台風
水害
台風・水害対策用品カタログ

なるべく安全な階へ移動する

避難行動

風水害

どの警戒レベルでどう行動すればいいの？
低
警 戒
レベル

危 険 度
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警 戒
レベル

なるべく安全な階へ移動する

心構えを
高める

2

避難行動
の確認

警戒レベル
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高
警戒レベル

高齢者等は避難

すぐに持ち出せる非常持出バッ
グを平常時に準備しておく。

1〜2

警戒レベル 4
で全員避難！

4

全員避難 !

なるべく安全な階へ移動する

気象庁が発表

警戒レベル

5

命を守るための
最善の行動

なるべく安全な階へ移動する

3〜4

市町村が発表

台風19 号

台風や集中豪雨から
身を守るために。

記録的な大雨、暴風、高波、高潮。
台風第19 号の接近・通過に伴
い、広い範囲で大雨、暴風、高波、
高潮となった。
雨については、10 日から13
日までの総降水量が、神奈川県
箱根で1000 ミリに達 し、東日
本を中心に17 地点で500 ミリ
を超えた。特に静岡県や新潟県、
関東甲信地 方、東北地方の多く
の地点で3、6、12、24 時間降
水量の観測史上1 位の値を更新
す るなど記録的な大雨となった。
この大雨について、1 都12 県
に大雨特別警報を発表し、最大
級の警戒を 呼びかけた（13 日
8 時40 分までにすべて解除）。
（※1）

大陸と大洋にはさまれた我が国では、季節の
変わり目には梅雨前線や秋雨前線が停滞してし
ばしば大雨を降らせます。台風や前線を伴った
低気圧が日本付近を通過するときも広い範囲に
大雨を降らせることがあります。また、前線や
低気圧などの影響や雨を降らせやすい地形の効
果によって、積乱雲が同じ場所で次々と発生・

「未曾有の水害 傷深く」読売新聞朝刊
2019 年（令和元年）11 月 12 日 特別面

西日本から北日本にかけての広
い範囲で、暴風や記録的な大雨。

発達を繰り返すことにより起きる集中豪雨で
は、激しい雨が数時間にわたって降り続き、狭
い地域に数百 mm の総雨量となります。毎年、
こうした大雨によって河川の氾濫や土砂災害が
発生しています。また、暴風、高波、高潮など
によっても災害が発生しています。
気象庁は、このような気象災害を防止・軽減
するために警報や気象情報などの防災気象情報
を発表し、注意や警戒を呼びかけています。災
害から身を守るためには、これらの防災気象情
報を有効に活用することが重要です。

出典：気象庁ホームページ
（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/ame̲chuui/ame̲chuui̲p1.html）
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台風15 号

「台風 15 号の被害と各地の最大瞬間風速」読売新聞朝刊
2019 年（令和元年）10 月 10 日 特別面

9月13日21時に日本の南海
上で発生した台風第15号は、北
に進んだ後西に向きを変え、16
日にかけて南大東島の西海上を
反時計回りに円を描くようにゆっ
くり動いた後、19日21時には
最大風速が35m/sの強い台風
となって奄美群島の南東海上を
北東に進み、20日21時には中
心気圧が940hPa、最大風速が
50m/s の非常に強い台風とな
った。台風は、速度を速めつつ四
国の南海上から紀伊半島に接近
した後、21日14時頃に静岡県
浜松市付近に上陸し、強い勢力
を保ったまま東海地方から関東
地方、
そして東北地方を北東に進
んだ。その後台風は、21日夜遅
くに福島県沖に進み、22日朝に
北海道の南東海上に進み、同日
15時に千島近海で温帯低気圧
となった。
（※2）

出典：気象庁ホームページ
※ 1（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/2019/20191012/20191012.html）
※ 2（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/2011/20110915/20110915.html）

逃げ遅れゼロを目標にしましょう！
「警戒レベル 5」は既に災害が発生している状況です。

「警戒レベル 3」や「警戒レベル 4」で、
地域の皆さんで声をかけあって、安全・確実に避難しましょう。
警戒レベル

4

下記のような内容で市町村から避難行動を呼びかけます！

■緊急放送、緊急放送、警戒レベル 4、避難開始。
緊急放送、緊急放送、警戒レベル 4、避難開始。

警戒レベルととるべき行動を
端的伝えます

■こちらは○○○市です。
○○地区に洪水に関する警戒レベル 4、避難勧告を発令しました。
■○○川が氾濫するおそれのある水位に到達しました。
○○地区の方は、速やかに全員避難を開始してください。

避難勧告の
発令を伝えます
災害が切迫していることを
伝えます

■避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に避難するか、
屋内の高いところに避難してください。

とるべき行動を
伝えます

竜巻などの激しい突風とは？

急な大雨や雷、
竜巻から
身を守るために。

発達した積乱雲からは、竜巻、ダウンバースト、ガ
ストフロントといった、激しい突風をもたらす現象が
発生します。
主な突風の種類は以下のとおりです。この他に晴れ
た日の日中などに地表付近で温められた空気が上昇す
ることにより発生する「じん旋風」などがあります。

朝は晴れて良い天気だったのに、午後になったら天

なお、竜巻発生確度ナウキャストや竜巻注意情報では、

気が急変して突然の雷雨に…こんな経験をされた方も

「激しい突風」をイメージしやすい言葉として「竜巻」
を使っていますが、ダウンバーストやガストフロント

多いと思います。
この天気の急変の原因は、
「積乱雲」
（せきらんうん）
という雲です。発達した積乱雲は、時に、
「急な大雨」
「雷」「ひょう」「竜巻」などの激しい現象を引き起こ

に対する注意も含まれています。（※ 5）
竜巻
積乱雲

し、これらによって毎年のように死傷事故が起きてい
ます。
（※ 3）

このような天候の急変に遭遇した際は速やかに
安全な場所へ避難してください。
積乱雲って どんな雲？

積乱雲

竜巻の
移動方向

ダウンバースト
積乱雲

積乱雲は、強い上昇気流によって鉛直方向に著しく

積乱雲の

発達した雲です。雲の高さは 10 キロメートルを超え、

移動方向

竜巻の
移動方向
時には成層圏まで達することもあります。夏によく見

られる入道雲も積乱雲です。一つの積乱雲の水平方向
の広がりは数キロ〜十数キロメートルです。一つの積
積乱雲

積乱雲

乱雲がもたらす現象は、30 分〜 1 時間程度で局地的
な範囲に限られます。
（※ 4）

積乱雲の
移動方向

竜巻の
出典：気象庁ホームページ
移動方向
※ 3（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tenki̲chuui/tenki̲chuui̲p1.html）
※ 4（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tenki̲chuui/tenki̲chuui̲p2.html）
※ 5（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/toppuu/tornado1-1.html）

積乱雲に伴う強い上昇気流により
積乱雲
発生する激しい渦巻きで、多くの場
合、漏斗状または柱状の雲を伴い
積乱雲の
ます。被害域は、幅数十〜数百メー
移動方向
トルで、長さ数キロメートルの範
囲に集中しますが、数十キロメー
トルに達したこともあります。

積乱雲から吹き降ろす下降気流が
積乱雲
地表に衝突して水平に吹き出す激
しい空気の流れです。吹き出しの
ガスト
フロント
広がりは数百メートルから十キロ
メートル程度で、被害地域は円形
あるいは楕円形など面的に広がる
特徴があります。

ガストフロント
積乱雲
ガスト
フロント

積乱雲の下で形成された冷たい（重
い）空気の塊が、その重みにより
温かい（軽い）空気の側に流れ出
すことによって発生します。水平
の広がりは竜巻やダウンバースト
より大きく、数十キロメートル以
上に達することもあります。
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積

風水害に備える
いつ起こるかわからない、想定を超える緊急事態に
今からでも備えられるものを準備しておきましょう！

5

水没対策・捜索
運転中、突然のアクシデントにより、車
内に閉じ込められてしまったり、横転し
て車のドアが開かなくなってしまった場
合などの状況で役立ちます。

P.8
レスキューミー

4

ボート・避難救助
水害はまったなし！すぐに使えるポリエ
チレン製救命ボートです。

P.8
Whaly Boat

3
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1

1

緊急洪水防護システム
地面に置くだけで水の進入を防ぐ止
水板です。丸く設置すると給水プー
ルに早変わりします。

P.5
次世代型緊急洪水システム
ボックスウォール

5
2

土のう・給水土のう

使用前は薄い布のような状態ですが、
給水することにより、土の入ったよう
な「土のう」になります。道路、地下、
家屋への水の侵入を防ぎます。さま
ざまな浸水災害に対応できます。

2

3

4

4
1
3

P.5
緊急用 簡易給水土のう

家の守り・避難生活

防炎加工による自己消火性
能で燃えにくく、燃え広が
りにくいので傷ついた家屋
や施設の緊急カバー用に備
蓄しておきましょう。

P.6
防炎ブルーシート

4

パネテクター
集中豪雨から大切な建物や用地を守る
パネル型止水シートです。
●ビルや建物の入り口に置くだけの簡単な作業で
すばやく設置できる止水対策。
●軽量かつ丈夫な素材です。
●パネル式で簡単に折りたためてコンパクト。
収納スペースを取りません。（収納バッグ付）

5056

164,000 円（税別）

PT‑03

間口：3m、高さ：50cm、重量：12kg、収納サイズ：縦 45cm ×横 60cm ×
高さ 21cm

5057

190,000 円（税別）

PT‑05

間口：5m、高さ：50cm、重量：14.4kg、収納サイズ：縦 45cm ×横 60cm
×高さ 29cm

5058

374,000 円（税別）

PT‑10

間口：10m、高さ：50cm、重量：29.0kg、収納サイズ：縦 45cm ×横 60cm
×高さ 49cm
販売単位：１セット

ボックスウォール
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。
設置や収納の際に効率よく管理・運用できます。
●接続に工具は不要フレキシブルな設置が可能です。
●重ねて収納でき、省スペースで管理ができます。
●小規模な範囲、ビルや公共施設をはじめ、民間の商店や家屋の
単位でもジョイントでつなげば容易に防護対策ができます。
6413

6411

5 枚パック（BW52 × 5 枚）

6412

BW‑52

200,000 円（税別）

ケースサイズ：W1000mm D620mm H760mm 販売単位：１ケース（5 枚入）

6414

40,000 円（税別）

本体サイズ（1 枚）
：980mm 680mm 530mm、重量：6.2kg/ 枚、最大堰止高：
500mm、材質：PP、付属品：パネクランプ（1 枚に 1 個付属）

6412

ダッシュバッグ

販売単位：１枚

6413

IN（インコーナー型）

40,000 円（税別）

6414

OUT（アウトコーナー型）

40,000 円（税別）

販売単位：１枚

販売単位：１枚

緊急用 簡単吸水土のう エマスト KD 淡水用

土詰め不要、緊急時に水で膨らむ土のうです。

50枚入

土不要！蛇口からすぐに給水し、約 2 分で膨らみます！
水害の初期防水に！

50枚入

4427

DBW‑01

40,000 円（税別）

1 箱：50 袋入、重量：20kg、
吸 水 前：W600mm D360mm H8mm、 重 量：0.4kg、 吸 水 後：W520mm
× D300mm × H155mm、重量：15kg 以上、吸水時間：5 分
ケースサイズ：W430mm D330mm H500mm
販売単位：１ケース（50 袋入）

5

3325

KD‑3505

60,000 円（税別）

商品サイズ：約 400mm 600mm/1 枚、重 量：給水前 約 140g、給水後 約
12,000g（最大吸水値）、材質：外 装 / ポリエステル（不織布・2 層）、中材 /
高吸水性樹脂（吸水ポリマー）、内容：50 枚入（10 枚× 5 袋）
、ケースサイズ：
W330mm × D480mm × H330mm
販売単位：１ケース（50 枚入）

防炎ブルーシート #2500

防水養生テープ

防炎加工は、自己消火性で燃えにくく、
燃え広がりにくい性能があります。

防水・防湿・ダクトシール用に開発されたポリエチレンを
コーティングしたクロステープです。
●強い接着力
●柔軟性に富み、凸凹に追随する

●防炎ラベル付き。
●防炎用品（2 次災害対策用品）
として備蓄に推奨できます。
●工事用シートの防災物品と
して使用が可能です。
●ポリエチレン素材なので、
ダイオキシン類の発生が
ありません。

●防水性能に優れている
●手切れ性が良い

推奨用途
●水漏れ補修
●ブルーシートの仮止め
●暖房装置
●通気装置
●エアコンのダクトシール
●配管工事

4146

本体サイズ：2.7m 3.6m

4146‑1

本体サイズ：3.6m 5.4m

4146‑2

本体サイズ：5.4m 7.2m

●一般的なシーリング

3,400 円（税別）
販売単位：10 枚

5,880 円（税別）

●防水・耐水用途

5035

2,200 円（税別）

ダクトテープ 3M‑3939

販売単位：5 枚

本体サイズ：W（外 径 ）15 0 mm H5 0 m、テープ厚：0. 2 0 mm、引張 強 度：
47. 0 N /c m（ 約12 . 0 k g f/2 5 m m）、伸 び：17 ％、粘 着力：5 . 3 N /c m（ 約
1350gf/25mm）、梱包サイズ：W470mm×D320mm×H220mm（24巻）

販売単位：2 枚

販売単位：１巻

11,340 円（税別）

ナダレスレインウェア（上下）
耐水圧 10,000 ミリ以上完全防水品。
反射帯付（背中・右腕）なので、
夜でも確認できます。
材

質：表＝ナイロンタフタ100％
裏＝PVC樹脂コーティング、
付属品：着脱フード

ネイビー

3483
8749
8750
8751
8752
8753
8754
8755
8756

M

ネイビー

M

オレンジ

M

ブルー

M

アイボリー

L

ネイビー

L

オレンジ

L

ブルー

L

アイボリー

LL

10,800 円（税別）
10,800 円（税別）
10,800 円（税別）
10,800 円（税別）
10,800 円（税別）
10,800 円（税別）
10,800 円（税別）
10,800 円（税別）
10,800 円（税別）

ネイビー

販売単位：１着

オレンジ

8757
8758
8759
3485
8760
8761
8762
3486
8763

ブルー

LL

オレンジ

LL

ブルー

LL

アイボリー

4L

ネイビー

4L

オレンジ

4L

ブルー

4L

アイボリー

5L

ネイビー

5L

ブルー

アイボリー

10,800 円（税別）
10,800 円（税別）
10,800 円（税別）
11,400 円（税別）
11,400 円（税別）
11,400 円（税別）
11,400 円（税別）
12,100 円（税別）
12,100 円（税別）
販売単位：１着

クレモナ水産 胴付き長靴

厚底シューズカバー カッパの足トレイル

耐油・耐寒、完全防水の胴付き長靴。

雨でも泥でも悪路でも！
靴を汚さない！
簡単装着靴のまま履ける！
反射 + 滑り防止の安全設計。

8919
8931
8932
8933
8934
8935
8936

24.0cm
24.5cm
25.0cm
25.5cm
26.0cm
27.0cm
28.0cm

14,900 円（税別）
14,900 円（税別）
14,900 円（税別）
14,900 円（税別）
14,900 円（税別）
14,900 円（税別）
14,900 円（税別）

素材：Ｋクラレ製ポリエステル基布
販売単位：１足

6428
6429

使用方法
靴を履いたまま着用し、ファス
ナーを閉めて使 用してくださ
い 。足首が ゆるい 場 合 は、ゴ
ムひもを調整してください。

ブラウン M 25.0〜28.0cm
ブラウン L 27.0〜30.0cm

1,500 円（税別）
1,500 円（税別）

本体サイズ（外寸）：W170mm D50mm H380mm、靴サイズ（目安）：M/ 約
25.0 〜 28.0cm、L/ 約 27.0 〜 30.0cm、重 量：365g、色：ブラウン、梱包
サイズ：W520mm D385mm H420mm、重量：11.4kg
販売単位：１足
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LED ライト アトラス LIFE+Gear

防災ライト

1台で3役！
フラッシュライト、非常用シグナル、ランタンの機能がある非常用ライトです。

【連続点灯時間】懐中電灯：20H、LED弱：30H、
LED中：20H、LED強：8H、虫除け灯（橙）
：
20H、SOS信号（赤/青）
：30H

水の中で赤色灯自動点滅

3424

3423

2,700 円（税別）

1台で6役！モバイルバッテリーや
ガラスクラッシャーにも使える多機
能で便利な防災ライトです。

3,500 円（税別）

5649

7,980 円（税別）

LG‑02

LG‑03

PR‑HUG‑E250

本体サイズ：約 W200mm D52mm H52mm、
重量：約 174g（電池含む）、使用電源：乾電池単
３形× 4 本（テスト用電池付属）、防雨型

本体サイズ：約W205mm D120mm H120mm、
重量：約425g（電池含む）、使用電源：乾電池単３形
×4本（テスト用電池付属）、防雨型

本体サイズ：W40mm D40mm H242mm、重量：
265g、容量：5200mAh、定格出力：4W、入出
力特性：In/5v、Out/5v,1A、定格光束：280lm

販売単位：１本

販売単位：１本

手回し／ソーラー蓄電ラジオ Chardio

多機能防災ラジオ・ライト
１台で５役！

「もしも」の時に頼れる１台で 5 役！

① ダイナモ充電機能

①
②
③
④
⑤

（iPhone/ スマートフォン対応可）

② ３灯 LED ライト
③ FM、AM ラジオ
④ 時計
⑤ アラーム

FM、AM ラジオ
蓄電池
懐中電灯
読書灯
SOSアラーム

3377
スマートフォン、iPhone 用の USB ケーブルは付属していません。

3376

販売単位：１個

5,800 円（税別）

71300

本体サイズ：約 W155mm D60mm H76mm、重量：320g、材質：ABS 樹脂、
PVC、付属品：アダプター用ケーブル 1 本、アダプター 3 個、
（スマートフォン、
iPhone 用 /FOMA、3G 用 /au 用）
、USB 充電用ケーブル 1 本

SL‑090

6,000 円（税別）

本体サイズ：約 W53mm D157mm H74mm、 重量：310g、リチウムイオン充電池：
3.7V/2000mA、使用電源（乾電池）
：単 4 形× 3 本、連続動作時間（満充電時）/ ラジオ：
約 8 〜 10 時間、 懐中電灯 / 読書灯：約 16 〜 20 時間、 消費電力（最大）/3W、 充
電時間 /USB：約 4 時間、 手回しハンドル：7 時間（130 〜 150 回転分）、 定格出力 /
電圧：5.1V、 電流：700mA、 入力端子 /microUSB、 防水等級 /IP‑X3、ラジオ受信
周波数 /AM：520 〜 1710kHz、FM：76 〜 108MHz（ワイド FM 対応）、LED ライ
ト / 照射効率：30 ルーメン /１W、付属品 /USB ケーブル、フック付ストラップ
販売単位：１個

販売単位：１個

10 年保証 備蓄用トイレットペーパー

災害用トイレ 超耐水 マイレット WR‑100

トイレは揃えても、ペーパーの備蓄が不十分ではありませ
んか？長期備蓄用に開発された 200m 巻× 12 個入の大
容量トイレットペーパーです。

水没・湿気に強い！長期保管対応の耐水ダンボール仕様。
水没 1 週間後でも外箱耐荷重 30kg を保持！

抗菌
消臭
可燃
ゴミ
備蓄が必要な 3 つの理由。

①

阪神・淡路大震災に
おいて、被災者が最
も困ったのは食料で
はなくトイレ不足。

7386

②

東日本大震災では、
被災地のみならず、
全国的にトイレット
ペーパー不足が発生。

③

東海地震が起こると
深刻な供給不足とな
るおそれがあります。

4,000 円（税別）

ポイント 1 ※
箱 の 材 質（ ダ ン ボ ー ル ）
そのものを水や湿気に強
い耐水ダンボール仕様に
しました。

ポイント 2 ※
箱の接合部に接着剤を使わず、折り
込んで組み立てる形状を採用し、湿
気の多いところや水没時でも箱の機
能を維持します。
（※ポイント 1、2

8078

WR‑100

特許申請中）

18,500

円 （税別）

本体 サイズ：巾 114mm 200 ｍ（1 パック）、 ロールサイズ：直 径：117mm
巾 114mm 長さ 200mm、 材 質：再生 紙 100 ％、 芯 有（ 紙 質：ソフトタ
イプ ）
、入数：12 ロール（4 ロール× 3 パック）
、ケースサイズ：W360mm ×
D245mm × H250mm

本体サイズ：W250mm D200mm H190mm、重量：約 3kg、内容物：抗菌
凝固剤（7g） 100/ 排便袋 100/ 大型外袋 10、使用方法ポスター 1（日本語・
中国語・韓国語・英語対応 / 耐水紙）

販売単位：１ケース

販売単位：１個

7

Whaly Boats 210 / 270
災害大国だからこそ必要な、あらゆる場面で活躍する高品質ポリエチレンを使用したボートです。
水害時はゴムボートによる救助が主流ですが、危険な漂流物や瓦礫のある住宅地での使用は
FRP の 5 倍の衝撃吸収性のある『Whaly』の方が適しています。

5771

Whaly210

164,000 円（税別）

5776

288,000 円（税別）

Whaly270

本体サイズ：全長 2.10m 全幅 1.16m 全高 0.63m、重量：42kg、トランサム：
0.42m（S）、喫水：0.15m、最大定員：2 人、最大荷重：205kg、最大搭載馬力：
2.5HP、付属品：ドレインプラグ、ライフライン、オール、オールロック

本体サイズ：全長 2.70m 全幅 1.50m 全高 0.81m、
重量：72kg、
トランサム：
0.42m（S）
、喫水：0.20m、最大定員：5 人、最大荷重：356kg、最大搭載馬力：
8HP、付属品：ドレインプラグ、ライフライン、オール、オールロック

販売単位：１艇

販売単位：１艇

LIFE BOAT SHELTER

iSUP ラベンダー

近未来に必ず発生するとされる南海トラフ巨大地震では、
30m を超える津波の発生が想定されています。
万が一水上で横転しても自動復帰するセルフライティン
グ設計。船内に浸水しても沈まない不沈構造。

バランスと安定感がありビギナーでも
すぐにパドリングができます。
パドルとコイルがセットされた
オールインワンモデルです。

5693

+CAL4 +F

2,000,000
2,000
000 円（税別）

本体サイズ：全長 2.10m 全幅 1.83m 全高 1.7m、
艇体重量：350kg、収容定員：
4 名、艇体主要装備品：エントリードア 2 箇所、昇降階段 2 箇所、ドレンコッ
ク 1 箇所、係船アイ 2 箇所、クリート 2 箇所、フロント 1 箇所 & サイドウイン
ドウ 4 箇所、シートベルト定員分、大型フェンダー

5625

80,000 円（税別）

US‑1221

本体 サイズ：
（ボード）全 長 300mm 幅 860mm 厚さ 120mm、
（パドル）
1700mm × 2100mm、
（ブレード幅）210mm、重量：
（ボード）12.7kg、収
納サイズ W890mm × D460mm × H200mm、材質：PVC ビニル（2 層目生
地）
、仕様・その他：適正空気圧（約）0.85bar、1.05bar（12psi、15psi）ボー
ド構造：ドロップスティッチ中空構造、空気質の数：1 気室、空気バルブの種類：
スプリングバルブ

販売単位：１台

エアストレッチャー・メッシュ・ローバル

販売単位：１台

resqme レスキューミー

救う！

メッシュ生地を使用し、浮き具にもなる
水陸両用の万能ストレッチャーです。
風呂場・浴槽・水辺での搬送も可能です。

緊急時に一瞬でドライバーを

運転中に突然のアクシデントにより、車内に閉じ込められ
てしまったり、海に転落してしまった、横転して車のドア
が開かなくなってしまったという緊急時に役に立つのが
「レスキューミー」です。
軽量

切る！

6042

CYM‑12R

割る！

18

g!

182,000 円（税別）

本体サイズ：（使用時）W800mm D2450mm H55mm、
（収納時）φ350
800mm、重量：約7.5kg（本体重量）、加工：底面ローバル加工特殊ポリエチレ
ン（PE）板付、持ち手：スリング（ハンドグリップ付）2、ループベルト1、ハンド
ベルト6、患者固定具：識別色安全ベルト4、付属品：キャリーカバー、オプナー
ベルト、梱包サイズW320mm×D320mm×H740mm、8.5kg

本体サイズ：W245mm D205mm H170mm、重量：18g、材質：ABS 樹脂
他、梱包サイズ：W298mm × D255mm × H280mm

販売単位：１台

販売単位：１個

6441

3,300 円（税別）

8

防水バッグ ラッコフロート 12

防水バッグ ダッフルリュック 50

緊急時にフローとしても使えます。
空気注入口があり、
空気の追加注入が可能です。

50L の大容量。
クッション性の高い PC ポケット
付で衝撃を緩和します。
防水生地で無縫製。

7301

8,900 円（税別）

オレンジ

本体サイズ：W290mm D150mm H400mm、重 量：450g、本体生 地：ナ
イロン、撥水加工・TPU コーティング、リッターサイズ：12 リッター、梱包サイズ：
W380mm × D230mm × H60mm

7300

19,900 円（税別）

ブラックカモ

本体サイズ：W380mm D200mm H660mm、重量：1.2kg、本体生地：ナ
イロン撥水加工・TPU コーティング、リッターサイズ：50 リッター（ポケット含む）
、
梱包サイズ：W570mm × D500mm × H60mm

販売単位：１個

膨脹式ライフジャケット

救命胴衣 C‑Ⅱ型

水難救助用
救命浮環です。

国土交通省型式
承認品です。

横

4,500 円（税別）

本体サイズ：背丈 570mm
50mm、重量：430g

救命浮き輪（救命浮環）

（自動膨脹機能付）

存在をアピールするための
呼子笛がついています。

3509

販売単位：１個

3563

NS‑7000

20,000 円（税別）

3909

NS‑250

27,800 円（税別）

厚さ

浮 力： 約 10kg、 重 量： 約 595g、 胴 回 り： 約
120cm まで、カラー：ネイビー / レッド（膨張
時はイエロー）

本 体 サ イ ズ：W（ 外 径 ）773mm ( 内 径 )
425mm H84mm、重 量：2.9kg、材質：ウレ
タン 樹脂、梱 包サイズ W790mm × D790mm
× H110mm

販売単位：１着

販売単位：１着

販売単位：１個

幅 640mm

海面着色剤

レスキューリクエスト 縫合タイプ

海面を黄緑色に着色し、航空機からの視認を容易にします。

災害時、空に向かって
居場所と避難者数を伝えるシートです。

国土交通省型式承認番号
第 3799 号

燃えにくく、水にも強いシートに、避難者数または緊急処置が必
要な人数を書き込みます。マーカーは、耐熱温度 70℃で真夏
の車内でも溶けません。また、雨や濡れた面や水中、マイナス
15℃の低温でも書けます。

《性能》
●着色持続時間：2 時間以上
●視 認 高 度：1,500m
●視 認 距 離：7,000m

5695

TYPE KDM‑1

12,000 円（税別）

本 体 サ イ ズ：
（ 着 色 剤 本 体 ）W85mm D45mm H40mm、
（ 収 納 ケ ース ）
W92mm D52mm H47mm 重量：
（着色剤本体）120g、
（収納ケース入）約
140g
販売単位：１個

9

9814

S‑RR3

22,000 円（税別）

本体サイズ：W2440mm H900mm、材質：不燃布、セルロース、ポリエチ
レン、テレフタレート（難燃加工済）F.M.V.S.S‑302 法、入数 : 避難者 /1 枚、
緊急 /1 枚、数字記入用（予備）2 枚、付属品：油性マーカー
販売単位：１個

D-HOPEⅠ・Ⅱ・Ⅲ
オプションによって様々なシーンで活躍する防災用ドローンです。救命物資投下・拡声器・救
命フロート搭載、投下・牽引網投げ・空中照明・通信中継・3D 撮影・赤外線映像・36 倍ズー
ム撮影など様々な活用方法の中から選べます。

D-HOPE Ⅰ

火事災害救助システム

D-HOPE Ⅱ

D-HOPE Ⅲ
液体消火弾システム

8368

D-HOPE Ⅰ

オープン価格

本 体 サ イ ズ：840mm 990mm 580mm、 重 量：6kg、 機 体 シ ャ フト：
10,50mm、 ボディ材 質：T800 炭 素 繊 維 + アルミニウム、 電 源 バッテリー：
Li-PO スマートバッテリー、 飛行速度：≦ 18m/s、 飛行時間：≦ 60min、 飛行
高度：≦ 5,000m、飛行半径：≦ 10km、防塵防滴：IP64、環境温度：-20℃〜
+85℃、防雨レベル：中雨、耐風能力：14.8m/s、定位精度：水平± 2cm、垂
直± 5cm
液体消火弾システム

通信中継モジュール

8369

D-HOPE Ⅱ

オープン価格

本 体 サ イ ズ：840mm 990mm 580mm、 重 量：4kg、 機 体 シ ャ フト：
10,50mm、 ボディ材 質：T800 炭 素 繊 維 + アルミニウム、 電 源 バッテリー：
Li-PO スマートバッテリー、 飛行速度：≦ 18m/s、 飛行時間：≦ 60min、 飛行
高度：≦ 5,000m、飛行半径：≦ 10km、防塵防滴：IP64、環境温度：-20℃〜
+85℃、防雨レベル：中雨、耐風能力：14.8m/s、定位精度：水平± 2cm、垂
直± 5cm

8370

赤外線映像モジュール

空中照明モジュール

筐体は東レの T800、カメラはソニー製、モータも日本製を使用してお
り、今後は最終アッセンブルを日本で実施し、国産化するとともに、デー
タの管理も国内通信会社に完全委託する予定です。

D-HOPE Ⅲ

オープン価格

本 体 サ イズ：1,530mm 1,750mm 830mm、 重 量：25kg、 機 体 シャフト：
1,650mm、 ボディ材 質：T800 炭 素 繊 維 + アルミニウム、 電 源 バッテリー：
Li-PO スマートバッテリー、飛行速度：≦ 18m/s、飛行時間：≦ 60min、飛行高
度：≦ 4,384m、 飛行半径：≦ 14.4km、 防塵防滴：IP64、 環境温度：-40℃〜
+125℃、防雨レベル：中雨、耐風能力：14.8m/s、定位精度：水平± 2cm、垂
直± 5cm
販売単位：１台
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1962-2017

おかげさまで 55 周年

● 商品仕様及び価格は予告なく変更となることもございます。
● 印刷物の為、実際の色とは若干異なる場合がございます。

http://www.be-kan.com
本

社

東 京 支 社
特販事業部
大 阪 支 店
東 北 支 店
湘 南 支 店
厚 木 支 店
Web事業部

202005

〒252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台2-1-3
TEL 042-752-6121
（代） FAX 042-752-6951
〒105-0014 東京都港区芝3-1-15（芝ボートビル10F）
TEL 03-3456-8555
（代） FAX 03-3456-8557
〒105-0014 東京都港区芝3-1-15（芝ボートビル1F・9F）
TEL 03-3456-8558
（代） FAX 03-3456-8553
〒540-0024 大阪府大阪市中央区南新町1-2-4（椿本ビル9F）
TEL 06-6944-3388
（代） FAX 06-6944-7655
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-2-20（KDX仙台ビル7F）
TEL 022-721-8821
（代） FAX 022-721-8825
〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町10-7（旭ビル5F）
TEL 0466-29-0168
（代） FAX 0466-29-0162
〒243-0031 神奈川県厚木市戸室2-23-17（YDビル1F・2F）
TEL 046-224-5157
（代） FAX 046-224-4044
〒540-0024 大阪府大阪市中央区南新町1-2-4（椿本ビル9F）
TEL 0120-44-7673
（代） FAX 0120-44-7674

BCMS 588665 / ISO 22301:2012

● カタログの記載価格はすべて税抜で表記しております。

！ 安全に関するご注意
安全のため、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

大豆油インキを使用しています。

