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内容品：
①非常持出袋
②非常用給水袋4ℓ
③缶入カンパン×2
④保存水（500mℓ）
⑤懐中電灯（電池付）
⑥ローソク
⑦マッチ
⑧軍手
⑨コンパクトタオル
⑩ポリ袋（10枚）
⑪チリ紙（50枚）
⑫缶切
⑬ハサミ
⑭ピンセット
⑮救急絆創膏（10枚）
⑯ガーゼ
⑰三角巾
⑱脱脂綿
⑲伸縮包帯（2個）
⑳ロープ（5ｍ）
㉑レジャーシート
　（2帖）

避難21点セット
9,700円（税抜価格）

防災用7点セット
1,200円（税抜価格）

防災用10点セット
1,700円（税抜価格）

防災用13点セット
2,500円（税抜価格）

内容品：
①リュック型ピラミッドバッグ
②防寒・防風アルミシート
③冷熱遮断アルミシート
④抗菌消臭・簡易トイレ
⑤軍手
⑥ロープ
⑦笛
⑧しおり拡大鏡
⑨防災ガイド
⑩防災用ウェットティッシュ
　（20枚）
⑪～⑰エイドチーム-2
⑱ティライトキャンドル10P
⑲非常用給水袋3L
⑳スマホ対応ダイナモ
　FMラジオLEDライト

内容品：
①両リュック・非常持出袋
②防寒・防風アルミシート
③軍手
④ロープ
⑤笛
⑥携帯用ミニトイレ
⑦eco便利バッグ

ピラミッド20点セット
8,000円（税抜価格）

内容品：
①リュック型ピラミッドバッグ
②防寒・防風アルミシート
③防寒・防風アルミ寝袋
④冷熱遮断アルミシート
⑤防寒防風アルミポンチョ
⑥抗菌消臭・簡易トイレ
⑦携帯用ミニトイレ
⑧軍手
⑨ロープ
⑩笛
⑪しおり拡大鏡
⑫スモークシャットアウト
⑬マスク
⑭非常用給水袋3L
⑮防災用ウェットティッシュ
　（20枚）
⑯～㉒エイドチーム-2
㉓ティライトキャンドル10P
㉔除菌ジェル
㉕ポケットティッシュ
㉖防災ガイド
㉗スマホ対応ダイナモ
　FMラジオLEDライト
㉘文字が書けるテープ
㉙アイマスク
㉚eco便利バッグ

ピラミッド30点セット
10,000円（税抜価格）

内容品：
①非常持出袋
②非常用給水袋4ℓ
③缶入カンパン×2
④保存水（500mℓ)×2
⑤懐中電灯（電池付）
⑥ローソク
⑦万能シート
⑧クイックコンロ
⑨アルミ箔ナベ×3
⑩3人用食器セット
⑪ロープ（5m）
⑫救急セット

避難ホームセット
17,000円（税抜価格）

内容品：
①両リュック・非常持出袋
②防寒・防風アルミシート
③軍手
④ロープ
⑤笛
⑥防災用ウェットティッシュ
⑦防災ガイド
⑧ハンディライト
⑨～⑩エイトバンセット

内容品：
①両リュック・非常持出袋
②防寒・防風アルミシート
③軍手
④ロープ
⑤笛
⑥携帯用ミニトイレ
⑦eco便利バッグ
⑧ハンディライト
⑨防災用ウェットティッシュ
　（20枚）
⑩防災ガイド
⑪非常用給水袋3L
⑫～⑬エイトバンセット

●最も多くの家庭に常備されている避難セットのスタン
ダードタイプです。

●非常時に必要なライトやアルミシートの入った20点
セット。夜間でも見つけやすい反射テープ付バッグ入り。

●多機能防災ラジオライトなどの入った30点セット。
　夜間でも見つけやすい反射テープ付バッグ入り。

●避難生活に欠かせないグッズを厳選してセット致しました。 
　簡単な煮炊きが出来、３人分の食器セットも入っています。 

避難セット
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①蛍光リュックバッグ
②防寒・防風アルミシート
③アルミＬＥＤライト
＆ホイッスル
④抗菌消臭・簡易トイレ
⑤携帯用ミニトイレ
⑥女性用あんしん
トイレポンチョ
⑦非常用給水袋３Ｌ
⑧ティライトキャンドル
10Ｐ

⑨生理用品（10枚）
⑩綿棒（10本）
⑪絆創膏（5枚）
⑫パステルカラー軍手

女性用12点セット
5,000円（税抜価格）

①折りたたみショルダーバッグ
②ミルクビスケット
③ＬＥＤポータブルラジオ
④長期保存アルカリ単4乾
電池（3本）

⑤あんしん保存水500ｍl
⑥モバイルトイレポケット
⑦静音タイプアルミシート
⑧～⑯エイドクルー（9点）
⑰個包装マスク（2枚）
⑱IDホイッスル
⑲PUALAウエットタオル
⑳軍手
㉑水に流せるティッシュ（2個）
㉒大地震対応防災マニュアル

ステイアライブ　ショルダー22
10,000円（税抜価格）

①蛍光リュックバッグ
②防寒・防風アルミシート
③防寒・防風アルミ寝袋
④防寒・防風金銀アルミシート
⑤レスキュー簡易頭巾
⑥ソーラー＆
ダイナモＬＥＤライト
⑦抗菌消臭・簡易トイレ
⑧携帯用ミニトイレ
⑨防災ガイド
⑩女性用あんしん
　トイレポンチョ
⑪⑫マスク(2枚）
⑬マイクロファイバー
　フェイスタオル
⑭非常用給水袋３Ｌ
⑮防災用ウェット
ティッシュ（20枚）
⑯ティライトキャンドル
10Ｐ

⑰生理用品（10枚）
⑱綿棒（10本）
⑲絆創膏（5枚）
⑳パステルカラー軍手

女性用20点セット
8,000円（税抜価格）

●反射テープ付蛍光リュックバッグに女性ならではの商品
を集めた防災セットです。

●在宅時や避難時にも楽に移動できるショルダーバッグ
　を採用した22点の防災セットです。

●反射テープ付蛍光リュックバッグに女性が必要なアイテム
をピックアップした女性の為の「防災セット」です。

避難セット

寸法／260×215×120mm

5605E 
マルチパワーステーション2

9,000円（税抜価格）

5電源／ソーラー充電、ダイナモ充電
　　　  乾電池（単3×3本別売）
　　　  AC/USBアダプター（別売）、USB充電
機能／LEDライト、LEDランタン、AM/FMラジオ
　　　サイレン、携帯電話充電
　　　ラジオライトプラグインタイプ

6991E　
マルチポータブルチャージャー

7,000円（税抜価格）

電源/ダイナモ充電、内蔵蓄電池
　　 乾電池（単４×３本別売）
機能/LEDライト、LEDランタン、AM/FMラジオ
　　 サイレン、携帯電話充電

スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト
3,200円（税抜価格）

電源/ダイナモ充電、USB蓄電
機能/LEDライト、スマホ充電、携帯電話充電
　　 ワイドFM対応ラジオ

手回し充電ラジオ　ＩＣＦ－Ｂ９９
12,500円（税抜価格）

電源/ダイナモ充電、USB蓄電(別売）
　　 ソーラー充電、乾電池（単3×2本別売）
機能/LEDライト、スマホ充電、携帯電話充電

多機能ライト

●綿帆布製の非常持
ち出し袋です。

●両手があくリュック
型の非常袋です。 

●大型で緊急時の持
出しに役立ちます。 

非常持出袋A
3,800円（税抜価格）

寸法／約405×400×
　　　70mm
材質／アルミックス製
日本防炎協会認定品

大型リュックタイプ
6,200円（税抜価格）

寸法／約450×355×
　　　200mm
材質／アルミックス製
日本防炎協会認定品

非常持出袋
1,980円（税抜価格）

寸法／約430×480mm
材質／綿帆布

非常持出袋
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不動王T型固定式（移動できる家具用） スーパー不動王ホールド（移動できない家具用）

家具転倒防止板「ふんばる君」
2,000円（税抜価格）

不動王T型固定式
3,300円（税抜価格）

スーパー不動王
ホールド

6,000円（税抜価格）

不動王連結シート
キャビネットロッカー
連結用（4枚入）

2,200円（税抜価格）

ふんばる君断面図

感震ブレーカーアダプター・ヤモリ
3,980円（税抜価格）

ヤモリ・デ・リモート
2,500円（税抜価格）

●震度7、家具の重さ150kg
まで対応します。家具や壁
を傷つけずに簡単に取る
ことができます。

●震度7対応、分離した家
具を接続し転倒を防ぎま
す。半透明シートなので
目立たず邪魔にもなりま
せん。

ふんばりくんZ（1本）
3,980円（税抜価格）

●マンションなど天井と
家具の狭い隙間（10～
20cm）でも使用できる
家具転倒防止器具です。

●家具の下に敷くだけで地震時に力を発揮
する耐震性能に優れた転倒防止板です。

●地震を感知するとブレーカーのスイッチを自動
で落とします。接着固定タイプなので取付工事
の必要がなく、ご家庭で簡単に導入できる通電
火災の対策製品です。

●ヤモリ・デ・リモートは分電盤に設置スペースが
無い場合やフタ付き分電盤などにもヤモリをお
使い頂けるオプションです。

エレベーター閉じ込め対策品
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価格

品名 エレベーター用キャビネッﾄ エレベーターチェア

固定キット 付属 3,000円(税抜価格)

ECC-1PS
(コーナータイプ)

EFC-1PS
(フラットタイプ)

EC-193SPS
(スリムタイプ)

EC-193PS
(スタンダードタイプ)

60,000円
（税抜価格）

80,000円
（税抜価格）

75,000円
（税抜価格）

90,000円
（税抜価格）

●普段は椅子として使用し、災害や停電、故障によってエレ
ベーター内に閉じ込められてしまった場合、収納されてい
る非常用品を使って、復旧や救助まで安全に待機すること
ができます。

ECC-1PS EFC-1PS

EC-193SPS EC-193PS

保存水500mℓ
（10年保存）（本）

紙コップ（個）

LEDランタン（個）

トイレシート（枚）

トイレットペーパー（個）

ポケットティッシュ（個）

消臭剤（本）

アルミブランケット（枚）

吸盤付きクリップ（個）

冷却バンダナ（枚）
非常用クッキー3本入り
（10年保存）（袋）

非常用ホイッスル（個）

地震対策品
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トップカバー（ポケット付き）
1,600円（税抜価格）

寸法／約340×420mm
カラー／ブルー、エンジ、ライトブルー、ピンク

乳幼児用ずきん（専用袋付き）
2,750円（税抜価格）

寸法／約230×230mm
カラー／クリーム
対象年齢／乳幼児（0～3歳）

セーフティクッション

大：寸法／約490×280mm
　  対象年齢／小学校低学年以上

3,250円（税抜価格）

3,050円（税抜価格）
ES（大）
EJ（小）

●口元ゴムはスライド式で調節可能です。
●特殊フィルターの防じんマスク付。

●持ち運びに便利な持ち手と教科書などが入る
大型ポケット付。

●立体構造で乳幼児にかぶりやすい設計です。
●便利な専用袋付。

ライフマスター
24,000円（税抜価格）

有効期限／5年間
使用時間／15分（開封後1回限り）

SBKけむりフード
550円（税抜価格）

材質／ナイロン他特殊多層フィルム
耐熱温度／約150℃

●有毒物質が侵入しにくい構造です。
●フードは有害物質の透過を防ぎ（耐透過性）、
火災の熱にも対応（難燃性）しています。

●空気を入れてかぶるだけで走って約3分間歩い
て約5分間呼吸が出来ます。

エスケープ
80,000円（税抜価格）

供給法／デマンド形
充てんガス／空気
使用時間／ 5～10分
携行空気量／ 300ℓ

●ボンベを肩から掛けてマスクを装着することで
空気を必要なだけ供給します。

ヘルメット　ＳＳ-101
3,300円（税抜価格）

材質／ABS樹脂
寸法／264×220×151mm
質量／400g
カラー／ホワイト、イエロー
　　　　クリーム、グリーン、ブルー

ヘルメット　ＳＳ-100
3,300円（税抜価格）

材質／ABS樹脂
寸法／272.5×220×161mm
質量／325g
カラー／ホワイト、イエロー、クリーム
　　　　グリーン、ブルー、レッド、グレー

ヘルメットのトップ（頭頂部）が
回転し、約半分の高さになります。

5,200円（税抜価格）

防災用ヘルメット　Crubo（クルボ）

材質／ABS樹脂
立体寸法／278×208×140mm
収納寸法／278×208×80mm
質量／420g
カラー／ホワイト、オレンジ、ブルー

ボンベ内容積／2ℓ
最高充てん圧力／14.7MPa
質量／4.8kg

防災キッズメット
3,400円（税抜価格）

材質／FRP
寸法／251×209×138mm
質量／350g
カラー／イエロー
ホイッスル付き

小：寸法／約430×240mm
　  対象年齢／小学校低学年以下

タタメットBCP プレーンタイプ
3,600円（税抜価格）

材質／ポリプロピレン樹脂
立体寸法／235×151×292mm
収納寸法／332×221×35mm
質量／369g

タタメットズキン３
3,800円（税抜価格）

材質／ポリプロピレン樹脂
ズキン材質／防炎布
立体寸法／235×151×292mm
収納寸法／332×221×45mm
質量／410g

収納時 収納時

●折りたたみ式ヘル
メットと防災ずきん
が一体化した次世代
型防災ずきんです。

その他避難関連用品








