救助用機材
ウインチ・ジャッキ
●燃料や電源を一切必要とせず、あらゆる災害現場で効果を
発揮します。
●シンプルかつ軽量で、容易な操作性を実現します。
●リフティング（吊り上げ）、プリング（引っ張り）、ウインチ
（巻き取り）、スプレッド
（開き作業）、
クランプ（挟む）ほか、
利用は多岐に渡ります。
●メンテナンスは防錆潤滑剤を使用するだけです。

（リフティング＝吊り上げ）

（プリング＝引っ張り）

（ウインチ＝巻き取り）

別売品

ファーストレスポンダージャッキ
95,000円（税抜価格）

FR−365
（スプレッド＝開き作業）

（クランプ＝挟む）

寸法／約全高104×奥行24×幅12cm
質量／約12kg
定格負荷／2113kg
ウインチ・クランプ能力／2268kg

ウインチ補助キット

リフトメイト

バンパーリフト

ハンドルキーパー

49,000円（税抜価格）

12,500円（税抜価格）

99,000円（税抜価格）

FR−485
寸法／約全高128×奥行24×幅12cm
質量／約13kg
定格負荷／2113kg
ウインチ・クランプ能力／2268kg

105,000円（税抜価格）

FR−605

寸法／約全高156×奥行24×幅12cm
質量／約15kg
定格負荷／2113kg
ウインチ・クランプ能力／2268kg

13,000円（税抜価格）

7,200円（税抜価格）

爪付き油圧ジャッキ（ダイキ）
DHS-1EN

標準爪タイプ型式

1

2.5

3.5

5

頭部能力（ton）

2

5

7

10

爪付き油圧ジャッキ（マサダ）

103

110

115

130

MHC-2RS-2 51,000円（税抜価格）

最低（mm）

12

19

22

22

最高（mm）

115

129

137

152

205

235

238

280

6

11

14

19

56,600円

70,900円

76,600円

81,900円

爪部高さ
持ち運びに便利な
専用収納ケース付
・DHS-1EN
・DHS-2.5EN

DHS-5EN

爪部能力（ton）

揚程（mm）
専用ケース

DHS-2.5EN DHS-3.5EN

本体高さ
（mm）
質量（kg）
価格

（税抜価格）
（税抜価格）
（税抜価格）
（税抜価格）

能力／爪2t・頭5t 質量／13.2kg
最低高さ／爪19mm・頭243mm
最高高さ／爪132mm・頭356mm

MHC-5RS-2 58,100円（税抜価格）
能力／爪5t・頭10t 質量／19.1kg
最低高さ／爪22mm・頭290mm
最高高さ／爪142mm・頭410mm

■4台使用で前後
左右360°
移動

■2台使用で
方向転換

●災害現場で放置された車両を
移動する事ができます。

LSレスキューセット LS-10 デラックス
249,000円（税抜価格）

●緊急時における倒壊した重量物の持ち上げ、こじ開けなど各種作業
に最適な工具をセットしています。

127,000円（税抜価格）
セット内容／右側専用1台、左側専用1台
積載重量／約700kg（単体時）、2800kg（4台使用時）
適用タイヤ幅／330mmまで
本体質量／18kg（単体時）

●一刻を争う救助作業の中で、各種異なる長さのワンタッチパイプを
差し込むだけで簡単に接続できます。
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別売品

車両移動器具 ゴージャック GOJAK6313 L/R

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

（オプション）
専用ラック（4台収容）

専用ラック

25,000円（税抜価格）

救助用機材
ロープ
スリング

チルホール

Ｅ型両端アイ

チルホール リバティ X-13

スーパーチル S-7

Ｎ型エンドレス

ＫＨスリング

110,400円（税抜価格）

79,200円（税抜価格）

Ｅ型両端アイ１m×25mｍ

吊上能力／800kgf
横引能力／1,250kgf
質量／7.5kg
寸法／510×105×255mm
※ワイヤーロープ（φ9mm×20m）
付属

Ｅ型両端アイ２m×50mｍ

チルホール TU-16

スーパーチル S-15

ワイヤーロープ

132,800円（税抜価格）
最大能力／1,600kg
安全ピン耐力／3,200kg
質量／18kg
寸法／644×143×360mm
※ワイヤーロープ
（φ11.7mm×20m）
付属

Ｅ型両端アイ３m×75mｍ
Ｎ型エンドレス１m×10mｍ
Ｎ型エンドレス２m×5０mｍ
Ｎ型エンドレス３ｍ×75ｍｍ

111,600円（税抜価格）

8mm×5m
8mm×10m

吊上能力／1,600kgf
横引能力／2,500kgf
質量／17.6kg
寸法／620×150×335mm
※ワイヤーロープ（φ12mm×20m）付属

12mm×5m
12mm×10m
16mm×5m
16mm×10m
規格／JIS

6×24

3,000円（税抜価格）
8,400円（税抜価格）
16,200円（税抜価格）
4,200円（税抜価格）
13,200円（税抜価格）
27,000円（税抜価格）

救助用機材

最大能力／1,300kg
安全ピン耐力／2,600kg
質量／9kg
寸法／550×87×302mm
※ワイヤーロープ
（φ11.7mm×20m）
付属

5,000円（税抜価格）
7,000円（税抜価格）
7,000円（税抜価格）
9,000円（税抜価格）
13,000円（税抜価格）
16,000円（税抜価格）
仕様／油圧ロック、両端アイ型

コンクリート破壊器具
①破壊用タガネ小（レンガ・ブロック等）
②破壊用ノミ（石材・コンクリート等）
③破壊用タガネ大（モルタル・ボルト等）

⑤金属シート材切断用ツール

本体
A タガネ（レンガ・ブロック等破壊用）
B ノミ（石材破壊用）
C タガネ（モルタル・ボルト等破壊用）
D バール（扉・窓等の破壊、こじあけ用）
E タガネ（軽金属類破壊用）

④こじあけ用バール
（扉・窓等）

収納袋

●この製品は、シリンダー内のピストンロッドで先端工具を打撃することにより、

●目的に合わせ効率よく（A〜E）5種類の先端工具をセットしており、交換は簡単に

大きな打撃力を発します。

できます。コンクリート・ブロック・レンガ・かんぬき・錠前・留金の破壊、車・建物

●エンジンや電気が使えない場面での救助活動時に活躍します。

の扉の破壊等ができます。

ストライカー

レッドワン
収納時寸法／約150×700×130mm

総質量／約12kg

230,000円（税抜価格）

収納時寸法／約130×685mm

総質量／約13kg

342,000円（税抜価格）

手工具

弁慶
124,000円（税抜価格）
寸法／465×205mm
質量／3.0kg

トップマンとび
11,000円（税抜価格）
寸法／335×155mm
質量／0.9kg

レスキューアッキス
DPX-2788
18,500円（税抜価格）
寸法／335×150mm
質量／1.0kg

レスキューアッキス
DPX-2311
58,500円（税抜価格）
寸法／470×215mm
質量／2.7kg

WAVE+
18,000円（税抜価格）
寸法（全長）／100mm
ナイフ刃渡／73mm
質量／241g

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。
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救助用機材
手工具

グラスマスター

ゴムボーイ折込のこ

75,000円（税抜価格）
寸法／420×245×35mm
質量／1kg
用途／自動車の積層ガラスの切断等

ゼットソー300
3,250円（税抜価格）

4,030円（税抜価格）

寸法／600×66mm
刃長／300mm
質量／0.27kg

寸法／505×57mm
刃長／240mm
質量／0.27kg

角ショベル（JIS）
3,500円（税抜価格）
寸法／970×255mm
質量／1.9kg

丸ショベル（JIS）
3,180円（税抜価格）
寸法／970×232mm
質量／1.7kg

*900mm×2
分割方式になります

両口ハンマー

爪付イーグル鳶（2分割式） 長鳶（六尺鳶）

7,500円（税抜価格）
寸法／900×168mm
質量／5kg
（頭4.5kg）

9,000円（税抜価格）
寸法／全長1800×115mm
質量／1.4kg

平バール

6,000円（税抜価格）
寸法／1820×175mm
質量／1.6kg

5,000円（税抜価格）
寸法／900×120mm
質量／2.4kg

ラクラク39バール
シルバー（クローム）
5,700円（税抜価格）
ピンク、ゴールド
6,600円（税抜価格）
寸法／1180×φ31mm
質量／2kg

Sバール

厚鎌
寸法／430×165mm
質量／0.3kg

腰鉈

6,800円（税抜価格）

5,300円（税抜価格）

2,590円（税抜価格）
寸法／450×90mm
質量／850ｇ

丸ヒツ鉈
寸法／540×155mm
質量／0.7kg

10,000円（税抜価格）
寸法／410×130mm
質量／0.7kg

ZBC-600
40,820円（税抜価格）
切断可能最大径／10mm
長さ／620mm
質量／2.1kg

工具セット

レスキュー・キット リュック型

レスキュー・キット BOX型
52,500円（税抜価格）

内容品／平バール（900mm）
、ボルトカッター
（600mm）
、
折り込みノコギリ（刃渡り240mm）
、大ハンマー
（両口3.5kg）、
トラロープ（10m）
収納寸法／約940×340mm
総質量／約12kg
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●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

95,000円（税抜価格）
内容品／平バール（900mm）
、ボルトカッター
（600mm）
、
折り込みノコギリ（刃渡り240mm）
、大ハンマー
（両口3.5kg）、
カケヤ（丸・φ150mm）
、バチヅル
（1.8kg）、ショベル
（丸型935mm）、
トラロープ（10m）、牛革手袋×2、
ゴーグル×2、
防じんマスク×2、
ホイッスル×2、
三角巾×1、
ガーゼ×2、
包帯×2、ウエットタオル
（20枚入）
収納寸法／約970×330×170mm
総質量／約21kg

工具セット

救助用機材

工具セット

AKAO

AKAO

AKAO 救助工具格納箱

救助用機材

設 置 面を錆や腐 食か
ら防ぐ構造です。キャ
スター 付 な の で持 ち
運びも便利です。

S

AKAO 救助工具格納箱 S
150,000円（税抜価格）

内容品／平バール（900mm）
、
バール
（360mm）
、
両口ハンマー
（2.5kg）
、ツルハシ、
ショベル、パンタグラフジャッキ（600kg用）
、
油圧ジャッキ
（4t）、
トップマンとび、立入禁止テープ、レスキューアッキス、防じんマスク、
ゴーグル 各1個、
ロープ15m 2本、
工具箱
（ドライバーセット、
大型カッターナイフ、プライヤー、ボルトクリッパー、折込鋸、モンキー、
懐中電灯電池付、ハンディーソー）1式、
エミユケブラー手袋 3双
収納箱材質／スチール
寸法／約1010×300×280mm 総質量／約45kg 色／オレンジ・アイボリー

76,000円（税抜価格）
内容品／油圧ジャッキ（4t）、バール
（600mm）、ミニショベル、
トップマンとび、
レスキューアッキス、ハンマー、防じんマスク、ゴーグル、ロープ15m、
エミユケブラー手袋
収納箱材質／スチール
寸法／約700×250×160mm （スチール板含み）742×250×160mm
総質量／約20kg 色／オレンジ・アイボリー

救助工具セット AKレスキュースリム
42,600円（税抜価格）
内容品／パンタグラフジャッキ（1t用）
、平バール
（900mm）
、大ハンマー、
万能オノ、
ゴーグル、ケブラー製軍手7GK23P、
防じんマスク
収納箱材質／スチール
寸法／約1000×180×120mm 総質量／約16kg 色／アイボリー

救助工具セット AKレスキュースーパー
245,000円（税抜価格）
内容品／四つ折担架、ハンドマイク、油圧ジャッキ（4t）、大ハンマー、
平バール（900mm）、ロープ9mm×10m、
ウィンチ
（1t）
、立入禁止テープ、
ヘッドランプ、防じんマスク（10枚）
、ゴーグル、
標識ロープ、
ケブラー製軍手7GK23P5双、
懐中電灯、
誘導灯、
単一乾電池
（2個）、
単二乾電池（2個）
、単三乾電池
（10個）
、ワイヤーロープ、
工具箱（ボルトクリッパー、アッキス、1.3tハンマー、ネイルハンマー、
タガネ、折込鋸、金鋸（替刃付）
、金はさみ、
カッターナイフ、
平バール360、
プライヤー、ペンチ、ドライバー（プラス、マイナス）、モンキーレンチ
収納箱材質／スチール
寸法／約1100×500×300mm 総質量／約72kg 色／アイボリー
AKレスキュースリム

AKレスキュースーパー

AKレスキューバッグ

レスキュー工具セット
55,000円（税抜価格）

内容品／平バール（900mm）、大ハンマー、ショベル（800mm）、ボルトクリッパー（600mm）、
バチヅル（1.5kg）、レスキューアッキス、折込鋸（210mm）、ロープ（9mm×10m）、
ケブラー製軍手7GK23P、ゴーグル、防じんマスク、サバイバルシート、ホイッスル、
救急バッグ（伸縮包帯・カット絆・ワンタッチパット）
収納寸法／約960×400mm 総質量／約14kg

32,000円（税抜価格）
内容品／ハンマー1.3kg、ネイルハンマー、
万能オノ、
バール360mm、
ボルトクリッパー300mm、
折込鋸、
モンキーレンチ、
ドライバー、
プライヤー、ペンチ、カッター、軍手、コンビネーションレンチ
収納箱／アルミ製
収納寸法／450×330×140mm 総質量／10.4kg

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。
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救助用機材
電動チェンソー

ECHO
BCS56V/200（バッテリー充電器付）

ハスクバーナ
535iXP®（バッテリー充電器付）

100,000円（税抜価格）
バッテリー電圧・容量(Ah）／50.4V・3.66Ah
バー／35cm
質量／本体3.1kg
（バッテリー、バー、チェン除く)

スチール
MSA 200 C-BQ（バッテリー充電器付)

96,200円（税抜価格）
バッテリー電圧・容量(Ah）
／36V・4.0Ah
バー／35cm
質量／本体2.6kg（バッテリー、バー、チェン除く)

74,800円（税抜価格）
バッテリー電圧・容量(Ah)／36V・6.0Ah
バー／35cm
質量／本体3.3kg(バッテリー除く)

オートチョークチェンソー
面倒なチョーク操作が不要
簡単 3 ステップでエンジン始動の不安ゼロ !!

スイッチをオン
プ ライミング ポ ン プ チェーンソーを固定して
( 始動位置 ) にする。 を数回押す。
スタータロープを引く。

E3034S-AC/350H

CSA341/35H25

58,000円（税抜価格）
排気量／34.4cc
バー／35cm
質量／3.8kg

58,000円（税抜価格）
経験の必要なチョーク操作が不
要なので操作ミスによる「エン
ジンかぶり」などの始動トラブ
ルが大幅に低減します。

排気量／34.4cc
バー／35cm
質量／3.8kg

エンジ ン 温 度 を 検 知 するセン
サーを搭載。始動時のエンジン
温度状況に応じて、キャブレタ
が燃料供給を自動制御します。

ハスクバーナ 135 MarkⅡ

スチール MS170C-E

チェンソー

新ダイワ SSE3000S-350PX
34,500円（税抜価格）
排気量／30.5cc
バー／35cm
質量／4.0kg

37,000円（税抜価格）
排気量／38cc
バー／35cm
質量／4.7kg

25,000円（税抜価格）
26,000円（税抜価格）

30cm
35cm
排気量／30.1cc
バー／30cm、
35cm
質量／4.2kg

チェンソー防護具

ECHO
チャップス 990276-00010

ハートフル チャップス極

14,000円（税抜価格）
胴衣／75〜100cm
長さ／90cm
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13,400円（税抜価格）
長さ／88cm

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

ハスクバーナ
チャップス2 ファンクショナル
12,200円（税抜価格）
胴衣／最大約110cm
長さ／S：95cm，M：100cm，
L：105cm

ツムラ チャップス TC-100
11,800円（税抜価格）
胴衣／57〜121cm
長さ／100cm

救助用機材
エンジンカッター

312,000円（税抜価格）
排気量／73.5cc
切断深度／110mm
質量／9.7kg
ブレード／コンクリート用ダイヤモンド
ブレード 12インチ付属

新ダイワ EC90

ハスクバーナK770 RESCUE

230,000円（税抜価格）

285,000円（税抜価格）
排気量／74cc
切断深度／100mm
質量／10.4kg
ブレード／12インチ(別売)

排気量／35.5cc
切断深度／70mm
質量／7.5kg
ブレード／コンクリート用ダイヤモンド
ブレード 9インチ付属

スチール TS410
199,000円（税抜価格）
排気量／66.7cc
切断深度／100mm
質量／9.5kg
ブレード／非金属用12インチ付属
※写真はダイヤモンドブレード12インチ
（別売）

救助用機材

新ダイワ EC7412S-CD

電動カッター

コムテク KPR300B-SP
342,600円（税抜価格）
排気量／73.5cc
切断深度／100mm
質量／10.2kg
ブレード／レスキューブレード1枚
砥石各1枚付属

マキタ EK7650H

ハスクバーナ K535i

220,000円（税抜価格）

119,000円（税抜価格）

排気量／75.6mL
切断深度／97mm
質量／12.7kg
ブレード／12インチ（別売）

出力／1.2kw
切断深度／76mm
質量／3.5kg
ブレード／9インチ（別売）
付属品／バッテリー、充電器各1

空気切断機

スチール TSA 230
69,800円（税抜価格）
切断深度／70mm
質量／3.9kg
ブレード／9インチ（別売）
付属品／バッテリー、充電器各1

削岩機

付属品

圧力調整器

オイル止めキャップ
標準付属チゼル
収納箱

スパ・カッター

AK-2004

250,000円（税抜価格）
使用圧力／0.6MPa
空気消費量／0.4㎥/分
切込み深さ／20mm
収納箱寸法／420×230×220mm
総質量／7.5kg
（収納箱含む）
構成品／カッター、工具、オイル、圧力調整
器
（29.4MPa対応）
、収納箱

圧力調整器
（別売品）

タイガーエアーソー

チゼル30

コンクリートブレーカー
ビーガン CB4410
（オイル止めキャップ付）

238,000円（税抜価格）
使用圧力／0.7MPa
空気消費量／0.18㎥/分
本体寸法／425×42×140mm
本体質量／2.7kg
構成品／本体、エアーホース
圧力調整器（29.4MPa 対応）
98,000円（税抜価格）

820,000円（税抜価格）
排気量／41.5cc
燃料／混合ガソリン
タンク容量／0.94ℓ
寸法／711×502×364mm
質量／28kg
付属品／チゼル30 1本
オイル止めキャップ

削岩機
コブラコンビ
990,000円（税抜価格）
排気量／ 185cc
燃料／混合ガソリン
タンク容量／ 1.2ℓ
寸法／ 732×281×585mm
質量／ 25kg
付属品／インテグラルロッド、
ワイドチゼル、燃料タンク5ℓ、
収納箱

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。
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救助用機材
電動工具

レシプロソー
ＳＲ６-Ａ２２Ｐ２/５．
２Ａｈ コンボ

128,400円（税抜価格）
電源電圧／21.6V
ストローク数／分 2600打
ストローク長／32mm
寸法／492×96×196mm
質量／3.8kg（バッテリー含む）
構成品／本体、充電器C4/36-350、
バッテリーB22/5.2Li-Ion×２、
ブレードUD 20 1014
（5）
×5、
本体ケース

充電式レシプロソー
ＪＲ１８７ＤＲGX(6.0Ah)

78,900円（税抜価格）

電動ハツリ機
TE-700-AVR 100V コンボ

140,000円（税抜価格）

210,000円（税抜価格）

電動コンクリートブレーカー
TE-3000-AVR

509,000円（税抜価格）

電源電圧／21.6V
1回あたりの打撃力／2.0ジュール
使用ビット範囲／5〜16mmφ
寸法／324×94×201mm
質量／3.3kg（バッテリー含む）
構成品／本体、
充電器C4/36-350、
バッテリーB22/5.2Li-Ion×2
ドリルビットTE-CX（6）、本体ケース

電源電圧／100V
消費電力／1300W
無負荷打撃回数／分 2760打
1回あたりの打撃力／11.5ジュール
寸法／564×125×248mm
質量／7.9kg
構成品／本体、サイドハンドル、
チゼルTE-YP SM 36×1、
チゼルTE-YP FM 36×1、
本体ケース

電源電圧／100V
消費電力／1500W
無負荷打撃回数／分 860打
1回あたりの打撃力／51ジュール
寸法／808×610×209mm
質量／29.9kg
構成品／本体、チゼルTE-H28P SM 40
WAVE×１、
チゼルTE-H28P FM 40×１、
台車

充電式ハンマードリル
ＨＲ１７１ＤＲＧＸ
（６．
０Ａｈ）

充電式チェンソー
MUC３５３DPG2（6.0Ah）

充電式マルノコ
HS474DRGX（6.0Ah)

72,900円（税抜価格）

103,300円（税抜価格）

80,700円（税抜価格）

ストローク数 回／分 低速0〜2300
ストローク数 回／分 高速0〜3000
ストローク長／32ｍｍ
寸法／439×83×231mm
質量／3.7kg
（バッテリー含む）
構成品／本体、充電器DC１８RC
バッテリーBL1860B×2、
ブレード
（BIM48/鉄工）
、ケース

回転数／分 0〜680
打撃数／分 0〜4800
寸法／273×86×211mm
質量／2.1kg(バッテリー含む）
構成品／本体、充電器DC18RC
バッテリーBL1860B×2、
ケース(ビット別売）

ガイドバー長さ／350mm
チェーンスピード／分 0〜1200
寸法／773×215×235mm
質量／5.2kg(バッテリー含む）
構成品／本体、充電器DC18RD
バッテリーBL1860B×2、
チェーンオイル、
チェーン９１PX-52E、
チェーンカバー

回転数／分 5400
ノコ刃寸法／外径125mm 内径20mm
寸法／256×183×246mm
質量／2.7kg(バッテリー含む）
構成品／本体、充電器DC18RF
バッテリーBL1860B×2、
鮫肌チップソー、ケース

充電式セーバーソー
CR36DA

充電式ハンマードリル
ＤＨ３６ＤＰＡ

充電式丸のこ
C3605ＤＡ（XP）

充電式マルチツール
CV18DBL（LXPK)

78,800円（税抜価格）
ストローク数／分 低速0〜1700
ストローク数／分 最高速0〜3000
ストローク長／32mm
寸法／457×251×101mm
質量／4.5kg
（バッテリー含む）
構成品／本体、急速充電器UC １８YDL
バッテリーBSL 36A18、ケース
ブレードNo.141S
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ハンマードリル
TE4-A22 P2/5.2Ah コンボ

93,800円（税抜価格）
回転数／分 0〜1100
打撃数／分 0〜4300
寸法／351×220×85mm
質量／3.7kg
（バッテリー含む）
構成品／本体、急速充電器UC １８YDL
バッテリーBSL 36A18×2、
ケース

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

65,700円（税抜価格）
回転数／分

5000
（パワーモード時）
2600
（サイレントモード時）
寸法／277×236×176mm
質量／2.7kg(バッテリー含む）
構成品／本体、急速充電器UC 18YDL
バッテリーBSL 36A18×1、
ケース

66,800円（税抜価格）
振動数／分 ６０００〜20000
寸法／81×307×122mm
質量／2.0kg(バッテリー含む）
構成品／本体、急速充電器UC 18YDL
バッテリーBSL 36A18×1、
ケース
※先端工具が別途必要です。
詳細はお問い合わせください。

