
人気のオリジナルセット

命を守る浮くリュック

【サイズ】幅65×奥行8×高さ75mm（個包装）
【成分】抗菌高吸収性樹脂、柿抽出物、珪酸塩化合物、フマル酸塩

ささっトイレ
907-089
907-090
907-091
907-092

¥1,870
¥15,400
¥44,000
¥68,200

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

①10回分

②100回分

③300回分

④500回分

BCP対策 防災備蓄の のお悩みは

●光源で相手を制圧する次世代型ライト。
●強力な光源を使用することで近づいてくる相
手に人工的に眩暈や吐き気、嫌悪感を誘発
させることが可能な画期的な新製品です。 

●災害備蓄に最適な極小サイズの使い
捨てトイレ処理セット。
●1人1人に配りやすい個包装タイプ。
●大容量タイプでも備蓄がしやすいコ
ンパクト設計。

●夜間の移動にも便利な、手持ちLEDライトがセットに。

9号にお任せ！
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sanwa
オリジナル

【サイズ】1枚：幅1160×高さ1350×厚み5mm、梱包時8枚入：幅1380×奥行630×高さ
110mm【質量】12.9kg【材質】ポリプロピレン製（PP）【付属品】連結パーツ16個

プラダンパーテーション
907-085
907-086 各¥28,600（税込）

①ホワイト 8枚セット

②グレー 8枚セット

【サイズ】1個当たり 幅500×奥行750×高さ370mm、梱包時4個入：幅1255×
奥行395×高さ240mm【質量】1個2.7kg【材質】PP（ポリプロピレン）

プラダンベッド
907-087 ¥44,000（税込）

【サイズ】W30×D13×H40cm【質量】900g【材質】ポリエステル

Beat Light®
907-082 ¥14,850（税込）

【サイズ】幅115×奥行 50×高さ30 mm【質量】123g【材質】本体：プラスチック
【付属品】USBケーブル、リチウム電池18650型（本体内蔵）、説明書

グレアブラスター
907-088 ¥12,980（税込）

プライベートスペース確保にプライベートスペース確保に 耐荷重120kg
机やモノ入れにもなる簡易ベッド
耐荷重120kg
机やモノ入れにもなる簡易ベッド

プラダンシ
リーズ

8枚セットで
約4㎡

【実用新案】プラダン１枚を加工して、直角を出すことができるので、
　　　　　余計なパーツを使用することはありません。

組立5分/2人 組立3分/1人

プラダンとは
ポリプロピレン樹脂（PP）を原料とする
プラスチック製の段ボール

耐久性 耐水性 耐薬品性

連結パーツを
ハメこむだけ！

簡単組立
省スペース

収納

【実用新案】部品の取り付け、取り外しを行うことなく、簡単、かつ素早く
　　　　　組み立て、収納することができる簡易ベッド。

畳んで
収納できる
一体型構造

オフィス
※

※Business Continuity Plan：事業継続計画

救命胴衣がわり
になる

　　　防水高機
能リュック

●15L容量で、マザーズバッグに、通勤・通学、アウトドアにも最適。
●目安体重60kg程度での浮力を確保。

2種類のパルスライトで
吐き気やめまい・嘔吐を誘発！

凝固剤ですぐ固まる、
極小サイズのささっトイレ防犯ライト 非常用トイレ

※セット内容およびバッグの仕様は変更になる場合がございます。

災害時は一斉帰宅の抑制について
条例で定められている地区もあります。
帰宅までの距離が10㎞以内の人は、

災害時でも帰宅可能。
20㎞以上の人は帰宅困難です。

災害時に水洗トイレを使うと、
逆流や汚水が溢れるなどの
リスクがあります！

繰り返し使える 水濡れに強い 消毒できる
Point 1
Point 1

Point 2
Point 2

Point 3
Point 3

NEW

※赤と青で交互に点滅

通常青赤
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NEW
NEW

ポーチは取り外し可能

防災用はもちろん
通勤用や水辺の
レジャーにも！

方式：充電式、
内蔵充電池：リチウムポリマー充電池
11.1V/20Ah
A C
DC（USB）

A C
D C

AC100V 50Hz 2A
DC5V 1A
200W 
正弦波 
3芯×1、2芯×1
USB×2
0～40℃
8時間

電 源

定 格 出 力

出力容量（最大）
出 力 波 形

出 力 端 子

使用温度範囲
充電時間（約）

【サイズ】幅86×高140×奥行240mm【質量】2.5㎏
【材質】アルミニウム合金、ABS樹脂【付属品】ACアダプター、電源コード、取扱説明書

ポータブル蓄電池
ENEPORTA(エネポルタ)
907-083 ¥55,000（税込）
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DC：18V 3.33A
USB：5V 2.1A
60W
－20～65℃
IP65（パネル部のみ）

動作電圧／電流

最大出力
使用可能気温
防塵／防水等級

ビートボードに入れて管理ビートボードに入れて管理

災害時は給水袋に

【サイズ】W32×D18.5×H41cm【質量】2.0㎏
【材質】ターポリン、ポリウレタン【付属品】カラナビ×２、クラッチ
ストラップ×２、絆ロープ（2m）×１、ポンチョ×１

Beat Board®
907-081 ¥21,780（税込）ブラック

①ヘルメット×1 ②スーパーバランス8本入×1 ③絆創膏(100枚入り)×1 ④保存水×1
⑤LEDペンライト×1 ⑥軍手×1 ⑦アルミ防寒フィルム×1 ⑧単4電池×4
⑨非常用トイレ×1 ⑩ウェットティッシュ×1 ⑪ヘルメットインバッグ×1

【サイズ】W30×D13×H40cm【質量】900g
【材質】ポリエステル

新・ヘルメットイン帰宅支援セットB
907-084 ¥5,478（税込）

帰宅途中の安全を守るヘルメット入り

今後は企業や地方自治体も同様に義務化されると考えられます。
BCP対策用品・防災備蓄品は「LIFE ZACK」最新号からお選びください。

厚生労働省は2024年4月から Check
！

すべての介護事業所において、
感染症蔓延など不測の事態を想定した
業務継続計画（BCP）の策定を義務化する方針です。

快適な空間
づくりに

哺乳瓶やオムツなど
1日分の荷物が入ります！

成人の
トイレ回数は
1日５～７回

“水”から守りましょう！
大切な機器や書類も

使用時間の目安
携帯電話
(10W)
10.5時間

照明器具
(20W)
7時間

液晶テレビ
(32型/70W)
2.5時間

●オフィスの電源確保に。

① ②
③

④

⑤

⑥⑦

⑧

⑨

⑩

●防水性能IPX５相当、浮力性能は10kg（体重100kg未満）に対応。
●約24Lの容量でポケットも多数あり、収納力抜群。

⑪



お客様にピッタリなセットをお作りします！

に合わせて予算 保存期間 収納スペース

〒132-0021 東京都江戸川区中央 4-11-8　TEL：03-5607-7811　FAX：03-5607-7812 ■製品は改良のため、予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。 　■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。 　■このカタログは、2021 年 8月現在のものです。
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【サイズ】150×160×5mm【質量】約30ｇ(1個)
【材質】ナイロン100％（表面）
クロロプレンゴム100％（クッション材）

3wayマットタンカ　持ち手カバー
907-101 ¥7,150（税込）8箇所分

レスキュー3　スタンダード6年
907-093 ¥3,740（税込）

レスキュー3　7年保存
907-094 ¥4,048（税込）

●スーパーバランス 8本入×6　●保存水×3　●サージカルマスク 3枚×1
●防災ウェットティッシュ 5年保存×1　●アルミ防寒フィルム×1　●軍手×1
●防犯防災ホイッスル×1　●5年保存カイロ×3

●フリーズドライビスケット 7年保存×9　●保存水×1
●サージカルマスク 3枚×1　●防災ウェットティッシュ 5年保存×1
●アルミ防寒フィルム×1　●軍手×1

年保存6 年保存7
一部例としてこんなセットも 期限管理のサポートもあります。お気軽にお問い合わせください。期限管理のサポートもあります。お気軽にお問い合わせください。

●収納スペースをとらず、管理もラクラク。
●保存期間の年数を合わせられて、福利厚生品
などとしての配布にも最適。
●予算に応じて、アレルギー対応商品などセット
内容は自由自在。

必要な商品だ
けを

　　　　 ワン
パッケージに！

CoCo壱番屋監修
尾西のカレーライスセット 

野菜一日これ一本
長期保存用

The Next Dekade
７年保存レトルトパン えいようかん（5本入）

カロリーメイ
ロングライフ

オリジナル防災セットオリジナル防災セットオリジナル防災セット

防災士がおススメ！防災士がおススメ！防災士がおススメ！

収納スペースから、
BOXを選ぶことができます！
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※内容品は変更となる場合があります。

レスキュー3にこんなものも入れられます！レスキュー3にこんなものも入れられます！

年保存5 年保存5 年保存7

年保存6

年保存5

他にもいろいろ
な商品を

セットにできま
す！
なら

詳しくは
LIFEZACK9号
掲載ページを
チェック！

備蓄食糧 減災用品

救助誘導

マンションやビルのエレベーターに！

マンションやビルのエントランスに！

エレベーターに安心を備える大型収納
●ダイノック加工。

蛍光シール付

エレベーター収納BOX　ベーシック
907-095 ¥76,780（税込）

【サイズ】幅425×奥行212.5×高さ750mm
【質量】9.4kg【材質】スチール（粉体塗装）
【付属品】棚板3枚、棚受け12個、両面テープ、開閉ハンドル

小型エレベーターにも
設置しやすいミニタイプ

背負えるリュックタイプで持ち運びラクラク

エレベーター収納BOX　ミニ
907-096 ¥65,780（税込）

【サイズ】幅320×奥行160×高さ750mm
【質量】7kg【材質】スチール（粉体塗装）
【付属品】棚板3枚、棚受け12個、両面テープ、開閉ハンドル

3wayマットタンカ
907-100 ¥32,780（税込）

【サイズ】長さ1800×幅740×厚み10mm【質量】2.1kg(収納
袋含む)【材質】表面：抗菌ターポリン オレンジ、裏面：滑り止め
生地　グリーン、中身：ポリエチレン、持ち手：P・Pテープ グ
レー、収納袋：ナイロン オレンジ 巾着タイプ

背負えるレスキューツールセット
907-099 ¥51,480（税込）

【サイズ】収納ケース：750×280×120mm【質量】10kg

●背負式で両手がふさがらない。
●全長75cmのコンパクトサイズで運びやすい。
●ケースは丈夫なターポリン製。

①丸ショベル690mm　②バール600mm　③パンダグラフジャッキ1t用
④万能オノ　⑤両口ハンマー1.8kg　⑥ボルトクリッパ350mm
⑦天然ゴムコート手袋（L)　⑧標識ロープ　⑨ゴーグル1個　⑩防塵マスク2枚
⑪軍手1双　⑫背負い式収納ケース(ターポリン製)　●小物用袋

sanwa
オリジナル

●救護者が心臓マッサージをしたり、
　人工呼吸をする際、患者を
　マットタンカに乗せて、
　救護者もマットの上にひざを
　付けば安全に心肺蘇生を行う
　ことができます。また、マットの
　クッションは固めなので、ひざを
　付いても痛くありません。
●表面は抗菌素材なので、訓練時
　など繰り返し使用可。

マットマットマット ついたてついたてついたて担 架担 架担 架

●面ファスナーでタンカと固定します。
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sanwa
オリジナル

収納袋付き！

※セット内容は予告無く変更になる場合があります。

sanwa
オリジナル

カンタン
設置で
省スペース

point１

●多機能ラジオライト×1台 ●ポケットティッシュ×3個 
●呼子笛×1個 ●簡易トイレ×1個(3回分) ●非常用クッ
キー×2袋 ●保存水（500mL）×3本 ●アルミ防寒フィル
ム×4枚 ●消臭剤×1本 ●ウェットティッシュ×1個 ●ポリ
袋×1枚 ●トランプ×1組

●多機能ラジオライト×1台 ●ポケットティッシュ×3個 
●呼子笛×1個 ●簡易トイレ×2個(計6回分) ●非常用
クッキー×3袋 ●保存水（500mL）×6本 ●アルミ防寒
フィルム×6枚 ●消臭剤×1本 ●ウェットティッシュ×1個 
●ポリ袋×1枚 ●トランプ×1組 ●単四乾電池×4本

チョイスパックミニ用
907-098 ¥9,020（税込）

チョイスパック
ベーシック／フラット用
907-097 ¥16,500（税込）

収納イメージ
※「収納BOX」は別売です。

収納イメージ
※「収納BOX」は別売です。

●ベーシックタイプの機能はそのままに、
サイズダウンしたモデルです。
●エレベーターの壁に両面テープで固定し
ます。

すべての階のボタンを押す

1

外部へ連絡をとる

2

慌てず、冷静な対応を 無理に脱出しようとしない

3 やってはいけないこと！

もしも
閉じ込め
られたら

非常時でも
スムーズに
開錠

point2

大音量の
警報ブザー
内蔵

point3

内容

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫

18年の大阪北部地震では、関西を中心にエレベーター6万6000台が停止し、閉じ込めは346件発生。
復旧は3時間以内に約87％が行われましたが、平均1時間20分、最大5時間30分かかったケースもあります。

エレベーター収納BOX用　充実のチョイスパック

※国土交通省（https://www.mlit.
　go.jp/jutakukentiku/build/co
　ntent/001344498.pdf参照）

患者と救護者の安全を考えた、３wayマットタンカ


