
災害、緊急時にも安全・安心を。
地震 火事 豪雨 豪雪

災害大国の日本、日頃の準備が必要です。

災害、緊急時にも安全・安心を。

災害大国の日本、日頃の準備が必要です。

カタログ

事前対策

緊急時対策

車載防災

防災グッズ

感染予防対策

避難所生活用品

その他防災

防災
用品



防災グッズ

1

帰宅用セット

NBK-101 4,500+税￥
76001 6

待機用セット

NBT-101 5,500+税￥
76002 3

災害大国の日本、日頃の準備が必要です。

他の災害、緊急時にも安全・安心を。

地震地震 火事火事

豪雨豪雨 豪雪豪雪

防災セット 帰宅用・待機用

オフィスの書庫やデスクの引き出しの中に
ぴったり収まるA4サイズ!
箱は環境に配慮した段ボール素材!  

賞味期限
製造から

7年
保存水・クッキー
レトルト食品

災害時、自宅への帰宅を支援する

災害発生時、待機の際に役立つ

雨具やリュックバッグ、
携帯トイレなど
帰宅時に役立つ厳選された
10アイテム（11点セット）

保存期間の長い保存水や
レトルト食品など
復旧までの待機に備えた
８アイテム（14点セット）

持ち手一体型!持ち手一体型!

※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

●本体寸法：W289×D73×H208mm
●本体重量:約1.7kg
●材質：段ボール（個装箱）
●セット内容：緊急用呼子笛×1、携帯用トイレ×1、タオル×1
  ポケットコート×1、ポケットティッシュ×1、マスク×1、軍手×1
  リュックバッグ×1、保存水500ml×2、クッキー×1
●梱包寸法：W495×D313×H245mm
●梱包重量:約11.0kg
●入数：1/6

●本体寸法：W289×D73×H208mm
●本体重量：約2.0kg
●材質：段ボール（個装箱）
●セット内容：携帯用トイレ×3、タオル×1、ポケットティッシュ×3
   保存水500ml×2、五目ごはん×1、カレーピラフ×1、
   クッキー×1、スプーン×2
●梱包寸法：W495×D313×H245mm
●梱包重量:約13.0kg
●入数：1/6
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緊急時対策（段ボール製商品）
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※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

立ち上りやすい！
ラクラク設計。

耐荷重

200kg

段ボールベッド
各種災害の緊急時や避難所生活に

意匠登録
出願中

工具不要で組立カンタン。
約5分で組立完了。

重心位置

ベースを折り曲げます。 ベースを組立ます。

ベースを連結します。ベースを連結します。 マットを取付けます。マットを取付けます。

組立には工具やテープは必要ありません。
作業もカンタンなので、どなたでも組立可能です。

立ち上がる際にカカトがマット下に入る事で重心がお尻
ではなく、太もも寄りになり立ち上がり易くなっていま
す。様々な方に優しい設計です。

段ボールベッド

NDB-1990

●本体寸法：W900×D1920×H300mm
●本体重量：8.0kg　●材質：段ボール
●パッケージ寸法：W900×D340×H310mm
●パッケージ重量：8.5kg
●入数：1/1　●組立：お客様組立

15,000+税￥
(NA)ナチュラル 92853 9

段ボール頭巾

NDZ-101

●本体寸法：W210×D200×H510mm　●本体重量：0.17kg
●材質：段ボール(防炎)
●パッケージ寸法：W200×D20×H310mm　●パッケージ重量：0.18kg
●外箱寸法：W440×D225×H610mm　
●入数：1/30　●組立：お客様組立　

1,800+税￥
(W)ホワイト 92864 5

段ボール頭巾　5個セット

NDZ-S05

●パッケージ寸法：W102×D214×H298mm　●パッケージ重量：1.0kg
●外箱寸法：W630×D230×H620mm　●外箱重量：10.8kg

●外箱重量：6.2kg

●入数：1/10　

8,500+税￥
(W)ホワイト 92865 2

段ボール頭巾
防炎
段ボール
採用

火事など各種災害の緊急時や避難時に頭部を守る

優れた防炎性能！
防炎段ボールを使用しています。 頭部保護パッドストラップは3段階調節可能

200

210210

510510

※5個セットパッケージ
　書庫や引き出しに収納
　しやすい A4 サイズ

※背面

一般段ボール 防炎段ボール

※個装パッケージ

着火しても燃え広がらない防炎薬液塗
布。日本防炎協会認定の防炎製品と同
様の防炎加工。

引っ掛ける位置を変えれば大人から
子供まで装着可能です。

内部にセットし、スリーブ部分が頭の
形状にフィットし安定した装着が可能
です。

フルートには重量物などに使用される2重構造のダブル
カートンを、ライナには厚みがあり丈夫なK6を採用。
※フルート：段ボールの中芯の波形の部分。
※ライナ：段ボールの表裏の平らな紙の部分。

300

900

1920

340

200

単位：mm

kg等分布耐荷重



緊急時対策（段ボール製商品）
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段ボールトイレセット

NDT-101

●本体寸法：W300×D490×H270mm　●本体重量：0.55kg　●材質：段ボール　
●付属品：携帯トイレ(抗菌性凝固剤、排便袋)/5個、ポケットティッシュ/5個
●パッケージ寸法：W90×D210×H298mm　●パッケージ重量：0.7kg
●外箱寸法：W440×D225×H610mm　●外箱重量：7.8kg
●入数：1/10　●組立：お客様組立

3,800+税￥
(NA)ナチュラル 92866 9

段ボールトイレセット
耐荷重

150kg

組立には工具やテープは必要ありません。
作業もカンタンなので、どなたでも組立可能です。

ベースを組み立てます。

便座ベースを差し込む 便座トップをかぶせる

排便袋をしっかり固定。
開閉式でニオイや美観にも配慮しました。

4ヶ所のスリットで固定するから袋がズレに
くい構造です。

490

300 270

ベースパッドを差し込む ※パッケージ
　書庫や引き出しに収納
　しやすいA4サイズ

避難所や車中泊避難、断水時のトイレ問題に安心を

工具不要で組立カンタン。
約3分で組立完了。

臭気の飛散を防ぐフタ付き。

段ボールシューズラック 
避難所入口等での履物の散乱を防ぎます。

段ボールシューズラック 

NDS-101

●本体寸法：W1000×D300×H780mm　●本体重量：2.0kg
●材質：段ボール　●外箱寸法：W995×D330×H70mm　
●外箱重量：2.7kg　●入数：1/1　●組立：お客様組立

3,900+税￥
(NA)ナチュラル 92862 1

780

300
1000

災害や緊急時以外にも・・・

シューズラック以外にも・・・

などにも便利です。

引越し時等の新生活に

転勤時などに

ブックラックに

CD等のメディア収納に

環境に優しいリサイクル
可能な素材を使用

左右にスライドできる棚板だ
から長靴やブーツなども収納
できます。

棚板をスライド

梱包状態

組立は
工具不要
で簡単！

段ボール製だからリサイクル可能で
環境に優しい！分解もカンタンで、
工具なども必要ありません。

※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。



緊急時対策（段ボール製商品）
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※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

段ボールパーティション
避難所等でのプライバシーを確保でき、様々な設置に対応

意匠登録

段ボールパーティション 9枚セット

NDP-158009

●本体寸法(横連結時)：W7600×D210×H1500mm
●パーティション寸法(単体)、数量：W800×H1500mm、7枚
   パーティション寸法(外箱)、数量：W1000×H1500mm、2枚
●本体重量：11.2kg　●材質：段ボール
●外箱寸法：W1013×D1500×H95mm　●外箱重量：11.8kg
●入数：1/1
●組立：お客様組立　

13,500+税￥
(NA)ナチュラル 92861 4

段ボールパーティション 12枚セット

NDP-158012

●本体寸法(横連結時)：W10000×D210×H1500mm
●パーティション寸法(単体)、数量：W800×H1500mm、10枚
   パーティション寸法(外箱)、数量：W1000×H1500mm、2枚
●本体重量：14.9kg　●材質：段ボール
●外箱寸法：W1013×D1500×H95mm　●外箱重量：15.5kg
●入数：1/1
●組立：お客様組立　

17,000+税￥
(NA)ナチュラル 92868 3

災害や緊急時以外にも・・・

などにも便利です。

勉強部屋や塾での個別ブースに

ベッド周りのプライベート確保に

オフィスでの間仕切りに

設置ベースと上部クリップで
安定した設置。

様々な設置に対応。T字連結も可能です。
外箱もパーティションとして利用可能。

設置ベース

上部クリップ
オフィスや学習
スペースに
※NDP-158012使用時
※デスクは別売り

避難所にプライ
ベート空間を
※NDP-158009使用時
※段ボールベッドは別売り

環境に優しいリサイクル可能な素材を使用
段ボール製だからリサイクル
可能で環境に優しい！
分解もカンタンで、工具なども
必要ありません。

組立は
工具不要
で簡単！

※設置イメージ
※段ボールベッドは別売り。

段ボール
ベッド
段ボール
ベッド

外箱

外箱

1500

800

800

800

800

800

8001000

800

※単位：mm

1000

デスク

デスク

T字連結

外箱

外箱

1500

※単位：mm

800

800

800

800

800

800 800

800

800
10001000

800

1000
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※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

パーティション組立例

段ボール製商品使用例

段ボール
パーティション

段ボール
シューズラック

段ボール
ベッド

段ボール
パーティション

段ボール
シューズラック

パーティションをベッドやシューズラックと組み合わせて使えば、より快適に。

用途や状況に応じて組み替える事が可能です。

段ボール
ベッド

■NDP-158009

10m

7.6m

1.5m

9枚連結

12枚連結 簡易オフィスルーム

一人用ベッドスペース

二人用ベッドスペース

1.5m

■NDP-158012

外箱縦を使用
します。

外箱縦を使用
します。
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※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。
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パーティションをベッドやシューズラックと組み合わせて使えば、より快適に。

用途や状況に応じて組み替える事が可能です。

段ボール
ベッド

■NDP-158009

10m

7.6m

1.5m
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■NDP-158012

外箱縦を使用
します。

外箱縦を使用
します。

感染予防対策

6
※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

アクリルパーティション
対面での接客時などに飛沫感染対策を。透明パネルで視線を遮りません。

アクリルパーティション 600×600サイズ

PTS-AC6060

●本体寸法：W600×D263×H600・650・750mm　●本体重量：2.5kg
●材質：パネル/アクリル(厚み3mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装
●パッケージ寸法：W620×D618×H40mm　●パッケージ重量：3.5kg
●入数：1/1　●組立：お客様組立　

12,000+税￥
(CR)クリア 88502 3

アクリルパーティション 900×600サイズ

PTS-AC9060

●本体寸法：W900×D263×H600・650・750mm　●本体重量：3.0kg
●材質：パネル/アクリル(厚み3mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装
●パッケージ寸法：W920×D618×H40mm　●パッケージ重量：4.5kg
●入数：1/1　●組立：お客様組立　

16,000+税￥
(CR)クリア 88503 0

アクリルパーティション用サイドパネル2枚セット

PTS-AC3060

●本体寸法：W300×D3×H600mm　●本体重量：1.4kg
●材質：パネル/アクリル(厚み3mm)
●パッケージ寸法：W630×D318×H40mm
●パッケージ重量：1.9kg　●入数：1/1　●組立：お客様組立　

12,000+税￥
(CR)クリア 88504 7

開口部高さは3段階に調節可能

パネル下部の開口部高さを3種類から選べます。
書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応します。

サイドパネルの追加でより飛沫感染
防止に対する効果が期待できます。

サイドパネル追加可能

高品質アクリル板使用飛沫防止を重視し
た取付位置です。

書類や封筒など
の受け渡しに

段ボール箱など
の受け渡しに

縁はケガ防止に糸面取り加工※を施
しています。
※糸面取り加工：0.2mm以下の繊細な面取りの事。

横幅60cmタイプ

横幅90cmタイプ

0cm0cm 5cm5cm
15cm15cm

サイドパネル2枚タイプ ※

※パーティション本体は商品に含まれません。

対面での接客時や来客時 受付やインフォメーション 会議やミーティングに 対面での作業時に

透明パネル



感染予防対策
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デスクトップパーティション
オフィスワーク中などの飛沫感染対策に。光を通し開放的な半透明パネル。 シボ入り

乳白色
パネル

シボ入り
乳白色
パネル

※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

デスクトップパーティション 600×600サイズ

PTS-PP6060

●本体寸法：W600×D262×H602・652・752mm　●本体重量：2.2kg
●材質：パネル/ポリプロピレン(厚み1.6mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装
●パッケージ寸法：W620×D618×H40mm　●パッケージ重量：3.3kg
●入数：1/1　●組立：お客様組立　

9,500+税￥
(MW)ミルキーホワイト 88515 3

デスクトップパーティション 900×600サイズ

PTS-PP9060

●本体寸法：W900×D262×H602・652・752mm　●本体重量：2.6kg
●材質：パネル/ポリプロピレン(厚み1.6mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装
●パッケージ寸法：W920×D618×H40mm　●パッケージ重量：4.2kg
●入数：1/1　●組立：お客様組立　

11,000+税￥
(MW)ミルキーホワイト 88516 0

デスクトップパーティション用サイドパネル2枚セット

PTS-PP3060

●本体寸法：W300×D1.6×H600mm　●本体重量：0.6kg
●材質：パネル/ポリプロピレン(厚み1.6mm)　
●パッケージ寸法：W630×D318×H40mm　●パッケージ重量：1.3kg
●入数：1/1　●組立：お客様組立　

3,200+税￥
(MW)ミルキーホワイト 88517 7

サイドパネル追加可能開口部高さは3段階に調節可能

シボ入り乳白色パネル使用新登場※！横連結が可能！

飛沫防止を重視し
た取付位置です。

書類や封筒などの
受け渡しに

厚みのある物品の
受け渡しに

光を通すシボ入り半透明パネルだか
ら圧迫感がなく視線を遮り、人や物の
存在が感じられる透明度です。

サイドパネルの追加でより飛沫感染
防止に対する効果が期待できます。

パネル下部の開口部高さを3種類から選べます。書類だけでな
く荷物の受け渡しにも対応し、コミニュケーションを高めます。

0cm 5cm 15cm

サイドパネル2枚タイプ※
※パーティション本体は商品に含まれません。

横幅90cmタイプ

 新登場※！ 
横連結
可能

※据置き型パーティションにおいて。
　2020年5月現在、当社調べ。

※据置き型パーティションにおいて。
　2020年5月現在、当社調べ。

※PTS-PP6060 2台連結時 ※サイドパネル取付時

横幅60cmタイプ
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折りたたみモバイルパーティション
飲食店やオフィス、児童の給食時等の飛沫感染対策に。

折りたたみモバイルパーティション

PTS-OT1034

●本体寸法(使用時)：約W530×D250×H345mm　●本体重量：約0.5kg
●本体寸法(折りたたみ時)：約W260×D20×H345mm
●材質：ポリプロピレン(厚み1.6mm)　
●パッケージ寸法：W295×D20×H400mm　●パッケージ重量：0.53kg　
●内箱寸法：W270×D260×H360mm　●内箱重量：6.0kg　
●外箱寸法：W775×D275×H365mm　●外箱重量：18.7kg　
●入数：10/30　●組立：完成品　

※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

1,200+税￥
(MW)ミルキーホワイト 92863 8

シボ入り
乳白色
パネル

シボ入り
乳白色
パネル

シボ入り乳白色パネル使用

飲食店で飲食店で児童の
給食時に
児童の
給食時に

オフィスでオフィスで

光を通すシボ入り半透明パネルだか
ら圧迫感がなく視線を遮り、人や物
の存在が感じられる透明度です。

パッケージから出して。。

使い方はカンタン！

飲食店やオフィス、児童の給食時等の飛沫感染対策に。

折りたたみパーティション
飲食店やオフィス、児童の給食時等の飛沫感染対策に。

折りたたみパーティション

シボ入り乳白色パネルシボ入り乳白色パネル

●使用時サイズ(約)：幅53×奥行25×高さ34.5cm　●折りたたみ時サイズ(約)：幅26×厚み2×高さ34.5cm　●材質：ポリプロピレン

品番：PTS-OT1034MW

立てて広げる
だけ！

袋から出して。。

使い方はカンタン！

飲食店で 児童の
給食時に

オフィスでオフィスで

立てて広げるだけ！

持ち運び
に便利！
持ち運び
に便利！

学校などの教室で！学校などの教室で！

感染予防対策
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デスクトップパーティション
オフィスワーク中などの飛沫感染対策に。光を通し開放的な半透明パネル。 シボ入り

乳白色
パネル

シボ入り
乳白色
パネル

※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

デスクトップパーティション 600×600サイズ

PTS-PP6060

●本体寸法：W600×D262×H602・652・752mm　●本体重量：2.2kg
●材質：パネル/ポリプロピレン(厚み1.6mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装
●パッケージ寸法：W620×D618×H40mm　●パッケージ重量：3.3kg
●入数：1/1　●組立：お客様組立　

9,500+税￥
(MW)ミルキーホワイト 88515 3

デスクトップパーティション 900×600サイズ

PTS-PP9060

●本体寸法：W900×D262×H602・652・752mm　●本体重量：2.6kg
●材質：パネル/ポリプロピレン(厚み1.6mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装
●パッケージ寸法：W920×D618×H40mm　●パッケージ重量：4.2kg
●入数：1/1　●組立：お客様組立　

11,000+税￥
(MW)ミルキーホワイト 88516 0

デスクトップパーティション用サイドパネル2枚セット

PTS-PP3060

●本体寸法：W300×D1.6×H600mm　●本体重量：0.6kg
●材質：パネル/ポリプロピレン(厚み1.6mm)　
●パッケージ寸法：W630×D318×H40mm　●パッケージ重量：1.3kg
●入数：1/1　●組立：お客様組立　

3,200+税￥
(MW)ミルキーホワイト 88517 7

サイドパネル追加可能開口部高さは3段階に調節可能

シボ入り乳白色パネル使用新登場※！横連結が可能！

飛沫防止を重視し
た取付位置です。

書類や封筒などの
受け渡しに

厚みのある物品の
受け渡しに

光を通すシボ入り半透明パネルだか
ら圧迫感がなく視線を遮り、人や物の
存在が感じられる透明度です。

サイドパネルの追加でより飛沫感染
防止に対する効果が期待できます。

パネル下部の開口部高さを3種類から選べます。書類だけでな
く荷物の受け渡しにも対応し、コミニュケーションを高めます。

0cm 5cm 15cm

サイドパネル2枚タイプ※
※パーティション本体は商品に含まれません。

横幅90cmタイプ

 新登場※！ 
横連結
可能

※据置き型パーティションにおいて。
　2020年5月現在、当社調べ。

※据置き型パーティションにおいて。
　2020年5月現在、当社調べ。

※PTS-PP6060 2台連結時 ※サイドパネル取付時

横幅60cmタイプ
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足踏み消毒ポンプスタンド
ペダルを踏むと中身がでる

足踏み消毒ポンプスタンド

FPS-101

●本体寸法：約W306×D320×H903mm　●本体重量：約2.8kg
●材質：本体/スチール(静電焼付塗装)、軸/ステンレス、
  化粧ネジ/ナイロン＋スチール、ベアリング/POM＋スチール、
  ブッシュ/POM、ゴム板/EPDM、
  楕円パイプスライド/POM、足キャップ/PE
●梱包寸法：W920×D308×H328mm　
●設置可能なポンプの最大寸法：約W106×D92×H324mm（最低H111mm)
※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては約W106×D84×H324mm
●梱包寸法：W920×D308×H328mm
●梱包重量：3   .   9     kg　●入数：1/1　●組立完成状態梱包

19,500+税￥
(W)ホワイト 76003 0

インフォメーションボード

FPS-JB01

●本体寸法：約W160×D50×H215mm　●本体重量：約0.3kg
●材質：スチール（静電焼付塗装）
●板面寸法：約W160×H215mm　
●梱包寸法：約W225×D172×H75mm
●梱包重量：0.4kg　●入数：1/1

2,500+税￥
(W)ホワイト 76010 8

●ポンプに触れないから衛生的。
●片手が塞がっていても噴射できる。
●設置、交換も簡単で様々なポンプに対応。

※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

いろんなシーンで・・・
店舗・事務所・学校など

いろんな商品で・・・
さまざまなポンプサイズに対応

シンプルな構造で・・・
ポンプの取り換えが簡単

ポンプの設置、交換も簡単 各種ボトルに対応ポンプの高さに合わせて
台の高さを調整

※インフォメーションボード板面
　に表記等は入っていません

設置可能なポンプの最大寸法
約 W106×D92×H324mm
（最低H111mm）
※ポンプ台固定ツマミの取付位置
　によっては以下寸法となります。
　約 W106×D84×H324mm
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足踏み消毒ポンプスタンド
ペダルを踏むと中身がでる

足踏み消毒ポンプスタンド

FPS-101

●本体寸法：約W306×D320×H903mm　●本体重量：約2.8kg
●材質：本体/スチール(静電焼付塗装)、軸/ステンレス、
  化粧ネジ/ナイロン＋スチール、ベアリング/POM＋スチール、
  ブッシュ/POM、ゴム板/EPDM、
  楕円パイプスライド/POM、足キャップ/PE
●梱包寸法：W920×D308×H328mm　
●設置可能なポンプの最大寸法：約W106×D92×H324mm（最低H111mm)
※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては約W106×D84×H324mm
●梱包寸法：W920×D308×H328mm
●梱包重量：3   .   9     kg　●入数：1/1　●組立完成状態梱包

19,500+税￥
(W)ホワイト 76003 0

インフォメーションボード

FPS-JB01

●本体寸法：約W160×D50×H215mm　●本体重量：約0.3kg
●材質：スチール（静電焼付塗装）
●板面寸法：約W160×H215mm　
●梱包寸法：約W225×D172×H75mm
●梱包重量：0.4kg　●入数：1/1

2,500+税￥
(W)ホワイト 76010 8

●ポンプに触れないから衛生的。
●片手が塞がっていても噴射できる。
●設置、交換も簡単で様々なポンプに対応。

※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

いろんなシーンで・・・
店舗・事務所・学校など

いろんな商品で・・・
さまざまなポンプサイズに対応

シンプルな構造で・・・
ポンプの取り換えが簡単

ポンプの設置、交換も簡単 各種ボトルに対応ポンプの高さに合わせて
台の高さを調整

※インフォメーションボード板面
　に表記等は入っていません

設置可能なポンプの最大寸法
約 W106×D92×H324mm
（最低H111mm）
※ポンプ台固定ツマミの取付位置
　によっては以下寸法となります。
　約 W106×D84×H324mm

避難所生活用品
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GY

BL

MBZ-TP01/BL/GY
トラベル用ネックピロー

参考価格￥2,800+税
●本体寸法：約H220×W210×D100mm
  収納ケース/約H180×W114×D70mm
●本体重量：約170g
●材質：ネックピロー/ポリエステル、ポリウレタン
  収納ケース/EVA

USF-16/BK/BL
USB冷風扇

参考価格￥4,800+税
●本体寸法：約W150×D145×H170mm
●本体重量：約762g（フィルター含む）
●材質：ABS
●タンク容量：約380ml（満水で約3～8時間動作）
●電源：USB 5V/0.2A～1.0A
●消費電力：最大5W　●運転音：約45～55dB
●推奨使用距離：送風口から約30～70cmまで　
●風量調節：3段階（弱・中・強）
●フィルター寿命：おおよそ6ヶ月
●付属品：取扱説明書兼保証書、吸水フィルター
給電用USBケーブル（USB A - USB microBコネクタ）

首周りをやさしく支えて、コンパクトに持ち歩ける

トラベル用ネックピロー

やさしい風でひんやり冷却。夏場の「冷えすぎ」が苦手な方に
気化熱の原理を利用して温度をやさしく下げる

USB冷風扇

BK BL

RD-02/SL/WH
ポケットラジオ

参考価格￥1,800+税
●本体寸法：約W55mm×H100mm×D20mm（最大値）
●本体重量：約60g（イヤホン・電池除く）
●同調方式：デジタル同調　
●受信周波数：AM/522～1620kHz FM/76～95MHz
●スピーカー：直径40mm、丸型、25Ω
●電源：DC3V 単四乾電池×2本（別売）
●出力端子：Φ3.5mmミニジャック
●付属品：片耳イヤホン、ストラップ、取扱説明書

周波数のずれにくいデジタル同調タイプ。災害時に強いワイドFM対応。

ポケットラジオ

WHSL

災害時や都市部での
受信に強いワイドFM対応
ワイドFMとは、FMの配信方法を利用してAM放送を配
信する仕組みです。
AMラジオは混線や遮蔽物に弱く、都市部や災害時にお
いて受信できないといった問題がありました。AMラジ
オをFMラジオの方式で配信し、FM補完中継局を増設
することで、これまでAM放送の聴取が困難であった環
境でもお楽しみいただけます。

（GY）グレー JAN:495124114626 1

（BL）ブルー JAN:495124114625 4

（BL）ブルー JAN:495124114785 5

（BK）ブラック JAN:495124114784 8

（WH）ホワイト JAN:495124114572 1

（SL）シルバー JAN:495124114571 4
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APK-01
ポータブル拡声器

参考価格￥4,800+税
●本体寸法：約W85×D107×H51.4mm
●本体重量：約282g
●電源：本体：リチウムイオン電池内蔵
          ACアダプタ：9V/500mA
●使用時間目安：約20時間 ※満充電時から
（音量により異なります）
●充電時間：約6～8時間
●電池容量：7.4V/2000mA　
●ロードインピーダンス：4Ω
●最大出力：12W
●周波数特性：80Hz～12KHz
●使用範囲目安：屋内50平方メートル前後
（使用する際の周囲の環境等で異なります）
●付属品：有線マイク、ACアダプタ、
ベルトクリップ（本体に取り付け済み）、
ショルダーストラップ、3.5mmステレオミニケーブル、
取扱説明書兼保証書

MBK-TW02/WH
トラベルトイレシャワー

参考価格￥3,200+税
●本体寸法：約φ47mm×156mm
●本体重量：約215g
●材質：ABS
●ノズル長：約100mm
●タンク容量：約140ml
●吐水量及び使用時間：
　　　　　　強モード時：約5ml/秒（約25秒程度）
　　　　　　弱モード時：約2.4ml/秒（約55秒程度）　
●動作音：≦約65dB
●防水性能：IPX6相当
●電源：単四形乾電池×2
●付属品：本体、取扱説明書兼保証書

ノズル部の角度と向きの調整が可能

JAN:495124114375 8

49912

災害時、誘導、騒音が多い場所など様々なシーンで活躍

ポータブル拡声器

洗浄便座がない環境で便利な、携帯おしり洗浄機

トラベルトイレシャワー

避難所生活用品
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(B)ブルー 67342 2 (LB)ライトブルー 67343 9
●本体寸法：約タテ220×ヨコ145×背巾30mm　
●本体重量：150g
●パッケージ寸法：タテ255×ヨコ160×背巾45mm 
●パッケージ込重量：205g　
●材質：ポリエステル・EVA・PVC
●透明ポケット寸法(外寸)：約タテ150×ヨコ110mm
●梱包寸法：W500×D480×H380mm　
●梱包重量：10.6kg
●入数：20/40

￥2,000+税IF-3031
健康サポートポーチ

(B)ブルー (LB)ライトブルー

(B)ブルー (LB)ライトブルー

カバンに
すっきり！

ファスナー
付き

透明ポケット これひとつで安心
薬の種類や数がわかりやすい 出張や旅行も

カードポケット

お薬手帳や
血圧手帳

マ
ス
ク

ファスナー付透明ポケット
朝・昼・夜・寝る前に飲む
お薬やサプリが入ります。

目薬や塗り薬や体温計など
厚みのあるものが入ります。

メッシュポケット
診察券や保険証が入ります。

（A6サイズ）

（×6）

開け閉めしやすい取っ手付

約30mm
スリムなサイズ

ロングロープ

外からの衝撃
に耐える軽量な
EVAケースを仕様
中身をしっかりと
守ります。

セミハード
ケース

（×4）

約30mm
スリムなサイズ

診察券や保険証
などが入ります。

カード
ポケット

 朝・昼・夜・寝る前に飲む
お薬やサプリが入ります。

透明ポケット

絆創膏や塗り薬などが
入ります。

メッシュポケット

開け閉めしやすい取っ手付き
ロングロープ

(×3)

(×4)

外からの衝撃に耐える軽量なEVAケース仕様
中身をしっかりと守ります。

セミハードケース

(B)ブルー 67344 6 (LB)ライトブルー 67345 3
●本体寸法：約タテ145×ヨコ110×背巾30mm
●本体重量：75g
●パッケージ寸法：タテ180×ヨコ125×背巾45mm
●パッケージ込重量：120g
●材質：ポリエステル・EVA・PVC
●透明ポケット寸法(外寸)：約タテ85×ヨコ90mm
●梱包寸法：W480×D350×H315mm
●梱包重量：6.0kg
●入数：20/40

￥1,600+税IF-3032
健康サポートポーチ ミニカバンに

すっきり！

透明ポケット 安心で便利
薬の種類や数がわかりやすい いつものカバンに入れておけば

チャック式

診察券・保険証・お薬手帳やお薬が入ります。

健康サポートポーチ

診察券・保険証・お薬手帳やお薬が入ります。

健康サポートポーチ ミニ
サイズ



避難所生活用品

11

APK-01
ポータブル拡声器

参考価格￥4,800+税
●本体寸法：約W85×D107×H51.4mm
●本体重量：約282g
●電源：本体：リチウムイオン電池内蔵
          ACアダプタ：9V/500mA
●使用時間目安：約20時間 ※満充電時から
（音量により異なります）
●充電時間：約6～8時間
●電池容量：7.4V/2000mA　
●ロードインピーダンス：4Ω
●最大出力：12W
●周波数特性：80Hz～12KHz
●使用範囲目安：屋内50平方メートル前後
（使用する際の周囲の環境等で異なります）
●付属品：有線マイク、ACアダプタ、
ベルトクリップ（本体に取り付け済み）、
ショルダーストラップ、3.5mmステレオミニケーブル、
取扱説明書兼保証書

MBK-TW02/WH
トラベルトイレシャワー

参考価格￥3,200+税
●本体寸法：約φ47mm×156mm
●本体重量：約215g
●材質：ABS
●ノズル長：約100mm
●タンク容量：約140ml
●吐水量及び使用時間：
　　　　　　強モード時：約5ml/秒（約25秒程度）
　　　　　　弱モード時：約2.4ml/秒（約55秒程度）　
●動作音：≦約65dB
●防水性能：IPX6相当
●電源：単四形乾電池×2
●付属品：本体、取扱説明書兼保証書

ノズル部の角度と向きの調整が可能

JAN:495124114375 8

49912

災害時、誘導、騒音が多い場所など様々なシーンで活躍

ポータブル拡声器

洗浄便座がない環境で便利な、携帯おしり洗浄機

トラベルトイレシャワー

避難所生活用品
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(B)ブルー 67342 2 (LB)ライトブルー 67343 9
●本体寸法：約タテ220×ヨコ145×背巾30mm　
●本体重量：150g
●パッケージ寸法：タテ255×ヨコ160×背巾45mm 
●パッケージ込重量：205g　
●材質：ポリエステル・EVA・PVC
●透明ポケット寸法(外寸)：約タテ150×ヨコ110mm
●梱包寸法：W500×D480×H380mm　
●梱包重量：10.6kg
●入数：20/40

￥2,000+税IF-3031
健康サポートポーチ

(B)ブルー (LB)ライトブルー

(B)ブルー (LB)ライトブルー

カバンに
すっきり！

ファスナー
付き

透明ポケット これひとつで安心
薬の種類や数がわかりやすい 出張や旅行も

カードポケット

お薬手帳や
血圧手帳

マ
ス
ク

ファスナー付透明ポケット
朝・昼・夜・寝る前に飲む
お薬やサプリが入ります。

目薬や塗り薬や体温計など
厚みのあるものが入ります。

メッシュポケット
診察券や保険証が入ります。

（A6サイズ）

（×6）

開け閉めしやすい取っ手付

約30mm
スリムなサイズ

ロングロープ

外からの衝撃
に耐える軽量な
EVAケースを仕様
中身をしっかりと
守ります。

セミハード
ケース

（×4）

約30mm
スリムなサイズ

診察券や保険証
などが入ります。

カード
ポケット

 朝・昼・夜・寝る前に飲む
お薬やサプリが入ります。

透明ポケット

絆創膏や塗り薬などが
入ります。

メッシュポケット

開け閉めしやすい取っ手付き
ロングロープ

(×3)

(×4)

外からの衝撃に耐える軽量なEVAケース仕様
中身をしっかりと守ります。

セミハードケース

(B)ブルー 67344 6 (LB)ライトブルー 67345 3
●本体寸法：約タテ145×ヨコ110×背巾30mm
●本体重量：75g
●パッケージ寸法：タテ180×ヨコ125×背巾45mm
●パッケージ込重量：120g
●材質：ポリエステル・EVA・PVC
●透明ポケット寸法(外寸)：約タテ85×ヨコ90mm
●梱包寸法：W480×D350×H315mm
●梱包重量：6.0kg
●入数：20/40

￥1,600+税IF-3032
健康サポートポーチ ミニカバンに

すっきり！

透明ポケット 安心で便利
薬の種類や数がわかりやすい いつものカバンに入れておけば

チャック式

診察券・保険証・お薬手帳やお薬が入ります。

健康サポートポーチ

診察券・保険証・お薬手帳やお薬が入ります。

健康サポートポーチ ミニ
サイズ
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充電式で卓上スタンド付き！どこでも使えるハンディファン

ハンディUSBファン

BL（ブルー） GY（グレー） P（ピンク） W（ホワイト）

UA-054
ハンディUSBファン

￥3,400+税

PSE技術基準適合品。コンパクトサイズ

モバイルバッテリー2600mAh

W（ホワイト）SL（シルバー）P（ピンク）

GL（ゴールド）BL（ブルー）BK（ブラック）

給電中はLEDが点滅します。

コンパクトなので持ち運びに便利です。

吊り下げにも使える
便利なスタンド付き

電源スイッチ

LEDが点灯

どこでも使えるLEDセンサーライト

マグピカ

モバイルバッテリー2600mAh

(BK)ブラック 44127 4
(GL)ゴールド 44129 8
(SL)シルバー 44131 1

(BL)ブルー 44128 1
(P)ピンク 44130 4
(W)ホワイト 44132 8

MB-0157

 

インターフェイス USB［A］メス-USB［micro-B］オス
対応機種 USB［A］端子搭載のパソコンおよび充電器
 USB［micro-B］端子搭載のスマートフォン等
規格 Micro-USB
付属品 USBケーブル（10cm)
本体寸法/重量 約W103×D22×H22mm/70g
パッケージ寸法/重量 約W90×D35×H170mm/110g
梱包寸法 W442×D550×H220mm
梱包重量 約11.4kg
入数 20/80

■iPhone・Androidのスマートフォン等を充電でき
るスリムなモバイルバッテリー。

■充電残量は4つのLEDで確認可能。

￥2,550+税

■室内・屋外（軒下）で使用可能。
　非常時やアウトドアにも便利です。
■マグネットやスタンドが付いているので設置場所を選
びません。

SL50
LEDセンサーライト

センサー感知範囲 水平160°×垂直130°、5m以内※
点灯可能周囲照度 10ルクス以下の暗さで点灯（明るい場所では感知しません）
電源 単4形アルカリ電池×3本
電池寿命 夜間AUTO:10ヶ月（1日10回、1回15秒点灯時、20℃時）
 常時点灯：連続使用で30時間
光源 サムスン製ホワイトLED 0.25W×2個
LED点灯時間 約15秒間、感知範囲に人がいれば連続点灯
本体寸法/重量 W60×D31×H110mm/約78.5g（電池含まない）
パッケージ寸法 W102×D33×H202mm

※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。

(W)ホワイト 84120 (M)木目 84121
参考価格￥980+税

SL50W（ホワイト） SL50M（木目）

防雨・防沫 IP44 停電時も安心 マグネット付き

アウトドア
でも使える！

デスクでも
使える！

(BL)ブルー 49293 1 (GY)グレー 49294 8 
(P)ピンク 49295 5 (W)ホワイト 49296 2 

本体寸法/重量
対応機種
インターフェイス
入力
電池容量
充電時間
使用時間
材質
付属品
パッケージ寸法
入数

W94×D44×H205mm/124g（卓上スタンド含まず）
USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器
USB A
5V500mA
3.7V 2000mA Li-ion（リチウムイオン電池）
約4.5時間
風量：弱（約7.5時間）/中（約3.5時間）/強（約1.5時間）
本体（ABS）+ブレード（PP）+卓上スタンド（ABS）
USBケーブル（80cm）、卓上スタンド、取扱説明書（保証書付）
W118×D55×H260mm
1/40

3段階風量調整
卓上スタンド付きway

2

ストラップホール付き
USB充電式

（M）木目 JAN:494312570942 6
（W）ホワイト JAN:494312570933 4
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モバイルバッテリー2600mAh

W（ホワイト）SL（シルバー）P（ピンク）

GL（ゴールド）BL（ブルー）BK（ブラック）

給電中はLEDが点滅します。

コンパクトなので持ち運びに便利です。

吊り下げにも使える
便利なスタンド付き

電源スイッチ

LEDが点灯
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マグピカ
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(BK)ブラック 44127 4
(GL)ゴールド 44129 8
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(W)ホワイト 44132 8
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対応機種 USB［A］端子搭載のパソコンおよび充電器
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規格 Micro-USB
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本体寸法/重量 約W103×D22×H22mm/70g
パッケージ寸法/重量 約W90×D35×H170mm/110g
梱包寸法 W442×D550×H220mm
梱包重量 約11.4kg
入数 20/80

■iPhone・Androidのスマートフォン等を充電でき
るスリムなモバイルバッテリー。
■充電残量は4つのLEDで確認可能。

￥2,550+税

■室内・屋外（軒下）で使用可能。
　非常時やアウトドアにも便利です。
■マグネットやスタンドが付いているので設置場所を選
びません。

SL50
LEDセンサーライト

センサー感知範囲 水平160°×垂直130°、5m以内※
点灯可能周囲照度 10ルクス以下の暗さで点灯（明るい場所では感知しません）
電源 単4形アルカリ電池×3本
電池寿命 夜間AUTO:10ヶ月（1日10回、1回15秒点灯時、20℃時）
 常時点灯：連続使用で30時間
光源 サムスン製ホワイトLED 0.25W×2個
LED点灯時間 約15秒間、感知範囲に人がいれば連続点灯
本体寸法/重量 W60×D31×H110mm/約78.5g（電池含まない）
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(W)ホワイト 84120 (M)木目 84121
参考価格￥980+税

SL50W（ホワイト） SL50M（木目）

防雨・防沫 IP44 停電時も安心 マグネット付き

アウトドア
でも使える！

デスクでも
使える！

(BL)ブルー 49293 1 (GY)グレー 49294 8 
(P)ピンク 49295 5 (W)ホワイト 49296 2 

本体寸法/重量
対応機種
インターフェイス
入力
電池容量
充電時間
使用時間
材質
付属品
パッケージ寸法
入数

W94×D44×H205mm/124g（卓上スタンド含まず）
USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器
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3.7V 2000mA Li-ion（リチウムイオン電池）
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3段階風量調整
卓上スタンド付きway

2

ストラップホール付き
USB充電式

（M）木目 JAN:494312570942 6
（W）ホワイト JAN:494312570933 4
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もしも…の時に便利な7の機能

１

５ ６

７

４３２
暗い所で視認性を高める反射材 バッグ本体は炎が出にくい防炎加工生地使用

本体折り返しを伸ばすと、収納量UP!

開口部分にファスナーがつい
ているので本体折り返しを伸
ばせば、伸ばした部分まで荷
物を入れることができます。

“防炎加工素材” 使用！
生地に炎を近づけ燃え始めても、
炎を遠ざけると、自ら炎を上げ
て燃え続けることが無いような
加工になります。

バッグ正面についた
反射素材が夜でも
視認性を高めます。

PC pocket

PC pocketを取り外すと
枕、座布団、頭巾として
使えます。

内側ポケットがいざという時に大活躍！

Inner pocketを
取り外すとサコッシュ
として使えます。

サコッシュ座布団防災頭巾

枕

Inner pocket

水や汚れを弾く撥水加工生地 水や汚れを弾く撥水加工生地

15.6  　PC (26L)インチ　　　　対応

14.0  　PC (16L)インチ　　　　対応

PC専用ポケットで安心
してPCが持ち運べる！

14
インチ PC専用ポケットで安心

してPCが持ち運べる！

15
インチ

.6

CB-B01
キャリングバックパック/16L/防災対応

(BK)ブラック 49253 5
本体寸法/重量 W290×D120×H450mm/約750g
PC収納内寸 　　　W260×D20×H380mm 
材質 ポリエステル
パッケージ寸法 W295×D60×H455mm
入数 1/20

￥8,900+税 CB-B02
キャリングバックパック/26L/防災対応

(BK)ブラック 49254 2
本体寸法/重量 W310×D170×H500mm/約950g
PC収納内寸 　　　W280×D20×H390mm 
材質 ポリエステル
パッケージ寸法 W315×D80×H505mm
入数 1/20

￥9,800+税

明 暗

PCバックパック
普段使いもできる防災対応

１６L ２６L

※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

背面とショルダーパッドの
内側にメッシュ素材を使用。
ムレを防ぎます。

背負いやすい
幅広ショルダーパッド。

チェストベルト付き。
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私の
基本
情報

ふり
がな

でん
わ

でん
わ

FAX

ケー
タイ

メー
ル

生ま
れた
日

住所

住所

本籍
地

健康
保険
証N
o.

なま
え

けつ
えき
がた

勤務
地 /
学校

記入
日

年
月

日

持病・
アレル

ギー・
おくす

り・か
かりつ

けの病
院など

年
月

日

き ほ
ん じ

ょう
ほう

もしもの時のかぞくメモ

MOF-L01 ￥850+税

●本体寸法：タテ145×ヨコ115×背巾10mm
●本体重量：65g
●表紙：ポリプロピレン・厚み0.5mm
●溶着式製本 
●ポケット：L判・横入れ20ポケット

ポリプロピレン・厚み0.08mm
●ゴムバンド付き　●情報カード15枚付
●吊り下げ透明袋入り 
●梱包寸法：W300×D240×H230mm
●梱包重量：3.5kg　●入数：20/40

(R)レッド 59870 1 (B)ブルー 59871 8

避難先で携帯電話の電池が切れたときに連絡先を確認できます。

もしもの時のかぞくメモ

<必要な手順>

カードに情報を
記入しましょう。

写真を用意しましょう。
（顔や特徴が分かるもの）

カードと写真がセット
になるように見開きで
入れましょう。

私の基本情報

ふりがな

でんわ

でんわ FAX

ケータイ

メール

生まれた日

住所

住所

本籍地 健康保険証No.

なまえ

けつえきがた

勤務地 /学校

記入日 年 月 日

持病・アレルギー・おくすり・かかりつけの病院など

年 月 日

き ほん じょうほう

水に強い！はっ水性のあるレインガード紙情報カード15枚付き

写真が入るポケット

※情報カードの用紙は撥水加工を施していますが完全な防水ペーパーではありません。長時間水に浸すと用紙が劣化するおそれがあります。

(R)レッド

わたしの基本情報 家族の基本情報×5枚 ペットの基本情報×2枚 その他の連絡先×2枚 災害時持ち出し品
チェックリスト

緊急連絡先 避難先MAP
×2枚 自宅から避難先

まで書きましょう。

1ページ目に入れる
メモカード

(B)ブルー

●本体寸法：φ14.3×H50.3mm
●本体重量：15g
●パッケージ寸法：W80×D15×H130mm
●パッケージ重量：59g
●セット内容：水電池NOPOPO（単三形×3本）、スポイト（1個）
●入数：10/100

交換用3本セット
水電池 NOPOPO

NWP-3-D ￥600+税
40824 6

●本体寸法：φ30×H99mm　●本体重量：50g
●パッケージ寸法：W130×D32×H200mm　●パッケージ重量：97g
●セット内容：LED懐中電灯(1個)、ハンドストラップ(1本)、
  水電池NOPOPO(単三形×1本)、スポイト(1個)
●入数：10/100

LED懐中電灯セット
水電池 NOPOPO

NWP-LED-D ￥980+税
40821 5

●本体寸法：φ27.5×H96.5mm　●本体重量：49g
●パッケージ寸法：W130×D28×H200mm　●パッケージ重量：98g
●セット内容：ミニランタンライト(1個)、水電池NOPOPO(単三形×1本)、
  スポイト(1個)、つり下げ用カラビナフック(1個)
●入数：10/100

ミニランタンライトセット
水電池 NOPOPO

NWP-LL-D ￥1,180+税
40822 2

●包装寸法：W170×D160×H70mm　●包装重量：1.75kg
●セット内容：変換アダプター（単2サイズ×4本、単1サイズ×4本）
  スポイト×50本、説明書×10枚、水電池NOPOPO(単三形×100本)
●入数：1/1

備蓄用100本パック
水電池 NOPOPO

NWP-100AD-D 参考価格￥19,800+税
40825 3

キレイな水でなくても発電OK
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。
※大きな不純物を含む泥水など、電池の穴に物理的に
　注水できない場合は使用できません。

20年未満の長期保存が可能
使わなくても放電し続ける一般的な乾電池とは異なり
水を入れるまでは放電しないため、長期保存が可能です。

有害物質を含まない
水銀、六価クロム、カドミウム、鉛などの有害物質を
含まないので、使用後は一般不燃物として廃棄できます。

軽量設計（1本 約15g）
一般的な単三型マンガン電池の約65%の重量。大量備蓄に最適です。

※スポイト先端の
　段になっている部分まで
　しっかりと穴に差し込みます。

水電池 NOPOPOの主な機能＆特長水電池 NOPOPOの主な機能＆特長

縮めて
懐中電灯

伸ばして
ランタンライト 2WAY

●本体寸法：W95×D23×H58mm　●本体重量：69g
●パッケージ寸法：W200×D23×H130mm　●パッケージ重量：132g
●セット内容：AM・FMラジオ(1個)、ハンドストラップ(1本)、
  水電池NOPOPO(単三形・1本)、スポイト(1個)
●入数：10/100

●本体寸法：W95×D23×H58mm　●本体重量：69g
●パッケージ寸法：W130×D23×H200mm　●パッケージ重量：132g
●セット内容：AM・FMラジオ(1個)、ハンドストラップ(1本)、
  水電池NOPOPO(単三形・2本)、スポイト(1個)
●入数：10/100

AM・FMラジオセット
水電池 NOPOPO

NWP-NFR-D ￥1,680+税
40823 9

注水口

変換アダプター付（単2サイズ×4本、単1サイズ×4本） スポイト×50本、説明書×10枚付

水電池NOPOPO
水を入れるだけで使える電池！
非常用
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●入数：10/100

交換用3本セット
水電池 NOPOPO
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40821 5
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40822 2
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40825 3
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・アルミシート180×90cm
・笛（アルミ製）
・AM/FMラジオ&ライト&サイレン付
（単4電池3本使用）
・マスク（不織布+活性炭） 
・ロープ（長さ3m）
・軍手（滑り止め付） 
・非常用持出し袋 

 

エレベーターキャビネット スリムタイプ ダイヤルロック

EVC-102D

エレベーターキャビネット シートタイプ ダイヤルロック

EVC-101D

 

　

●本体寸法：W360×D230×H550mm
●本体重量：5.8kg
●材質：本体・棚板/スチール紛体焼付塗装
●耐荷重：底板/10kg、棚板/5kg
●梱包寸法：W375×D375×H580mm
●梱包重量：8.2kg　●入数：1/1

●本体寸法：W360×D230×H800mm
●本体重量：7.2kg　
●材質：本体・棚板/スチール紛体焼付塗装
●耐荷重：底板/10kg、棚板/5kg
●梱包寸法：W375×D375×H830mm
●梱包重量：10.3kg　●入数：1/1

●本体寸法：W565×D353×H565mm
●本体重量：15.3kg
●材質：座面/ウレタンフォーム・PU、

本体/スチール紛体焼付塗装
●耐荷重：底板/10kg
●梱包寸法：W600×D510×H590mm
●梱包重量：18.5kg　●入数：1/1

  

エレベーターキャビネット コンパクトタイプ ダイヤルロック

EVC-103D

EVC-102H

EVC-101H  　

 　

　EVC-103H

EVC-102D

EVC-103D

EVC-102H

EVC-103H

共通セット内容ダイヤルロックタイプ

【非常持出7点セット】

平常時はイスとして使用できる
大型のエレベーターキャビネット

省スペース設計のスリムなエレベーターキャビネット

コンパクトサイズのエレベーターキャビネット

座った時の使用イメージ

※電池はセットされておりません。
※電波が弱くラジオが入りにくい場合は場所を移動する
　などして感度の良いところでお聞きください。 

【選べる2種類の引手】 【耐震マット・転倒防止プレート】

【ランタン+単3型水電池10本】

製品の底面に取り付けて転倒を防止します。

長期保存！水を入れると使える
電池NOPOPO

 

耐震マット 転倒防止プレート

※改良のため予告なく商品の仕様を変更することがあります。

エレベーターキャビネット コンパクトタイプ 引手

エレベーターキャビネット スリムタイプ 引手 

エレベーターキャビネット シートタイプ 引手 

N（ニューグレー）84851 6 W（ホワイト）84852 3

N（ニューグレー）84860 8 W（ホワイト）84861 5

N（ニューグレー）84855 4 W（ホワイト）84857 8

N（ニューグレー）84853 0 W（ホワイト）84854 7

N（ニューグレー）84862 2 W（ホワイト）84863 9

N（ニューグレー）84858 5 W（ホワイト）84859 2

※【シートタイプ】には耐震マット
　【スリムタイプ】・【コンパクトタイプ】には
　転倒防止プレートが付いております。

いたずら防止に暗証
番号に合わせて解錠
します。

引手タイプ
シールを剝がして扉を
開けます。一度剝がす
と模様が浮かび上がり
ます。（シール5枚入）

剝がした後
のシール

受注生産品です。発注の際に納期をご確認ください。

￥50,400+税

￥42,000+税

￥56,000+税

￥47,500+税

￥73,000+税

￥64,800+税

※このパッ
ケージは非

常時に落下
物から頭を

守るのにお
役立てくだ

さい。

発砲アルミシートAM/FMラジオ&ライト&サイレン

笛
マスク
ロープ（長さ3m）軍手（滑り止め付き）
非常用持出し袋

非常持出セ
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非常持出セット
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（N）ニューグレー

（W）ホワイト

（N）ニューグレー （W）ホワイト

（N）ニューグレー （W）ホワイト

耐震マット

EVC-101D

EVC-101H

エレベーターキャビネット
エレベーター閉じ込め事故対策　緊急時に必要なものを収納し設置
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B（ブルー）

※ツバ付はBZ-101
　のみの仕様です。

P（ピンク）

B（ブルー） P（ピンク）

BZ-102
防災ずきん（チェック柄）

￥1,600+税

●本体寸法：W270×D60×H400mm　
●本体重量：270g(笛含む）
●材質：表生地、裏生地/ポリエステル、中綿/難燃ポリエステル、笛/アルミ
●笛付
●梱包寸法：W670×D600×H440mm　●梱包重量：6.6kg
●入数：10/20（10個は透明袋入です。）

（P）ピンク 44788 7（B）ブルー 44787 0

B（ブルー） P（ピンク）

緊急時に備えて身近なところに
取り付けできます。

防炎協会認定の燃えにくく自己消火性のある防炎生地を使用してます。
ツバ付きなので顔を保護します。

可愛いチェックの防災ずきん

BZ-101
防災ずきん(防炎加工)

￥2,100+税

●本体寸法：W270×D60×H400mm 　
●本体重量：282g(笛含む）
●材質：表生地、裏生地/ポリエステル（防炎加工）、

中綿/難燃ポリエステル、笛/アルミ
●笛付
●梱包寸法：W670×D600×H440mm　●梱包重量：6.9kg
●入数：10/20（10個は透明袋入です。）

（P）ピンク 63831 5（B）ブルー 63830 8

防炎協会認定品防災ずきん

BZK-102
防災ずきん用カバー（チェック柄）

￥650+税

●本体寸法：W445×H320mm　
●本体重量：80g
●材質：表生地、裏生地/ポリエステル
●梱包寸法：W660×D550×H320mm　●梱包重量：19.2kg
●入数：20/200（20個は透明袋入です。）

（P）ピンク 44790 0（B）ブルー 44789 4

防災ずきんを汚れから守る
防災ずきん用カバー

ざぶとん
として

背あて
として

ざぶとん
として

背あて
として

笛付き
約100m先から聞こ
える大きさです。

100dB音の
大きさ

すばやく笛が
取り出せ、
いち早く居場所
を知らせます。 

外部の音が聞き取りや
すく子供の成長に合わ
せて対応します。

防炎製品ラベル
毒性審査、防炎性能試験に
合格された物だけに取り付
けられるラベルです。

緊急時の連絡先が記入で
きる名札が付いてます。

カバーへ入れたままで座布団や背あて
として使用できます。

2つの
耳穴付き

肩まで守れる
長めのずきん

側生地  、中綿は燃え
にくい素材を使用 ツバ

付き

衝撃
に強い

※※

笛の収納入れ ストラップの
取り付けホール

＜共通仕様＞
●地震や火災などの震災時、ガラスや石の破片などの落下物から
　頭や顔を守ります。
●災害緊急時に自分の居場所を知らせる笛が付いてます。
●長めのサイズだから肩までしっかり保護します。
●音や声が聞き取りやすい2つの耳穴が付いてます。
●普段はイスの座布団や背もたれとして使用できます。
●緊急時の為の名札が付いてます。

※燃えにくい側生地
はBZ-101のみ
の仕様です。

防災ずきん
災害時の危険から頭部や顔を守ります。
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8枚で25kg
耐荷重

8枚で36kg
耐荷重

30
15

30

（mm）

8

25
12.5

25

（mm）

8

JAN：4967101206525 JAN：4967101206532

■26V型までのテレビに対応。
■震度7クラスに対応。
■水洗いで何度も貼り直し可能。
■テレビの底面に貼るだけの簡単設置。
■優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ
(前後左右上下)に対応する振動対応能力に
優れた制震材です。
■広い適応温度-20度℃～75℃の幅広い環
境で使用可能。
■テレビ底面の形状に合わせて、切り離して自
由自在に細かく貼ることができます。

テレビ用耐震ジェル

●本体寸法：W25×D12.5×H5mm（8枚セット）
●本体重量：14g
●素材・カラー：ウレタンエラストマー・クリアブルー
●製品寿命：5～7年（使用環境により異なります）
●入数：10/100

TB-V02 45761

■32V型までのテレビに対応。
■震度7クラスに対応。
■水洗いで何度も貼り直し可能。
■テレビの底面に貼るだけの簡単設置。
■優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ
(前後左右上下)に対応する振動対応能力に
優れた制震材です。

■広い適応温度-20度℃～75℃の幅広い環
境で使用可能。

■テレビ底面の形状に合わせて、切り離して自
由自在に細かく貼ることができます。

テレビ用耐震ジェル

●本体寸法：W30×D15×H5mm（8枚セット）
●本体重量：20g
●素材・カラー：ウレタンエラストマー・クリアブルー
●製品寿命：5～7年（使用環境により異なります）
●入数：10/100

TB-V03 45762

8枚で41kg
耐荷重

12枚で54kg
耐荷重

30
15

30

（mm）

12

JAN：4967101206556

■40V型までのテレビに対応。
■震度7クラスに対応。
■水洗いで何度も貼り直し可能。
■テレビの底面に貼るだけの簡単設置。
■優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ
(前後左右上下)に対応する振動対応能力に
優れた制震材です。
■広い適応温度-20度℃～75℃の幅広い環
境で使用可能。

テレビ用耐震ジェル

●本体寸法：W25×D25×H5mm（4枚）
W20×D20×H5mm（4枚）

●本体重量：23g
●素材・カラー：ウレタンエラストマー・クリアブルー
●製品寿命：5～7年（使用環境により異なります）
●入数：10/100

TB-V04 45763

■46V型までのテレビに対応。
■震度7クラスに対応。
■水洗いで何度も貼り直し可能。
■テレビの底面に貼るだけの簡単設置。
■優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ
(前後左右上下)に対応する振動対応能力に
優れた制震材です。

■広い適応温度-20度℃～75℃の幅広い環
境で使用可能。

■テレビ底面の形状に合わせて、切り離して自
由自在に細かく貼ることができます。

テレビ用耐震ジェル

●本体寸法：W30×D15×H5mm（12枚セット）
●本体重量：30g
●素材・カラー：ウレタンエラストマー・クリアブルー
●製品寿命：5～7年（使用環境により異なります）
●入数：10/100

TB-V05 45764

20

20

25

25

（mm）

8
（各サイズ4枚）

4枚で16kg
耐荷重

20

20

（mm）

4

JAN：4967101206518

■20V型までのテレビに対応。
■震度7クラスに対応。
■水洗いで何度も貼り直し可能。
■テレビの底面に貼るだけの簡単設置。
■優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ
(前後左右上下)に対応する振動対応能力に
優れた制震材です。

■広い適応温度-20度℃～75℃の幅広い環
境で使用可能。

テレビ用耐震ジェル

●本体寸法：W20×D20×H5mm（4枚セット）
●本体重量：10g
●素材・カラー：ウレタンエラストマー・クリアブルー
●製品寿命：5～7年（使用環境により異なります）
●入数：10/100

TB-V01 45760

衝撃から守る！ 振動を伝えない！ 転倒・落下を防止！

テレビ用耐震ジェル
オフィスでもご家庭でも
テレビを地震から守ります。

耐震グッズで
対策すれば
安心！

JAN：4967101206549

日本の必需品耐震グッズ

参考価格￥1,300+税

参考価格￥2,000+税参考価格￥1,700+税

参考価格￥2,700+税参考価格￥2,200+税
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車のシガーソケットでiPad、iPhone、iPod、携帯電話、携帯ゲーム機などに充電

2ポートカーチャージャー

スマートフォン・タブレットなどを2台同時充電可能！

QC3.0対応 カーチャージャー

■車のシガーソケットでiPad/iPhone/iPod、携帯電話、携帯ゲーム機などに充電が可能。
■大型トラックでも使える12V、24V対応（※マイナスアース車専用、輸入車、一部国産車
では使えない場合があります）。
■大容量出力2Aポート（iPad専用）と出力1Aポートの2ポートタイプ。
■通電中はブルーLEDが点灯。 JYU-DCU230BK

カーチャージャー（2ポート）

対応機種 USB充電対応の電子機器（最大2Aと1Aの合計3Aまで）
 iPad/iPhone/iPod、携帯電話、携帯ゲーム機、ミュージックプレーヤー等
入力 DC12V、24V（マイナスアース車専用）
出力 5V/2A、1A（合計3A）
ポート USB A-Type/2ポート
重量 21g
パッケージ寸法 W60×D40×H170mm
入数 10/100

※2Aの出力ポートにはiPad以外の機器は接続しないでください。
　発熱したり、破損する可能性があります。
※USBケーブルは付属していません。

シガーライターソケット

カーチャージャー

2A出力ポート
※iPad以外の機器は接続
　しないでください。

1A出力ポート

USB端子

USBケーブル（別売）

携帯電話 iPad
42044 6

参考価格￥1,280+税

対応機種
入力　　　　　　 DC12V/24V（マイナスアース車専用）
出力 USB Type-C（5V/3A、9V/2A、12V/1.5A）

USB Type-A（5V/2.4A）
コネクタ形状
認証規格
本体寸法/重量 約W24×D58×H29mm/約68g
ケーブル長 約120cm
パッケージ寸法
入数本製品

Type-C

Type-A

シガーソケット

USBケーブル

※USBケーブルは付属していません。

スマホ・タブレットなど

２台同時充電可能
USB充電対応の電子機器（合計5.4A）

USB Type-C（コネクタ）/USB Type-A（ポート）
Quick Charge3.0(Type-C)

W100×D55×H180mm
1/50

QC3.0対応 カーチャージャー（Type-Cコネクタ+Type-Aポート）

(BK)ブラック 44091 8 (W)ホワイト 44092 5
JYU-DCU01 ￥3,120+税

W（ホワイト）

BK（ブラック）

折りたたみ可能で使い方自由自在！

フレックスコンテナ シリーズ
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納フレックスコンテナ

折りたたんで持ち運び、
使用時に組み立てます。

左右のパネルを底板に
ロックして組立完了。

上の枠を持ち上げ、
パネルを組み立てます。1 2 3

組み立て方法 ※下図はCFC-301です。組み立て方法は2サイズとも同じです。

●本体寸法：W250×D350×H170mm
（折りたたみ状態：W250×D350×H42mm）
●本体内寸：W228×D325×H160mm
●本体重量：0.67kg
●材質：ポリプロピレン
●等分布耐荷重：5kg　●容積：約11.8リットル
●梱包寸法：W515×D365×H210mm(1.5才)
●梱包重量：7.5kg　●入数：1/10

CFC-301
キャパティ フレックスコンテナ ミニ

●本体寸法：W348×D474×H240mm
（折りたたみ状態：W348×D474×H53mm）
●本体内寸：W324×D449×H230mm
●本体重量：1.5kg
●材質：ポリプロピレン
●等分布耐荷重：10kg　●容積：約33リットル
●梱包寸法：W485×D360×H285mm(1.8才)
●梱包重量：7.1kg　●入数：1/5

CFC-501
キャパティ フレックスコンテナ レギュラー

積み重ねもOK！（3段まで）積み重ねもOK！（3段まで）

R(レッド)　
96770 5

G(グリーン)　
96772 9

B(ブルー)　
96771 2

Y(イエロー)　
96773 6

R(レッド)　
96750 7

B(ブルー)　
96751 4

G(グリーン)　
96752 1

Y(イエロー)　
96753 8

参考価格￥1,550+税

参考価格￥2,700+税

各種安全装置入り
通電ランプ付き（ブルーLED）

12V/24V車対応（マイナスアース車専用）
1.2mケーブル付き（Type-Cコネクタ）
Quick Charge 3.0に対応したUSB Type-Cコ
ネクタと機器を見分けてかしこく充電するUSB
ポートを搭載し、スマートフォン・タブレットなどを
急速充電できる車載用DCカーチャージャー。
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車のシガーソケットでiPad、iPhone、iPod、携帯電話、携帯ゲーム機などに充電

2ポートカーチャージャー

スマートフォン・タブレットなどを2台同時充電可能！

QC3.0対応 カーチャージャー

■車のシガーソケットでiPad/iPhone/iPod、携帯電話、携帯ゲーム機などに充電が可能。
■大型トラックでも使える12V、24V対応（※マイナスアース車専用、輸入車、一部国産車
では使えない場合があります）。
■大容量出力2Aポート（iPad専用）と出力1Aポートの2ポートタイプ。
■通電中はブルーLEDが点灯。 JYU-DCU230BK

カーチャージャー（2ポート）

対応機種 USB充電対応の電子機器（最大2Aと1Aの合計3Aまで）
 iPad/iPhone/iPod、携帯電話、携帯ゲーム機、ミュージックプレーヤー等
入力 DC12V、24V（マイナスアース車専用）
出力 5V/2A、1A（合計3A）
ポート USB A-Type/2ポート
重量 21g
パッケージ寸法 W60×D40×H170mm
入数 10/100

※2Aの出力ポートにはiPad以外の機器は接続しないでください。
　発熱したり、破損する可能性があります。
※USBケーブルは付属していません。

シガーライターソケット

カーチャージャー

2A出力ポート
※iPad以外の機器は接続
　しないでください。

1A出力ポート

USB端子

USBケーブル（別売）

携帯電話 iPad
42044 6

参考価格￥1,280+税

対応機種
入力　　　　　　 DC12V/24V（マイナスアース車専用）
出力 USB Type-C（5V/3A、9V/2A、12V/1.5A）

USB Type-A（5V/2.4A）
コネクタ形状
認証規格
本体寸法/重量 約W24×D58×H29mm/約68g
ケーブル長 約120cm
パッケージ寸法
入数本製品

Type-C

Type-A

シガーソケット

USBケーブル

※USBケーブルは付属していません。

スマホ・タブレットなど

２台同時充電可能
USB充電対応の電子機器（合計5.4A）

USB Type-C（コネクタ）/USB Type-A（ポート）
Quick Charge3.0(Type-C)

W100×D55×H180mm
1/50

QC3.0対応 カーチャージャー（Type-Cコネクタ+Type-Aポート）

(BK)ブラック 44091 8 (W)ホワイト 44092 5
JYU-DCU01 ￥3,120+税

W（ホワイト）

BK（ブラック）

折りたたみ可能で使い方自由自在！

フレックスコンテナ シリーズ
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納フレックスコンテナ

折りたたんで持ち運び、
使用時に組み立てます。

左右のパネルを底板に
ロックして組立完了。

上の枠を持ち上げ、
パネルを組み立てます。1 2 3

組み立て方法 ※下図はCFC-301です。組み立て方法は2サイズとも同じです。

●本体寸法：W250×D350×H170mm
（折りたたみ状態：W250×D350×H42mm）
●本体内寸：W228×D325×H160mm
●本体重量：0.67kg
●材質：ポリプロピレン
●等分布耐荷重：5kg　●容積：約11.8リットル
●梱包寸法：W515×D365×H210mm(1.5才)
●梱包重量：7.5kg　●入数：1/10

CFC-301
キャパティ フレックスコンテナ ミニ

●本体寸法：W348×D474×H240mm
（折りたたみ状態：W348×D474×H53mm）
●本体内寸：W324×D449×H230mm
●本体重量：1.5kg
●材質：ポリプロピレン
●等分布耐荷重：10kg　●容積：約33リットル
●梱包寸法：W485×D360×H285mm(1.8才)
●梱包重量：7.1kg　●入数：1/5

CFC-501
キャパティ フレックスコンテナ レギュラー

積み重ねもOK！（3段まで）積み重ねもOK！（3段まで）

R(レッド)　
96770 5

G(グリーン)　
96772 9

B(ブルー)　
96771 2

Y(イエロー)　
96773 6

R(レッド)　
96750 7

B(ブルー)　
96751 4

G(グリーン)　
96752 1

Y(イエロー)　
96753 8

参考価格￥1,550+税

参考価格￥2,700+税

各種安全装置入り
通電ランプ付き（ブルーLED）

12V/24V車対応（マイナスアース車専用）
1.2mケーブル付き（Type-Cコネクタ）
Quick Charge 3.0に対応したUSB Type-Cコ
ネクタと機器を見分けてかしこく充電するUSB
ポートを搭載し、スマートフォン・タブレットなどを
急速充電できる車載用DCカーチャージャー。

その他
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※JF082ET/JF123ET/JF082CT/JF123CTの表示価格は「玄関先までの送料」を含んでいます。JF205EV/JF205CVは別途開梱設置料金が必要です。
※階上げ・下げが必要な時は別途費用をいただきます。

※耐火性能付きの商品は耐火材特性により、質量・内外寸法に若干の違いが生じる場合がありますが、性能に違いはありません。

ウォータープルーフ CWシリーズ
ポータブル耐火・防水保管庫

30分耐火 30分耐火A4 サイズ
収納可A4 サイズ

収納可

セントリーCHW20101
防水＆30分耐火ポータブル保管庫

●本体寸法：W391XD363XH168mm　
●本体内寸：W325XD216XH112mm
●本体重量：9.3kg　●容量：7.8リットル
●付属品：鍵2本、取扱説明書・保証書
●キータイプ：フラットキー
●入数：1/2　
JAN：0049074022402

86941
 ￥19,000+税 セントリーCHW20201

防水＆30分耐火ポータブル保管庫

●本体寸法：W391XD363XH168mm　
●本体内寸：W325XD216XH112mm
●本体重量：9.3kg　●容量：7.8リットル
●付属品：鍵2本、取扱説明書・保証書
●キータイプ：チューブラーキー
●入数：1/2　
JAN：0049074024802

86942
 ￥19,500+税

30分耐火A4 サイズ
収納可

セントリーCHW30100
防水＆30分耐火ポータブル保管庫

●本体寸法：W419XD375XH193mm　
●本体内寸：W321XD232XH136mm
●本体重量：10.9kg　●容量：10.2リットル
●付属品：鍵2本、取扱説明書・保証書
●キータイプ：フラットキー
●入数：1/2　
JAN：0049074022426

86944
 ￥29,800+税

30分耐火A4 サイズ
収納可

セントリーCHW30200
防水＆30分耐火ポータブル保管庫

●本体寸法：W419XD375XH193mm　
●本体内寸：W321XD232XH136mm
●本体重量：10.9kg　●容量：10.2リットル
●付属品：鍵2本、取扱説明書・保証書
●キータイプ：チューブラーキー
●入数：1/2　
JAN：0049074023447

86945
 ￥29,800+税

1時間
耐火A4 サイズ

収納可

セントリーCFW30200
防水＆1時間耐火ポータブル保管庫

●本体寸法：W419XD375XH193mm　
●本体内寸：W321XD232XH136mm
●本体重量：14.1kg　●容量：10.2リットル
●付属品：鍵2本、取扱説明書・保証書
●キータイプ：チューブラーキー
●入数：1/2　
JAN：0049074025120

86946
 ￥39,800+税

5400JAD
ダイヤル式キーセーフ

●本体寸法：W91×D41×H160mm（シャックル含）　
●本体重量：470g　●キータイプ：ダイヤル式　●入数：1/4
JAN：0071649281327

87965  ￥4,980+税 5422JAD
プッシュ式キーセーフ

●本体寸法：W79×D53×H173mm（シャックル含）　
●本体重量：850g　●キータイプ：プッシュ式　●入数：1/4
JAN：0071649281334

87961  ￥4,980+税5406JAD
ダイヤル式キーセーフ

●本体寸法：W70×D39×H135mm（シャックル含）　
●本体重量：290g　●キータイプ：ダイヤル式　●入数：1/4
JAN：0071649281341

87942  ￥3,280+税

5900JAD
ポータブルパーソナルセーフ

●本体寸法：W239×D131×H57mm　　
●本体重量：600g　●キータイプ：ダイヤル式　●入数：1/2
JAN：0071649281358

87966  ￥4,980+税 5900JADWHT
ポータブルパーソナルセーフ

●本体寸法：W239×D131×H57mm　　
●本体重量：600g　●キータイプ：ダイヤル式　●入数：1/2
JAN：0071649281365

87968  ￥4,980+税

■3桁の暗証番号を自由に設定することができます
■本体は耐久性のあるメタル構造
■背面とシャックル部分はドアなどを傷つけにくい仕様
■ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付

■鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス
■使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます
■押しやすい大きなボタン
■本体は耐久性のあるメタル構造
■背面とシャックル部分はドアなどを傷つけにくい仕様
■庫内にほこりや雨が入りにくい設計（完全防水ではありません）

■4桁の暗証番号を自由に設定することができます
■本体は耐久性のあるメタル構造
■ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付
■背面とシャックル部分はドアなどを傷つけにくい仕様

■暗証番号は自由に設定できます（4桁）　
■紛失や盗難防止に役立つケーブル付
■丈夫なつくり。耐水性も備えています　
■衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様

南京錠型キーボックス
（鍵収納本数5本程度）

旅行、キャンプなのどレジャーでの使用に最適！

コンパクト貴重品保管庫

コンパクト南京錠型キーボックス
（鍵収納本数1～2本程度）

プッシュ式キーボックス

※ドアノブには、形状によりかけられない場合がございます。ご購入前にサイズをご確認ください。
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耐荷重20kg・ダッチオーブンOK・風に強い

カセットフー タフまる
アウトドアクッキングをとことん楽しむカセットこんろ

CB-ODX-1
カセットフー タフまる

●本体サイズ：341（幅）×283（奥行）×129（高さ）mm
●ケースサイズ：372（幅）×362（奥行）×136（高さ）mm
●重量：約2.4kg（ケース込重量：約3.9kg）　●カラー：ブラック
●材質：本体/鋼板　トッププレート/ホーロー用鋼板
         ごとく/ホーロー用鋼板（ホーロー加工）　バーナー/鋼板（ステンレス）
  　    器具せんつまみ/ABS樹脂
●最大発熱量：3.3kW（2,800kcal/h）　●ガス消費量：約236g/h ※1　
●連続燃焼時間：約75分 ※2　●点火方式：圧電点火方式　
●安全装置：圧力感知安全装置、他　●容器着脱方式：マグネット方式
●使用ガス：イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド
●使用できる鍋の大きさ：鍋底の直径が24cm以下（小さい鍋は鍋底が16cm以上）
●付属品：専用キャリングケース

※1 気温20-25℃のとき、30分間のガス消費量を1時間換算したもの
※2 気温20-25℃のとき、強火連続燃焼にてカセットボンベを使い切るまでの実測値
※当商品をテント内・車内では絶対に使用しないでください 

 ￥10,000+税

リビングでもアウトドアでも大活躍

カセットフー 風まるⅡ
「ダブル風防ユニット」で、風に強いカセットこんろ

CB-KZ-2
カセットフー『風まるⅡ』

●本体サイズ：357（幅）×278（奥行）×115（高さ）mm
●ケースサイズ：400（幅）×339（奥行）×129（高さ）mm
●重量：約2.2kg　●カラー：本体/ブラウンメタリック　風防ユニット/ブラック
●材質：本体/鋼板（粉体塗装）　風防ユニット/ホーロー用鋼板（ホーロー加工）
         バーナー/真ちゅう　器具せんつまみ/ABS樹脂
  　    キャリングケース/高密度ポリエチレン
●最大発熱量：3.5kW（3,000kcal/h）　●ガス消費量：約250g/h ※1　
●連続燃焼時間：約66分 ※2　●点火方式：圧電点火方式　
●安全装置：圧力感知安全装置、他　●容器着脱方式：マグネット方式
●使用ガス：イワタニカセットガス
●使用できる鍋の大きさ：鍋底の直径が24cm以下で、鍋の側面部が
  容器(ボンベ)カバーの上にかからないもの。(小さい鍋は鍋底の直径が16cm以上)
●付属品：キャリングケース

※1 気温20～25℃のとき、30分間のガス消費量を1時間に換算したもの
※2 気温20～25℃のとき、強火連続燃焼にてカセットガス1本を使い切るまでの実測値 

 参考価格￥7,980+税

上質に食卓を彩る。

カセットフー 達人スリムⅢ

スタイリッシュな、うす型こんろ。

CB-SS-50
カセットフー 達人スリムⅢ

●本体サイズ：335（幅）×275（奥行）×84（高さ）mm
●重量：約1.3kg　●カラー：ゴールド
●材質：本体/鋼板（静電塗装）　トッププレート/プレコートフッ素鋼板
         ごとく/耐熱アルミダイカスト　バーナー/耐熱アルミダイカスト　
  　    器具せんつまみ/ABS樹脂
●最大発熱量：3.3kW（2,800kcal/h）　●ガス消費量：約236g/h ※1　
●連続燃焼時間：約70分 ※2　●点火方式：圧電点火方式　
●安全装置：圧力感知安全装置、他　●容器着脱方式：マグネット方式
●使用ガス：イワタニカセットガス
●使用できる鍋の大きさ：目安として9号土鍋まで（小さい鍋は鍋底が16cm以上）

※1 気温20～25℃のとき、30分間のガス消費量を1時間に換算したもの
※2 気温20～25℃のとき、強火連続燃焼にてカセットガス1本を使い切るまでの実測値

参考価格￥4,980+税

76012 2

76013 9

76014 6
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耐荷重20kg・ダッチオーブンOK・風に強い

カセットフー タフまる
アウトドアクッキングをとことん楽しむカセットこんろ

CB-ODX-1
カセットフー タフまる

●本体サイズ：341（幅）×283（奥行）×129（高さ）mm
●ケースサイズ：372（幅）×362（奥行）×136（高さ）mm
●重量：約2.4kg（ケース込重量：約3.9kg）　●カラー：ブラック
●材質：本体/鋼板　トッププレート/ホーロー用鋼板
         ごとく/ホーロー用鋼板（ホーロー加工）　バーナー/鋼板（ステンレス）
  　    器具せんつまみ/ABS樹脂
●最大発熱量：3.3kW（2,800kcal/h）　●ガス消費量：約236g/h ※1　
●連続燃焼時間：約75分 ※2　●点火方式：圧電点火方式　
●安全装置：圧力感知安全装置、他　●容器着脱方式：マグネット方式
●使用ガス：イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド
●使用できる鍋の大きさ：鍋底の直径が24cm以下（小さい鍋は鍋底が16cm以上）
●付属品：専用キャリングケース

※1 気温20-25℃のとき、30分間のガス消費量を1時間換算したもの
※2 気温20-25℃のとき、強火連続燃焼にてカセットボンベを使い切るまでの実測値
※当商品をテント内・車内では絶対に使用しないでください 

 ￥10,000+税

リビングでもアウトドアでも大活躍

カセットフー 風まるⅡ
「ダブル風防ユニット」で、風に強いカセットこんろ

CB-KZ-2
カセットフー『風まるⅡ』

●本体サイズ：357（幅）×278（奥行）×115（高さ）mm
●ケースサイズ：400（幅）×339（奥行）×129（高さ）mm
●重量：約2.2kg　●カラー：本体/ブラウンメタリック　風防ユニット/ブラック
●材質：本体/鋼板（粉体塗装）　風防ユニット/ホーロー用鋼板（ホーロー加工）
         バーナー/真ちゅう　器具せんつまみ/ABS樹脂
  　    キャリングケース/高密度ポリエチレン
●最大発熱量：3.5kW（3,000kcal/h）　●ガス消費量：約250g/h ※1　
●連続燃焼時間：約66分 ※2　●点火方式：圧電点火方式　
●安全装置：圧力感知安全装置、他　●容器着脱方式：マグネット方式
●使用ガス：イワタニカセットガス
●使用できる鍋の大きさ：鍋底の直径が24cm以下で、鍋の側面部が
  容器(ボンベ)カバーの上にかからないもの。(小さい鍋は鍋底の直径が16cm以上)
●付属品：キャリングケース

※1 気温20～25℃のとき、30分間のガス消費量を1時間に換算したもの
※2 気温20～25℃のとき、強火連続燃焼にてカセットガス1本を使い切るまでの実測値 

 参考価格￥7,980+税

上質に食卓を彩る。

カセットフー 達人スリムⅢ

スタイリッシュな、うす型こんろ。

CB-SS-50
カセットフー 達人スリムⅢ

●本体サイズ：335（幅）×275（奥行）×84（高さ）mm
●重量：約1.3kg　●カラー：ゴールド
●材質：本体/鋼板（静電塗装）　トッププレート/プレコートフッ素鋼板
         ごとく/耐熱アルミダイカスト　バーナー/耐熱アルミダイカスト　
  　    器具せんつまみ/ABS樹脂
●最大発熱量：3.3kW（2,800kcal/h）　●ガス消費量：約236g/h ※1　
●連続燃焼時間：約70分 ※2　●点火方式：圧電点火方式　
●安全装置：圧力感知安全装置、他　●容器着脱方式：マグネット方式
●使用ガス：イワタニカセットガス
●使用できる鍋の大きさ：目安として9号土鍋まで（小さい鍋は鍋底が16cm以上）

※1 気温20～25℃のとき、30分間のガス消費量を1時間に換算したもの
※2 気温20～25℃のとき、強火連続燃焼にてカセットガス1本を使い切るまでの実測値

参考価格￥4,980+税

76012 2

76013 9

76014 6
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電池も電源コードも使わない！ 家中どこでも、暖かさを持ち運ぶ。

カセットガスストーブ ポータブルタイプ "マイ暖"

CB-STV-MYD 76015 3

76016 0

76017 7

カセットガスストーブ ポータブルタイプ "マイ暖"

●本体サイズ：312（幅）×222（奥行）×290（高さ）mm
●重量：約2.6kg（カセットガス含まず）　●カラー：ウォームホワイト
●材質：本体/鋼板（粉体塗装）　取っ手/ABS樹脂
         バーナー/セラミック　器具せんつまみ/ABS樹脂
●最大発熱量：1.0kW（900kcal/h）　
●ガス消費量（弱運転時）：約76g/h （約64g/h） ※1
●連続燃焼時間（弱運転時）：約3時間20分 （約3時間55分） ※2
●点火方式：圧電点火方式　
●安全装置：不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
●容器着脱方式：マグネット方式　●使用ガス：イワタニカセットガス

＊出力（発熱量）に基づく暖房のめやす 木造戸建住宅：3畳まで
  コンクリ―ト集合住宅：4畳まで（暖房のめやすは温暖地を基準としています）
※1 気温20～25℃のとき、30分間のガス消費量を1時間に換算したもの
※2 気温20～25℃のとき、連続燃焼にてカセットガス1本を使い切るまでの実測値

 ￥18,600+税

CB-STV-DKD
カセットガスストーブ "デカ暖"

●本体サイズ：349（幅）×280（奥行）×408（高さ）mm
●重量：約4.1kg（カセットガス含まず）　●カラー：ウォームホワイト
●材質：本体/鋼板（粉体塗装）　取っ手/ABS樹脂
         バーナー/ステンレス&セラミック　器具せんつまみ/ABS樹脂
●最大発熱量：1.35kW（1,150kcal/h）　
●ガス消費量：約98g/h ※1　
●連続燃焼時間：約2時間30分 ※2
●点火方式：圧電点火方式　
●安全装置：不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
●容器着脱方式：マグネット方式　●使用ガス：イワタニカセットガス

＊出力（発熱量）に基づく暖房のめやす　木造戸建住宅：4畳まで　
  コンクリ―ト集合住宅：5畳まで（暖房のめやすは温暖地を基準としています）
※1 気温20～25℃のとき、30分間のガス消費量を1時間に換算したもの
※2 気温20～25℃のとき、連続燃焼にてカセットガス1本を使い切るまでの実測値

 ￥24,000+税

CB-GFH-2
カセットガスファンヒーター "風暖"（KAZEDAN）

●本体サイズ：319（幅）×260（奥行）×438（高さ）mm
●重量：約4.7kg（カセットガス含まず）　●カラー：ウォームホワイト
●材質：本体/スチール　取っ手/ポリプロピレン　器具せんつまみ/ABS樹脂
●最大発熱量：2.0kW（1,720kcal/h）　
●ガス消費量（弱運転時）：約145g/h （約109g/h）※1　
●連続燃焼時間（弱運転時）：約1時間43分 （約2時間18分）※2
●点火方式：圧電点火方式　
●安全装置：不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、
　　　　　圧力感知安全装置、温度過昇防止安全装置
●容器着脱方式：マグネット方式　●使用ガス：イワタニカセットガス

＊出力（発熱量）に基づく暖房のめやす　木造戸建住宅：5畳まで
  コンクリ―ト集合住宅：7畳まで（暖房のめやすは温暖地を基準としています）
※1 気温20～25℃のとき、30分間のガス消費量を1時間に換算したもの
※2 気温20～25℃のとき、連続燃焼にてカセットガスを使い切るまでの実測値

 ￥32,000+税

小型石油ストーブに匹敵する暖かさ

カセットガスストーブ "デカ暖"

電池も電源コードも使わず、温風でお部屋の隅々まで暖める！

カセットガスファンヒーター "風暖"（KAZEDAN）

燃料は
カセットガス！

燃料は
カセットガス！

燃料は
カセットガス！

”熱電発電素子”採用
カセットガスの燃焼熱を電気に
変えてファンを回します。



受付時間／土・日・祝日を除く

東 京
大阪 堺オフィス
名 古 屋
福 岡
札 幌
仙 台
広 島
高 松

174-8602
599-8116
456-0053
812-0051
064-0811
984-0002
733-0001
760-0078

東京都板橋区東坂下2丁目5番1号
堺市東区野尻町221番3号
名古屋市熱田区一番2丁目2番6号
福岡市東区箱崎ふ頭5丁目7番11号
札幌市中央区南十一条西12丁目2番33号
仙台市若林区卸町東１丁目6番27号
広島市西区大芝3丁目13番10号
香川県高松市今里町2丁目12番7号

〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒

03-3558-1241
072-286-8008
052-661-6151
092-641-3661
011-531-1006
022-284-3045
082-536-0250
087-831-5825

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

東 京 本 社
大 阪 本 社

174-8602
536-0005

東 京 都 板 橋 区 東 坂 下 2 丁 目 5 番 1 号
大 阪 市 城 東 区 中 央 2 丁 目 1 番 2 3 号

〒
〒

防災用品カタログ

注 掲載商品の価格は本体価格を表記しています。
   
※印刷のためカタログと現品の色味は多少異なることがあります。
※改良のため予告なく商品の仕様・外観を変更することがあります。
※製品寸法は概寸または標準寸法です。寸法許容差は製品により異なります。

JQA-EM1197の登録活動範囲：ナカバヤシで製造されている各種事務用品、事務機器にかかわる企画・管理、開発、販売、配送および事務運営


