発電機
発電機

EU9i

EU26i

EU18i
128,000円（税抜価格）

256,000円（税抜価格）

EU55is
298,000円（税抜価格）

560,000円（税抜価格）

定格出力／100V-0.9kVA
燃料タンク／2.1ℓ
寸法／451×242×379mm
乾燥質量／13kg

定格出力／100V-1.8kVA
燃料タンク／3.6ℓ
寸法／509×290×425mm
乾燥質量／21.1kg

定格出力／100V-2.6kVA
燃料タンク／5.9ℓ
寸法／622×379×489mm
乾燥質量／35.2kg

定格出力／100V-5.5kVA
燃料タンク／18ℓ
寸法／848×700×721mm
乾燥質量／118.1kg

EF900iS

EF1800iS

EF2800iSE

EF5500iSDE

128,000円（税抜価格）
定格出力／100V-0.9kVA
燃料タンク／2.5ℓ
寸法／450×240×380mm
乾燥質量／12.7kg

208,000円（税抜価格）
定格出力／100V-1.8kVA
燃料タンク／4.7ℓ
寸法／555×300×470mm
乾燥質量／25kg

348,000円（税抜価格）
定格出力／100V-2.8kVA
燃料タンク／12ℓ
寸法／680×445×555mm
乾燥質量／68kg

530,000円（税抜価格）
定格出力／100V-5.5kVA
燃料タンク／17ℓ
寸法／780×616×692mm
乾燥質量／97kg

600,000円（税抜価格）

IEG900M-Y

IEG1600M-Y

146,000円（税抜価格）

210,000円（税抜価格）
定格出力／100V-1.6kVA
燃料タンク／4.2ℓ
寸法／490×280×455mm
乾燥質量／20kg

定格出力／100V-2.8kVA
燃料タンク／12ℓ
寸法／680×445×555mm
乾燥質量／68kg

GV-2000
（GV-2300）

GV-9i

GV-16i

定格出力／100V-2.0kVA（2.3kVA）
燃料タンク／12.6ℓ
寸法／615×445×457mm
乾燥質量／42kg
※GV-2000：50Hz，GV-2300：60Hz仕様です。

73,500円（税抜価格）
定格出力／100V-0.9kVA
燃料タンク／2.6ℓ
寸法／455×260×398mm
乾燥質量／14kg

●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。

IEG5500M-Y

383,000円（税抜価格）

定格出力／100Vｰ0.9kVA
燃料タンク／2.5ℓ
寸法／450×240×380mm
乾燥質量／12.7kg

63,700円（税抜価格）
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IEG2800M

600,000円（税抜価格）
定格出力／100V-5.5kVA
燃料タンク／17ℓ
寸法／780×616×692mm
乾燥質量／97kg

GV-30is
110,400円（税抜価格）

定格出力／100V-1.6kVA
燃料タンク／4.2ℓ
寸法／498×293×467mm
乾燥質量／22kg

238,900円（税抜価格）
定格出力／100V-3.0kVA
燃料タンク／9.8ℓ
寸法／510×590×615mm
乾燥質量／50kg

発電機

●ガソリン、
LPガスどちらでも運転が可能です。
●LPガスはワンタッチ接続のため一般の方で
もガス接続をすることが可能です。
●インバーターを搭載しておりますので、安定
した電気を供給できます。

エネブリッド EP3200iWE
(ガソリン・プロパンガス式発電機)
425,000円（税抜価格）

EGI 200

定格出力／100Vｰ3.15kVA
使用燃料／ガソリン、
LPG(プロパンガス)
寸法／595×375×510mm
乾燥質量／32kg
連続運転可能時間／プロパンガス(8kgボンベ）
：約16時間
（定格1/4負荷時) プロパンガス(50kgボンベ)：約100時間
ガソリン(満タン時)：約7.2時間
ガソリンタンク容量／7.5ℓ
総排気量／149.5c㎥
騒音レベル(7m)／62dBA
コンセント数／100V-15A 2口 100V-30A 1口
直流(12V)

KG-101(2Way発電機)
170,000円（税抜価格）

定格出力／100V-2.0kVA
燃料タンク／5.0ℓ
寸法／512×315×447mm
乾燥質量／19.8kg

148,000円（税抜価格）
定格出力／100Vｰ1.0kVA
使用燃料／ガソリン、LPG
寸法／448×318×392mm
乾燥質量／15kg
※カセットボンベ（別売）
は2本使用します。

LPガスはワンタッチ接続です。

EF900iSGB2
(カセットボンベ式発電機)

G700
(カセットボンベ式発電機)

ガス発電機

EU9iGB
(カセットボンベ式発電機)
定格出力／100Vｰ0.9kVA
使用燃料／LPG(液化ブタン)
寸法／365×262×524mm
乾燥質量／19.5kg
※カセットボンベ（別売）
を2本使用します。

143,000円（税抜価格）
定格出力／100V-0.85kVA
使用燃料／LPG(液化ブタン)
寸法／400×330×390mm
乾燥質量／22kg
※カセットボンベ（別売）
を2本使用します。

128,000円（税抜価格）

420,000円（税抜価格）

定格出力／100V-0.7kVA
使用燃料／LPG(液化ブタン)
寸法／395×221×345mm
乾燥質量／10.4kg
※カセットボンベ(別売)は1本使用します。

発電機

110,000円（税抜価格）

IEG2201M−PG
(プロパンガス式発電機)
定格出力／100V-2.2kVA
使用燃料／LPG(プロパンガス)
寸法／547×490×618mm
乾燥質量／56kg
※市販(別売)のプロパンガスボンベを使
用します。

非常用発電機
●三相と単相３線を切り替えることなく、同時出力が
可能です。
●各出力電源の残容量をデジタルで表示します。
●過負荷時の三相・単相ブレーカーの遮断順序を選択
できます。
●省エネのエコモード機能付きです。
●オイルガード付きである為、河川や土壌への燃料・
オイル漏れを防止します。運転中でも雨が漏れにく
い耐水設計です。
DGM80BMK

DGM250MK

マルチジェネレーター
型式

DGM80BMK

定格出力(kVA)

定格電流(A)

7

20.2

100/200

4.5

22.5

220

8

21

定格電圧(V)
三相(4線式)

200

単相
三相(4線式)

周波数(Hz)
50

使用燃料

燃料タンク(L)

寸法(mm)

軽油

36

1095
640
895

335

1,150,000円

軽油
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1500
700
1000

625

2,980,000円

60

DGM250MK

単相

110/220

5

22.7

三相(4線式)

200

20

57.7

12

60

25

65.6

15

68.2

単相

100/200

三相(4線式)

220

単相

110/220

50

60

乾燥質量(kg)

価格

(税抜価格)

(税抜価格)

●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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発電機
蓄電池・非常用電池

雨天でも運搬、運用できる専用台車
「CUBOX TRUCK」(別売)

●スイッチひとつで稼動し、即使用可能です。
●面倒なメンテナンスが不要です。
●高い静粛性で夜間でも使用可能です。
●排気ガスが出ない為、閉め切った屋内でも使用可能です。

屋外での利用の為に開発されたFRP 製ケース
備蓄用に重ねて収納できるプラダンケース
CUBOX mini 用(別売)

品名

CUBOX mini

CUBOX 2.2kWh

CUBOX 3.3kWh

型式

IPAC-D-500-U-LiT1

IPAC-C-1500-U-LiT4-K

IPAC-C-1500-U-LiT6-K

550Wh

2200Wh

3300Wh

蓄電容量
出力
定格出力

AC100V
1500VA

500VA
AC100V

入力
充電時間
（約80%以上充電）

約 6 時間

使用環境条件
切替時間

外形寸法
（mm）
質量
（kg）
価格

約 8 時間

約 12 時間

屋内専用：室温 -10℃〜 +40℃／湿度 5% 〜 95%RH（但し結露無きこと）
20ms（0.02 秒）以内
※AC スルー⇒インバーター出力切替時間

10ms(0.01 秒 ) 以内
※AC スルー⇒インバーター出力切替時間
W124×D414×H445

W260×D724.4×H442

W260×D724.4×H512

16

53
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315,000円

1,600,000円

1,900,000円

（税抜価格）

（税抜価格）

（税抜価格）

● 正弦波インバーターを搭載しています。
●オプションの並列運転コード
（E500/EU9i/EU9iGB）や並列運転接続キット
（EU16i/EU18i）
を接続することも可能です。

並列運転例

ハンディータイプ蓄電機 Ｌ
ｉ
Ｂ-ＡＩＤ Ｅ５００ＪＮ１
80,000円（税抜価格）
電池容量／377Wh
定格出力／３００Ｗ（最大５００Ｗ）
取り出し口／交流コンセント、
ＵＳＢ出力端子 各２口
寸法／２６６×１８２×２４８mm
質量／５．
３ｋｇ
付属品／ＡＣ充電器、
アクセサリーソケット充電器
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E500 2台

E500+EU9iGB

E500+EU16i※2

500W+500W（最大出力1000W※1）

500W+900W（最大出力1400W※1）

500W+1600W（最大出力2100W※3）

※1 1つのコンセントの最大出力。
※2 EU16iは生産終了モデルです。
※3 1つのコンセントから取れる最大出力は1500w迄です。並列運転接続キットのコンセントBOX使用時は最大出力2100Wです。

●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。

発電機
蓄電池・非常用電池
●国産品である為、安心してご使用頂けます。
●キャリングケースタイプの為、非常時でも持ち運びができ、
必要な場所で電源供給が可能です。
●UPS機能を標準搭載。

ポータブル電源
IPS-3000A
1,500,000円（税抜価格）
バッテリー／リチウムイオン電池
バッテリー容量／3000Wh
出力電圧／AC100V
出力容量／3000W(1500W×3口と3000W1口での合計)
寸法／508×368×645mm(キャスター含む)
質量／約50kg

キャスター

コンセントカバー付
出力コンセント
（3000W）1口

コンセントカバー付
出力コンセント
（1500W）3口

ポータブルバッテリー
HUG400A

550,000円（税抜価格）
定格出力／1000VA 800W
出力／ロック式コンセント2個
容量／2kWh
電池種類／リチウムイオン電池
寸法／250×380×550mm
質量／約38kg

●停電時の電源確保に利用可能な移動式小型蓄電池です。
●携帯電話やPC等、各種機器への給電ができます。

発電機

ポータブル蓄電システム
ESS-P1S1

出力／残量表示

120,000円（税抜価格）
定格出力／300W
出力／AC100V、USB
容量／390Wh
電池種類／リチウムイオン電池
寸法／238×148×284mm
質量／5.3kg

●フォークリフトの48VバッテリーをAC100Vに変換することで、災害時に非常用
電源として活用することができます。

オプション

折畳式
ソーラーパネル
別途御見積り

増設バッテリー
別途御見積り

移動式小型蓄電池
スマートEポータブル SEP-1000
別途御見積り
寸法／313×395×370mm
（ハンドル除く）
質量／約27kg
電池容量／600Wh
充電方法／AC100V、DC12V(シガーソケット)
ソーラーパネル(オプション)
充電時間／約8時間(AC100V)／約4時間(DC12V)

スマートEインバータ2 SEI-3000-2
350,000円（税抜価格）
セット内容／インバータ、フォークリフト用コネクター、AC出力 1500W2mタップ×2本（3個口）、
175:350 変換アダプター、50WLEDライト

●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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発電機
蓄電池・非常用電池
●EV車、PHV車、FCV車の電力を活用し、電気機器に電力供給を可能にします。

●ガソリン車の車載バッテリーに繋いで電気製品を使用できます。

車両接続型電源

EVパワー・ステーション
「パワー・ムーバー」
VPS-4C1A

PR-HUG-Car 1.0
698,000円（税抜価格）

寸法／340×173×424mm(コネクタ部含まず)
質量／約10kg(付属の入力ケーブルを含む)
入力電圧／DC14V、DC28V
出力電圧／AC100V±10%
定格出力電力／1000VA

650,000円（税抜価格）
寸法／631×500×302mm
質量／約38kg
出力電圧／AC100V
最大出力／4.5kW(1.5kW×3)

出力端子／AC100V 3口

ノートPCやスマートフォン、テレビ、ライト等の機器を充電・稼働させることができます。

マルチポートUSB充電器 マルチサークル
16,000円（税抜価格）
寸法／130×25mm
質量／150g
ポート数／USB（TypeA)×6

●空気との反応だけで発電ができる安全・簡単な非常用発電池です。

エイターナス(電池本体)

インバータ WAP150-12-100

65,000円（税抜価格）
電池容量／540Wh
寸法／175×185×85mm
質量／2.5kg
※使用にはインバータが必要です。

22,800円（税抜価格）
定格出力／150W
寸法／118×63×172mm
質量／1.2kg
出力端子／AC100V×２、USB
（TypeA)×2

エイターナス・インバータセット
Aセット(電池本体×1、インバータ×1、ケーブル×1)
Bセット(電池本体×2、インバータ×1、ケーブル×2)
Cセット(電池本体×3、インバータ×1、ケーブル×3)

87,800円（税抜価格）
152,800円（税抜価格）
217,800円（税抜価格）

使用方法

●水（雨水・海水でも可）を用意するだけ
でスマートフォン5台を同時に充電でき
る大容量電池です。

マグネシウム空気電池
Watt Satt＜ワットサット＞
40,000円（税抜価格）
付属されている塩と水を電池ケースの中で混ぜて塩
水をつくります。その塩水を電池に入れるとすぐに発
電します。

●コップ約1杯の水だけで使用可能な

●水を入れるだけで使用できます。未開
封で長期保存（20年未満）が可能です。

非常用電池です。

非常用モバイル充電器
AQUA Charge(アクアチャージ)
4,980円（税抜価格）
電池容量／11,000mAh
寸法／105×95×104mm
質量／(梱包時)約525g (発電時)約765g
出力／USB
（TypeA)×1
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ポート数／USB(TypeA)×5
電池容量／280Wh
寸法／幅212×奥行147×高さ213mm
質量／注水前：約2kg 注水後：約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。

水電池NOPOPO
災害備蓄用セット
19,000円（税抜価格）
内容品／単3形水電池（NOPOPO）×100本、
スポイト50本/袋、
取扱説明書×10枚、
単2・単1用変換アダプター×各4個

照明用品
投光器
●リチウムイオン電池のためAC電源不要です。
●翼灯は上下180°左右270°回転できます。
●コントローラーで明るさ調整可能です。

NIGHT EAGLE DLD3M(トールスタンド仕様)
420,000円（税抜価格）
光束／5000〜15000ルーメン
高さ／1110〜2180mm
電源／リチウムイオン蓄電池
質量／8.9kg
付属品／収納バッグ・充電器・無線式コントローラー×2個

SPL-240L-50K-5ME

LLFL-240K

130,000円（税抜価格）

115,600円（税抜価格）
照明／LED240W
高さ／2200〜2940mm
質量／14.0kg

L100W-AB-50K-PBOX

LEN-60S-3ME

発電機

照明／LED240W
高さ／2140〜2883mm
質量／16.3kg

60,000円（税抜価格）

151,200円（税抜価格）

126,000円（税抜価格）

20,000円（税抜価格）

照明／LED18W×4灯
高さ／1710mm
質量／16.0kg

照明／SMDLED100W
高さ／1420mm
質量／8.0kg

照明／LED100W×1灯
寸法／W272×D228×H376mm
質量／3.8kg

照明／LED60W×1灯
寸法／W272×D228×H376mm
質量／2.5kg

EA814RE-330

KTA-04

LPR-S50L-3ME

GM-150

55,000円（税抜価格）
照明／LED30W×2灯
高さ／1130〜2100mm
質量／3.6kg

132,000円（税抜価格）
照明／LED100W
寸法／W330×D516×H240mm
質量／5.0kg

40,000円（税抜価格）
照明／LED50W×1灯
高さ／1015〜1995mm
質量／6.2kg

照明用品

KLH-100B

LLX-80K

215,200円（税抜価格）
照明／メタルハライド150W×1灯
高さ／1230〜1950mm
質量／7.7kg

●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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照明用品
投光器

EMB300LTS-F

EMB304LIE-F

536,000円（税抜価格）

874,000円（税抜価格）

EM4001B
269,000円（税抜価格）

YL-miniBL1i
718,000円（税抜価格）

照明／LED50W×6灯
高さ／1755〜2565mm
質量／17.5kg

照明／LED50W×6灯
高さ／1779〜2717mm
質量／38.2kg（台車、
発電機含む）
※発電機IEG900M-Y付属

照明／メタルハライド400W×1灯
高さ／1870〜3000mm
質量／24.7kg
（台車、発電機含む）
※発電機別売り

照明／LED300W×1灯
高さ／1980〜2620mm
質量／43.0kg
（台車、発電機含む）
※発電機EF900iS付属

KLF-100

KBL-400SS

LLAX-15KS

MMⅡ-400HID

570,000円（税抜価格）
照明／LED260W×1灯
高さ／1491〜3200mm
質量／22.5kg（収納ケース含む）

456,000円（税抜価格）
照明／メタルハライド400W×1灯
高さ／2255〜3055mm
質量／26.0kg（安定器含む）

196,000円（税抜価格）

314,000円（税抜価格）

照明／LED100W×1灯
高さ／1900〜2650mm
質量／19.5kg
（収納ケース含む）

照明／メタルハライド400W×1灯
高さ／1710〜3000mm
質量／14.0kg

WL601SMBAS

WL121SLTHS

●バルーン部が取り
外せて吊り下げや、
床置きが可能です。

WL301SLBA4C

WL301SLBOHS
540,000円（税抜価格）

750,000円（税抜価格）

380,000円（税抜価格）

照明／LED300W×1灯
高さ／約1750〜2540mm
質量／17.8kg
付属品／本体カバー

照明／メタルハライド575W×1灯
高さ／2040〜3000mm
質量／20.1kg

照明／LED124W×1灯
高さ／1810〜2600mm
質量／14.1kg

MLBC-150KH

FXC-405

LLX-W200K

QLIGHT
（AC電源仕様）

130,000円（税抜価格）
照明／メタルハライド150W×1灯
高さ／1160〜2020mm
質量／14.7kg
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600,000円（税抜価格）

照明／LED300W×1灯
高さ／1770〜2600mm
質量／37.6kg
※発電機別売り

120,000円（税抜価格）
照明／蛍光ランプ40W×2灯
高さ／1830mm
質量／10.0kg

●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。

172,000円（税抜価格）
照明／LED60W×3灯
上部LED20W×1灯
高さ／1020mm
質量／17.8kg

206,000円（税抜価格）
照明／LED35W〜75W×1灯
高さ／1570〜2290mm
質量／13.0kg

照明用品
投光器

MLCX-10KHS

LWAX-10KS

114,000円（税抜価格）

RELX-10S

74,000円（税抜価格）

LEVX-10S
110,000円（税抜価格）

191,000円（税抜価格）

照明／メタルハライド150W×1灯
高さ／1330〜2600mm
質量／13.5kg（収納ケース含む）

照明／LED30W×2灯
高さ／1430〜2700mm
質量／14.9kg（収納ケース含む）

照明／LED40W×2灯
高さ／1370〜2640mm
質量／14.7kg
（収納ケース含む）

照明／LED60W×2灯
高さ／1460〜2730mm
質量／15.5kg
（収納ケース含む）

PHCX-305KSN

LPR-S10LW-3M

LPR-S30LW-3ME-ABOX

LPR-S50LW-3ME-ABOX

62,400円（税抜価格）
照明／ハロゲン300W×2灯
高さ／1430〜2700mm
質量／13.5kg（収納ケース含む）

24,000円（税抜価格）
照明／LED10W×2灯
高さ／783〜1731mm
質量／3.5kg

87,000円（税抜価格）
照明／LED30W×2灯
高さ／987〜1967mm
質量／16.8kg
（収納ケース含む）

103,000円（税抜価格）
照明／LED50W×2灯
高さ／1042〜2022mm
質量／18.8kg
（収納ケース含む）

信号機付投光器

E028(50mケーブル付)

600,000円（税抜価格）

781,000円（税抜価格）

照明／LED
照度／集光1400ルクス以上
拡散80ルクス以上
寸法／W164×H200×D180mm
質量／1.7kg

照明／ハロゲン
照度／集光600ルクス以上
拡散70ルクス以上
寸法／281×195×201mm（投光器）
質量／1.7kg
（投光器）

オプションで三脚もございます。

バッテリー投光器

GZ-314

GZ-BF50
25,000円（税抜価格）

照明／LED
明るさ／最大6000lm
サイズ／W210×H185×D120mm
質量／1.56kg

照明用品

KS9302A(50mケーブル付)

ML805
65,000円（税抜価格）

照明／LED
明るさ／最大1500lm
サイズ／W268×H167×D120mm
質量／3.6kg

14,900円（税抜価格）
照明／LED
明るさ／最大750lm
サイズ／W214×H261×D328mm
質量／2.0kg

●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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照明用具
コードリール

NP-E34

S-30
コード長／30m
寸法／230×181×326mm
質量／5.8kg
※屋内型

SS-30
16,500円（税抜価格）

11,000円（税抜価格）

コード長／30m
寸法／260×220×341mm
質量／7.2kg
※屋内型

GE-30K
11,890円（税抜価格）

コード長／30m
寸法／230×181×326mm
質量／5.6kg
※屋外用防雨型

コード長／30m
寸法／275×219×355mm
質量／7.5kg
※屋外用防雨型

ガソリン携行缶

KT-10

ガソリン缶詰

KT-20
6,800円（税抜価格）

容量／10ℓ
寸法／469×311×166mm

22,000円（税抜価格）

KS-10Z
7,800円（税抜価格）

容量／20ℓ
寸法／469×311×246mm

給油セット（じょうご、缶きり付）

11,500円（税抜価格）
容量／10ℓ
寸法／350×165×294mm

レギュラーガソリン缶詰
（1ℓ×4缶）
軽油缶詰
（1ℓ×4缶）
灯油缶詰
（1ℓ×8缶）

3,900円（税抜価格）
3,900円（税抜価格）
7,400円（税抜価格）

ヘッドライト

GTR-831D
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WS-343HD

VA-04D

レッドレンザー H7R.2

1,480円（税抜価格）

3,980円（税抜価格）

2,480円（税抜価格）

明るさ／80lm
点灯時間／約12h
質量／約93g
電源／単三形アルカリ乾電池×1本
（付属）
IP等級／IPX4

明るさ／320lm(Hi) 140lm(Mid)、
15lm(Eco)
点灯時間／6h(Hi) 12h(Mid) 53h(Eco)
質量／約118g
電源／単四形アルカリ乾電池×3本
（付属）
IP等級／IP64

明るさ／230lm（Hi）、100lm（Mid）
、
30lm（Low）
点灯時間／3.5h（Hi）、10h（Mid）、
35h（Low）
寸法／W72.2×H40.2×D34mm
質量／81g
電源／単四形アルカリ乾電池×2本
（別売）
IP等級／IP67

明るさ／300lm（B）、200lm（P）、
20lm（L）
点灯時間／4h（B)、10h（P）、30h（L）
寸法／W85×H48×D45mm
質量／165g（電池含む）
電源／リチウムイオン充電池
又は単四形アルカリ乾電池×4本
IP等級／IPX6

ティキナ E091DA

タクティカ＋ E089EA

3AAハズロⅡ 055EJ

ウルフライト HT-400Z0

11,000円（税抜価格）

2,700円（税抜価格）

5,200円（税抜価格）

20,000円（税抜価格）

19,500円（税抜価格）

明るさ／最大250lm
点灯時間／約9h（レベル中の場合）
質量／約81g
電源／単四形アルカリ乾電池×3本
（付属）
IP等級／IPX4

明るさ／最大350lm
点灯時間／約12h（レベル中の場合）
質量／約85g
電源／単四形アルカリ乾電池×3本
（付属）
IP等級／IPX4

明るさ／120lm
点灯時間／約11h
質量／約202g
電源／単三形アルカリ乾電池×3本
（付属）
IP等級／IPX4
国内防爆検定モデル

明るさ／75lm
点灯時間／8.5h
寸法／75×42×24mm
質量／90g
（電池含む）
電源／単四形アルカリ乾電池×3本
（別売）
IP等級／IP67
国内防爆検定モデル

●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。

避難所用品
冷房

気化式冷風機 RKF-406
141,000円（税抜価格）
冷房能力／3.9kW（50㎐）、4.4kW（60㎐）
寸法／550×563×1367mm
質量／51kg
運転切替／強･中･弱 3段式

気化式冷風機 CF-290N
150,000円（税抜価格）
冷房能力／7.7kW（50㎐）、11.6kW（60㎐）
寸法／850×510×1380mm
質量／36kg
運転切替／強･中･弱 3段式

クールジェッター CLJ-S-E
177,000円（税抜価格）
寸法／840×740×1170〜1280mm
質量／15kg
運転切替／強･中･弱 3段式

レインボーミスト WM-560D
282,000円（税抜価格）
寸法／740×525×1660〜1865mm
質量／44.7kg
運転切替／強･中･弱 3段式

避難所用品

バッテリー
BL1860B

バッテリー
BSL1860

充電器
DC 18RF

ミニスポットクーラー
SS-16MXW-1
97,500円（税抜価格）
冷房能力／1.4kW（50Hz）､1.6kW（60Hz）
寸法／519×225×675mm
質量／22kg

業務用ファン K-C600E
38,000円（税抜価格）
羽根径／600mm
寸法／810×695×1270〜1410mm
質量／12.5kg

充電式ファン CF300DZ
51,700円（税抜価格）
電源／Li-ionバッテリー又はAC100V
質量／4.0kg
※バッテリーBL1860B 1個、充電器DC
18RF付属

充電器
UC 18YDL

充電式ファン UF 18DSAL
51,700円（税抜価格）
電源／Li-ionバッテリー又はAC100V
質量／3.0kg
※バッテリーBSL1860 1個、充電器UC
18YDL付属

暖房
●燃焼用吸排気口と暖房用の吸気送
風は別々となっている為、クリーン
な温風を送ります。

電池レス石油ストーブ RS-G300
28,800円（税抜価格）
熱出力
（kW）／3.01
質量／9.5kg
タンク容量／4.0ℓ
燃焼持続時間／約13.7時間

サンストーブ SSN5
138,000円（税抜価格）
熱出力（kW）
／16.5（最大）
・8.3（最小）
質量／25kg
タンク容量／20ℓ
燃焼持続時間／約11時間（最大燃焼時）

赤外線ヒーター VAL6 SY
268,000円（税抜価格）
熱出力（kW）／39（最大）･26（最小）
質量／65kg
タンク容量／45ℓ
燃焼持続時間／約11〜16時間

ポータブルヒーター PH3900
750,000円（税抜価格）
熱出力（kW）／3.9（最大）･1.5
（最小）
質量／約38kg
タンク容量／12ℓ
燃焼持続時間／約24〜66時間

●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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