搬送用品
リヤカー

PHC-130

H-Ⅲ
75,000円（税抜価格）

材質／アルミ 車輪／ノーパンクタイヤ20インチ
寸法／［使用時］1860×870×630mm
［荷台］600×900×310mm
［収納時］1020×370×750mm
積載荷重／130kg以下 質量／21kg

NS8-A1P（側板パンチングメタル付）
88,200円（税抜価格）

材質／アルミ 車輪／ノーパンクタイヤ20インチ
寸法／［使用時］1680×880×765mm
［荷台］900×600×320mm
［収納時］970×360×680mm
積載荷重／180kg以下 質量／16.4kg

139,000円（税抜価格）
材質／アルミ 車輪／ノーパンクタイヤ20インチ
寸法／［使用時］1700×870×715mm
［荷台］900×600×310mm
［収納時］970×310×620mm
積載荷重／180kg以下 質量／17kg

●マジックバンドで担架とリアカーを固定。
●お持ちの担架（幅540mmまで）も取付可能。

●スタンド付きで後ろへの転倒を妨げます。

HKM-150

AK-1175KTA（アルミ担架AK-1付き）

HKW-180
86,000円（税抜価格）

材質／アルミ 車輪／ノーパンクタイヤ20インチ
寸法／［使用時］1860×870×630mm
［荷台］900×600×310mm
［収納時］1020×370×750mm
積載荷重／150kg以下 質量／20.2kg

244,200円（税抜価格）

99,000円（税抜価格）
材質／アルミ 車輪／ノーパンクタイヤ20インチ
寸法／［使用時］1860×870×630mm
［荷台］900×600×310mm
［収納時］1020×370×750mm
積載荷重／180kg以下 質量／21.0kg

材質／アルミ 車輪／ノーパンクタイヤ20インチ
寸法／［使用時］1975×1020×770mm
［荷台］1000×725mm
［収納時］1160×370×770mm
積載荷重／200kg 質量／23.8kg
（担架含まず）

台車

DSK-R301B2

DSK-R306B2

レスキューキャリー「SONAE」
サイレントマスター
DSK-R301B2
（折りたたみ式ハンドル）
質量／16.9kg

22,000円（税抜価格）

DSK-R306B2
（金網付・固定ハンドル）
質量／23.0kg
共通仕様：積載荷重／300kg 底板サイズ／900×600mm
ブレーキ付き、微音キャスター採用
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フラットカート F-CART
11,000円（税抜価格）

33,000円（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。

積載荷重／80kg
質量／6.2kg

F-CART 2×4
14,200円（税抜価格）
積載荷重／ 70kg (2輪台車時)
120kg (4輪台車時)
質量／7.4kg

搬送用品
自転車

ノーパンク折りたたみ電動自転車
KH-DCY310NE

38,000円（税抜価格）

120,000円（税抜価格）
寸法／(組立時)約1540×560×1020mm
(折畳時)約860×425×640mm
材質／スチール(リム：アルミ合金)
質量／約23kg
バッテリー／リチウムイオンバッテリー
走行距離(目安)／約30km(エコモード時)
仕様／20インチノーパンクタイヤ、折畳み仕様

ノーパンク三輪自転車
MG-TRW20NG

ノーパンク折りたたみ自転車
MG-G206N

100,000円（税抜価格）
寸法／約1600×590×995mm
材質／スチール（泥除け：ステンレス、
リム：アルミ合金）
質量／約30.5kg
仕様／ノーパンクタイヤ（フロント 20インチ・
リア 16インチ）、シングルギア、
スイング機能、前後メッシュカゴ付、
ライト手元スイッチ、前輪安全ロック、前輪錠

寸法／(組立時)約1470×560×1000mm
(折畳時)約830×400×580mm
材質／スチール（リム：アルミ合金）
質量／約21kg
仕様／20インチノーパンクタイヤ、
折畳み仕様、6段変速

コンテナー

キックスクーター

ES2

イージーコンテナー ELS-P3
100,000円（税抜価格）

寸法／(展開時)約1540×560×1020mm (折畳時)約860×425×640mm
質量／約12.5kg
最高時速／約25km/h
航続可能距離／約25km
充電時間／約3.5時間
対応身長／120〜200cm
制限重量／25-100kg
※公道(歩道、車道を含む）での使用は禁止されています。

メッシュパックロール K629B

25,000円（税抜価格）
寸法（内寸法）
／790×590×1450mm
最大積載量／500kg
質量／40kg
その他のサイズもございます。

106,000円（税抜価格）
寸法／1190×75×1020mm
最大積載量／500kg
質量／53kg
仕様／観音扉四方囲

搬送用品

運搬車

パイプフレームセット

DU101R

充電式運搬車
パイプフレームセット
バケットセット

CU180DZ

バケットセット

187,300円（税抜価格）
180,000円（税抜価格）

最高速度／(前進)3.5km/h (後進)1.0km/h
最大積載量／130kg 最大登坂能力／12°
※上記価格はバッテリー・BL1860B×2個、充電器DC18RF×1個を含む価格です。

DU80

電動階段運搬車 スピージィ
DU101R（100kg積載）
寸法／(使用時)1400×870×425mm
(収納時)1157×347×425mm
DU80(80kg積載)
寸法／1255×851×421mm
質量／約53kg

750,000円（税抜価格）
階段最大角度／35°
質量／約62kg

600,000円（税抜価格）
階段最大角度／35°

●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。

76

防災倉庫
防災倉庫

●壊れにくく長持ち
軽量鉄骨ユニット構造により、軽量ながら優れた剛性､耐久性を確保｡堅牢な構造です｡
●錆・腐食防止
スチール製構造部(梁､支柱)を露出せずアルミパネルで覆い､錆・腐食に強くなっています｡
●断熱効果
壁及び天井に厚さ５０ｍｍのグラスウールまたはスチレンフォームの断熱材を使用しています。

KGMアルミ製防災倉庫
型式
寸法 (mm)
床面積 ( ㎡ )
質量 (kg)
価格

ＫＧＭ-３００Ｓ

ＫＧＭ-４００

ＫＧＭ-５００

ＫＧＭ-６００

3000×1860×2360

4030×2395×2360

4930×2395×2360

6030×2395×2360

5.3

9.2

11.3

13.8

630

840

980

1130

1,060,000円

1,320,000円

1,420,000円

1,540,000円

（税抜価格）

（税抜価格）

（税抜価格）

（税抜価格）
※設置費、配送費が別途かかります。

オプション

スロープ

収納棚

ソーラーベンチレーター

ソーラーパネル

●簡単な設置方法
基礎台にアンカーボルトで締め付け固定｡簡単･短時間で設置が可能です｡
●優れた耐熱性
気密性の高い二重構造｡断熱､耐熱性に優れ､長期間の備蓄も安心です｡
●耐食性、耐久性に優れるステンレス仕様でも対応できます。
（別途御見積り）
●多彩なオプション
棚･文字入れ･ソーラーベンチレーター･ソーラーパネル･アルミフラッシュ戸･照明･非常用電源･
配電盤･マーク･強制換気･蓄電池式ソーラーなどがあります｡

シルバーストッカー（アルミ製）
型式

SS-058

SS-072

SS-096

SS-144

2400×2400×2320 〜 2370

3000×2400×2320 〜 2370

4000×2400×2320 〜 2370

6000×2400×2320 〜 2370

床面積 ( ㎡ )

5.76

7.2

9.6

14.4

質量 (kg)

350

450

600

850

1,080,000円

1,200,000円

1,338,000円

1,560,000円

（税抜価格）

（税抜価格）

（税抜価格）

寸法 (mm)

価格

（税抜価格）
※設置費、配送費が別途かかります。
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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。

防災倉庫
防災倉庫
●柱とパネルの組み合わせで､ねじれに強く頑丈｡独自の柱構造の強さ
に加えて､屋根､床､棚も頑丈設計｡
●上部吊りローラー方式(連動吊り戸)のため､雨水やゴミの影響による
トラブルが少なく､耐久性に優れています。

防災機材倉庫 ｍｒ.ストックマン ダンディ
型式
寸法 (mm)

ＢＮＤ-２２１５Ｗ

ＢＮＤ-２９２２Ｗ

2200×1590×2110

2900×2290×2110

3.5

6.64

床面積 ( ㎡ )
質量 (kg)
価格

232.7

366.7

190,000円

311,000円

（税抜価格）

（税抜価格）

ヘルメットハンガー

吊り下げフック

棚落下防止ガード

文字変更も可能

※設置費、配送費が別途かかります。

①センサードライブ
大きな地震により振り
子が所定以上揺れると
ワイヤーを引き込み解
錠させます｡

･大地震(震度６弱程度)発生時に、倉庫の施錠を自動で解除します｡

DZB-2918HW（一般型）

寸法 (mm)

･災害時の鍵の紛失､管理者不在などの心配が不要です｡

DZBS-2918HW（積雪型）

･機械式のため､電源不要です｡

2935×1833.5×2414 〜 2473

床面積 ( ㎡ )

5.41

地震解錠装置
(倉庫本体は別途)

449

463

462,000円

473,000円

（税抜価格）

（税抜価格）

質量 (kg)
価格

③解錠装置
センサードライブから
の動力が伝わるとワイ
ヤーが引かれ､解錠さ
れます｡

●地震解錠装置をオプションで追加できます。

ヨド蔵ＭＤ
型式

②連結装置
地震時にセンサードラ
イブの動力を解錠装置
へ伝達する仕組み｡

363,000円（税抜価格）

標準取付費
別途御見積り

※設置費、配送費が別途かかります。

●ユニットハウスなので、設置が簡単な上、移設が可能です。

防災倉庫

●地震にも強い堅牢な構造。
●3種類の外壁（金属、
アルミ、窯業）
からお選び頂けます。

スーパーハウス防災倉庫
型式
寸法 (mm)
床面積 ( ㎡ )
価格

BS -1.5

BS-2

BS-3

2700×1850×2605

3650×1850×2605

5400×1850×2605

4.99

6.75

9.99

別途御見積り
※設置費、配送費が別途かかります。
●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。

78

救急・救命用品
階段避難車
●最低1名の人員で廊下・階段を安全
に避難させることができます。
●階段下降中でもブレーキレバーを
離せば停止することができます。

非常用階段避難車 キャリダンCD-8
230,000円（税抜価格）
最大荷重／180kg
質量／24kg
最大使用角度／40度

専用キャビネット

車いす用階段避難車 チェアキャリダンCCD1

42,000円（税抜価格）
寸法／1150×510×280mm
材質／スチール

298,000円（税抜価格）
最大荷重／115kg
（搭乗者＋車いす）
質量／24kg
最大使用角度／38度

車いす

●ワンタッチで取付ができ、車いすを「人力車」のように前輪を浮かせて引くことで
坂道や積雪、ぬかるみなど悪路をスムーズに移動する事が可能です。

アルミ製車イス AR-101

イーバックチェアー（スタンド付）

49,800円（税抜価格）

60,000円（非課税）

199,000円（税抜価格）
最大荷重／182kg
質量／9.5kg
対応階段角度／28〜40度

けん引式車いす補助装置 JINRIKI QUICK

寸法／890×1015×645mm
質量／13.8kg
〈オプション〉
ハイブリッドタイヤ（ノーパンクタイヤ）
6,000円（非課税）

寸法／1180mm（伸ばした状態）
質量／3.0kg

スロープ

敷居用にも使用可能です。

●独自構造により、巻き取ることができるので、コンパクト収納が可能になり、持ち

車いす用スロープ 段ない・ス

ロールタイプ

1500

115,000円（税抜価格）
長さ／150cm
質量／約14.3kg
巻取径／φ45cm
※長さについては60cmから最大300cmまで10cm刻みでラインナップがございます。
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●スロープ下端部が細かく分かれている為、設置が困難であった坂道でも安定して
設置できます。

運びが楽に行えます。

●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。

車いす用スロープ 段ない・ス

FK

1500
130,000円（税抜価格）

長さ／150cm
質量／約11.0kg
※長さについては65cmから最大280cmまでラインナップがございます。

救急・救命用品
担架

ベルカ救護担架

救助担架フレスト

SB-160

レスキューボード

28,800円（税抜価格）

34,000円（税抜価格）

寸法／730×1800mm
主材質／紙製特殊繊維
1箱5枚入

AK-1号（2ツ折・把手固定式） AK-2号
（4ツ折・把手固定式） キャリーフ
スチール（7.0kg）13,750円（税抜価格）

スチール（8.1kg）23,100円（税抜価格）

アルミ（5.4kg）

アルミ
（6.5kg）

24,200円（税抜価格）

寸法／540×2040mm

27,500円（税抜価格）

寸法／580×2040mm

75,000円（税抜価格）
90,000円（税抜価格）

収納5ツ折

寸法／1750×520mm
主材質／ナイロン・ターポリン
耐荷重／100kg

寸法／1900×680mm
主材質／本体シート：ナイロン
（防水シート）
耐荷重／120kg

収納3ツ折

NWストレッチャー
8,000円（税抜価格）

20,000円（税抜価格）

寸法／650×1700mm
主材質／複合高機能不織布

寸法／600×1750mm
主材質／不織布
1箱10枚入

アシストストレッチャー

おんぶ隊プラス NT-R9PS

AK-1号（2ツ折・把手伸縮式） AK-2号
（4ツ折・把手伸縮式）
スチール（8.5kg）20,350円（税抜価格）

スチール（9.6kg）25,300円（税抜価格）

アルミ（6.4kg）

アルミ
（7.5kg）

26,400円（税抜価格）

29,700円（税抜価格）

寸法／540×2270mm

寸法／580×2270mm

ANS11 軽量折りたたみ担架

ANS24 軽量携行用折りたたみ担架
32,000円（税抜価格）

67,000円（税抜価格）
寸法／約1890×480×210mm

寸法／2050×530mm

151,800円（税抜価格）
寸法／いす担架：520×660×1360mm
平担架：520×1865×195mm
最大荷重/120kg

9,500円（税抜価格）
主材質／ナイロン・ウレタン

遺体収納袋

救急・救命用品

DB-01

KAP

新パウチ
24,640円（税抜価格）

寸法／2350×1000mm
主材質／ポリプロピレン・ポリエチレン
1箱4枚入

12,000円（税抜価格）
寸法／2220×960mm
主材質／オレフィン系・ABS樹脂
1枚

60,000円（税抜価格）
寸法／2200×930mm
主材質／塩化ビニール（リサイクルビニール）
1箱20枚入

●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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