　＃625AT

標示テープ　H-06-SD・H-06-ST

標識マジック® 「ソーシャルディスタンス」タイプ

コーンサイントップⅡ ワンタッチ取付標識 ノンスリップシート

ソーシャルディスタンス

●�手で簡単に切れる（刃物不要）!!
●�糊のはみ出しや、糊残りが少ない!!
●�水、油がかかっても印刷がにじみにくい!!

特 長

●�パッと見で解りやすいピクトタイプ。
●�コーンバー、パイプへの着脱が簡単なマジックテープ式。

特 長
●�水が掛かっても高いスベリ止め効果で転倒事故を防ぎます。
●�凹凸面への追従性があります。

特 長

感染症拡大予防の様々な対策に、手軽にお使いいただけます。
テープデザイン

H-06-SDソーシャルディスタンス H-06-STストップ

WT-964（片面）・WT-965（両面）
定価2,450円　　　　　　　定価3,400円

WT-966
定価1,300円

WT-962
オープン価格

品名 幅
（mm）

長さ
（m）

入数
（巻）

粘着力
（N/25mm）

ソーシャルディスタンス
H-06-SD 100 10 24 8

ストップ
H-06-ST 50 10 40 8

規 格

本体サイズ 412×280×88mm
本体材質 高密度ポリエチレン
本体重量 約0.4kg

表示サイズ 250×250mm
表示材質 PVCステッカー
付属品 ネジ２本

※コーン、ウェイトは別売。

規 格

サイズ 600×450×0.35mm厚

材質 ビニールターポリン
（裏面マジックテープ付）

規 格
サイズ 300×306mm

材質 アルミ、人造研磨材、
アクリル系粘着剤

規 格

サイズ 幅5㎝×長さ5m巻き

図柄
「#Keep distance」　青色（#01643）

「距離を取りましょう」　  赤色（#01067）
「#ソーシャルディスタンス」　緑色（#1450）

仕様 5mに最低12個の図柄が入っております。
繋ぎ目が発生する可能性があります。（1か所以内、図柄には入らず）

規 格

※使用上の注意
　�フックテープがループカーペットに絡んで固定する構造のため、表面がループではないカーペットには使用できません。

オープン価格

コ
ロ
ナ
対
策
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ワンタッチ式のフレームもございます。

折り畳みマット　F（ファスナー付き）カバータイプ

不織布製立体間仕切り　スプリトップルーム

折り畳み式高機能マット

間仕切り

●�抗菌剤と防ダニ剤を生地に練り込んだ日本製高機能不織布を使用。
●�安心安全な使い捨て製品。
●�6面を覆うことで、清潔快適な立体空間を吊り下げ構造により実現。
●�簡単に設置でき、備蓄保管が容易。
●�採光性があり、室内に明かりをしっかり取り込める。
●�適度な遮蔽性により、プライバシー保護と防犯効果がある。

特 長

避難所の3密回避
●�抗菌性能
　�抗菌剤（銀イオン）と防ダニ剤（セラミック）を生地に練り込むことで抗
菌性能を備えた高機能不織布（日本製）です。
●�安心（使い捨て）
　�カバーは医療用防護服やマスク等と同様のディスポーザブル製品です。
●�快適
　�空気層を含む軽量高反発素材を使用しているため、クッション性に優
れ、ベッドとしても使用可能です。また、耐候性、耐寒・耐熱性に優
れています。

特 長

幕体（標準仕様）
サイズ 間口210cm×奥行210cm×高さ190cm
重 量 約2.0kg
素 材 PPスパンボンド不織布

フレーム（組立式）
サイズ 幅224cm×奥行224cm×高さ202.6cm
重 量 約4.0kg
素 材 スチール

※フレームのみの販売は行いません。

規 格

品名 折畳みマットA（Fカバー＋コアマット） 品名 折畳みマットB（Fカバー＋ポリエチレンシート）
展開時のサイズ たて200cｍ×よこ200cm×厚さ2cm 展開時のサイズ たて200cｍ×よこ200cm×厚さ2cm

折畳み時のサイズ 100cｍ×100cｍ×8cm 折畳み時のサイズ 100cｍ×100cｍ×8cm
重量 約7.2㎏ 重量 約2.4㎏

素材 外側カバー：PPスパンボンド不織布 素材 外側カバー：PPスパンボンド不織布
内側マット：オレフィン系軟質樹脂＋PP樹脂 内側マット：発砲PE

定価 22,500円 定価 17,500円

規 格

【標準セット】
セット定価16,800円

幕�体：標準仕様12,300円
フレーム：組立式4,500円

幕�体：DX仕様22,800円
フレーム：ワンタッチ式17,000円
※写真はオプションのマット使用

避
難
所
関
連
対
策
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床・間仕切兼用ボード6 9梱 × 5,260円 ＝ 47,340円
連結ボード6 2梱 × 1,260円 ＝ 2,520円
連結金具6 60個 × 420円 ＝ 25,200円

合計（税抜き）
75,060円

床・間仕切兼用ボード6 7梱 × 5,260円 ＝ 36,820円
連結ボード6 1梱 × 1,260円 ＝ 1,260円
連結金具6 50個 × 420円 ＝ 21,000円

合計（税抜き）
59,080円

合計（税抜き）
49,820円

床・間仕切兼用ボード6 3梱 × 5,260円 ＝ 26,300円
連結ボード6 2梱 × 1,260円 ＝ 2,520円
連結金具6 50個 × 420円 ＝ 21,000円

合計（税抜き）
37,010円

更衣室用ボード12 5梱 × 4,210円 ＝ 21,050円
補助ボード12 1梱 × 2,100円 ＝ 2,100円
連結金具W12 22個 × 630円 ＝ 13,860円

避難所ボード　更衣室用

避難所ボード　床・間仕切兼用

特 長

避難所ボード

間仕切り

低コスト 簡単組立
※床・間仕切兼用6の場合

軽量（約3kg/枚）

避
難
所
関
連
対
策
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ミスト発生装置
遠心分離式ミストファン

高圧ポンプ式ミストファン 配管型コンパクトミストシステムユニット

高圧ポンプ式大型ミストファン

配管型ミストシステムユニット 配管型ミストシステムSFS用オプションパーツセット

●�工事現場の熱中症対策に大活躍！
●�ノズルがないので目詰まりなし！
●�シンプル設計でメンテナンスが簡単
●�軽量＆コンパクトで移動もラクラク！
●�ミストの噴霧量をバルブで調整可能！

特 長

●�大型タンク搭載で最大８時間の運転可能
●�ノズル式の為、安定した細かい粒子!!
●�３〜６℃の冷却効果

特 長
●�安心の三連プランジャーポンプ搭載で長時間の運
転にも対応する高耐久仕様

特 長

●�SFS専用30m・50m・70m・100mの
お得なセット！
●�ご要望に合わせた長さの基本セット
●�カットして差し込むだけの簡単組み立て

特 長

●�ミスト到達飛距離最大30mのハイパワーモデル！
●�35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミス
ト噴射が可能
●�更にデイリータイマーを標準装備

特 長

●�大規模現場にも対応可能なミストシステム！
●�豊富なオプションパーツで様々な現場に対応
●�インバーター制御で省エネ運転

特 長

SFC-104
定価125,000円

SFJ-2021
定価370,000円

デジミストプレミアム
定価160,000円

SFJ-3200W-1
定価1,630,000円

SFS-104-5
定価645,000円

噴霧量（㏄/min） 00〜46
電源（V） 単相100
出力（W） ミスト50/ファン160

首振り角度 60°
首折れ角度 30°
水タンク（L） 20（水道直結可）

ファンサイズ（mm） φ500
定格消費電力（kW）[W] 0.25[250]
寸法 長さ×幅×高さ（mm） 630×680×1750

質量（㎏） 28

規 格

噴霧量（L/min） 0.24
粒子径（㎛） 約20〜40
電源（V） 単相100

出力（kW） ポンプ0.25/ファン0.16
タイマー機能 間欠タイマー（3パターン）

風量調整 無段階
首振り角度 60°
首折れ角度 40°
水タンク（L） 60（ボールタップ付）

ファンサイズ（mm） Φ450
ノズルタイプ×個数 J08タイプ×5個

定格消費電力（kW）[W] 0.41[410]
寸法 長さ×幅×高さ

（mm） 710×530×最大1920

質量（㎏） 48

規 格
噴霧量（L/min） 0.2〜1.0

電源（V） 単相100
出力（kW） 0.3

定格消費電力（kW） 0.44［50Hz］
0.5［60Hz］

キャブタイヤ 1.25mm²×3芯×5m
噴霧時間（min） 0.5･1･3･5･10･15･連続
停止時間（min） 0.5･1･3･5･10･15･連続

長さ×幅×高さ（mm） 435×325×285
質量（㎏） 16.2

規 格

噴霧量（L/min） 6.5
粒子径（㎛） 約60
電源（V） 3相200

出力（kW） 3.1
タイマー機能 デイリータイマー
首振り角度 110°
首折れ角度 55°

ファンサイズ（mm） φ615
ノズルタイプ×個数 J20タイプ×35個

長さ×幅×高さ（mm） 795×976×1530
質量（㎏） 200

規 格

有効吐出水量（L/min） 2.4〜4.0
電源（V） 単相100

出力（kW） 0.75
長さ×幅×高さ（mm） 605×420×780

質量（㎏） 89
最大取付可能ノズル個数 72

最大取付可能長さ 50m
※配管部材及び支持金具は別途購入が必要です。

規 格
組み立て動画は
こちら→→

避
難
所
関
連
対
策
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サーキュレーター　HVPD-14DC

スポットクーラー　KES251SMFB

空気循環扇

●�排水が少ない省渡ドレン設計。
　（タンク容量：5ℓ）
●�丈夫なオール板金筐体。
●�吊下げフック装備。
●�排熱ダクト付属。
●�前面エアフィルター採用。
　（取り外し簡単）

特 長

トルネード気流で空気と循環！　密室での換気・熱中症対策に！

電圧（Vac） 単相100-240
周波数（Hz） 50/60

スペック条件 100V 50/60Hz 240V 50/60Hz
High Low High Low

消費電力（W） 103 4.4 113 8.3
モーター回転数（RPM） 1420 330 1440 330

風量（m³/min） 115 22 115 22
ノイズ（dB） 68

電源コード（cm） 300
商品重量（kg） 8.4

商品サイズ（cm） （最高）W50×L50×H122
（最小）W50×L50×H108

風量調整 無段階

規 格

型式  KES251SMFB
タイプ 1口/手動首振り

吊下げフック あり
定格 単相交流 100V

冷房能力
（kW）

50Hz 2.2
60Hz 2.5

消費電力
（W）

50Hz 870
60Hz 1090

風量
（m³/min）

50Hz 4.7
60Hz 4.8

冷媒HFC R410A
圧縮機保護装置 オーバーロードプロテクター

ドレンタンク 5ℓ
寸法（W×D×H）cm 約40.5×43×85.5

質量kg 約42
電気代

（1時間あたり）
50Hz 約24円
60Hz 約30円

付属品 排熱ダクト
ドレンホース

規 格

避
難
所
関
連
対
策
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EU9iGB（エネポ）

G-Cubic　-G700-　CREMA（クレマ） 

インバーター式2WAY発電機　G-cubic（ジーキュービック）

カセットボンベ式発電機

●�燃料は手軽なカセットボンベ。
●�5℃から使える優れた低温始動性。
●�離れた場所へもラクラク移動。

特 長

●�クレマはCOセンサー付きのカセット
ボンベを燃料とする、インバーター
式発電機です。

特 長

●�ジーキュービックはガソリンとカセット
ボンベ、どちらの燃料も使用できる、
インバーター式発電機です。

特 長

定価110,000円

KG-071
定価128,000円

 KG-101
定価148,000円

定格出力 900VA（単相100V/9.0A）
全長×全幅×全高 365×262＊¹×524＊¹mm

乾燥質量 19.5kg
燃料タンク容量 500g＊²
エンジン排気量 57.3cm³

出力 連続運転可能時間 騒音レベル（LwA）
定格負荷
900VA 約1.1h 84dB

¼負荷
225VA 約2.2h＊³ 79dB＊³

＊1�ハンドル折りたたみ時。
＊2�カセットボンベ2本の容量。
＊3エコスロットル作動時。

規 格

※外気温5℃〜40℃にてご使用ください。

商品サイズ D395×W221×H345ｍｍ
化粧箱サイズ D425×W245×H370ｍｍ

商品重量 10.4㎏
カラー マットグリーン/クリーム

使用燃料 カセットボンベ（マイ・ボンベＬ）
製造地 中国

本体材質 ポリプロピレン
エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV

潤滑オイル SAE 10W-30
点火方式 C.D. I

点火プラグ TORCH CMR6A
交流電圧 100V（50Hz/60Hz切替可）

定格出力（交流） 0.7kVA
定格出力（直流） 5V（3.1A×2口）

燃料 カセットボンベ1本（250g）
排気量 40mL

始動方式 リコイルスターター
オイル容量 0.2リットル

連続運転時間 40分[定格出力]、80分[1/4出力,ｴｺ]
電圧調整方式 インバーター式

騒音レベル ｄB（A） 81dB【ISO6395[J IS A 8317-1] 】

規 格

商品サイズ D448×W318×H392ｍｍ
化粧箱サイズ D480×W350×H425ｍｍ

商品重量 15ｋｇ
カラー ブルー/ブラック

使用燃料 ガソリン/カセットボンベ（マイ・ボンベＬ）
製造地 中国

本体材質 ポリプロピレンTD20％配合
エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV

潤滑オイル SAE10W30
点火方式 C.D. I

点火プラグ TORCH A5RTC
交流電圧 100V（50Hz/60Hz切替可）

定格出力（交流） ガソリン/カセットボンベ　　　1.0kVA
定格出力（直流） ガソリン/カセットボンベ　48Ｗ[12V4A]

燃料タンク ガソリン3.0リットル/カセットボンベ2本（500ｇ）※1本でも使用可
排気量 60mL

始動方式 リコイルスターター
オイル容量 0.35リットル

連続運転時間 ガソリン：3.5時間（定格出力）/7.5時間（1/4出力、エコ）
カセットボンベ：1.0時間（定格出力）/2.0時間（1/4出力、エコ）

電圧調整方式 インバーター式
騒音レベル ｄB（A） 89（国土交通省指定測定方法にて）

規 格

推奨カセットボンベ：
東邦金属工業株式会社製�TOHOシャトル
※カセットボンベは別売りです。

避
難
所
関
連
対
策
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GE-900B2

GE-2200P2

ポータブルガスエンジン発電機

●�カセットボンベ2本で最大約2.2時間※の連続運転が可能です。

●�使用している機器の消費電力に応じてエンジン回転数を調節する
　エコスロットル搭載で低燃費です。

※1/4負荷、エコスロットルON時

特 長

●�使用用途が広がる2.2kVA。

●�10kgボンベで最大約20時間※の連続運転が可能です。

●�冬場でも最低気温−10℃まで対応します。

●�エコノミーコントロールで低燃費。

●�アワーメータ標準装備。
※1/4負荷、エコスロットルON時

特 長

市販のカセットボンベ2本で、最大約2.2時間運転できます。

10kgボンベで、20時間連続運転可能。

カセットボンベタイプ LPガスタイプ
GE-900B2 GE-2200P2

発電機

形式 多極回転界磁形交流インバータ発電機
電圧調整方式 インバータ式

周波数 Hz 50/60（切替式）
定格出力 kVA 0.9 2.2 

電圧 V 100 
電流 A 9.0 22 
力率 1.0
相数 単相2線式

12V直流電源 ー 100W（12V×8.3A）

ガスエンジン

名称 ホンダGXH57T 三菱重工GB181
形式 空冷4サイクルOHVガスエンジン

総排気量 ㎤（mℓ） 57.3（57.3） 181（181）
燃料 ブタンガス（カセットボンベ）＊² LPガス＊¹

使用温度範囲 5〜40℃ -10〜40℃
連続運転時間（定格出力時） H 1.1（カセットボンベ2本）＊² 10.0（10kgボンベ）

潤滑油量 L 0.25 0.5 
始動方式 リコイルスタータ式

寸法・質量等
寸法（全長×全幅×全高） mm 365×442（262）×944（524）＊³ 547×490×618

乾燥質量 kg 19.5 56 
騒音値（音響パワーレベルLwA dB） 86●＊⁴ 83●＊⁴

●…超低騒音型建設機械指定機
＊1�LPガスボンベへの接続は付属の圧力調整器をご使用ください。ガスホースの接続は、有資格者が実施する必要がありますので、最寄のLPガス販売店ご相談ください。
＊2�メーカー指定のカセットボンベをご使用ください。
＊3�（　）はハンドル折り畳み時の値です。
＊4�無負荷定格回転時の値です。

規 格

型 式項 目

避
難
所
関
連
対
策
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石油ストーブ （対流型）

石油こんろ〈サロンヒーター〉（煮炊き用）

暖房機器

広いスペースをまるごと暖房。
遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温めます。

煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。
対震自動消火装置付きで安心感が違います。 

SL-5120（タンク一体式）
定価27,800円

KT-1620（タンク一体式）
定価19,800円

型式 SL-5120
暖房出力 5.14kW

暖房の目安 木造（戸建）13畳（21.5m²）まで
コンクリート（集合）18畳（29.5m²）まで

外形寸法 高さ553×幅460×奥行460mm
質量 9.9kg

安全装置 対震自動消火装置
※乾電池別売：単一形/2個使用

規 格
型式 SL-6620

暖房出力 6.59kW

暖房の目安 木造（戸建）17畳（28.0m²）まで
コンクリート（集合）23畳（38.0m²）まで

外形寸法 高さ598×幅460×奥行460mm
質量 11.2kg

安全装置 対震自動消火装置
※乾電池別売：単一形/2個使用

規 格

型式 KT-1620
燃料消費 1.59kW（0.155L/h）

出力 1.59kW
油タンク容量 4.9L
燃焼継続時間 約32時間

外形寸法 高さ320×直径490×上面板までの高さ310mm
質量 8.3kg

安全装置 対震自動消火装置
※乾電池別売：単一形/2個使用

規 格

SL-6620（タンク一体式）
定価28,800円

避
難
所
関
連
対
策
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約60回
充電可能

スマートフォンなら

使用可能

テレビなら

約５時間

約20回
充電可能

ノートパソコンなら

使用可能

LED電球なら

約100時間

28
4m
m

233mm

Compact！

53
0m
m

288mm

26
5m
m

140mm

ポータブル蓄電池

充電式ライト

防災ライト

ソーラーパネル

充電式ライト

モバイルバッテリー

蓄電池

PR-HUG-400A
希望小売価格150,000円

PR-HUG-20
希望小売価格74,500円

PR-HUG-E250
希望小売価格7,980円

PR-SOLARPANEL-100
希望小売価格49,800円

PR-DOME-H05
希望小売価格39,800円

HUG-KM-13000P
希望小売価格12,800円

（HUG400Aと別売）

蓄電容量 390Wh
入力 AC100V〜240V（アダプター）　ソーラーパネル

使用環境条件 0〜40℃
重量 5.3kg

定格出力電力 300W
出力 AC100V（200Vオプション）、USB

外形寸法 W233 × D148 × H284（mm）

充電時間 AC100V  約7時間
ソーラーパネル  8時間前後

規 格

容量 5200 mAh
定格光束 280 lm
定格出力 4W

入出力特性 In:5V/2A（MAX）
Out：5V/2A（MAX）

連続点灯時間
LED照明：強  8時間/中 20時間/弱  30時間
懐中電灯：20時間　虫除け灯（橙）：20時間

SOS信号（赤/青） 30時間
使用環境条件 0〜45℃

外形寸法 40×40×242（mm） 
質量 265g       

規 格
容量 13000mAh

USB出力ポート 5V/2.4V・5V/1.0A
サイクル寿命 500回

充電時間 7〜8時間
使用環境条件 0〜45℃

外形寸法 120×70×21ｍｍ
重量 300g

規 格

電圧 AC100〜240V
（アダプター）

定格光束
（器具光束） 2000 lm

消費電力 20W
エネルギー
消費効率 100 lm/W

設計寿命 50000時間
色温度 5000K
演色性 Ra75
配光角 85°

使用環境条件 -25〜50℃
重量 6.8kg

規 格

電圧 AC100〜240V
（アダプター）

定格光束 500 lm
消費電力 5W

エネルギー
消費効率 100 lm/W

設計寿命 50000時間
色温度 5000K
演色性 Ra70
配光角 85°

使用環境条件 -25〜50℃
質量 1.2kg 

規 格

出力電力 100W
出力電圧 18.0V±1.8V
出力電流 5.56A（MAX）
変換効率 23%〜25％
動作温度 -40〜85℃

質量 約2.4kg
展開サイズ 60×116×0.9 cm 

折り畳みサイズ 60×58×1.8 cm
対応機種 PR-HUG-400A

規 格

約11時間の長時間点灯（満充電時）

避
難
所
関
連
対
策
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メタルハライド400W

輝夜　LEDバルーンライト

バルーン投光機

360度明るく、
白色カバーで目にも優しい光のバルーン投光機。

最大72,000ルーメンのLEDバルーンライト。

メタルハライド400W三脚式
EM4001B
定価269,000円

BL-500-FD
定価713,000円

BL-500-SD
定価725,000円

BL-960-FS
定価698,000円

BL-960-SS
定価708,000円

品番（50Ｈｚ仕様）：11719
品番（60Ｈｚ仕様）：11720 品番：11721

品番（50Ｈｚ仕様）：11722
品番（60Ｈｚ仕様）：11723 品番：11724

メタルハライド400W２輪カート式
EM4001BW

定価269,000円

メタルハライド400W４輪カート式（防音ボックス用）
EM4001B-B

定価530,000円

メタルハライド400W三脚式、ハードケース付
EM4001B-C

定価380,000円

●�スイッチ1つでバルーン開閉します。
●�光の眩しさを軽減する白色カバーを採用。
●�照明の高さを無段階調整が可能です。（三脚式のみ）

●�バルーンの直径は、850mm。
●�バルーン収納カバー標準装備。

特 長

●�米国CREE®社製LEDチップを採用。
●�PSEマークを取得。
●�優れたメンテナンス性。

●�高い防塵防水レベル。
●�優れた発光効率。
●�優しい光で眼の負担が少ないです。

特 長

高力率型安定器
メタルハライドランプ：400W×1

全光束：38,000ℓm
全長×全幅×全高

使用時：
1,410×1,630×1,870〜3,000mm

適用発電機：
Honda正弦波インバーター搭載発電機

規 格

型 式 商品名 バルーンタイプ
BL-500-FD かぐや500W　LEDバルーンライト発電機設置台タイプ（500W用大型台車） 全光バルーン
BL-500-SD 反射バルーン
BL-960-FS かぐや960W　LEDバルーンライト大型三脚仕様 全光バルーン
BL-960-SS 反射バルーン

規 格

電子安定器
メタルハライドランプ：400W×1

全光束：38,000ℓm
全長×全幅×全高

使用時：
1,410×1,630×1,870〜3,000mm

適用発電機：
Honda正弦波インバーター搭載発電機

規 格
高力率型安定器

メタルハライドランプ：400W×1
全光束：38,000ℓm

全長×全幅×全高　
使用時：790×820×2,030〜2,600mm

収納時：1,520×490×740mm
適用発電機：

EU9i entry/EU9i/EU18i

規 格
電子安定器

メタルハライドランプ：400W×1
全光束：38,000ℓm

全長×全幅×全高　
使用時：1,020×650×2,020〜2,820mm

収納時：1,020×650×850mm
適用発電機：

EU9i entry/EU9i/EU18i

規 格

バルーン・三脚収納用
ハードケース（車輪付）

収納時

収納時

※防音ボックスは別売

避
難
所
関
連
対
策
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❶収納状態

❷対角線に開く

❸支柱を主体に四方に開く

❹屋根を固定する

❺天幕を張る

❻完成

ブルドックテント

アルミ製アコーディオン式　テント　Ⅹ'ｓエクシス

テント

●�各種サイズございます。
●�中折れ式なので組み立てが簡単です。

特 長

●�スチール製に比べ軽量です。
●�収納場所を取りません。
●�パーツをなくす心配がありません。
●�一体型なのでパーツの組立要らずです。

特 長

品名 ロット 単位 定価

セーフティ2号（白）2K×3K（天幕+フレーム） 1 セット 185,900円/セット

一方幕（白）　　※3K側一枚もの 1 張 27,900円/張

三方幕（白）　　※7K側三辺コの字で一枚もの 1 張 68,400円/張

規 格

型式 サイズ（奥行×間口） 棟高
（ｍ）

フレーム質量
（ｋｇ）

天幕質量
（ｋｇ） 定価

XS-20 3.5ｍ×4.1ｍ 2間×2.3間 3.00 29.0 10.4 207,000円

XS-30 3.5ｍ×5.4ｍ 2間×3間 3.05 39.0 14.5 280,500円

規 格

設営手順

避
難
所
関
連
対
策
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貯水槽内

シンシンブロック

ジオプール RAIN望スタジアム

リスレインスタジアムⅡ

ハイドロスタッフ

アクアブリック 雨水貯留・浸透槽用貯留材��アクアプラ工法

テンレイン・スクラム

雨水貯留槽

内水氾濫　降雨量が、下水施設容量を超えること

開発が進む前では
雨水の大半は、地中へ浸透したり、水田やため池に貯留され、
河川への流出は抑えられています。

開発が進んだ後では
地表がコンクリートやアスファルトで覆われたり、森林や水田・ため池がな
くなることにより、雨水が短時間に集中して河川へ流出し、浸水被害が増
加します。

出典：「安全なくらし、豊かなくらし、快適なくらしを支える流域貯留浸透施設のご紹介」
平成19年：公益社団法人雨水貯留浸透技術協会 発行

+1  

プ
ラ
ス 

ワ
ン
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可搬式特殊堤防「デルタチューブ（三角水のう）」

陸上用オイルフェンス

簡易止水壁　デルタパネル

防水材

※受注生産品

設置の手間と時間を圧倒的に低減！
しかも日ごろはコンパクトに収納
出来る便利な水防ツールです。

品  番  A-80  A-50  B-50 

類 型 型式  大型  標準 
膜材  高強度タイプ  標準タイプ 

仕 様

高さ ［注水時］（cm）  110 ［100］  70 ［60］ 
幅（cm）  200  120  50（支持棒設置時80） 

全長（cm）  400  600 
容量（m3）  約4.4  約2.5 

乾燥重量（kg）  約30  約30  約20 
材 質  基布：ポリエステル100％、コーティング樹脂：ポリ塩化ビニル（PVC）

適 用

適応水深  80cm以下   50cm以下

適応場所

 堤防上に適応可能  堤内地など
（堤防上は適用不可）

河川上中流部など流木等の流下物あるような場所や
年河川で投棄物がながれてくるような場所への適応に

「高強度タイプ」を推奨 
流下物が流れてこない場
所で内水氾濫対策等

※標準仕様

規 格

● 工設置が簡単で経済的です。
● 軽くて便利な「三角水のう」は、堤防からの越水を防止します。

特 長

●���大雨などによる洪水発生時に、油が周辺地域に拡散する事を抑制します。
対象施設
●�焼入れ加工の冷却用油槽を備えた鉄工所や製造設備で機械油を使用する工場等。
使用素材
●���材質/化学繊維に塩化ビニール樹脂などをコーティングした膜素材（計画に応じて、
施設側の面に油吸着層を装着した複層タイプも供給可能）

用 途

●���膜面の上辺部には、建物内に設置したワイヤーと取り合う「吊り下げ用部材」を膜
面の裾部には、洪水時に浮き上がる事を防止するウェイトを装着しています。�
さらに、膜面の連結部分にマジックテープを使用しています。

仕 様

●�簡単設置／土のうと比べ、作業時間は約１０分の１。
●�高機能／扉を塞がず止水でき、広い間口にも対応できます。
●�コンパクト／非常時以外は折り畳んで場所いらずです。

特 長

規 格

品 番 高さ H 
（cm）

幅 B 
（cm）

長さ L 
（cm）

重量
（kg） 材質 適用水深 

（cm） 適用場所

DP-100 60 780 1100 約2.5 基布：ポリエステル100％
コーティング樹脂：塩化ビニル（PVC） 50 家屋、店舗、ビル、駐車場や地下入り口などへの浸水対策

+1  

プ
ラ
ス 
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固定式垂下型（連続）

シルト構造図

連続・不連続タイプ

取手

取手

OK-200M型

OK-300M型

ウェイトチェーン テンションベルト

ウェイトチェーン
テンションベルト

ファスナー

ファスナー

法令A型・B型の形状

ファスナー

ホック

シャックル テンションベルト

ファスナーを止める（両面2ヶ所）

スライダー外れ防止の
ホックを止める
（2ヶ所）

テンションベルトを
引き寄せ、
付属のシャックルで
接続（2ヶ所）

1

3

2

OKオイルフェンスの接続方法

OK-100

OK-100S

OK-150

OK-200M

OK-300M

土木工事時に、発生する汚濁水の拡散を防止し、環境への影響
を最小限に抑える為のフェンスです。販売とレンタルがあり、使
用期間に応じた選択が可能です。

OKオイルフェンスは、製油所，油槽所などの油保管施設、タンカーおよび係留施設における流出油の拡散を防止、回収す
るフェンスです。発泡体の浮体部を収納したスカートは、耐候性・耐油性に富んだPVCターポリン製で、高い耐油性を発揮
します。OKオイルフェンスは、日本初の国家石油備蓄基地である“むつ小川原石油備蓄基地”で採用され（OK-600：延長
1200m）、以来その信頼性が評価されています。
また、油流出事故などの処置および防備のための油吸着シート（「スプリトップ�油吸着シート」→p27）も取扱っています。

品番 フロート径
（mm）以上

水面下
（mm）以上

長さ
（m）

質量
（kg/20m）

梱包寸法縦×横×高さ
（cm） 接続方法 用途

OK-150BT10 150 200 10 12※1 65×100×35 B 簡易型・緊急用
OK-150BT20 150 200 20 24 65×100×65 B 簡易型・緊急用

OK-200BT 200 300 35 85×135×65 F 簡易型
OK-300BT 300 400 50 115×155×95 F 法令B型

※1：OK-150BT10の質量は10m物の重さです。
＊規格・仕様については、使用環境に合わせ特注品生産も可能です。　＊接続方法：B=ボルトナット止め方式、F=ファスナー方式。
＊付属品�係留用ロープ�φ12mm×10ml�2本、シャックルS-16�2個。　＊従来型とOKオイルフェンスBTとの接続は可能です（OK-200BTとA型、
OK-300BTとB型）。　＊ボトムテンション効果をより発揮するための専用アダプターもご用意しています。価格詳細等お問い合わせ願います。
＊係留の際はより効果を発揮させるため、下端部の両端を繋いでください。

規 格

型式 型式番号 品番
引張強さ（本体布生地） 引張強さ（テンションベルト）

測定法JIS基準値
（N/cm）

当社管理値
（N/cm）

JIS基準値
（kN）

当社管理値
（kN）

法令A型 第P-314号 OK-200

294

450（1350N/3cm） 29.4/本以上
（1本の場合）

19.6/本以上
（2本の場合）

50×1本
JIS F

9900-1

第P-622号 OK-200M

法令B型

第P-315号 OK-300
第P-370号 OK-300L 670（2010N/3cm）
第P-634号 OK-300AIR 300（900N/3cm） 45×2本
第P-611号 OK-300M 450（1350N/3cm） 50×1本
第P-612号 OK-300BT 50×2本

規 格

OKシルトフェンス

OKオイルフェンス

OKオイルフェンスBT

汚濁水拡散防止フェンス 

流出油拡散防止フェンス
+1  
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T-240　ピロータイプ

T-270　ブームタイプ

T-280　ダブルブームタイプ

3M™　大規模流出対策商品

●�大量のオイルを吸収できるピロータイプです。
●�回収用のループ付きです。

特 長

●�水面に浮遊するオイルを囲い込みながら吸収し、汚染の拡大を防ぎ
ます。

※�ロープとフックがあらかじめ装備されており、必要な長さにつなぎ合わせるこ
とが可能です。

特 長

●�120mm径のブームを2本一組にしたダブルブームタイプです。
※�ロープとフックがあらかじめ装備されており、必要な長さにつなぎ合わせるこ
とが可能です。

特 長

形状 ピロー
サイズ 630mm×350mm

重さ（目安） 1000g/個
荷姿 10個/袋

吸収量 109ℓ/袋

規 格

形状 ブーム
サイズ 径200mm×3m

重さ（目安） 4800g/本
荷姿 4本/袋

吸収量 209ℓ/箱

規 格

形状 ダブルブーム（フェンス）
サイズ 径120mm（ダブル）×3m

重さ（目安） 3000g/本
荷姿 4本/袋

吸収量 130ℓ/袋

規 格

+1  
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HP-255

HP-156

3M™ オイルソーベント  フォールデッドタイプ

3M™ オイルソーベント  シートタイプ�（帯電防止処理加工）

3M™ オイルソーベント  シートタイプ

3M™ オイルソーベント  シートタイプ�（片面ラミネート）

3M™ オイルソーベント  ロールタイプ�（片面ラミネート）

オイルソーベント

●�油のみ吸収するタイプです。
●�この一箱で様々な形状のウェス、吸収材をお使いの現場に、対応することができます。

特 長 ●�片面にラミネート加工を施し、柔らかく、破れにくいので油水分離層や工場の床にこ
ぼれた油のふき取りに適しています。
●�厚みの違う2種類からお選びいただけます。

特 長

●�長さがあるので人があまり通らないラインや大きな機械の周りに敷くことができ、�
準備、片付けがラクにおこなえ、作業性が向上します。

特 長
●�帯電防止処理加工を施したHP-556は、湿度が低く乾燥した環境下でガソリン等の�
引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。

特 長

●�油を吸っても水に沈みにくいので油水分離層での使用や、工場の床にこぼれた油の
ふき取りに適しています。
●�厚みの違う2種類から作業環境に合わせてお選びいただける製品です。

特 長

サイズ 自重 荷姿 吸収量 厚さ
127mm×15.2m 1600g/巻 1巻/袋 38ℓ/巻 約12.6mm

規 格
品番 サイズ 自重 荷姿 吸収量 厚さ

HP-156 430mm×480mm 45g/枚 100枚/枚 108ℓ/箱 約4.5mm
HP-255 430mm×480mm 88g/枚 50枚/枚 96ℓ/箱 約7.5mm

規 格

品番 サイズ 自重 荷姿 吸収量 厚さ
T-151J 430mm×480mm 44g/枚 50枚/箱 23ℓ/箱 約2.7mm

規 格

サイズ 自重 荷姿 吸収量 厚さ
430mm×480mm 45g/巻 100枚/箱 108ℓ/箱 約4.5mm

規 格
サイズ 自重 荷姿 吸収量 厚さ

965mm×43.9mm 9100g/巻 1巻/箱 218ℓ/箱 約4.5mm

規 格

P-FL550DD HP-156/HP-255

HP-100HP-556

T-151J

+1  
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タフネル®オイルブロッター®  一覧表

油吸着材

油吸収材

商品名 銘柄 寸法（cm） 枚数（1箱） 重量（1箱） 形式承認番号 イメージ

マット状

BL-65 65×65×0.4 100枚 17kg P-462
BL-65T 65×65×0.4 118枚 20kg P-463
BL-50 50×50×0.4 100枚 10kg P-46１
AB-50 50×50×0.2 100枚 5kg P-459

やわらかマット状

HP−５０ 50×50×約0.3 100枚 約5kg ー

HP−５０ 
片面フィルム 50×50×約0.3 100枚 約5kg ー

万国旗状 BL-F
巾65cm×長さ6.5m：4本 
巾65cm×長さ13m：2本

（厚さ4mm）

80枚
10枚綴り×4本
20枚綴り×2本

13.5kg P-460

ロール状 BL-6500 65×6500×0.4 1巻 17kg P-499

ジグザグ状 BL-Z 全長約50m
65×2500×0.4 ２本 13kg

（１本：6.5kg） P-555

フェンス状 TF-200 直径20×長さ0.5 2本 約18kg ー

チューブ状 FX-10 6.5φ×100 20本 約6kg ー

リボン状 BL-A
＜ろかエレメント＞ 直径約0.6×長さ約65 ー 15kg ー

吹流し状

F-1
＜河川用＞

繊維長1m（100束）×長さ5m
（+両端ロープ5m）

２本
（全長約20m）

約6.5kg
（1本：3.2kg） ー

S-５０
＜海用＞

繊維長50cm（41束）×長さ8m
（+両端ロープ2m）

２本
（全長約20m）

約8kg
（1本：4kg） ー

規 格

形状 品番 寸法（mm） 梱包単位 製品重量1箱（kg） イメージ
アブソーベント　Wパッド 54602 410×510×6 100枚 8.5

アブソーベント　Wパッド・スペシャル WPSP 500×500×6 100枚 8.5

アブソーベント　Wパッド・ストロング
T-6 500×500×6 100枚 8.5
T-2 500×500×2 250枚 7

形状 品番 寸法（mm） 梱包単位 製品重量1箱（kg） イメージ

アブラスオイルキャッチャーロープ
アブラス1号

OCR-1SH 30cm×10ｍ×12mm 5本 15
OCR-1SH50 30cm×50ｍ×12mm 1本 15

アブラスオイルキャッチャーロープ
アブラス3号 OCR-3SH 40cm×20ｍ×20mm 1本 14

スプリトップ油吸着シート

SP-1100N-ROLL 100cm×100ｍ 1巻 目付：100g/㎡
SP-1200N-ROLL 100cm×100ｍ 1巻 目付：200g/㎡
SP-1300N-CUT 50cm×50ｃｍ 100枚 目付：300g/㎡
SP-1300N-ROLL 50cm×100ｍ 1巻 目付：300g/㎡
SP-1300N-CUT 65cm×65ｃｍ 100枚 目付：300g/㎡
SP-1300N-ROLL 65cm×100ｍ 1巻 目付：300g/㎡
SP-1400N-CUT 50cm×50cm 100枚 目付：400g/㎡
SP-1400N-ROLL 50cm×50ｍ 1巻 目付：400g/㎡
SP-1400N-CUT 65cm×65cm×4mm 100枚 目付：400g/㎡
SP-1400N-ROLL 65cm×50ｍ 1巻 目付：400g/㎡

規 格
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特殊な繊維加工

通常の解繊繊維 DWファイバーDWファイバー

×1000
不均一な繊維形状

×1000
均一な繊維形状

■試験結果

試験盛土を造成し、
長谷川式現場透水試験を実施

改良
なし
改良
なし

12ｍｍ12ｍｍ水水

土土

30ｍｍ30ｍｍ
35ｍｍ35ｍｍ

3％
混合
3％
混合

5％
混合
5％
混合

60分後60分後
1.5ヶ月後1.5ヶ月後

施　工　後施　工　前

●土壌改良試験 ●透水性試験

透水性の
改善に成功

芝生化
に成功

施工前25ｍｍ　→施工後14ｍｍ 施工前8％　→施工後16％

土壌硬度 土壌水分

植物の
成長促進

フルボ
酸
フルボ
酸

ミネ
ラル
ミネ
ラル

ミネ
ラル
ミネ
ラル

水・空気

土壌粒子
土壌粒子

水・空気

中性
ＰＨ5

酸性 アルカリ性

ＰＨ9ＰＨ7

油流出（廃油） オイルゲーター添加（ふりかける） 瞬時に吸着 吸着完了

瞬時に
吸着

オイルゲーターを播きユンボで攪拌

処理土壌でトマトが育つ

4層×30cmで合計12m

雨が降っても油膜が出ない

汚染土壌改良（ガソリンスタンド跡地の汚染土壌）

12kg袋入り
定価18,000円

6kg袋入り
定価12,000円

22,600ppm→1,100rpm

pp
m

経過日数

DWファイバー

土壌改良材

製品名 入数 重量

DWファイバー 1,000L 350kg
50L 17.5kg

■NETIS登録：KT-170110-A
■有機JAS登録：JASOM-180203

規 格

●���ランダムに枝分かれした繊維構造により、水みちを確保でき粘土質土壌な
ど透水性の悪い土壌に混ぜることで透水性を改善します。
●���腐植物質であるフルボ酸を混合しており土壌の緩衝機能やキレート効果に
より塩類障害抑制を抑え、植物の光合成を活性化させ生育を促進します。

特 長

●���緑地など植栽基盤の土壌改良として
●���透水性の改善として

用 途

使用例

オイルゲーター　生分解性油吸着剤 （バクテリア入り）

生分解性油吸着剤

使用方法

●��主成分の綿花が油を吸収。綿花のため、油吸収量が多く、再浸漬もしません。
●�オイルゲーターに含まれているバクテリアが、油を生分解します。
●�土中にこぼれた油も吸収できます。
●�土壌改良剤としても使えます。（ガソリンスタンド跡地、工場跡地など）
●�使用方法は簡単、油にオイルゲーターをかけ、土中に埋めておくだけです。

特 長

性 能

バイオ先進国の
アメリカが特許認定
特許番号：5609667

+1  
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呼称サイズ 標準内径 標準肉厚 許容圧力 標準重量
インチ mm mm mm MPa kgf/cm² g/m

10 250 259.0 2.8 0.25 2.5 2865

12 300 310.0 3.0 0.2 2 3665

※14 350 359.0 3.0 0.2 2 4300

※16 400 410.0 3.2 0.2 2 5335

使用温度範囲：0℃〜35℃　色：ブルー
※毎在庫確認。

サニーホース® 大口径サニーホース®

送水ホース

呼径mm
（インチ）

標準内径
（mm）

標準肉厚
（mm）

標準重量
（g/m）

常用圧力
（kg/cm²）

250（10） 257 2.65 2,650 2.5

300（12） 308 2.55 2,910 2.0

350（14） 359 2.70 3,650 2.0

400（16） 410 2.70 4,287 2.0

●定尺：100m　●備考　常用圧力：20℃

規 格
呼径mm

（インチ）
標準内径
（mm）

標準肉厚
（mm）

標準重量
（g/m）

常用圧力
（kg/cm²）

19（0.75） 19 1.30 106 6.0

25（1） 26 1.50 165 7.0

32（1.25） 33 1.45 200 7.0

40（1.5） 41 1.25 205 5.0

50（2） 53 1.30 270 4.5

65（2.5） 66 1.50 380 4.0

75（3） 78 1.70 530 4.0

100（4） 104 1.75 705 4.0

125（5） 128 1.85 935 3.0

150（6） 155 1.95 1,175 3.0

200（8） 207.5 2.20 1,785 3.0

●定尺：100m　●備考　常用圧力：20℃

規 格

呼称サイズ 標準内径 標準肉厚 許容圧力 標準重量
インチ mm mm mm MPa kgf/cm² g/m

1 25 26.5 1.1 0.7 7 120

1・1/4 32 33.0 1.2 0.7 7 160

1・1/2 38 40.0 1.2 0.5 5 195

2 50 52.0 1.2 0.45 4.5 250

2・1/2 65 65.0 1.4 0.4 4 360

3 75 78.0 1.4 0.4 4 430

4 100 103.0 1.5 0.4 4 605

5 125 129.0 1.6 0.3 3 805

6 150 154.0 1.6 0.3 3 960

8 200 207.0 1.9 0.3 3 1525

使用温度範囲：0℃〜35℃　色：ブルー

規 格

規 格

indus Maxflo SD

indus Maxflo

+1  
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ツートンバッグ

ターピー耐候性
大型土のうBLACK

GTB-3G

ツートンバッグオールグリーン

UV BLACK 土のう

耐候性大型土のう

UVブラックマクラ土のう

スーパーUV 土のう

土のう

製　品　名 対応年数 サイズ 容量
（m³）（kN）

ターピー耐候性大型土のうBLACK
（2ｔ用） 1年対応品 φ1100×H1100 1 20

ターピー耐候性大型土のうBLACK
（2ｔ用） 3年対応品 φ1100×H1100 1 20

ツートンバッグ 1年対応品 φ1100×H1100 1 20
ツートンバッグ 3年対応品 φ1100×H1100 1 20

ツートンバッグオールグリーン 3年対応品 φ1100×H1100 1 20
千尋バックGTB-3B 3年対応品 φ1100×H1100 1 ―
千尋バックGTB-3G 3年対応品 φ1100×H1100 1 ―

規 格

サイズ（cm） 入数（枚）
25×90 200

規 格

サイズ（cm） 入数（枚）
48×62 200

規 格

サイズ（cm） 入数（枚）
48×62 200

規 格

●���紫外線劣化防止剤を添加し、約5年の耐候性に優れた黒色
を採用した事で耐候年数が大幅UP。排水工事や資材など
の重しなどにも使用出来ます。

特 長
●���工事現場での止水、
泥止め。養生シート
等の重しとして

用 途

●本体：ポリエチレン
●口紐：ポリプロピレン

材 質

国産土のうの最高峰！！ 約5年の耐候性を実現したUVブラック土のう

約5年の耐候性！

紫外線劣化防止剤（UV）を添加した中期工事用国産UV土のう

●��紫外線劣化防止剤を添加し、耐候性に優れた色である「黒」を
採用、国産土のうで最も高い耐候性を実現しました。

特 長

●��紫外線劣化防止剤を添加し中期的な（約4年）耐候性機能を有
した国産UV土のうです。

特 長

●��長期土木工事の土塁設置、河川工事など
の長期工事の土塁、災害用備蓄など

用 途

●��中期土木工事の土塁設置、河川工事など
の中期工事の土塁、災害用備蓄など

用 途

●�本体：ポリエチレン　
●�口紐：ポリプロピレン

材 質

●�本体：ポリエチレン　
●�口紐：ポリプロピレン

材 質

●�ブラック
カラー

●�ホワイト
カラー

●�日本
原産国

●�日本
原産国

打込（本／2.54cm） 引張強度（N/5cm） 伸度（％）
タテ12×ヨコ12 タテ600×ヨコ550 タテ18×ヨコ25

物性値

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

打込（本／2.54cm） 引張強度（N/5cm） 伸度（％）
タテ12×ヨコ12 タテ600×ヨコ550 タテ18×ヨコ25

物性値

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

打込（本／2.54cm） 引張強度（N/5cm） 伸度（％）
タテ10×ヨコ10 タテ550×ヨコ500 タテ22×ヨコ17

物性値

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。
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吸水膨張

吸水前吸水前

吸水後吸水後

海水・真水両用吸水ポリマー土のう  水ピタ スーパーバリア120α

吸水土のう

スーパーダッシュバッグ　DBW-02／DBW−02−CA （脱水剤付き）

土No袋

ダッシュバッグ　DBW-01／DBW−01−CA （脱水剤付き）

●�安心して使える安定性・業界最速クラス膨張スピードです。
●�優れた性能・軽量＆コンパクトな省スペース備蓄できます。

特 長

●水に浸し、短時間で土嚢を作ることができます。
●本体の四隅に付いたヒモで連結することができます。
●天然ゴム製のすべり止めが付いています。
●専用脱水剤（別売）にて脱水処理ができます。

特 長

●�吸水前は270gの不織布の袋です。その中に予め吸
水材が入っていますので、水に浸すとわずか2分で
20kgの土のう袋になります。

特 長

●�速い！�簡単！�コンパクト！
特 長

●���都市型水害対策、家屋の
浸水防止、氾濫防止、水
路誘導として

用 途

●�各種工事での止水、
水害対策として

用 途
●���本体：ポリエステル不織布
●���吸水剤：吸水性ポリマー
●���すべり止め：天然ゴム

材 質

海水・真水用 真水用
標準タイプ H型 N型

大型タイプ W型 WH型 WN型
加重タイプ G型 GH型 GN型

大型加重タイプ WG型 WGH型 WGN型
※海水での使用は「海水・真水」H型をご使用ください。

規 格

吸水土のう 10枚
吸水・脱水処理用ポリ袋 10枚
土のう脱水剤（マイパック） 10袋

取扱説明書（耐水紙） 1枚
梱包サイズ 約W450×D350×H220mm
梱包重量 約7kg
保存期間 7年

【吸水土のう�サイズ・重量（1枚あたり）】＜吸水前＞サイズ：約W600×D400×H10mm　
重量：約250g＜吸水後＞サイズ：約W600×D400×H120mm　重量：約16kg
【吸水・脱水処理用ポリ袋（1枚あたり）】約650mm×1370mm
【土のう脱水剤（マイパック）（1袋あたり）】サイズ：約W210×D130×H15mm　重量：約220g

※7年保存可能（未開封時）

規 格

品　番 寸　法 吸水後重量 入数
#700/標準型 600mm×400mm×H150mm 15kg 50枚（5×10）
#722/箱型 500mm×300mm×H200mm 23kg 50枚（5×10）

#725/ロング 2,000mm×200mm×H200mm 80kg 20枚（1×20）
#732/新箱型 500mm×300mm×H200mm 19.4kg 50枚（5×10）

※�本品は水に浸してください。ホース等で上から水をかけたり、流れている水にさらすだけでは十分に膨らみません。
※本品は海水では膨らみません。　※本品は再使用できません。

規 格

品番：DBW-02 吸水前 吸水後
サイズ（縦×横×高さ/mm） 400×360×15 400×360×150

重量（kg） 0.27 20
吸水時間 2分

パッケージ 1パッケージ10袋入り
梱包 1ケース20袋入り

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）
梱包サイズ（縦×横×高さ/mm） 450×400×170

摘要 水温20℃  pH7.2 吸水時間2分  ※水温等の諸条件により膨張速度は異なります。

規 格

品番：DBW-01 吸水前 吸水後
サイズ（縦×横×高さ/mm） 600×360×8 520×300×155

重量（kg） 0.4 15
吸水時間 5分

パッケージ 1パッケージ10袋入り
梱包 1ケース50袋入り

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）
梱包サイズ（縦×横×高さ/mm） 430×330×500

摘要 水温20℃ ph7.2吸水時間5分 ※水温等の諸条件により膨張速度は異なります。

規 格

土砂を用意する必要がなく、水に浸すだけで簡単に作れる土嚢袋です。

#700・#722・#732/水に浸し、約3分（水温が低い場合は約5分）で完成します。
#725/水に浸し、約10分（水温が低い場合は約20分）で完成します。

#700標準型
安価な枕型

#725ロング型
1枚で2mまで対応

#722箱型
しっかり積める箱型

#732新箱型
杭が打てる新箱型

●�吸水時形状が箱型になるため密着して並べた時の
止水効果が高まり、段積みした場合にも安定性が保
たれます。

●�水に浸すと5分で15kgの土のう袋になります。

オープン価格

+1  
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吸込

ゲリラ豪雨時などによる緊急排水時に大水量・高揚程で対応。（SP-E型）
セルスタータ
緊急時も楽々スタート

大型燃料タンク装備
21.5ℓ

口径150㎜
短時間で大水量を排水

ワンタッチカプラ
緊急時のホースの着脱が容易

車輪
機動性に優れた大型車輪

※連続運転時間：約3時間
　重量：約310kg

ストッパ付キャスタ
運転時の振動による
ふらつき防止に効果的

ガソリンエンジン搭載
整備しやすく、軽量・
コンパクトな
OHVエンジン搭載

緊急排水エンジンポンプ

緊急排水ポンプ

TED型（TED型キャスタ付特殊仕様）SP-E型

型式 150SP-E
吸込×吐出し口径 150×150mm

最高排出場程 27m
最大吐出し量 3.2m³/min
連続定格出力 13kW（17.7PS）/3600min-1

規 格
型式 TED4-50A

吸込×吐出し口径 50×50mm
最高排出場程 27m
最大吐出し量 0.60m³/min
連続定格出力 3.0 kW/min-1

規 格+1  
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トラック積載イメージ

支川への排水のイメージ

アンダーパス排水のイメージ

緊急排水ポンプユニット　GR−65.5型

緊急排水ポンプ

●�ポンプ部は耐久性に優れたパワフル仕様。
●�機動性に優れた専用台車をセット。
●�コンパクト設計。

特 長

●�標準付属品
　キャプタイヤケーブル（20m）・吐出し短管・専用フロート・専用台車
●�特別付属品
　吐出しホース（30m）・制御盤・ロープ

付属品

型式 GR−65.5型
全揚程 10m

吐出し量 2㎥/min
吐出し口径 150mm

出力 5.5kW
ユニット寸法 約W1200×D840×H920mm

規 格

+1  
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上吐出し口タイプ　LB-480

横吐出し口のベーシックタイプ　HS型  HSE型

水中ハイスピンポンプ

●�キャブタイヤケーブル‥‥‥‥‥1本
���（単相100Vは2P/3P兼用プラグつき）
●�ホースカップリング‥‥‥‥‥‥1個
●�ホースバンド‥‥‥‥‥‥‥‥‥1個

※サクションホースをご使用の場合には、
　別途専用のホースバンドをお使いください。

標準付属品

標準付属品
●�キャブタイヤケーブル‥‥‥‥‥1本
���（単相100Vは2P/3P兼用プラグつき）
●�ホースカップリング‥‥‥‥‥‥1個
●�ホースバンド‥‥‥‥‥‥‥‥‥1個

※サクションホースをご使用の場合には、
　別途専用のホースバンドをお使いください。

モータ強制冷却構造を採用。
幅広い環境での使用に対応します。

異物通過性を特に考慮したスパイラル構造。
土砂の多い過酷な現場でも活躍します。

非自動形〈LB型〉

非自動形〈HS型〉

吐出し
口径

（mm）
型式 出力

（kW）
相・電圧
（V）

全揚程
（m）

吐出し量
（m³/
min）

始動
方式

質量
｛重量｝
（kg）

異物
通過径

（mm）

キャブタイヤケーブル

材質
心数×
断面積

（mm²）
仕上外径
（mm） 長さ（m）

50 LB-480 0.48 単100 8 0.12 コンデンサ
運転 10.4 6 VCT 3×1.25 10.1 5

※表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体質量です。

規 格

吐出し
口径

（mm）
型式 出力

（kW）
相・電圧
（V）

全揚程
（m）

吐出し量
（m³/
min）

始動
方式

質量
｛重量｝
（kg）

異物
通過径

（mm）

キャブタイヤケーブル

材質
心数×
断面積

（mm²）
仕上外径
（mm） 長さ（m）

50 HS2.4S 0.4 単100 8 0.10 コンデンサ
運転 11.3 7 VCT 3×1.25 10.1 5

※表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体質量です。

規 格

項目 吐出し口径（mm） 40 50
液質 雨水・湧水・工事排水・土砂水
液温 0〜40℃
羽根車 ハイスピン
軸封 ダブルメカニカルシール（オイルリフター装備）
軸受 密封玉軸受

羽根車 耐水性特殊ウレタンゴム
ケーシング 特殊合成ゴム

サクションカバー SPC+耐水性特殊ウレタンゴム
軸封

（メカニカルシール） SiC

種類・極数 乾式水中形誘導電動機・2極
耐熱クラス E種

相・電圧 50Hz単相100/200V　三相200V
60Hz単相100/200V　三相200/220V

保護装置
（内蔵）

ミニチュアプロテクタ（単相0.48kW以下）
サークルサーマルプロテクタ（単相0.75kW・三相）

潤滑油 タービン油 VG32
フレーム ADC12

主軸 SUS403
ケーブル VCT

接続 ホースカップリング

要部標準規格
取
扱
液

ポ
ン
プ

モ
ー
タ

構
造

材
質

材
質

要部標準規格
項目 吐出し口径（mm） 50
液質 雨水・湧水・工事排水・土砂水
液温 0〜40℃
羽根車 ハイスピン
軸封 ダブルメカニカルシール（オイルリフター装備）
軸受 密封玉軸受

羽根車 耐水性特殊ウレタンゴム
ケーシング FCD700

軸封
（メカニカルシール） SiC

種類・極数 乾式水中形誘導電動機・2極
耐熱クラス E種

相・電圧 50Hz単相100/200V　三相200V
60Hz単相100/200V　三相200/220V

保護装置
（内蔵）

ミニチュアプロテクタ（単相）
サークルサーマルプロテクタ（三相）

潤滑油 タービン油 VG32
フレーム ADC12

主軸 SUS403
ケーブル VCT

接続 ホースカップリング

取
扱
液

ポ
ン
プ

モ
ー
タ

構
造

材
質

材
質
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エンジン式高圧洗浄機

高圧洗浄機

操作性の向上（1408U・1408UDX）
●�エア抜きバルブ廃止により、始動時のエア抜き操作が必要がありません。
●�サーマルバルブを廃止し、バイパス構造を追加したことにより、長時間のガン締
め切り状態からの復帰も簡単です。

オイル注入量がわかりやすい（1408U・1408UDX）
●�オイル注入口の変更により、オイルの注入量を確認しやすく、入れやすい形にし
ました。

運搬性の向上
●�タイヤをハンドル側につけることで、バランスが良くなり運搬しやすくなりました。

特 長

JCE-1408UDX

JCE-1408U

JCE-1510UK

機種 JCE-1408U JCE-1408UDX JCE-1510UK
型式 三連プランジャー式

最高圧力 （常用）14MPa（140kgf/㎠） （常用）15MPa（150kgf/㎠）
最大吸水量 8L/分 10L/分

直射距離目安 高圧直射：2〜3m、到達距離：7〜8m
吸入揚程 1.5m

オイル量 120cc（エンジンオイルSE級以上　SAE10W-30） 450cc（エンジンオイルSE級以上　
SAE10W-30）

エンジン名称 工進　K180 工進　K210
形式 空冷4サイクルガソリンエンジン

始動方式 リコイルスターター方式
排気量 179cc 212cc

出力

定格
3.1kW（4.13PS）/3600rpm

定格
3.6kW（4.8PS）/3600rpm

最大
3.5kW（4.67PS）/3600rpm

最大
4.2kW（5.6PS）/3600rpm

使用燃料 自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 燃料消費目安 3.6L 約2時間

オイル量 0.6L（エンジンオイルSE級以上SAE10W-30）＊1

点火プラグ LG F6TC（NGK：BP6ES）/チャンピオン：N9YC）
本体重量 25kg 32.5kg 36kg

ランスノズル 直射/扇状可変
ノズル一体型ランス

ノズル交換式ランス　1本
交換噴口ノズル（5種）　各1ケ

直射ノズル15°
拡散ノズル（赤色）

25°拡散ノズル
40°拡散ノズル

ノズル交換式ランス　1本
交換噴口ノズル（5種）　各１ケ
交換噴口ノズル（5種）　各１ケ

①直射ノズル（赤色）
②15°拡散ノズル（黄色）
③25°拡散ノズル（緑色）
④40°拡散ノズル（白色）

⑤洗剤吸引用ノズル（黒色）

付属品
ガン＊2 1ケ　ストレーナー1ケ　洗浄吸引ホース1本

吐出ホース（10m）＊2　1本　水道直結用ホース（3m）　1本　
ノズルクリーナーピン　1ケ　吸入ホース（3m）　1本　

水道直結用ホースバンド　1ケ　余水ホース1本
定価 オープン価格

＊1　ご使用前はオイルを入れてください。
＊2　JCE-1408Uはネジ式、1408UDX・1510UKはワンタッチ式です。

規 格

オ
イ
ル
量

エ
ン
ジ
ン

※使用条件によって数値は異なります。

+1  
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高圧洗浄機
ガソリンエンジン式高圧洗浄機

ガソリンエンジン式高圧洗浄機

ガソリンエンジン式フルフレーム型超高圧洗浄機

ガソリンエンジン式フルフレーム型高圧洗浄機

ガソリンエンジン式防音型高圧洗浄機

100Vコンパクト家庭用高圧洗浄機

●�HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心
●�自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能！
●�積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計

特 長

●�HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心
●�自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能！
●�皮剥ぎに最適な15MPaタイプ

特 長

●�30Mpa（306kgf/㎠）の超高圧タイプ
●�オートストップ機能搭載で運転中の燃費効率
をUP！
●�超高圧で杉・檜の皮剥ぎも簡単!!

特 長

●�＜コンパクト＞徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現
●�＜耐久性＞信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載
●�＜プロ仕様＞現場で活躍する便利な仕様を兼ね備
えたプロユースモデル！

特 長

●�使用場所を選ばない防音タイプ
●�誰でも一発始動!!セルスターター搭載
●�防音型のエントリーモデル

特 長

●�自吸用の吸水ホースセットも装備した使用場所を
選ばない軽量コンパクトモデル
●�自吸式対応だから場所を選ばない！
●�標準装備のノズルでご家庭でも大活躍！！

特 長

SEC-1012-2N
定価130,000円

SEC-1015-2N
定価165,000円

SER-1230i
定価890,000円

SER-2308-5
定価299,000円

SEK-2008SSV
定価450,000円

AR Blue Clean 117
オープン価格

圧力MPa（kgf/㎠） 12.0（122）
水量（L/min） 10

回転数（min-1） 3400
長さ×幅×高さ（mm） 704×407×669

質量（㎏） 28

規 格

圧力MPa（kgf/㎠） 15.0（153）
水量（L/min） 10

回転数（min-1） 3400
長さ×幅×高さ（mm） 704×407×669

質量（㎏） 28

規 格

圧力MPa（kgf/㎠） 30（306）
水量（L/min） 12

回転数（min-1） 1585
長さ×幅×高さ（mm） 705×692×665

質量（㎏） 98.5

規 格

圧力MPa（kgf/㎠） 8.0（82）
水量（L/min） 23

回転数（min-1） 1750
長さ×幅×高さ（mm） 510×530×555

質量（㎏） 40.2

規 格

圧力MPa（kgf/㎠） 8.0（85）
水量（L/min） 22.3

回転数（min-1） 1700
長さ×幅×高さ（mm） 634×517×526

質量（㎏） 58.5

規 格

圧力MPa（kgf/㎠） 10
水量（L/min） 5.5

長さ×幅×高さ（mm） 220×235×460
質量（㎏） 5.7（付属品含む）

規 格

+1  
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EU9i

正弦波インバーター搭載発電機EU28iS1　JNA3 （車輪あり）

正弦波インバーター搭載発電機EU55iSN　JNT （折りたたみハンドル装備）

発電機

●�軽さが活きるハンディータイプ。
●�負荷に合わせて出力を制御。
●�直流電流で12Vバッテリーを充電。
※¼負荷、エコスロットルON時

特 長

●�セルスターター装備で快適始動。
　�簡単に始動できるセルスターターを搭載。リコイル荷重が増える大排気量エンジン搭載の発電機だからこそ
使いやすさにこだわりました。

●�タフに使えるスチールボディー。
　�プロユースのタフな現場でも安心のスチールボディー。外部の衝撃からエンジンや発電ユニットを守ります。
●�素早いメンテナンスを可能に。
　�取り付けネジ一つ外すだけで、素早く点検作業が行えるメンテナンスカバー。工具がなくてもコインがあれ
ば開閉できます。

特 長

●�単相100V・200V同時出力可能。
　�単相3線式のコンセントを搭載したことで、大型エアコンや業務用機器に多い200V機器が利用可能に。一
般的な単相100Vに加えて、単相200Vを同時に出力できます。

●�低燃費&クラス最長＊1連続運転。＊1�定格出力5.0kVA〜6.0kVAの4ストロークエンジン搭載発電機（2019年3月時点）
　�FIの採用により、従来のキャブレター式モデルと比べて燃費が向上。さらに18.0Lの大容量燃料タンクにより、
大出力ながら抜群の長時間運転が可能です。

●�大出力と機動力の両立。
　�1人での運搬を可能にするワンタッチ可倒式ハンドルと大径移動車輪を採用。また別売りで、クレーンによる
吊り下げに使えるハンガーキットもご用意しています。

●�長期保管に強いエンジン構造。
　�FIの搭載により、これまで保管前に必要だったキャブレター内の燃料抜き作業が不要に。燃料が空気に触れ
る箇所を減らすことで燃料の劣化を防ぐ長期保管に適したエンジン構造です。
●�簡単と安心を兼ね備えた始動方法。
　�FIの搭載により実現した、燃料コックやチョーク操作のいらないワンプッシュスタート。リコイルによるエン
ジン始動も可能で、万一バッテリーの充電が不足している場合でも発電機を利用できます。

特 長

乾燥質量わずか13.0kg。
使い勝手が良く、持ち運びも便利。

「並列運転機能」で2倍の1,800VA出力。
別売りの並列運転コードで2台の発電機をつなげば出力が
2倍に。炊飯器や電子レンジなど消費電力が大きな機器も
使用できます。

扱いやすいセルスターター付き
ハイパワーモデル。
エンジン始動が簡単なセルスターターを搭載。
2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にも
しっかり対応。

200V出力を備えた圧倒的な大出力。
5.5kVAの大出力と単相100V・200Vの同時出力で�
幅広いシーンに対応。
大排気量ながら騒音も抑えた実用性の高いモデルです。

定格出力 2.8kVA（単相100V／28.0A）
全長×全幅×全高 658×482×570mm

乾燥質量 61.2kg
燃料タンク容量 12.7L
エンジン排気量 196cm³

グリーン購入法適合品

出力 連続運転
可能時間

騒音レベル
（LWA）

定格負荷
2.8kVA 約7.0h 90dB

¼負荷
700VA 約17.3h＊1 84dB＊1

＊1�エコスロットル作動時。
※ホイールストッパーは別売りとなります。

規 格

定格出力 5.5kVA（単相100V-55.0A）
（単相200V-27.5A）

全長×全幅×全高 848＊1×700×721mm
乾燥質量 118.1kg

燃料タンク容量 18.0L
エンジン排気量 389cm³

出力 連続運転
可能時間

騒音レベル
（LWA）

定格負荷
5.5kVA 約6.1h 90dB

¼負荷
1,375VA 約15.8h＊2 82dB＊2

＊1�ハンドル折りたたみ時。
＊2�エコスロットル作動時。

規 格

出力 連続運転
可能時間

騒音レベル
（LWA）

定格負荷
900VA 約3.2h 86dB

¼負荷
225VA 約7.1h＊1 78dB＊1

＊1�エコスロットル作動時。

定格出力 900VA（単相100V/9.0A）　　　　　　　　
全長×全幅×全高 451×242×379mm

乾燥質量 13.0kg
燃料タンク容量 2.1L
エンジン排気量 49.4cm³

規 格

+1  

プ
ラ
ス 

ワ
ン

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。 37



型式 相数 周波数
（Hz）

出力
（kVA）

電圧
（V）

電流
（A） 力率 エンジン 燃料 燃料タンク  

（L）
連続運転時間（h＊¹） 寸法

全長×全幅×全高（mm）
乾燥質量
（kg）

騒音値
LwAdB＊²名称 1/4負荷 定格負荷

GE-900SS- IV 単相       
（2線式）

50
─
60

0.9 
100

9
1.0

ヤマハ MZ50
ガソリン

2.5 11.9 4.1 450×240×380 12.7 86[超]
GE-1600SS- IV 1.6 16 ヤマハ MZ80V3-20i 4.2 10.5 4.2 490×280×445 20 86[超]
＊1�エコノミーコントロールON時の値です。�＊2�音響パワーレベル無負荷定格回転時の値です。[超]…超低騒音型指定機

規 格

型式 相数 周波数
（Hz）

出力
（kVA）

電圧
（V）

電流
（A） 力率 エンジン 燃料 燃料タンク  

（L）
連続運転時間（h＊¹） 寸法

全長×全幅×全高（mm）
乾燥質量
（kg）

騒音値
LwAdB＊²名称 1/4負荷 定格負荷

GE-1800SS- IV 単相       
（2線式）

50
─
60

1.8 100 18 1.0 ヤマハ MZ80V-22i ガソリン 4.7 10.5 4.2 555×300×470 25 89[超]

＊1�エコノミーコントロールON時の値です。�＊2�音響パワーレベル無負荷定格回転時の値です。[超]…超低騒音型指定機

規 格

型式 相数 周波数
（Hz）

出力
（kVA）

電圧
（V）

電流
（A） 力率 エンジン 燃料 燃料タンク  

（L）
連続運転時間（h＊¹） 寸法

全長×全幅×全高（mm）
乾燥質量
（kg）

騒音値
LwAdB＊²名称 1/4負荷 定格負荷

GE-2000SS- IV 単相       
（2線式）

50
─
60

2.0 
100

20
1.0

ヤマハ MZ175
ガソリン

6.0 8.6 5.0 527×419×461 32 86[超]
※GE-2500- IV2 2.5 25 ヤマハ MZ175  9.0 13.2 6.1 487×395×425 29 92[低]
＊1�エコノミーコントロールON時の値です。�＊2�音響パワーレベル無負荷定格回転時の値です。[超]…超低騒音型指定機　＊3�パイプフレーム型です。

規 格

GE-1800SS- IV

小型ガソリン発電機
GE-900SS- IV

GE-2000SS- IV

GE-1600SS- IV

GE-2500- IV2

●�持ち運びラクラクハンディサイズ。
特 長

●�電動工具などのモータ機器に対応　
ゆったりハイパワー発電1.8kVA

特 長

●�2000Wクラスながら手でラクラ
ク積み降ろしが可能。

特 長

●�1.6kVAながら20kgの軽量ボディ
を実現。

特 長

●�1人でも車に積み降ろしできる軽
量設計。

特 長

ブーストモードシステム
電動工具などのモータ起動時による一時的な出力低下に対応するため、
約1分間エンジン回転数が上昇します。

LEDインジケーター&デジタルマルチメーター
電力表示や警報表示をLED表示し、運転積算時間や電圧を表示します。

＊3

+1  

プ
ラ
ス 

ワ
ン

38 ※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがございます。



GV-9i

GV-28i GV-29i GV-30iS

GV-16i

インバーター発電機

規 格
GV-9i GV-16i GV-28i GV-29i GV-30iS

定格周波数 50Hz/60Hz切り替え

交流
定格出力 0.9kVA 1.6kVA 2.8kVA 2.9 kVA 3.0kVA
定格電圧 100V
定格電流 9A 16A 28A 29A 30A

直流
定格電圧 12V
定格電流 5A 8A

総排気量 60cc 79.7cc 212cc
燃料タンク容量 2.6L 4.2L 8L 9.8L 9L

使用燃料 自動車用無鉛ガソリン
連続運転可能時間※1 3.7〜7.9時間 4.0〜10.5時間 4.5〜11.8時間 5.0〜13.5時間 4.9〜12.9時間

エンジンオイル容量 0.31L（エンジンオイルSE級以
上SAE10W-30）

0.38L（エンジンオイルSE級以
上SAE10W-31）

0.55L（エンジンオイルSE級以
上SAE10W-32） 0.55L（エンジンオイルSE級以上SAE10W-30）

始動方式 リコイルスターター方式 セルスターター
※3/リコイルスターター併用

ACコンセント 2個
合計9Aまで

2個
合計16Aまで

15A×2個、30A×1個
合計28Aまで

15A×2個、30A×1個
合計29Aまで

15A×2個、30A×1個
合計30Aまで

DCコンセント 12Vシガーソケット×1個 シガーソケット×1個　8Ａまで
騒音値※2 65〜58dB（A） 65〜59dB（A） 68〜65dB（A） 67〜61dB（A） 66〜62dB（A）
本体寸法 455×260×398mm 498×293×467mm 605×437×493mm 475×590×525mm 510×590×615mm
本体重量 14kg 22kg 38kg 44kg 50kg

※1　定格負荷〜1/4負荷エコモード時　　※2　定格負荷〜1/4負荷　　注意：ホコリ、粉塵が多い場所では使用しないでください
※3　バッテリーがあがってセルスターターで始動できない場合でもリコイルスターターにより始動でき、発電機使用中にバッテリー充電できます。

業界初！パワーインジゲーター付で使用電力をどのくらい使っているかが一目で分かります。
シガーソケット使用可能、シガーソケット端子付機器が使用できます。
●�燃料残量付、残りの燃料が分かります。
●�移動らくらく、移動がラクに出来るキャリー付
　（GV-28iのみ標準装備�※GV-16i用は別売）

特 長

レジャーや、屋外作業、非常時の備えに。
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スーパーローリータンク

ホームローリー

運搬用タンク

● 色により用途に応じて使い分けることが可能です。
特 長

● ポリエチレン
材 質

● 工事における作業用水用に
● 農作業における散水・防除用に

用 途
※ 液体運搬用のタンクです。据付け・設置しての
利用はできません。
※ タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。

注意事項

SLT-500

バルブ取付例（ドレン）

紫外線に強く、藻が付着しにくい黒色タンクも、
各サイズご用意しております。

バルブ直付例

SLT-1000 SLT-2000 SLT-3000

● 耐衝撃性・耐久性に優れた運搬用タンクです。
● 軽くて扱いも簡単です。
● フタはぴったり密閉し、取り外しも容易に行えます。
● 軽四輪トラック、テーラーに横積みできます。
● 運搬に便利な本体にロープ掛けができます。
● 洗浄は手間がかからず非常に便利です。

特 長

ホームローリー500
黒

ホームローリー50 ホームローリー100
赤

ホームローリー200
青

ホームローリー300
緑

規 格 （単位：mm）
品  番 容量（ℓ） 幅 奥行 高さ マンホール内径※ 肉厚 重量±（kg） 備考

SLT-3000 3,000 1,600 1,800 1,505 500 9 158 40A ポールバルブ付
SLT-2000 2,000 1,550 1,550 1,200 380 7.6 81.4

バルブは 
オプション

SLT-1500 1,500 1,400 1,400 1,110 380 7 63.4
SLT-1200 1,200 1,200 1,400 1,070 380 7 47.4
SLT-1000 1,000 1,200 1,200 1,020 380 7 44.4
SLT-800 800 1,020 1,200 960 380 7 33.4
SLT-600 600 920 1,120 875 380 6 22.4
SLT-500 500 880 1,070 800 380 5 20.4
SLT-400 400 800 1,000 760 380 4.5 18.4
SLT-300 300 750 900 705 280 4 14.8
SLT-200 200 630 800 630 280 4 10.8
SLT-100 100 480 630 490 320 4 7,7

※マンホールは100Lが外ネジ式、200L以上は内ネジ式となります。　製品寸法は±1.5％程度誤差が生じる事があります。

規 格 （単位：mm）
品  番 容量（ℓ） 幅 奥行き 高さ マンホール内径 重量（kg） 色 備考

ホームローリー500 500 870 1070 760 320 16 レモン
赤
青
緑
黒

バルブはオプション
ホームローリー300 300 740 900 630 320 11
ホームローリー200 200 640 800 580 320 8
ホームローリー100 100 550 640 435 320 5
ホームローリー50 50 400 500 380 155 3.5

※製品寸法公差：±1.5％
※マンホールは外ネジ式

5色のカラーバリエーションを実現した
液体運搬用タンク。
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開口部・間口770mm  ・高さ1760mm
750

835
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84
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00

1695

1723

棚は右側に取り付ける
ことも可能です。

開口部・間口862mm  ・高さ1760mm

900

985

18
84
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00

1879

1907

棚は右側に取り付ける
ことも可能です。

22001590
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開口部・間口1238mm  ・高さ1850mm

棚は右側に取り付ける
ことも可能です。

2900
2290

249
5 2980

20
60

21
10

開口部・間口1542mm  ・高さ1850mm

グランプレステージ　ジャンプ

グランプレステージ　ジャンプ

Mr.ストックマン　ダンディ

Mr.ストックマン　ダンディ

防災機材倉庫

●�棚F-17W（3枚）
●�棚落下防止ガードTY-FBG1G（3セット）
●�棚落下防止ガードTY-FBG3G（3セット）
●�吊り下げフック　TY-FR21G（1セット）
●�ヘルメットハンガーTY-HHG（1セット）
●�アンカープレート（転倒防止兼用金具）
●�「防災機材倉庫」文字（□150mm、黒・丸ゴシック体）

付属品

●�棚T-W17W（3枚）
●�棚落下防止ガードTY-FBG2G（3セット）
●�棚落下防止ガードTY-FBG4G（3セット）
●�吊り下げフック　TY-FR21G（1セット）
●�ヘルメットハンガーTY-HHG（1セット）
●�アンカープレート（転倒防止兼用金具）
●�「防災機材倉庫」文字（□150mm、黒・丸ゴシック体）

付属品

●�棚HT-14W（3枚）
●�棚落下防止ガードTY-FBG2G（3セット）
●�棚落下防止ガードTY-FBG4G（3セット）
●�吊り下げフック　TY-FR20G（1セット）
●�ヘルメットハンガーTY-HHG（1セット）
●�たて樋（1本）
●�アンカープレート（転倒防止兼用金具）
●�「防災機材倉庫」文字（□150mm、黒・丸ゴシック体）

付属品

●�棚HT-14W（4枚）
●�棚落下防止ガードTY-FBG2G（4セット）
●�棚落下防止ガードTY-FBG4G（2セット）
●�吊り下げフック　TY-FR20G（2セット）
●�ヘルメットハンガーTY-HHG（2セット）
●�たて樋（2本）
●�アンカープレート（転倒防止兼用金具）
●�「防災機材倉庫」文字（□150mm、黒・丸ゴシック体）

付属品

BG-177AFMW
定価128,000円

標準組立費12,000円（税抜き）
転倒防止工事費別途

ブロック必要数6ケ別途

BG-199AFMW
定価151,000円

標準組立費14,000円（税抜き）
転倒防止工事費別途

ブロック必要数6ケ別途

一般型�標準屋根�BND-2215W�定価190,000円　　　多雪型�標準屋根�BND-S2215W�定価191,000円
標準組立費20,000円（税抜き）

転倒防止工事費別途
ブロック必要数12ケ別途

一般型�標準屋根�BND-2922W�定価311,000円　　　多雪型�標準屋根�BND-S2922W�定価315,000円
標準組立費29,000円（税抜き）

転倒防止工事費別途
ブロック必要数20ケ別途

間口 169.5cm
奥行 75cm
高さ 190cm

床面積 1.27m²（0.39坪）

規 格

間口 187.9cm
奥行 90cm
高さ 190cm

床面積 1.69m²（0.51坪）

規 格

間口 220cm
奥行 159cm
高さ 211cm

床面積 3.5m²（1.06坪）

規 格

間口 290cm
奥行 229cm
高さ 211cm

床面積 6.64m²（2.01坪）

規 格
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デッキブラシPET-18 デッキブラシシダ18 コンドル�ドライワイパー�40 コンドル�ドライワイパー�60

ドライヤー

デッキブラシ

デッキブラシ・ワイパー

清掃用品

商品名 規格 商品番号 ゴム幅（約） 重量（約） 材質 全長（約） 定価（1本）

ドライヤー　40cm 40cm CL-370-040-0 400mm 740ｇ 頭：スチールにクロメートメッキ、先ゴム：クロロプレンゴム
柄：Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 1385mm 1,400円

ドライヤー　61cm 61cm CL-370-061-0 610mm 850ｇ 頭：スチールにクロメートメッキ、先ゴム：クロロプレンゴム
柄：Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 1385mm 2,400円

ドライヤー　90cm
（キャスターなし） 90cm CL-370-120-0 900mm 2.2㎏ 頭：スチールにクロメートメッキ、先ゴム：クロロプレンゴム

柄：Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜 1510mm 6,600円

規 格

商品名 規格 商品番号 ゴム幅（約） 重量（約） 材質 全長（約） 定価（1本）

デッキブラシ 本体 CL-416-000-0 45mm 620ｇ 頭：天然木・スチールにクロメートメッキ、毛：ポリエステル（再生樹脂）、
柄：Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜 1320mm 1,500円

デッキブラシ スペア CL-416-100-0 45mm 260ｇ 頭：天然木・スチールにクロメートメッキ、毛：ポリエステル（再生樹脂）    740円

ペアブラシ 33cm CL-412-033-0 40mm 910ｇ 頭：天然木・スチールにクロメートメッキ、先ゴム：クロロプレン、
毛：塩化ビニール、柄：Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 1380mm 2,800円

ペアブラシ 45cm CL-412-045-0 40mm 1.1㎏ 頭：天然木・スチールにクロメートメッキ、先ゴム：クロロプレン、
毛：塩化ビニール、柄：Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 1380mm 3,500円

規 格

商品名 商品番号 サイズ 重量（約） 材質 梱包数 定価（1本）

デッキブラシPET-18 CL714-180U-MB 幅200 全長1240mm、
毛の長さ40mm 410g グリップ：PE･PP（抗菌加工）、ハンドル（柄）：スチール（PP被

覆･抗菌加工）（φ約22mm）、甲：PP、ブラシ：PET 24ホン    600円

デッキブラシシダ18 CL715-180U-MB 幅200 全長1340mm、
毛の長さ40mm 400g グリップ：PE･PP（抗菌加工）、ハンドル（柄）：スチール（PP被

覆･抗菌加工）（φ約22mm）、甲：PP、ブラシ：シダ　 24ホン    700円

コンドル ドライワイパー 40 WI543-040U-MB 幅400 全長1400mm 720g ハンドル：スチールパイプ、ヘッド：スチールクロメートメッキ、
ゴム：合成ゴム（ゴム厚約10mm） 10ホン 1,400円

コンドル ドライワイパー 60 WI543-060U-MB 幅600 全長1400mm 870g ハンドル：スチールパイプ、ヘッド：スチールクロメートメッキ、
ゴム：合成ゴム（ゴム厚約10mm） 10ホン 2,570円

規 格

イメージ

イメージ

イメージ
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3枚入 3枚入

非常用飲料水袋

抗菌広口ショルダー水コン16

シンクになるウォーターコンテナ10L

水袋

※�自然災害発生時など緊急時
において、供給が滞る可能
性がございます。

特記事項

●�容量は16L。
●�抗菌仕様。
●�着脱式ショルダーベルト付き。
●�出荷単位4個。

特 長

●�容量は10L。
●�自立するシンクとして使用が可能。
●�ハンドル付き。
●�水を注ぎやすいコック式を採用。
●�出荷単位8個。

特 長

中が洗える水コンテナ。
クチが大きいので中に手を入れて洗え、
乾きも早くなります。

収納しやすいソフトボディ。
コンパクトに折りたため、かさばりません。
持ち運びにも大変便利です。

折りたためばシンクに！  2wayタイプのコンテナ。

定価1,700円

定価1,300円

 製品番号 品名
（JANコード） ケース入数 出荷ロット

（C/S数） 備考

90273 非常用飲料水袋　６L背負い式 100枚 1ケース １ケース（100枚）より発送致します。
90274 非常用飲料水袋　10L背負い式 75枚 1ケース １ケース（75枚）より発送致します。
90291 ＜3枚入＞非常用飲料水袋　6L背負い式 5パック 5ケース 5ケース（3枚P×5P×5ケース＝75枚／25P）より発送致します。
90292 ＜3枚入＞非常用飲料水袋　10L背負い式 5パック 5ケース 5ケース（3枚P×5P×5ケース＝75枚／25P）より発送致します。

※段ボール内は個包装されておりません。

規 格

洗えて清潔を保てます

大きく使って小さくたたむ

折りたためばシンクに早変わり
※食器は別途となります。

コック式の
ウォーターコンテナとして

2way
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保冷剤クールメイト300

保冷剤クールメイト500

保冷剤クールメイト350

保冷剤クールメイト750
やわらか冷え〜る

災害対策用ポンプエアーマット

エアざぶとんセット

保冷剤ハードタイプ　クールメイト 保冷剤ソフトタイプ　やわらか冷え〜る

エアーマット・保冷剤

●�電気を使わないポンプを内蔵しているため、どんな
場所でも簡単に膨らます事ができます。
●�サラサラとした質感で心地よい肌障りです。耐久性
にも優れており、耐荷重200㎏まで対応可能です。

特 長

●�付属のストローを差し込んで空気を吹き込みます。
●�空気圧で、自分の好きな柔らかさに調節する事がで
きます。

特 長

普段はレジャー用マットに。
災害時には避難用マットに使える
軽量・コンパクトなエアーマットです。

コンパクトで携帯も簡単。

ハードケースタイプの為、業務用として最適です。
表面に菌の繁殖を抑える抗菌加工を
施してあります。
冷凍庫で8〜12時間凍らせて何度で
も繰り返しご使用いただけます。

急な発熱、リフレッシュ用にも。

WMT-A01

商品名 規格色 商品番号 サイズ 材質 耐荷重 膨らませ時間 定価
災害用対策ポンプイン

エアーマット　
WMT-A01

グリーン OT962-100-0
約1820mm×500mm×80mm

収納サイズ
約400mm×190mm×100mm

本体：ポリエステル、内面：ポリウレタン（熱可塑性ポリウレタン加工）、
吸気弁：熱可塑性ポリウレタン．・ステンレス、排気弁：熱可塑性ポ
リウレタン・ABS、ポンプ・ウレタン、収納袋：ポリエステル

200㎏ 2〜3分 12,000円

規 格

商品名 商品番号 サイズ 材質 全長（約） 定価
エアざぶとんセット OT-962-000-0 650mm×650mm ポリエチレン 幼児用650mm　子供用1300mm　大人用1950mm 1,980円

規 格

災害対策用ポンプインエアーマット収納袋

エアざぶとんセット1枚

エアざぶとんセット3枚

商品名 クールメイト300 クールメイト350 クールメイト500 クールメイト750

商品サイズ 160（縦）×93（幅）×
30（厚さ）mm

180（縦）×95（幅）×
30（厚さ）mm

220（縦）×140（幅）
×20（厚さ）mm

230（縦）×190（幅）
×22（厚さ）mm

カートン
箱サイズ

400（縦）×310（横）
×200（高）mm

300（縦）×300（横）
×190（高）mm

270（縦）×290（横）
×230（高）mm

230（縦）×390（横）
×230（高）mm

ケース入数 36個（18個×2小箱） 30個（10個×3列） 26個（13個×2列） 20個（10個×2列） 
商品重量 300ｇ 350ｇ 500ｇ 750ｇ

カートン重量 約11ｋg※小箱約5ｋｇ 約11ｋg 約13.5ｋg 15.5ｋg
製造地 中国 中国 中国 中国

規格・仕様等 容器：ポリエチレン 容器：ポリエチレン 容器：ポリエチレン 容器：ポリエチレン
定価 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格

規 格
商品名 ソフトタイプ保冷剤　やわらか冷え〜る

商品サイズ H110×W165×D15（mm）
カートン
箱サイズ 外箱：356（縦）×315（横）×300（高）mm

ケース入数 96個（24個×4小箱）
商品重量 150ｇ

カートン重量 約16ｋg
製造地 日本

規格・仕様等 内容物：高分子増粘剤
主成分：吸水性ポリマー

定価 オープン価格

規 格
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備蓄用防災用品トイレ

備蓄トイレ

テントセット

防災用トイレ

定価6,500円 定価38,000円 定価120,000円

●�折りたたみ式で組立てカンタン、持ち運びラクラク。
●�保管スペースとらず、備蓄用におすすめです。
●�強度抜群（耐荷重200kg）！水に濡れても大丈夫です。
●�本体は何度も使えて経済的です。
●�水が不要のトイレです。
●�本体はリサイクル原料を使用しています。

特 長
●�一般のトイレや介護用トイレに装着可能です。
●�袋に入っている特殊な吸水ポリマーシートが、液体に
触れると瞬間にジェル化し、臭いもカットします。

●�給水量は、最大1,000ccです。
●�使用後は可燃ゴミとして廃棄できます。
●�1ケースに200枚入。

特 長
●�携帯用とお使いいただけます。
●�本体が簡単にセットでき、便利なハンドグリップによ
り場所を選ばず、男女兼用で使いやすい設計です。
●�吸水量は、最大700ccです。
●�丈夫なポリエチレン使用（本体部分）
●�使用後は可燃ゴミとして廃棄できます。
●�1ケースに200個入。

特 長

B5サイズに100回分
定価15,000円

災害用テントセット RM-100
定価36,000円

災害用テントセット RP-100
定価31,500円

300回分
定価46,500円

100回分
定価18,500円����

その時、水がなくてもスグ使えます。

クレシア簡易トイレ　ホームタイプ20 簡易トイレGoodパック　袋タイプ
（消臭シート付処理袋）

携帯トイレGoodパック　ハンディタイプ
（携帯用）

配布しやすい、小分けパック
1パック＝1人1日分�※想定/1人1日5回

豪雨・台風などの水害にも安心して
備蓄可能。
（特許出願中）水没・湿気に強い！
水没1週間後でも耐荷重30kg

抗菌性凝固剤（7g） 100袋
排便袋（PE製黒） 100袋

大型外袋（PE製白） 10袋
使用方法ポスター 1枚（4カ国語対応）

サイズ 約W240×D170×H185mm
重量 約2.4kg

規 格

レスキューテント 組立時：約W1200mm×D1200mm×H1830mm
収納時：約直径600mm、厚み60mm　　重量：約3kg

マイペール サイズ：約直径310×H370mm　　重量：約1.9kg
マイレットS-100 サイズ：W240×D170×H185mm　　重量：約2.4kg

梱包サイズ 約W590×D405×H610mm
総重量 約7.5kg

規 格

レスキューテント 組立時：約W1200mm×D1200mm×H1830mm
収納時：約直径600mm、厚み60mm　　重量：約3kg

プラダントイレ 組立時：約W290mm×D310mm×H410mm
収納時：約W630mm×D60mm×H530mm　　重量：約950g

マイレットS-100 サイズ：W240×D170×H185mm　　重量：約2.4kg
梱包サイズ 約W645×D300×H600mm

総重量 約6.5kg

規 格

抗菌性凝固剤（7g） 100袋
排便袋（PE製黒） 100袋

大型外袋（PE製白） 10袋
使用方法ポスター（耐水紙） 1枚（4カ国語対応）

サイズ 約W250×D200×H190mm
重量 約3kg

規 格

1箱商品内容
トイレ処理セット（5回分） 60パック

サイズ 約W385×D355×H160mm
重量 約8kg

1パック商品内容
抗菌性凝固剤（7g） 5袋
排便袋（PE製黒） 5袋

持ち運び袋（PE製白） 2袋
サイズ 約W95×D20×H140mm
重量 約120g

規 格

マイレット  S-100 マイレット  P-300 マイレット  WR-100
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※�フットブレーキ付もあります。

※�フットブレーキ付もあります。
※パーキングブレーキ付もあります。
※�固定ハンドル式もあります。

※�フットブレーキ付もあります。
※�固定ハンドル式もあります。

フットブレーキ付き

ブレーキ無し

金象印　一輪車シリーズ

金象印　キャリーシリーズ

台車

●�農園芸、造園作業用浅型一輪車
　�溶解亜鉛メッキ（バケット）で長期間錆を
防ぎ、高強度と高剛性を実現しています。
●�ベアリングの入ったタイヤホイールです。
●�日本製

特 長

●�新規格の運搬台車です
　�静音キャスター搭載や、壁への衝突によ
る傷軽減のためのバンパーローラーも搭
載しています。
　�折りたたみ時には、前方が上がるように
傾斜を持たせているため荷物が落ちにく
い設計とこだわっています。
●�日本製

特 長

●�走行時のキャスター部からの耳ざわりな
金属音をカットした低騒音樹脂台車です。
　�ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生
を抑える安全機能（特許）が付いています。
●�荷台の裏側に補強有
●�日本製

特 長

●�走行時のキャスター部からの耳ざわりな
金属音をカットした低騒音樹脂台車です。
　�ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生
を抑える安全機能（特許）が付いています。
●�日本製

特 長

●�標準普及型スチール製台車
　�ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生
を抑える安全機能（特許）が付いています。
●�日本製

特 長

●�土木、建設工事用深型一輪車
　�溶解亜鉛メッキ（バケット）で長期間錆を
防ぎます。高強度と高剛性を実現してい
ます。
●�ベアリングの入ったタイヤホイールです。
●�日本製

特 長
●�土砂、肥料、収穫物等の運搬に便利です。

用 途

●�静音キャスタータイプのため静かな走行で
朝や夜間の配達にも気兼ねせずできます。

用 途

●�プロの方から一般家庭まで幅広く使用でき
る運搬台車です。

用 途

●�プロの方から一般家庭まで幅広く使用でき
る運搬台車です。

用 途

●�ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペー
ス保管に最適です。

用 途

●�モルタル、解体ガラ等の運搬に最適です。
用 途

●�本体部：スチール　
●�車輪部：スチール・ゴム

材 質

●�荷台：ＰＰ、ハンドル：スチール
材 質

●�荷台：ＰＰ、ハンドル：スチール製
材 質

●�荷台：ＰＰ　ハンドル：スチール製
材 質

●�ハンドル取り付け位置の台座内部に補強
金具が入っているので使用によるガタツ
キ発生を抑えます。
●�荷台：スチール製

材 質

●�本体部：スチール　
●�車輪部：スチール・ゴム

材 質

３才深型プロ
オープン価格

しずキャリーＮＰ１５０ＤＸL（静音タイプ）
オープン価格

キャリーラックＤＸL小
オープン価格

２才浅型プロ
オープン価格

プラメッシュキャリーＰＭ２００（静音タイプ）
オープン価格

しずキャリーＮＰ３００ＤＸL（静音タイプ）
オープン価格

使用時
外寸法

全長：1340mm×
全幅：680mm×
全高：555mmn

フレーム φ25.4mm×肉厚1.4mm
バケット 板厚0.8mm
積載荷重 100kg

2才≒約50L
１台

規 格

積載荷重 200kg
使用時
外寸法

全長：810mm×
全幅：505mm

1台
ハンドル折り畳みタイプ。
ブレーキ付きとブレーキ無しがございます。

規 格

積載荷重 300kg
使用時
外寸法

全長：915mm×
全幅：600mm

1台
積載面は滑り止め付き。
タイヤは、クッション性・静粛性・耐候性に優れ
たブタジェンラバー（BR）を採用。また、車軸部お
よび前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵し、
騒音（40デシベル以下）を低減。
ブレーキ付きとブレーキ無しがございます。

規 格

積載荷重 150kg
使用時
外寸法

全長：740mm×
全幅：455mm

1台
載面は滑り止め付き（5箇所）
タイヤは、クッション性・静粛性・耐候性に優れ
たブタジェンラバー（BR）を採用。また、車軸部お
よび前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵し、
騒音（40デシベル以下）を低減。
ブレーキ付きとブレーキ無しがございます。

規 格

積載荷重 150kg
使用特
サイズ

全長：755mm×
全幅：480mm

1台
タイヤは、クッション性・静粛性・耐候性に優れ
たブタジェンラバー（BR）を採用しています。・台座
周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マッ
トを装着しています。荷台の材質に、ハイテン鋼
を採用、従来品と同強度で約15％の軽量化を実
現。ブレーキ付きとブレーキ無しがございます。

規 格

使用時
外寸法

全長：1288mm×
全幅：496mm×
全高：615mmn

フレーム φ25.4mm×肉厚1.4mm
バケット 板厚0.8mm
積載荷重 100kg

3才≒約75L
１台

規 格
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軽トラックにES-125を積載した状態

テントを載せております。

収納状態

折りたたみ状態

アルミ製保管運搬用収納ボックス　エコックストッカー

アルミ製1トン台車　アルロックキャリー　AHK-1

アルミ製台車　運ぱん君　ＵＣ型

アルミ製台車　運ぱん君　ＵＫ型

台車

●�取手及び金具類はステンレス製です。
特 長

●�アルミ製なのでスチール製に比べ
　40％程度軽量です。

特 長

●�手すりは折り畳み式の一般台車をアルミ製
としたものです。
●�軽く、衛生的なのであらゆる分野でご利用
できます。

特 長

●�アルマイト処理しておりますので錆びにくく工場内の
美化、衛生にすぐれ、外見も美しく店舗内での運搬、
販売用としても利用できます。

特 長

大切な工具、部品を雨やほこりから守り、スッキリ収納が出来ます。

アルミ製の1トン台車です。重量物や長物を載せて運ぶ際に便利な製品となります。

アルミ製の軽量台車です。

鉄製台車に比べ約30％程度軽くなっています。

型式 幅W
（ｍｍ）

奥行D
（ｍｍ）

高さH
（ｍｍ）

質量
（ｋｇ） 定価

ES-095 950 500 485 15.1 77,000円
ES-125 1,250 500 485 18.7 85,000円

規 格

型式 荷台外寸（mm） 車輪軽・材質 均等荷重（㎏） 重量（㎏） 定価

AHK-1 1200×745 Φ150ナイロン
ホイルウレタン 1,000 28 110,000円

※単管パイプは付いておりません。

規 格

型式 荷台外寸（mm） 車輪軽・材質 均等荷重（㎏） 重量（㎏） 定価
ＵＣ-1 710×460 φ100ウレタン 150 7.8 32,000円
ＵＣ-2 900×590 φ125ウレタン 300 13.2 47,500円
ＵＣ-3 1200×750 φ150ウレタン 500 17.8 68,500円

※ＵＣ-1・2は1台の場合別途運賃発生致します。

規 格

型式 荷台外寸（内寸）mm 重量（kg） 定価
ＵＫ-1 800×600×1700（730×565×1455） 27 85,000円
ＵＫ-2 1100×800×1700（1030×765×1455） 33 98,000円

※車輪はφ150ナイロンホイルウレタン車（均等質量500ｋｇ）

規 格
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レスキューボードベンチ

レスキューベンチ

ターポリン救護担架　オレンジ

レスキューベンチ

●�熱中症による急病人や負傷者発生などの緊急事
態になると担架として活躍する、万一の備えに最
適なベンチです。

特 長

●�素早く担架に変身するベンチで、滑りにくい持ち
手や搬送時に便利な車輪付きです。

特 長

●�ブルーとオレンジの2色展開
●�W1780×D460×H380mm/台

仕 様

●�ブルーとオレンジの2色展開
●�W1805×D465×H400mm/台

仕 様

●�座面：ポリエチレン
●�脚：スチールに紛体塗装
●�ベルト：ナイロン
●�バックル：ＰＯＭ樹脂

材 質

●�座面：硬質塩化ビニール
●�脚：スチールパイプに紛体塗装　
●�ベルト：ポリプロピレン
●�バックル：ＰＯＭ樹脂

材 質

緊急時に活躍する、
丈夫なターポリン生地の簡易担架。

品番 OT-150-901-5

サイズ 使用時：約600×2000ｍｍ、
収納時：約W330×Ｄ90×Ｈ400mｍ

重量 約1.8kg（袋収納時：約2.0kg）
材質 ＰＶＣターポリン
定価 オープン価格

規 格

定価40,000円

定価78,500円
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脱レバー新機能搭載（特許取得済み）

脱レバー新機能搭載（特許取得済み）

マイボンベＳ、マイボンベＬを
ご使用ください。

マイコンロ・ブレイズ

マイコンロ・エコ

マイコンロ・チコ　ブラック

カセットコンロ

KC-338A
オープン価格

KC-315A
オープン価格

KC-343A
オープン価格

●�ヒートパネルの採用で火力をキープ。
●�マグネット着脱方式。
●�カラー化粧箱入。
●�圧力感知安全装置付。
●�圧電点火方式。

特 長

●�簡単便利なマグネット着脱式。
●�毎日使えるコンパクトサイズカセットコンロ。ブーム
の小鍋料理に最適のサイズ。

●�和・洋・中いずれにもマッチする本体カラー。
●�内炎式バーナーの渦巻く炎により高火力、高効率。
外炎式と比較してガス消費量を約10％カット。

●�従来タイプボンベ（250g）とミニタイプボンベ（120g）
のどちらでも使えます。

●�カラー化粧箱入。
●�圧力感知安全装置付。
●�圧電着火方式

特 長

●�熱を外に逃がしにくい内炎式バーナー
採用でボンベが長持ち！

●�2.6kW（2,300kcal/h）の最大発熱量
で3.2kW（2,700kcal/h）相当のパワー
を発揮する省エネタイプコンロ。
●�ガス消費量約18%カット。
●�カラー化粧箱入。
●�圧力感知安全装置付。
●�圧電点火方式。

特 長

商品サイズ 342（幅）×270（奥行）×86（高さ）mm
化粧箱サイズ 352（幅）×283（奥行）×97（高さ）mm

カートン箱サイズ 580（幅）×410（奥行）×385（高さ）mm
発注単位 8台
商品重量 約1,500ｇ

カートン重量 約13㎏
製　造　地 中国
カ　ラ　ー クラシックアイボリー
本体材質 鋼板

汁受け材質 鋼板
ごとく材質 鋼板/ニッケルメッキ

バーナーヘッド材質 鋼板
最大発熱量 3.5kw（3,000kcal/h）
ガス消費量 250g/h

連続燃焼時間 約60分　※「マイボンベ・Ｌ」使用時
容器着脱方式 マグネット着脱式（新機能脱レバー搭載）

規 格

商品サイズ 278（幅）×187（奥行）×91（高さ）mm
化粧箱サイズ 289（幅）×209（奥行）×100（高さ）mm

カートン箱サイズ 439（幅）×425（奥行）×320（高さ）mm
カートン入数 8台

商品重量 約1,300ｇ
カートン重量 約11kg

製造地 中国
カラー ブラック

本体材質 アルミニウム合金ダイカスト
汁受け材質 SPCC（鋼板）
ごとく材質 アルミニウム合金ダイカスト

バーナーヘッド材質 アルミニウム合金ダイカスト
最大発熱量 2.1kW（1,800kcal/h）
ガス消費量 150g/h

連続燃焼時間 マイ・ボンベL（250g）使用時　約98分　
マイ・ボンベS（120g）使用時　約47分　

容器着脱方式 マグネット着脱式

規 格

商品サイズ 337（幅）×280（奥行）×105（高さ）mm
化粧箱サイズ 346（幅）×290（奥行）×110（高さ）mm

カートン箱サイズ 605（幅）×450（奥行）×380（高さ）mm
発注単位 8台
商品重量 約1.9㎏

カートン重量 約19㎏
製造地 中国
カラー 黒（本体・ボンベカバー）/シルバー（汁受け）

本体材質 SPCC（鋼板）
汁受け材質 SPCC（鋼板）
ごとく材質 SPCC（鋼板）（ニッケルメッキ）

バーナーヘッド材質 アルミニウム合金ダイカスト
最大発熱量 2.6kW（2,300kcal/h）
ガス消費量 195g/h

連続燃焼時間 約77分　※「マイ・ボンベ�Ｌ」使用時
容器着脱方式 マグネット着脱式（新機能脱レバー搭載）

規 格
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BSK-5NA BSK-10NA BSK-20NA

チェンソー　SCS-3625

チェンソー　CS3411G カジュアルソー　SSE3000S-350PX

チェンソー・ガソリン携行缶

● エンジン式と比べて、ランニングコストがお得！
　1時間あたり約4円※1の電気代。
　�例えば10時間使うと標準的なエンジン式※2と比べて約2,200円
も抑えられ、トータルコストが大変お得です。
　※1�電気代：22円/kWhで計算。
　※2�エンジン式チェーンソー（22.5ccクラス）。
● 切れ味が落ちない
　切断中の回転数低下を抑制。
● 楽々メンテナンス
　工具なしでチェーンの調整・交換ができます。

特 長

簡単操作＆静かな充電式チェーンソー

使い易さ極まるカジュアルソー チェン張りの容易な
インテンズバーを採用

オープン価格

定価37,620円 オープン価格

ガソリン缶　セフティキャン3 KBガソリン携行缶

●�エアー抜き
エアー抜き調整ネジの閉め忘れを防ぐ
ために缶内部にエア抜きパイプを内蔵
しています。これにより危険な気化し
たガソリンの大気放出を防ぎます。

特長１

●�剛性&耐久性アップ
ガソリンの沸点は低いので、炎天下では缶内のガソリンが沸騰して
いる場合があります。沸騰すると気化して缶を膨らませ、温度が下
がると液体に戻る際（液化）に負圧が生じ缶を凹ませます。これを繰
り返すと金属疲労により、亀裂が生じ漏れや引火の原因になります。
このため、KS-20Zでは強度を上げて消防検査基準の2倍以上の圧
力にも耐えられる作りにしてあります。

特長２

製品コード KS-10Z KS-20Z
指定容量 10L 20L
主材料 電気亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板

寸法（mm） 350×165×294 350×165×470
乾燥重量 2.8kg 4.5kg

板厚 0.8mm 1.0mm（上部取手部0.8mm）

規 格

規 格
寸法（長さ×幅×高さ）（mm） 396×232×268

本体乾燥質量（kg） 4
排気量（cm³） 34

バーサイズ（呼び寸法cm） 30
バー形状 スプロケットノーズバー

チェンタイプ 25AP-68E
スパークプラグ BPM8Y

始動方式 Iスタート
使用燃料 混合燃料［ガソリン：2サイクルオイル※］＝50：1

燃料タンク（L） 0.25
オイルタンク（L） 0.26

3軸合成値（m/s2） 4.6
※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD。
※本体乾燥質量は、ソーチェン、ガイドバー、燃料、オイルを含みません。

規 格
寸法（長さ×幅×高さ）（mm） 396×232×273

本体乾燥質量（kg） 4
排気量（cm³） 30.5

バーサイズ（呼び寸法cm） 35
バー形状 インテンズバー

チェンタイプ 91PX53E
スパークプラグ BPM8Y

始動方式 Softスタート
使用燃料 混合比［レギュラーガソリン：2サイクルエンジンオイル］＝50：1※

燃料タンク（Ｌ） 0.25 クラッチ連動式オートオイラー ○
オイルタンク（Ｌ） 0.26 ターボクリーン ○

3軸合成値（m/s2） 6.9 サイドアクセス ─
慣性式チェンブレーキ ○ ナット脱落防止機構 ─

※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD。
※本体乾燥質量はソーチェン、ガイドバー、燃料、オイルを含みません。

規 格
機種 SCS-3625

モーター ブラシレスモーター
バッテリー種類 リチウムイオン

電圧 DC36V
バッテリー容量 2.5Ah

充電時間※1 約90分
運転時間

（満充電・無負荷） 約40分

ガイドバー長さ 300mm
チェーンスピード 8m/s

チェーン形式 90PX-45E
ガイドバー形式 124MLEA041

本体サイズ 662×235×274mm
本体重量※2 4.5kg

付属品
ソーチェーン、ガイドバー、
チェーンケース、チェーンソー
オイル（115ml）、バッテリー、
急速充電器

※1�気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。
※2�バッテリーなど付属品を含む。

規 格
品番 BSK-5NA BSK-10NA BSK-20NA
容量 5ℓ 10ℓ 20ℓ

本体
サイズ

巾25cm
高さ13cm
奥行40cm

巾25.2cm
高さ18.8cm
奥行40.2cm

巾31.7cm
高さ28.5cm
奥行44.2cm

本体
重量 10.4kg 11kg 12.8kg

入数 8個 6個 4個
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#625AT　
回転物注意/さわるな危険/指差確認/頭上
注意/足もと注意/ペンキぬりたて/立入禁
止/禁煙/土足厳禁/故障中使用禁止

防虫対策忌避ラインテープ　ガードラインテープ

現場テープ　No.440 アクリル気密防水テープ　AS-02 （片面）

布テープハンディクロス　No.451 布粘着テープ　No.111  トラ

規格印刷PEクロス　＃６２５AT

テープ類

●�安全性に優れた害虫忌避成分「エトフェンプロックス]を使用
　シート間仕切りの弱点であるシートと床の隙間に貼ることで、歩行虫のブロックとなり、侵入を防ぎます。
●�約2年間　効き目持続
※忌避効果を有す薬剤を継続的に染み出させることで、約2年（環境により前後有り）効果を持続します。
●�駆除することなく遠ざける！　（安全性に優れた害虫忌避成分）
●�貼りやすい！　（床面に貼るだけの簡単設置）
●�イノベックスパーテーション（工場間仕切）との組合せで上下で防虫対策が可能です。

特 長

●�適用害虫:アリ/ダンゴムシ/ケムシ/クモ/ムカデ　その他
用 途

サイズ 50mm×20m
規 格

基材 PET織物
粘着剤 天然ゴム系

粘着力（N/25mm） 11.4
引張強さ（N/25mm） 123.0

カラー シルバー
厚さ（mm） 0.22
幅（mm） 50
長さ（m） 25
入数（巻） 30

※�上記の数値は当社試験法により測定した一例で
あり、保証値ではありません。

規 格

基材 スフ/PET織物
粘着剤 天然ゴム系

粘着力（N/25mm） 8.8
引張強さ（N/25mm） 125.5

カラー クリーム
厚さ（mm） 0.20
幅（mm） 25 38 50 60 75 100
長さ（m） 25
入数（巻） 60 48 30 30 24 18

※�上記の数値は測定値であり、保証値ではありま
せん。

規 格

基材 PE/PET織物
粘着剤 アクリル系

粘着力（N/25mm） 42.0
引張強さ（N/25mm） ─

カラー 黒
厚さ（mm） 0.16
幅（mm） 50 75 100
長さ（m） 20
入数（巻） 30 24 18

※�上記の数値は当社試験法により測定した一例で
あり、保証値ではありません。

規 格

基材 スフ織物
粘着剤 天然ゴム系

粘着力（N/25mm） 10.8
引張強さ（N/25mm） 140.2

カラー トラ
厚さ（mm） 0.30
幅（mm） 50
長さ（m） 25
入数（巻） 30

※�上記の数値は測定値であり、保証値ではありま
せん。

規 格

作業現場の必需品！

使いやすさと経済性。

住宅の品質重視時代に対応した防水テープ。

工事現場などで役立ちます。

●�特殊配合粘着剤を採用していますので、
　粘着力が強く、剥がした際、糊残りもほとんどありません。
●�特殊ポリエステル素材を使用していますので、耐水性・耐候性に優れています。
●�シート破れ補修、水漏れ仮補修、工業資材結束など工事・作業現場の困った時に。

特 長

●�中梱包用。
●�ダンボールの封緘に。

特 長

●�耐久性に優れたアクリル系粘着剤を使用しています。
●�手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
●�四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。
●�透湿防水シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
●�フィルム合紙を使用しない省資源包装です。

特 長

●�工事現場や立ち入り禁止箇所の表示に。
特 長

カラー/黒黄・白赤・白緑・白青

サイズ（共通）

50mm×10m
ピッチ204mm

規 格
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レフネット

セフティーネット

街燈のない場所・長期設置に最適です！
ランニングコストを視野に入れると超安価！

●��夜間の反射：再帰反射テープがヘッドライトを運転者方向に反射します。

●���昼間鮮やか：鮮やかな色ネットで工事個所を連転者に注意を喚起します。

●���安心長持ち：耐候安定剤を加えたポリエチレンネットで約3年間色落ちが少なく
強度を保ちます。

※�レフネットは2006年にヨーロッパ（KARATZIS�社）で開発され国際特許を取得、
既に10年以上世界各国に設置されています。

特 長

色 寸法 材質 重量 反射テープ数 入数

オレンジ黄色

900mm×50m PE 3.1kg 2本 1本

1200mm×50m PE 4.0kg 2本 1本

1800mm×50m PE 5.8kg 2本 1本

緑
900mm×50m PE 3.1kg 2本 1本

1200mm×50m PE 4.0kg 3本 1本

オレンジ
900mm×50m PE 3.1kg 2本 1本

1200mm×50m PE 4.0kg 3本 1本

※受注生産品は、緑の1200m×50mとオレンジの1200m×5mのみです。

規 格
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INDEX
 頁 カテゴリ 製　品　名

コ
ロ
ナ
対
策

3 感染症対策テント
感染症対策テント　2間×3間

感染症対策テント　3間×4間

4 テント 防災テント

5 マウスシールド・防護服

3M社製防曇フィルム9960FS使用品　マウスシールドセット

透明マスク（使い捨てタイプ）

ヘルメット装着簡単マウスシールド

3MTM化学防護服4565

つなぎ型防護服

簡易保護エプロン　1枚入り

簡易保護エプロン　10枚入り　※簡易PK　

使い捨て手袋

6 防護マスク

3M™ Vフレックス™ 防護マスク 9105 N95

3M™ Vフレックス™ 防護マスク 9105S N95

防塵マスク KN95

使い捨て不織布マスク レギュラー

使い捨て不織布マスク 女性・子供用

大人用マスク　ホワイト/ブルー　25枚入り

コットンマスク

ひんやり涼感マスク　ホワイト/ライトグレー 3枚1組

7 フェイスシールド

3M社製防曇フィルム9960FS使用品　フェイスガードセット

3M社製防曇フィルム9960FS使用品　フェイスシールド-5

メガネ型フェイスシールド

ヘルメット用フェイスシールド

ヘルメット取付用フェースシールドマスク

8 非接触検温計
非接触検温カメラ　＋Clear（プラスクリア）

非接触式電子温度計　アイメディータ

9 消毒スタンド

足踏式アルコールスタンド

ミセル消毒ポール（足踏み式）

俺の除菌スタンド

アルコール噴霧器F

10 除菌・消毒

消毒用バッテリー動噴

パーソナル噴霧器（電気式）

ジアエンスイタブレット 5錠/30錠入り

11 ソーシャルディスタンス

リンレイテープ 規格印刷PEクロステープ

標示テープ100mm×10m

標示テープ50mm×10m

標識マジック®「ソーシャルディスタンス」タイプ

コーンサイントップⅡソーシャル　片面/両面

ワンタッチ取付標識ソーシャル

ノンスリップシート　こちらでお待ちください

避
難
所
関
連
対
策

12

間仕切り

不織布製立体間仕切り　スプリトップルーム

折り畳み式高機能マット

13
避難所ボード

避難所ボード　更衣室用

 頁 カテゴリ 製　品　名

避
難
所
関
連
対
策

14 ミスト発生装置

遠心分離式ミストファン

高圧ポンプ式大型ミストファン

高圧ポンプ式ミストファン

配管型コンパクトミストシステムユニット

配管型ミストシステムユニット

配管型ミストシステムSFS用オプションパーツセット

15 空気循環扇

サーキュレーターHVPD-14DC
壁・天井・スタンド兼用タイプ

スポットクーラー　KES251SMFB

16 カセットボンベ式発電機

エネポ

G-Cubic-G700-CREMA（クレマ）

インバーター式2WAY発電機G-cubic（ジーキュービック）

17 ポータブルガスエンジン発電機 ポータブルガスエンジン発電機

18 暖房機器
石油ストーブ（対流型）

石油こんろ〈サロンヒーター〉

19 蓄電池

ポーダブル蓄電池

ソーラーパネル

充電式ライト

防災ライト

モバイルバッテリー

20 バルーン投光機

メタルハライド400W三脚式

メタルハライド400W三脚式　ハードケース付

メタルハライド400W2輪カート式

メタルハライド400W4輪カート式（防音ボックス用）

輝夜500W/960W LEDバルーンライト 

21 テント
ブルドックテント

アルミ製アコーディオン式テント　X'sエクシス　
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シンシンブロック

ハイドロスタッフ

ジオプール

RAIN望スタジアム

アクアブリック

リスレインスタジアムⅡ

テンレインスクラム

23 防水材

可搬式特殊堤防「デルタチューブ（三角水のう）」

陸上用オイルフェンス

簡易止水壁　デルタパネル

24 汚濁水拡散防止フェンス

OKシルトフェンス

OKオイルフェンス

OKオイルフェンスBT

25 3M™大規模流出対策商品 T-240/T-270/T-280

26 オイルソーベント 3M™オイルソーベント　
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 頁 カテゴリ 製　品　名
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27

油吸着材 タフネルオイルブロッター　

油吸収材

アブソーベント

アブラスオイルキャッチャーロープ　

スプリトップ油吸着シート

28
生分解性油吸着剤 オイルゲーター　生分解性油吸着剤

土壌改良材 DWファイバー

29 送水ホース

サニーホース

大口径サニーホース

indus Maxflo SD

indus Maxflo 

30 土のう

ターピー耐候性大型土のうBLACK（2ｔ用）

ツートンバッグ

ツートンバッグオールグリーン

千尋バックGTB-3B

千尋バックGTB-3G

UVブラックマクラ土のう

UVブラック土のう

スーパーUV土のう

31 吸水土のう

海水・真水両用吸水ポリマー土のう　水ピタ

スーパーバリア120α

土No袋

スーパーダッシュバッグ

ダッシュバッグ

32
緊急排水ポンプ

緊急排水エンジンポンプ

33 緊急排水ポンプユニットGR-65.5　標準付属品セット

34 水中ハイスピンポンプ
上吐出し口タイプ

横吐出し口のベーシックタイプ

35

高圧洗浄機

エンジン式高圧洗浄機

36
ガソリンエンジン式高圧洗浄機

100Vコンパクト家庭用高圧洗浄機

37 発電機

発電機EU9i

正弦波インバーター搭載発電機（車輪あり）

正弦波インバーター搭載発電機（折りたたみハンドル装備）

38 小型ガソリン発電機 小型ガソリン発電機

39 インバーター発電機 インバーター発電機

40 運搬用タンク
スーパーローリータンク

ホームローリー

41 防災機材倉庫
グランプレステージ　ジャンプ　（組立費など別途）

Mr.ストックマン　ダンディ　多雪型標準屋根（組立費など別途）

 頁 カテゴリ 製　品　名

+1  

プ
ラ
ス 

ワ
ン 42 清掃用品

ドライヤー

デッキブラシ

ペアブラシ

デッキブラシPET-18

デッキブラシシダ-18

コンドルドライワイパー

43 水袋

非常用飲料水袋　6L/10L背負い式

抗菌広口ショルダー水コン16

シンクになるウォーターコンテナ10L

44 エアーマット・保冷剤

災害対策用ポンプインエアーマットWMT-AO1

エアざぶとんセット

ハードタイプ保冷剤　クールメイト

ソフトタイプ保冷剤　やわらか冷え〜る

45 防災用トイレ

クレシア簡易トイレ　ホームタイプ20

簡易トイレ　Goodパック袋タイプ

携帯トイレ　Goodパックハンディタイプ

マイレット

災害用テントセット

46

台車

2才浅型プロ

3才深型プロ

プラメッシュキャリーPM200

しずキャリーNP150DXL/NP300DXL（静音タイプ）

キャリーラックDXL小

47

アルミ製保管運搬用収納ボックス　エコックストッカー

アルミ製1トン台車　アルロックキャリー

アルミ製台車　運ぱん君

48 レスキューベンチ

レスキューボードベンチ　ブルー/オレンジ

レスキューベンチ　ブルー/オレンジ

ターポリン救護担架　オレンジ

49 カセットコンロ マイコンロ

50 チェンソー・ガソリン携行缶

チェンソー

ガソリン缶　セフティキャン3

KBガソリン携行缶

51 テープ類

ガードラインテープ（虫の嫌がるラインテープ）

現場テープ

アクリル気密防水テープ

布テープハンディクロス 

布粘着テープ トラ

リンレイテープ 規格印刷PEクロステープ

52 セフティーネット レフネット

53・
54 INDEX

55 事業所一覧
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豊富な在庫と即納体制を支える
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本 社 104-0032 東京都中央区八丁堀2-7-1　2階 03-3552-0381 03-3552-2855
H C 事 業 部 340-0121 埼玉県幸手市上吉羽2100-60 0480-47-3301 0480-47-3302
東 京 工 場 261-0002 千葉県千葉市美浜区新港212-1 043-244-5430 043-238-2361

東京工場・墨田事務所 131-0043 東京都墨田区立花3-28-8　1階 03-5630-3310 03-5630-3312
幸手工場物流センター 340-0121 埼玉県幸手市上吉羽2100-60 0480-48-0811 0480-48-0815

東
北
支
部

札 幌 支 店 003-0871 北海道札幌市白石区米里1条2-14-20 011-874-0110 011-874-1733
旭 川 営 業 所 079-8442 北海道旭川市流通団地2条5-22-1 0166-40-0550 0166-40-0555
八 戸 支 店 039-2245 青森県八戸市北インター工業団地1-6-18 0178-28-8720 0178-28-8739
盛 岡 営 業 所 028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢11-506-3 019-637-8611 019-637-8614
仙 台 支 店 984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3-3-7 022-287-1411 022-287-1417
郡 山 営 業 所 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前147-3 024-941-2411 024-941-2412
秋 田 支 店 010-0941 秋田県秋田市川尻町字大川反170-60 018-864-1251 018-864-1254
横 手 出 張 所 013-0063 秋田県横手市婦気大堤字谷地添102 0182-33-4504 0182-33-4513
山 形 営 業 所 990-2445 山形県山形市南栄町3-7-1 023-632-2221 023-632-2247

関
東
支
部

茨 城 営 業 所 319-1119 茨城県那珂郡東海村大山台1-1-20 029-270-5255 029-270-5256
宇 都 宮 支 店 321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地43-114 028-689-3060 028-689-2333
埼 玉 支 店 333-0801 埼玉県川口市東川口3-9-11 048-294-6800 048-294-7555
千 葉 支 店 263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町22-3 043-304-4700 043-304-4701
東 京 支 店 131-0043 東京都墨田区立花3-28-8　4階 03-5630-3301 03-5630-3302
横 浜 支 店 194-0004 東京都町田市鶴間7-15-1 042-788-2721 042-788-2725
静 岡 出 張 所 424-0911 静岡県静岡市清水区宮加三14番地 054-337-1510 054-335-0112
新 潟 支 店 950-0855 新潟県新潟市東区江南2-1460-1 025-287-5020 025-287-5025
長 岡 営 業 所 940-2128 新潟県長岡市新産東町24 0258-21-5585 0258-21-5586

中
部
支
部

松 本 営 業 所 399-0007 長野県松本市石芝4-4-20 0263-29-2281 0263-29-2280
富 山 支 店 930-0834 富山県富山市問屋町3-2-26 076-451-0111 076-451-4810
福 井 支 店 910-8545 福井県福井市開発3-3305 0776-53-5345 0776-53-5173
名 古 屋 支 店 454-0058 愛知県名古屋市中川区玉川町1-1 052-665-2491 052-665-2492
岐 阜 営 業 所 500-8286 岐阜県岐阜市西鶉1-63-2 058-278-7201 058-278-7202

関
西
支
部

大 阪 支 店 564-0037 大阪府吹田市川岸町7-1 06-6319-3771 06-6319-3760
泉 南 営 業 所 595-0032 大阪府泉大津市穴田78-1 0725-31-8130 0725-31-8131
姫 路 営 業 所 672-8031 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿1476-1 079-247-3933 079-247-3940
奈 良 営 業 所 639-0217 奈良県北葛城郡上牧町中筋出作141-3 0745-79-0800 0745-79-0805

中
国
支
部

米 子 営 業 所 683-0853 鳥取県米子市両三柳5101 0859-34-7307 0859-34-7308
岡 山 支 店 700-0971 岡山県岡山市北区野田3-11-15 086-805-6770 086-805-6771
広 島 支 店 731-5109 広島県広島市佐伯区石内北5-3-1 082-941-1103 082-941-1109
徳 山 営 業 所 746-0022 山口県周南市野村3-6-6 0834-63-1048 0834-63-1044

四
国
支
部

徳 島 支 店 770-0873 徳島県徳島市東沖洲2-9 088-636-0055 088-664-6280
高 松 営 業 所 761-8075 香川県高松市多肥下町1525-2 087-866-6662 087-866-6525
松 山 支 店 790-0062 愛媛県松山市南江戸2-3-42 089-946-0181 089-946-0175
高 知 支 店 780-0088 高知県高知市北久保10-34 088-883-1345 088-883-1390

九
州
支
部

福 岡 支 店 812-0893 福岡県福岡市博多区那珂6-25-40 092-589-0801 092-589-0802
大 分 営 業 所 870-0100 大分県大分市大字勢家字春日浦843-68 097-538-9956 097-538-9957
熊 本 支 店 861-8038 熊本県熊本市東区長嶺東6-30-35 096-380-8833 096-380-9792
宮 崎 支 店 880-0844 宮崎県宮崎市柳丸町112-2 0985-27-2704 0985-25-0210
鹿児島営業所 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町4-31 099-297-4031 099-297-4030

事業所名 郵便番号 住　　所 電話番号 FAX番号
本
社
・
関
連
事
業
所

事業所の所在地MapをWebに掲載しています。今すぐアクセス！
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