
発電機

EF4000iSE EF4000iSDE EF900FW(50Hz)

60hz連続運転：4.0hr

50hz連続運転：5.0hr乾燥質量：68kg 乾燥質量：94kg 乾燥質量：97kg
同時出力：100v・200v

EF2800iSE

定格出力：2.8kVA 定格出力：4.0kVA 定格出力：5.5kVA 50Hz定格出力：0.7kVA

連続運転：18.1～7.6hr 連続運転：15.2～7.4hr 連続運転：13.3～5.0hr 60Hz定格出力：0.85kVA

EF900FW(60Hz)

乾燥質量：12.7kg 連続運転：10.5～4.2hr
乾燥質量：20kg

連続運転：8.6～5.0hr
乾燥質量：32kg

乾燥質量：29kg

インバーター発電機 インバーター発電機 インバーター発電機 ＦＷ発電機

定格出力：0.9kVA 定格出力：1.6kVA 定格出力：2.0kVA 定格出力：2.5kVA

連続運転：11.9～4.1hr 並列定格出力：3.0kVA 並列定格出力：3.8kVA 連続運転：13.2～6.1hr

インバーター発電機 インバーター発電機 インバーター発電機 インバーター発電機
EF900iS EF1600iS EF2000iS EF2500i

(税抜き)

4997789090000 インバーター発電機　EF900iS コンパクト設計、軽量12.7kg

4997789160017 インバーター発電機　EF1600iS 可搬性優れた軽量20㎏

4997789200003 インバーター発電機　EF2000iS 並列使用や二段保管可

4997789250008 インバーター発電機　EF2500i 軽量ボディ29kｇで2.5kVAの高出力

4997789280005 インバーター発電機　EF2800iSE 高出力＆静音設計、キャスター付き

4997789400007 インバーター発電機　EF4000iSE ツインバーと大型キャスター付き

4997789550009 インバーター発電機　EF4000iSDE 単相100V/200Vの同時出力を実現

4997789090055 ＦＷ発電機　EF900FW　(50Hz) 波形ひずみ率を低減

4997789090062 ＦＷ発電機　EF900FW　(60Hz) 波形ひずみ率を低減

4997789234503 スタンダード発電機　EF2300　(50Hz) 汎用性の高いスタンダードモデル

4997789234602 スタンダード発電機　EF2300　(60Hz) 汎用性の高いスタンダードモデル

4997789602708 スタンダード発電機　EF6000TE　(50Hz) ﾎﾟﾝﾌﾟなどの三相誘導ﾓｰﾀｰにも対応

4997789602807 スタンダード発電機　EF6000TE　(60Hz) ﾎﾟﾝﾌﾟなどの三相誘導ﾓｰﾀｰにも対応

三相200v定格出力：5.0kVA

乾燥質量：98kg

乾燥質量：41kg 連続運転：8.0hr

連続運転：8.8hr

¥400,000

60hz連続運転：4.0hr

EF6000TE(60Hz)

乾燥質量：41kg

連続運転：7.5hr

¥530,000

¥98,000

¥98,000

¥165,000

連続運転：6.3hr

三相200v定格出力：6.0kVA

¥165,000

¥400,000

¥128,000

¥198,000

¥248,000

¥198,000

¥348,000

¥469,000

乾燥質量：98kg

商品番号 商品名 備考 標準価格

定格出力：2.0kVA 定格出力：1.5kVA 定格出力：1.5kVA

同時出力：100v 200v

スタンダード発電機 スタンダード発電機
EF2300(50Hz)

スタンダード発電機
EF6000TE(50Hz)

スタンダード発電機
EF2300(60Hz)

定格出力：2.3kVA



発電機・発電機アクセサリー・ガソリン・投光機

世 紙製容器でできた
界 大容量　非常用
初 ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ空気電池

マグボックス　
AMB4-300

マグボックススリム
AMB-200

マグネシウム空気電池
マグボックス

•使用後の廃棄も容易です

•USBタイプの出力端子を2個装備しています

大容量！スマートフォンを最大３０回充電可能

発電時間：最大５日間

水や海水を入れるだけ！

じょうご5枚・缶切り3個入り じょうご8枚・缶切り6個入り

裸缶落下テスト、耐熱テスト、
振動テスト、圧縮テスト、回転
テストで十分な安全性を確保

裸缶落下テスト、耐熱テスト、
振動テスト、圧縮テスト、回転
テストで十分な安全性を確保

レギュラーガソリン4缶セット

レギュラーガソリン10缶セット

3年間品質保証

3年間品質保証 3年間品質保証

カセットガス発電機
「エ・ネ・ポ」

裸缶落下テスト、耐熱テスト、
振動テスト、圧縮テスト、回転
テストで十分な安全性を確保

じょうご2枚・缶切り1個入り

レギュラーガソリン18缶セット

ｻｲｽﾞ：365*262*524mm

重量：19.5kg
使用燃料：LPG(指定ｶｾｯﾄ)

(税抜き)

5281 マグボックス マグネシウム空気電池

5282 マグボックス　スリム マグネシウム空気電池

5261 エンジンオイル4ｽﾄﾛｰｸｵｲﾙ ﾔﾏﾙｰﾌﾞ　スタンダードプラス

5262 レギュラーガソリン4缶セット じょうご2枚・缶切り1個入り

5263 レギュラーガソリン10缶セット じょうご5枚・缶切り3個入り

5264 レギュラーガソリン18缶セット じょうご8枚・缶切り6個入り

5265 メタルハライド400W×1灯　本体 抜群の機動力！ワンハンドキャリー

5266 メタルハライド400W×1灯　発電機セット 抜群の機動力！ワンハンドキャリー

5267 メタルハライド400W×2灯　本体 駐車装置付き空気入りタイヤ

5268 メタルハライド400W×2灯　発電機セット 駐車装置付き空気入りタイヤ

5269 メタルハライド400W×4灯　本体 駐車装置付き空気入りタイヤ

5270 メタルハライド400W×4灯　発電機セット 駐車装置付き空気入りタイヤ

メタルハライド仕様

ＯＰＥＮ

手動伸縮4段式

(搭載発電機 EF2800iSE)(搭載発電機 EF900iS)

収納時寸法：

使用後の廃棄も容易です

1,097×865（ﾗﾝﾌﾟ：992）×
1,700

1,097×865（ランプ：992）×
1,700

収納時寸法：

メタルハライド400W×2灯 メタルハライド400W×4灯
(搭載発電機 EF2800iSE)

¥1,047,900

¥3,630

¥1,300

¥130,000

¥258,000

¥450,000

¥798,000

¥682,500

¥9,500

¥17,100

標準価格

ＯＰＥＮ

商品番号 商品名 備考

収納時寸法：1,550×420×640

テストで十分な安全性を確保 テストで十分な安全性を確保

手押し式ノーパンクタイヤ

手動伸縮２段式

手動伸縮4段式

メタルハライド400W×1灯



投光機

スミスライト 充交両用型投光機
IN120LB-R-EML IN120L-R-BC

IN120LB-R-BC
クリオルクス　ポータブル

伸縮２段式
手押し式ノーパンクタイヤ

メタルハライド仕様 LED(300W)
収納時寸法：1,100×1,050×2,350 収納時寸法：1,100×1,050×2,350 収納時寸法：1,510×420×690 収納時寸法：1,520×420×680

メタルハライド仕様 メタルハライド仕様

伸縮３段式
駐車装置付き空気入りタイヤ

伸縮３段式
駐車装置付き空気入りタイヤ

伸縮２段式
手押し式ノーパンクタイヤ

投光機YL-B1i 投光機YL-B2i 投光機YL-miniB1i 投光機YL-miniBL1i
(搭載発電機 EF2800iSE) (搭載発電機 EF2800iSE) (搭載発電機 EF900iS) (搭載発電機 EF900iS)

5271 投光機　YL-B1i　本体 点灯までの待ち時間は不要

5272 投光機　YL-B1i　発電機セット 点灯までの待ち時間は不要

5273 投光機　YL-B2i　本体 点灯までの待ち時間は不要

5274 投光機　YL-B2i　発電機セット 点灯までの待ち時間は不要

5275 投光機　YL-miniB1i　本体 抜群の機動力！ワンハンドキャリー

5276 投光機　YL-miniB1i　発電機セット 抜群の機動力！ワンハンドキャリー

5277 投光機　YL-miniBL1i　本体 抜群の機動力！ワンハンドキャリー

5278 投光機　YL-miniBL1i　発電機セット 抜群の機動力！ワンハンドキャリー

5279 スミスライト　バッテリー式LEDライト IN120LB-R-EML

5280 スミスライト　バッテリー式LEDライト IN120L-R-BC

5281 スミスライト　バッテリー式LEDライト IN120LB-R-BC

5282 クリオルクス　ポータブル 充交両用型投光機 ＯＰＥＮ

両面　11-12時間

IN120L-R-BC

片面　24-26時間背面のみ　70-72時間

約９０時間(最小光量時)

約６時間

連続点灯時間

充電時間

¥150,000

前面のみ　24-26時間

背面が誘導等

前面がLED照明

IN120LB-R-BC

両面　　5-6時間

¥950,000

商品番号 商品名 備考 標準価格

¥150,000

¥120,000

¥1,298,000

¥900,000

¥1,248,000

¥270,000

¥398,000

¥590,000

¥718,000

両面点灯タイプ

シリコンバッテリー採用でメンテナンスフリー

IN120LB-R-EML

キャスター付きで女性でもラクラク！

年1回の防災訓練時の充電でＯＫ！片面　10-12時間



電化製品

ソーラーダイナモラジオ

ソーラーランタン

ｱﾗｰﾑ付ラジオライト
単三4個型

単一２個型 単一６個型

クセノン強力ライト

生活防水

ライト単独使用時
寿命：約２２０時間！

乾電池別売り
FM/AM/ｱﾗｰﾑ付

120×280×130mm
乾電池別売り

100gの超軽量
折畳時厚さ：2.5cm

本体重量：203g

単三４個型充電時間：8時間

連続点灯：6-12時間

8LEDランタンライト防水型LED

乾電池付
連続約６時間使用

12.4×14.5×23.6㎝
乾電池別売り

手回し式充電ラジオ
ミニプチ

スマートフォン充電付

FM/AM/ｱﾗｰﾑ付

クリプトン球 本体重量：370g

BF-113F H167PF-R(H)

ソーラー充電式
LEDランタン

ｿｰﾗｰ充電・ﾀﾞｲﾅﾓ充電 別売り単三電池でも可

各種携帯ｺﾈｸﾀ LED個数5灯
1分間120回転手回し

充電した場合、ライトの
連続使用時間
約15分～30分

懐中電灯

(税抜き)

4962644213863 ｱﾗｰﾑ付ラジオライト単三4個型 FM/AM/ｱﾗｰﾑ付

2000091796958  手回し式充電ラジオミニプチ FM/AM/ｱﾗｰﾑ付

4976500011198 スマートフォン充電付ソーラーダイナモラジオ  各種携帯電話充電機能付

4972100037181 ソーラー充電式LEDランタン 高輝度のソーラー充電式ランタン

4969887882689 防水型LEDソーラーランタン 折り畳み式超軽量設計

4962644214099 8LEDランタンライト 高輝度白色LED8個を使用したｽﾓｰﾙﾗﾝﾀﾝ

4984824551879 懐中電灯BF-113F 単一２個型

4976680579418 クセノン強力ライトH167PF-R(H) 単一６個型

2640640 携帯FMラジオ＆ライト 放送局オートスキャン機能付き

4517849009614 電池式充電器 単三４個型

4517849011389 マルチコネクタ あらゆるタイプの電子通信機に対応

4538095000811 ハンド型メガフォン　AHM-107 緊急サイレン付１０Ｗハンドメガホン ¥6,000

SK-02MCAB 4C-25BK

microUSB→

乾電池別売り折畳時厚さ：2.5cm

ハンド型メガフォン

単三２個型 単三電池4個付き 単二　４個型

連続約６時間使用 乾電池別売り

マルチコネクタ携帯FMラジオ＆ライト 電池式充電器

¥3,000

20×106×33mm　ｲﾔﾎﾝ付 連続約５時間使用可能

オートスキャンで
自動選局

折りたたみハンドル
乾電池別売りに対応しています

Lightning・Dock・FOMA

iPhone6/5/4/3・iPad
3G・auに対応しています

商品番号 商品名 備考 標準価格

XPEIA/GALAXY/IS03
HTC Desire/ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ

open

¥600

¥1,219

¥580

¥3,800

¥3,500

¥3,500

¥2,850

¥1,500

open



特定小電力無線機

安心防塵・防水性能
電池1本で約33時間

同時通話・中継通話・交互通話
すべての通話方式に対応。

出力：10mW
通信距離：約100～500ｍ

他社の交互通話機とも基本の
通話は可能

幅47×高さ81×薄さ26.5mm 450mW以上の大音量スピーカー ｺﾝﾊﾟｸﾄ・堅牢・IPX7※の防水性能 単信用20ch対応

本体98gの軽量ｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞ 電池のほか、AC電源対応 電池１本で使えるﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ 単三電池*3本　60時間

標準セット：充電器
リチウムイオンバッテリー

ベルトクリップ
乾電池での運用も可能

IC-4188D（アイコム） IC-4500(アイコム) DJ-PB20(アルインコ)

MS50（モトローラ）
特定省電力無線機

ic-4300　（アイコム）
特定省電力無線機

ic-4110d(アイコム)
特定小電力無線機

CL08(モトローラ)
特定小電力無線機

単三電池1本で運用可能

ｱﾙｶﾘ電池1本で25時間運用可能

音量設定は32段階

53.5*91.0*17.5mm

ic-4110　（アイコム）
特定省電力無線機

ｸﾗｽ最高ﾚﾍﾞﾙ400mW以上の大音量
防塵・防水ボディ
回転式アンテナ

チャンネル非表示機能

ｸﾗｽ最高ﾚﾍﾞﾙ400mW以上の大音量
防塵・防水ボディ
回転式アンテナ

チャンネル非表示機能

特定小電力無線機 特定小電力無線機 特定小電力無線機

(税抜き)

452401 MS50（モトローラ）

452402 CL08(モトローラ)

452403 ic-4110　（アイコム）

452404 ic-4110d(アイコム)

452405 ic-4300　（アイコム）

452406 IC-4188D（アイコム）

452407 IC-4500(アイコム)

452408 DJ-PB20(アルインコ)

452409 SR70（八重洲無線）

452410 FTH-307（八重洲無線）

452411 UBZ-LP20(ケンウッド)

452412 UBZ-S20（ケンウッド）

¥8,100

¥6,000

¥8,700

¥7,200

¥20,200

¥19,500

商品番号 商品名 備考 標準価格

¥8,200

¥9,700

¥7,393

¥9,900

¥8,500

¥18,500

優れた防水・防塵性 通話エリアを拡大する
中継通信対応

ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ20ﾁｬﾝﾈﾙに対応 オールインワンパッケージ

乾電池1本で稼動する省電力設計
で高いコストパフォーマンス

単三電池*3本　60時間
400mWのスピーカー出力

中継器（UBZ-RJ27※別売）を利
用で、より広範囲で通話可能155通りのグループコード設定

緩指向性アンテナを内蔵

電池1本で約33時間 す ての通話方式に対応。 通信距離：約100 500ｍ 通話は可能

SR70（八重洲無線） FTH-307（八重洲無線） UBZ-LP20(ケンウッド) UBZ-S20（ケンウッド）
特定小電力無線機 特定小電力無線機特定小電力無線機 特定小電力無線機

ｸﾗｽ最薄16.5ｍｍのﾌﾗｯﾄﾎﾞﾃﾞｨ 超小型・軽量コンパクトボディ UBZ-LM20の後継機種



防災雑貨

ロンテナー１０ℓ

容量１０リットル

折りたたみ式

サイズ(広げた状態)：
250×250×250mm

防災用ポリバケツ 防災用ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ

業界最長、5年の
長期保証

容量３リットル サイズ：150*200mm

折りたたみ式 ２０枚

B.F.E≧98% 自分で度数を調整できる 内容量：130ｇ 救急剪刀　本体１９cm

サバイバルシートG/S

救急保温シート

サイズ(広げた状態)：
160×200×150mm

メディカルマスクM-10B ｱﾄﾞﾚﾝｽﾞｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰ デュアルヒート エマジン万能バサミ

ｺﾞｰﾙﾄﾞ＆ｼﾙﾊﾞｰ

夏・冬兼用
210×130cm

病院などでも使用されている不
織布マスク

-6.0から+3.0の
視力補正

紙・ビニール・ゴム・
ブリキ・アルミ対応

φ65×高さ60mm
燃焼時間２時間

17.3×約9cm　50枚 災害時や壊れた時用 固形燃料

(税抜き)

4943463221345 サバイバルシートG/S 金色は光・熱を吸収、銀色は光・熱を反射

5344 ロンテナー　１０ℓ 折畳式10L

4962644783588 防災用ポリバケツ 折畳式3L

5342 防災用ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ 5年間の長期保証

4971089409106 メディカルマスクM-10B 医療の現場で主に使用されているマスク

4580322490018 ｱﾄﾞﾚﾝｽﾞｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰ 老眼・近視・遠視に対応

4545161000002 デュアルヒート 燃焼時間2時間

19200102060 エマジン万能バサミ ゴムやブリキも切断

9260220004 ﾊﾞｲｵﾊｻﾞｰﾄﾞ対応遺体収納袋 93*240cm　耐荷重150kg

4962644784578 ヘルメット防災セット お得な防災セット

5343 防災頭巾付き救命胴衣　ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄA-5 折畳式 ¥15,000

防災頭巾付き救命胴衣

津波・水害用

¥600

¥1,000

¥17,800

¥6,000

¥200

大人用折畳式

頭部保護・臀部保護
ﾎｲｯｽﾙ装備・ﾌｰﾄﾞ開閉いざという時の7点セット

個装サイズ：約22.5*16.5*27mc　　約815g

ゴーグルクリップ、軍手、不織布マスク、電池

ヘルメット、ゴーグル、ヘッドランプ、アルミホイッスル

open

遺体収納袋

¥1,020

¥4,750

商品番号 商品名 備考 標準価格

感染症対策製品

透明内袋+外袋

トリアージカードや
メモを入れるポケット付

¥600

¥500

織布マスク 視力補正 ブリキ アルミ対応

ﾊﾞｲｵﾊｻﾞｰﾄﾞ対応 ヘルメット防災セット

燃焼時間２時間


