
EMERGENCY SUPPLIES
   防災用品
 P82 エアフレームテント ムース

 P83 エアフレームテント 4×4／エアフレームテント 6×6

 P84 災害避難用テント／避難生活用テント

 P85 防災用マルチルーム／煙体験テント

 P86 GIベッド／インフレータブルマット＆ピロー／アルミコンパクトベンチ

 P87 スリーピングバッグ

 P88 プライベートテント／ポータブルトイレ／トイレ処理剤

 P89 搬送・運搬器具／フォールディングテーブル／アルミカート

 P90-91 ウォータータンク／ウォータータンク用架台

Name Print

文字入れ価格

※アルファベットは別途お見積りとなります。

書体見本

◯ キャンプ用品等、生地素材によっては別途お見積りいたします
◯ 指定書体＆マークは別途お見積りいたします

ご注文方法

正確性を高めるため、シルク印刷やカッティングシートで作成する場
合があります。また、サイズや色数などによって価格が変わりますので
別途お見積りとなります。
ご注文の際には
●サイズ・DIC No.等によるカラーのご指定
●指定書体名、清刷またはアウトライン化したデータ
を提出ください。

ワンタッチイベントテント

実例集

集会用テント

角ゴシック体

丸ゴシック体

楷書体

キャンパルジャパン株式会社

キャンパルジャパン株式会社

キャンパルジャパン株式会社

30cm角ゴシック体

◆集会用テント：H4号／カラー 00 の使用例 ◆ワンタッチイベントテント：3045／カラー 01 の使用例

◆集会用テント：H4号／カラー 00 の使用例

文字入れ例

書 体 1文字 15cm角 以下

楷書体

ゴシック体

黒1色　　¥700（本体価格）

カラー  ¥1,100（本体価格）

黒1色　¥1,100（本体価格）

カラー  ¥1,500（本体価格）

1文字 16cm角～30cm角

黒1色　¥1,400（本体価格）

カラー  ¥1,800（本体価格）

黒1色　¥2,000（本体価格）

カラー  ¥2,700（本体価格）

1文字 31cm角～50cm角

黒1色　¥2,100（本体価格）

カラー  ¥2,700（本体価格）

黒1色　¥3,200（本体価格）

カラー  ¥4,100（本体価格）
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Air Frame Tent Moose

■サイズ／奥行230×間口215×高さ125cm 
■重量／幕体：約4.0kg、付属品重量：約1.3kg
■素材／外幕：ポリエステル100d、PUコート（耐水圧3,000mm）
　　　　インナー：ポリエステル210d、メッシュポリエステル
　　　　グランドシート：ポリエチレン160g/m2（耐水圧3,000mm）
　　　　支柱：TPUエアーチューブ
■収納サイズ／50×27×27cm
■カラー／オレンジ
■付属／幕体収納袋、アルミペグ、エアーポンプ、補修キット
JANCODE：770506

7705 本体価格 ｜ ¥36，000

クロスしているエアーフレームにインナーを引っ掛けるだけ。 外のバルブにポンプをつないで、空気をいれるだけで立ち上がります。

※ハンマー、電源コードリールは付属しておりません。

※ハンマーは付属しておりません。

2人用 屋内・屋外

125

200

140185
215

65

120
230

インナーは取り外して、シェルターとしても使用することができます。 インナーを取り付けることで、結露を軽減し、虫の侵入も防ぎます。

■セット内容／エアーフレームシェード6×6（付属品含む）
　　　　　　  ジョイントシート・チューブ6×6用
　　　　　　  インナーテント6×6用
　　　　　　  電動エアーポンプ100V用
■サイズ／奥行600×間口600×高さ360（入口230）cm 
■重量／総重量：約総49.0kg
■素材／外幕（横幕含む）：ポリエステル250d、PU難燃
　　　　チューブ本体：TPUチューブ径30cm
　　　　チューブ外幕：ポリエステル420d、PU難燃
　　　　インナー幕：ポリエステル、ポリエステルメッシュ難燃
　　　　グランドシート：PEクロス難燃
■収納サイズ／64×47×46cm・85×50×35cm（2個口）
■カラー／ホワイトグレー、シルバー
■付属／スチールペグ、張りロープ、電動エアーポンプ、補修キット
JANCODE：770704、梱包数：2個口

7707 本体価格 ｜ ¥660，000

フルクローズすることも可能です。 インナーは取り外して、シェルターとしても使用することができます。

MOOSE OUTDOORSは、Swiftech International Limited社の登録商標です。

本体価格 ｜ ¥440，000
本体価格 ｜ ¥76，000

エアーフレームシェード6×6 （エアーテント本体・サイド幕・グランドシート・ペグ・張りロープ付）7747

ジョイントシート・チューブ6×6用 （前張り出し用接続幕・TPUチューブ径20cm）7757
本体価格 ｜ ¥134，000インナーテント6×6用7767
本体価格 ｜ ¥18，000電動エアーポンプ100V用　※6×6、4×4共通7736
本体価格 ｜ ¥2，200アイアンハンマー　※6×6、4×4共通3116
本体価格 ｜ ¥1，200ピン250 （5本1組）　※6×6、4×4共通3102

エアーフレームテントセット 6×6New

※ハンマー、電源コードリールは付属しておりません。

■セット内容／エアーフレームシェード4×4（付属品含む）
　　　　　　  ジョイントシート・チューブ4×4用
　　　　　　  インナーテント4×4用
　　　　　　  電動エアーポンプ100V用
■サイズ／奥行400×間口400×高さ280（入口210）cm 
■重量／総重量：約総34.0kg
■素材／外幕（横幕含む）：ポリエステル250d、PU難燃
　　　　チューブ本体：TPUチューブ20cm
　　　　チューブ外幕：ポリエステル420d、PU難燃
　　　　インナー幕：ポリエステル、ポリエステルメッシュ難燃
　　　　グランドシート：PEクロス難燃
■収納サイズ／64×47×46cm・85×50×35cm（2個口）
■カラー／ホワイトグレー、シルバー
■付属／スチールペグ、張りロープ、電動エアーポンプ、補修キット
JANCODE：770605、梱包数：2個口

7706 本体価格 ｜ ¥396，000

本体価格 ｜ ¥280，000
本体価格 ｜ ¥40，000

エアーフレームシェード4×4 （エアーテント外幕・サイド幕・グランドシート・ペグ・張りロープ付）7746

ジョイントシート・チューブ4×4用 （前張り出し用接続幕・TPUチューブ径15cm）7756
本体価格 ｜ ¥66，000インナーテント4×4用7766

エアーフレームテントセット 4×4New

エアーフレームテント ムースNew

14人用 /　　　12人用 屋内・屋外ベッド
使用時

7人用 /　　　 4人用 屋内・屋外ベッド
使用時

Air Frame Tent 6×6 / Air Frame Tent 4×4

設営方法

エアーフレームテント 6×6 補修用パーツ・オプション

エアーフレームテント 4×4 補修用パーツ・オプション

STEP 1 STEP 2 STEP 3

前（入り口）

エアーポンプでチューブに空気を送り込む
（テントのバルブから空気を入れてください）

上蓋を外し
バルブに
エアーポンプの
ホースを
差し込む

空気を入れたら
バルブを
閉める

テントを広げて、地面に固定する
（風向き、日当り、水はけ等を考慮し設営場所を決めます）

前（入り口）

風
（入り口が風下になる
 ようにしてください）

ペグを4隅のみ打ち込む

ペグ

立ち上がったテントをペグで固定する
（たるみがでないように対角順に固定してください）

ペグを残り6ヶ所
（入り口面2ヶ所/ロープ4ヶ所）
打ち込む

ペグ
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Emergency Tent

■サイズ／奥行 535× 間口 535× 棟高 330× 軒高 200cm
■重量／幕体：約 52.0kg、フレーム：約 62.5kg、付属品：約 21.5kg
■素材／屋根幕、垂幕、グランドシート：ポリエステルターポリン（防炎加工）
　　　　フレーム：高張力鋼スチールパイプΦ31.8mm
■カラー／ホワイト（グランドシート：グレー）
■付属／アングル杭 20本、ピン 24本、
　　　　3ポンドハンマー、張り綱 20本、
　　　　張り出しポール 2本、グランドシート、
　　　　幕体収納袋
出荷時梱包数：
8個口（幕体 4、フレーム 3、付属品 1） 

7770 本体価格 ｜ ¥710，000

災害避難用テントⅡ

災害時に欠かせない避難場所・救護場所・宿泊所等多目的に利用可能。7人×2列＝14人がゆったり就寝でき、軒高は200cmと圧迫感がない。
また、屋根上部に2ヶ所のベンチレーターや複数の窓が装備され、換気調節が可能。

■サイズ／奥行 533× 間口 353× 棟高 304× 軒高 200cm
■重量／幕体：約 43.5kg、フレーム：約 69.0kg、付属品：約 5.5kg
出荷時梱包数：5個口（幕体•付属品 2、フレーム 3）

7774 本体価格 ｜ ¥395，000

避難生活用テントH4-ST

■サイズ／奥行 353× 間口 268× 棟高 278× 軒高 200cm
■重量／幕体：約 27.5kg、フレーム：約 41.0kg、付属品：約 5.0kg
出荷時梱包数：4個口（幕体•付属品 2、フレーム 2）

7772 本体価格 ｜ ¥285，000
避難生活用テントH2-ST
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屋根幕のあおり止めグランドシートに完全防水のPVCターポリンを採用。
バスタブ状なので雨水の浸水を防ぎます。

ウォール4面（8カ所）にフラップ付きのメッシュ窓を装
備。ウォールは1面幕で、4隅をファスナーで連結します。

雨風の浸入を防ぐ泥除け。頂上部分には前後2ヵ所、開閉式の換気機能が装備されています。 屋根幕は取付が簡単なワンタッチバックル式 各側面には中央に大きな出入口と開閉式の窓を左右2ヵ所装備。

受注生産品 ※納期はお問い合せください。

出入口を閉じた状態

※写真は避難生活用テントH４

■素材／屋根幕、ウォール、グランドシート：ポリエステルターポリン（防炎加工）、フレーム：支柱スチールパイプΦ31.8mm
■カラー／ホワイト（グランドシート：グレー）
■付属／ H4：アングル杭 4本、ピン 18本、3ポンドハンマー、張り綱 4本、幕体収納袋、杭袋
　　　　 H2：アングル杭 4本、ピン 16本、3ポンドハンマー、張り綱 4本、幕体収納袋、杭袋

避難生活用テント H4-ST、H2-ST  共通仕様

受注生産品 ※ 納期はお問い合せください。

5人用

10人用

14人用

535

330
200

535

535 535

535

災害時の避難生活や宿泊所・救護所等と多目的に利用できる。幕体には防炎加工が施され、二次災害の火災にも安心。

フレームは
ワンタッチタイプを採用

カートンケース

7741 本体価格 ｜ ¥40，000
■サイズ／ 210×210×170（軒高）×230（全高）cm
■重量／約 7.5kg
■素材／幕体：（屋根、側面幕一体型）ポリエステル 150d
　　　　側面部シルバーピグメントコート（防炎加工）
　　　　ポール：アルミ合金、グラスファイバー
■収納／ 102×27×18cm（カートンケース入り）
■カラー／ダークグリーン×アイボリー
■付属／張り綱、ペグ、収納袋
カートン入数：1

防災用マルチルーム

授乳施設や子供部屋に

トイレスペースとして更衣室として

診察室や相談室として
屋内・屋外

210 210 210

230 230
170

Emergency Supplies / Smoke Experience Tent

※スモークマシンは別途ご購入ください。

防炎製品

■電圧／ AC100V　■消費電力／ 1000W
■本体重量／ 7.7kg
■サイズ／長さ 41.7× 幅 19.8× 高さ 22.7cm
■消費スモーク液／毎時 1.8ℓ
■スモーク粒子サイズ／ 0.25～60ミクロン
■付属／リモートコントロールボックス、電源コード

スモークマシン（ロスコ1200）

出入り口煙を入れ始めた状態

STEP 1 STEP 2 STEP 3

240

360

7793-00 本体価格 ｜ ¥200，000煙体験テント2436
7793-50 本体価格 ｜ ¥230，000煙体験テント2436AL

4290 本体価格 ｜ ¥135，000

■サイズ／長さ 53.2× 幅 25.8× 高さ 31cm
■重量／ 5.5kg
■素材／合板（表面：ABS樹脂のラミネート）

スモークマシンケース
（ロスコ1200専用）

4296 本体価格 ｜ ¥42，500

■1ケース
　（1リットル 12本入）

スモーク液
スタンダード
4292
本体価格 ｜ ¥48，000

発煙機用ダクト

※
ボ
リ
ュ
ー
ム
調
整
が
で
き
、

　
連
続
発
煙
が
可
能
。

簡単設営＆撤収

煙体験テント2436  専用オプション

■サイズ／奥行360×間口240×高さ200cm 
■重量／幕体：約17.0kg、フレーム:（スチール）約25.5kg、（アルミ）約22.4kg、
　　　　カーテン（2枚）:約2.7kg 
■素材／幕体：ポリエステルターポリン・白（防炎加工）、塩化ビニール糸入り・透明（防炎加工）
　　　　カーテン：ポリエステルターポリン・白（防炎加工）
　　　　フレーム： 00 ［脚部］スチール角パイプ34×34mm＋28×28mm
　　　　　　　　  　 ［トラスバー］スチール角パイプ25.4×12.7mm、ホワイト粉体塗装
　　　　　　　　 50 ［脚部］アルミ角パイプ34×34mm＋28×28mm
　　　　　　　　  　 ［トラスバー］アルミ角パイプ25.4×12.7mm
■収納／フレーム：124×34×25cm
■カラー／ホワイト
■付属／幕体収納袋、フレーム収納袋
出荷時梱包数：2個口（幕体1、フレーム1）

○
○
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Sleeping Bag

適用
温度 ℃～15

適用
温度 ℃～10

適用
温度 ℃～6

適用
温度 ℃～2

■サイズ／200×85cm
■重量／約2.2kg　
■素材／［表地］ポリエステルタフタ（防水加工）
　　　　［裏地］コットンフランネル
　　　　［中綿］ポリエステル中空綿1.0kg
■収納／40×Φ26cm
■カラー／ブリティッシュグリーン　
■使用シーズン／スリーシーズン　
JANCODE：106107
カートン入数：6
カートンサイズ：53×45×69cm

Silcfill：ポリエステル中空綿・マイクロファイバー
◎保温性が高く、柔軟性と圧縮性に優れた中綿
◎羽毛のように柔らかく、さらに優れた乾燥性

SilcfillⓇ
22
cm

Φ12cm
ベルトに下げたり、持ち運びもかさばりません非常持出袋にも収納可能

※写真の色は現物と異なります

フィールド・ドリームDX-Ⅲ

DX-Ⅲの表地
（カツラギ織り）

DX-Ⅲの裏地

ST-Ⅲの表地

ST-Ⅲの裏地

ST-Ⅲの裏地上下分離機能による温度調節が可能

寒い時 暑い時 ファスナー開き止めは寒
い時期に便利

同じ品番のシュラフ同
士の連結が可能

枕カバー付きの収納袋
※枕は付属しません

ファスナー噛み込み防止テープと、
スムーズな開閉を促すタブコード

フィールド・ドリームDX-Ⅲ

フィールド・ドリームST-Ⅲ

1038 本体価格 ｜ ¥16，000
■サイズ／220×95cm　
■重量／約4.2kg　
■素材／［表地］T/C、［裏地］コットン、［中綿］ポリエステル
　　　　中空綿2.0kg（アッパー1,000g＋アンダー1,000g）
■収納／50×30×28cm
■カラー／ 50 プルシアンブルー
■使用シーズン／オールシーズン　
JANCODE： 50 103854
カートン入数：4　カートンサイズ：62×53×59cm

封筒型シュラフライトⅡ
1061 本体価格 ｜ ¥7，000

■サイズ／長さ200×上部70・下部50cm
■重量／約540g　
■素材／［表地］ナイロン（ダイヤモンドリップストップ）
　　　　［裏地］ナイロン
　　　　［中綿］ポリエステルマイクロファイバー150g
■収納／22×Φ12cm
■カラー／シャンパンゴールド×ネイビーブルー　
■使用シーズン／サマーシーズン　
JANCODE：107203
カートン入数：10
カートンサイズ：25×60×25cm

コンパクトシュラフUL
1072 ￥6,500（本体価格）

フィールド・ドリームST-Ⅲ
1037 本体価格 ｜ ¥14，000
■サイズ／220×85cm　
■重量／約3.2kg　
■素材／［表地］T/C、［裏地］コットン、［中綿］ポリエステル
　　　　中空綿1.4kg（アッパー700g＋アンダー700g）
■収納／44×28×28cm
■カラー／ 50 プルシアンブルー
■使用シーズン／スリーシーズン　
JANCODE： 50 103755
カートン入数：4　カートンサイズ：60×46×60cm

持ち運び便利なストラップコード付

収納に便利なパッキングロープ

足下からも開けられ、温度調節が可能

内側生地には肌ざわりの良いコットンフランネルを使用

コンプレッションベルト付き
収納袋。約540gの軽さと
500mlペットボトル2個分
の収納サイズで、災害の備
えとしてもかさばらず保管
できます

スライダー2個付きで下からの開閉も可能。
ブランケットやシーツ代わりにも使えます

3本のファスナーで、上下が分離できるサンドイッチ型の快眠シュラフ。季節に合わせて温度調節が可能で寝返りが楽にうてるビッグサイズです。

Emergency Furniture

収納時

■サイズ／50×32cm　■重量／300ｇ
■素材／[生地]：ポリエステルオックス150ｄPUコート
　　　　[クッション]：ポリウレタンフォーム
　　　　[収納袋]：ポリエステル
■付属／収納袋　■カラー／ブラック
■収納／18×Φ12cm
JANCODE：111309、カートン入数：24

インフレータブルピロー
1113 本体価格 ｜ ¥2，200

バルブ部分

3873 本体価格 ｜ ¥8，500
インフレータブルマット

■サイズ／約185×幅55×厚さ4.5cm　■重量／約1.5kg
■素材／[表地、裏地]：ポリエステルオックス150ｄPUコート
　　　　 [クッション]：ポリウレタンフォーム
　　　　 [バルブ]：プラスチック
　　　　 [収納袋]：ポリエステル
■付属／収納袋、補修用生地　■カラー／ブラック
■収納／約60×Φ20cm
JANCODE：387308 、カートン入数：6

アルミコンパクトベンチⅡ
1923 本体価格 ｜ ¥7，500
■サイズ／長さ109×幅34×高さ40cm
■重量／約2.6kg
■素材／［張り材］ポリエステル600d
　　　　［フレーム］アルミ合金
■収納／56×10×17cm
■カラー／ダークグリーン
■付属／収納袋
JANCODE：192308
カートン入数：4

折り畳んだ状態収納袋

約4.5cmの厚みでクッション性に優れ、床からの冷温を遮断します。アルミGIベッド対応サイズです。

クッション性に優れ、お好みの高さに調整できます。 コンパクトに収納でき、保管場所に困りません。

畳んだ状態 収納時

使用例

収納袋付き

マジックテープ固定で組み立て簡単

折りたたみ時

1983 本体価格 ｜ ¥14，000
アルミGIベッド ワイド

■サイズ／長さ205×幅75×高さ49cm
■重量／約7.1kg
■素材／張り材：ポリエステル600d、フレーム：アルミ合金
■収納サイズ／102×19×9.5cm
■カラー／ダークブラウン
■付属品／収納袋
JANCODE：198386

New

1982 本体価格 ｜ ¥12，000
アルミGIベッド

■サイズ／長さ193×幅66×高さ40cm
■重量／約6.35kg
■素材／張り材：ポリエステル600d、フレーム：アルミ合金
■収納サイズ／96×19×9.5cm
■カラー／ダークブラウン
■付属品／収納袋
JANCODE：198287

New
GI BED 共通仕様

GI BED

GI BED WIDE

耐荷重100kg

耐荷重100kg

耐荷重100kg
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排便袋 大型外袋

抗菌性凝固剤

排便袋 持ち運び袋

抗菌性凝固剤

使用方法イメージ

■重　量／約 2.1kg
■収納／ 51×14×14cm
カートン入数：6
カートンサイズ：54×44×31cm

■重　量／約 3.4kg
■収納／ 58×18×18cm
カートン入数：6
カートンサイズ：60×56×38cm

メッシュ付き
ベンチレーター 採光性の高い

クリアーコート

遮光性が高いシルバー
ピグメントコート

正面出入口を閉じた状態後面使用中の札 ペーパーホルダー

屋外でも使用できます。

※写真は、
　プライベートテントST -Ⅲ

後面にはメッシュ付き窓とメッシュポケット

災害用トイレ処理セット マイレットmini-10

カートンケース

7760 本体価格 ｜ ¥21，000 7763 本体価格 ｜ ¥26，000

■素材／本体：ポリエステル 75d、PUシルバーピグメントコート
　　　　（耐水圧 1,500mm）（本体のみ）
　　　　泥除け：ポリエステル 210d（耐水圧 800mm)
　　　　ポール：グラスファイバー
■カラー／■ダークグリーン×■アイボリー
■付属／ピン、張り綱、ハンマー、表示札、ペーパーホルダー、収納袋

ポータブルトイレ

※別売りの「災害用トイレ処理セット」の使用をおすすめします。

4401 本体価格 ｜ ¥10，000
■サイズ／［使用時］幅 46× 奥行き 42× 高さ 38cm
　　　　  ［収納時］幅 46× 奥行き 56× 厚さ 9cm
■重量／約 3.6kg
■素材／生地：メッシュ、ポリエステル
　　　　便座：プラスチック、フレーム：スチール
■付属／収納袋
カートン入数：4
カートンサイズ：49×39×58cm

4112 本体価格 ｜ ¥1，800
■セット内容／抗菌性凝固剤：7g×10袋
　　　　　　 排便袋（PE製黒）：10枚
　　　　　　 持ち運び袋（PE製白）：10枚
　　　　　　 ポケットティッシュ：2個
■重量／約 300g
■収納／約 135×50×180mm

災害用トイレ処理セット マイレットS-100
4113 本体価格 ｜ ¥15，000
■セット内容／抗菌性凝固剤：7g×100袋
　　　　　　 排便袋（PE製黒）：100枚
　　　　　　 大型外袋（PE製白）：10枚
　　　　　　 使用方法ポスター：1枚
■重量／約枚 2.4kg
■収納／約 240×170×185mm

プライベートテントLプライベートテントST-Ⅲ

110

110

110

130130

200
130

130

110

186

トイレ回数の計算方法  [ 4人家族×5日間分のトイレ備蓄を想定 ]

1人1日分あたりの
トイレの回数 1日あたり20回、 5日で100回5回 × =4人

耐荷重50kg

アルミカート50
7010 本体価格 ｜ ¥14，000

耐荷重125kg

荷台のプレートを開くと、収納されているタイヤも連動して開きます。プレートを閉じるとタイヤも自動的に収納されます。取っ手はボタンを押し、引き出すとロックされます。（長さ調節は一段階のみ）

■サイズ／［展開時］長さ43×幅39×高さ103cm
　　　　  ［荷　台］長さ33×幅38cm
　　　　  ［収納時］厚さ5×幅39×高さ60cm
■重量／約3.2kg
■素材／アルミニウム、耐衝撃・耐寒ポリプロピレン
■収納／60×39×5cm
JANCODE：701005、カートン入数：4

アルミカート125
7011 本体価格 ｜ ¥18，000
■サイズ／［展開時］長さ50×幅50×高さ109cm
　　　　  ［荷　台］長さ33×幅49cm
　　　　  ［収納時］厚さ6×幅49×高さ77cm
■重量／約5.2kg
■素材／アルミニウム、耐衝撃・耐寒ポリプロピレン
■収納／78×50×7cm
JANCODE：701104、カートン入数：4

耐荷重200kg

搬送時、身体を固定するための
2本のバックル付きベルト。

握りやすいハンドルグリップを
6ヵ所に装備。

荷重を分散するショルダー
ベルト（パッド付）

コンパクトに収納
（背負いベルト付）

4234 本体価格 ｜ ¥30，000
ハンディストレッチャーⅡ

■サイズ／長さ 185× 幅 60cm　■重量／約 3.0kg 
■素材／寝台側生地：ポリエステルターポリン（防炎加工）
　　　　地面側生地：綿帆布 8号（防水加工） 
　　　　インナーパッド：発泡ポリエチレンシート
　　　　収納袋：ナイロン 210d 
■収納／ 22×22×70cm
■付属／収納袋

寝台側には汚れが簡単に拭き取れる
ターポリンを採用。

地面側の生地には擦れに強い綿帆布を採用。
周囲、中間に50mm巾の補強ベルト逢着。

災害時や救急時の病人・ケガ人をラクに搬送できる機能が充実
手にフィットするハンドルグリップや荷重を分散するショルダーベルトによって、負荷が軽減されます

収納袋付き

折り畳んだ状態折り畳んだ状態

[Low] [Low]

[High] [High]

収納袋付き

耐荷重10kg1937 本体価格 ｜ ¥13，000
■サイズ／長さ120×幅60×高さ70・38cm
■重量／約5.6kg　
■素材／［天板］プリント合板、［フレーム］アルミ合金
■収納／63×63×7.5cm
JANCODE：193701、カートン入数：2

フォールディングテーブル
耐荷重10kg1938 本体価格 ｜ ¥16，000

■サイズ／長さ180×幅60×高さ70・38cm
■重量／約9.0kg　
■素材／［天板］プリント合板、［フレーム］アルミ合金
■収納／63×49×14cm
JANCODE：193800、カートン入数：1

フォールディングテーブルロング

10回分

100回分

Emergency Supplies
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Water Tank Stand

4211 本体価格 ｜ ¥85，000
■サイズ／幅 140× 奥行 140× 高さ 21cm
■重量／約 5.5kg 
■素材／ PVCターポリン無毒加工
■収納／ 49×55×9cm
■カラー／ブルー
■付属／ゴムバンド、収納袋
※ 出荷時梱包数 :１個口
　 梱包サイズ :65×53×10cm(PE包装 )

ウォータータンク350L車載型

4281 本体価格 ｜ ¥850，000
■サイズ／幅 185× 奥行 180× 高さ 90cm
■重量／約 107kg
■耐荷重／ 5,000kg
■素材／本体：アルミ
■カラー／シルバー  
■梱包サイズ／
　脚部（梱包数 :2個）：30×95×90cm（1梱包あたり）
　天板（梱包数 :4個）：95×90×5cm（1梱包あたり）
　エンドキャップ（梱包数 :1個）：9×90×7cm
　出荷時梱包数 =7個口

架台S
（4221・4222・4200・4201用）

架台M
（4221・4222・4223・4200・4201・4202・4203用）

4282 本体価格 ｜ ¥1，700，000
■サイズ／幅 275× 奥行 270× 高さ 90cm
■重量／約 226kg
■耐荷重／ 5,000kg
■素材／本体：アルミ
■カラー／シルバー 
■梱包サイズ／
　脚部（梱包数 :6個）：15×95×90cm（1梱包あたり）
　天板（梱包数 :9個）：95×90×5cm（1梱包あたり）
　エンドキャップ（梱包数 :1個）：9×90×7cm
　出荷時梱包数 =16個口

140

140

21Φ8

Φ40受注生産品 ※ 納期はお問い合せください。

収納袋

※文字入れはP.80を参照してください

※商品は架台のみとなります。
※写真は架台S（タンクは組立式ウォータータンク1000L）

※商品は架台のみとなります。
※写真は架台M（タンクは自立式ウォータータンク3000L）

災害時用貯水タンクを載せる架台です。コンパクトになり収納場所にも困りません。

※写真はイメージです

ウォーター
タンク

ウォーター
タンク

180

90

185

ウォーター
タンク

ウォーター
タンク 270

90

275

災害時に軽トラックへ積載し運搬が可能。
コンパクトに収納することができ保管・備蓄に最適。

積載イメージ

Water Tank

組立式ウォータータンク

災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。フレームを使用することで水位が
低くても形が崩れません。また開口部が大きくなるため、水のくみ出しなど楽に行え
ます。付属のグランドシートを下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。受注生産品 ※ 納期はお問い合せください。

■素材／本体：PVCターポリン無毒加工
　　　　グランドシート：PPクロス
　　　　フレーム：スチールパイプΦ31.8（mm）
■カラー／ブルー
■付属／グランドシート、収納袋 ×2
出荷時梱包数 =１個口

径

高さ

1000L･1500L･2000L

※組立式カバー　素材／ＰＶＣターポリン無毒加工
※給水バルブの取り付けは別途承ります。

Φ138×高さ92cm

Φ164×高さ92cm

Φ188×高さ92cm

Φ138×高さ13cm

Φ164×高さ13cm

Φ188×高さ13cm

約14.8kg

約17.3kg

約19.0kg

約1.9kg

約2.5kg

約3.0kg

グランドシート（180×180cm）付き

グランドシート（240×240cm）付き

グランドシート（240×240cm）付き

─

─

─

品 番 品 名 重 量サイズ 本 体 価 格 備 考

97×61×25cm

97×61×25cm

97×61×25cm

─

─

─

梱包サイズ（カートン）

￥110,000

￥125,000

￥140,000

￥17,000

￥22,000

￥24,000

4221

4222

4223

4226

4227

4228

組立式ウォータータンク 1000L 
組立式ウォータータンク 1500L 
組立式ウォータータンク 2000L 
組立式1000L用カバー
組立式1500L用カバー
組立式2000L用カバー

カバーをした状態（別売り）給水用ホース

自立式ウォータータンク

径

高さ

500L･1000L･2000L･3000L

径

高さ

5000L･10000L

Φ120×高さ69cm

Φ160×高さ65cm

Φ200×高さ90cm

Φ240×高さ110cm

Φ260×高さ140cm

Φ370×高さ130cm

約6.0kg

約10.0kg

約16.0kg

約22.0kg

約40.0kg

約60.0kg

カバー･グランドシート（160×160cm）付き

カバー･グランドシート（240×240cm）付き

カバー･グランドシート（240×240cm）付き

カバー･グランドシート（300×300cm）付き

カバー･グランドシート（360×360cm）･コック式給水バルブ･給水ホース付き

カバー･グランドシート（450×450cm）･コック式給水バルブ･給水ホース付き

品 番 品 名 重 量サイズ 本 体 価 格 備 考

¥100,000

￥145,000

￥185,000

￥290,000

￥500,000

￥750,000

4200

4201

4202

4203

4204

4205

77×50×40cm（カートン）

75×70×40cm（カートン）

75×70×40cm（カートン）

90×70×50cm（カートン）

約60×75×40cm (ベール梱包)

約100×80×50cm (ベール梱包)

梱包サイズ

ウォータータンク 500L 
ウォータータンク 1000L 
ウォータータンク 2000L 
ウォータータンク 3000L  
ウォータータンク 5000L 
ウォータータンク 10000L 

■素材／本体・カバー：PVCターポリン無毒加工
　　　　フロート：EVA発泡体
　　　　グランドシート：500L・1000L･2000Ｌ･3000L：PPクロス、
　　　　　　　　　　  5000L･10000Ｌ：ポリエステル帆布
■カラー／ブルー　■付属／グランドシート
出荷時梱包数 =１個口

災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単
です。付属のグランドシートをタンクの下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。

5000L・10000L共通

500L・1000L・2000L・3000L共通受注生産品 ※ 納期はお問い合せください。

受注生産品 ※ 納期はお問い合せください。 受注生産品 ※ 納期はお問い合せください。※500L・1000L・2000L・3000Lへの給水バルブの取り付けは別途承ります。

※写真は1000L

※写真は2000L ※写真は5000L

カバーをした状態

給水用ホース２m

給水バルブ（コック装着）

ホースでポリタンクに給水する様子

厚生労働省告示第201号（食品、添加物等の規格基準・器具又は容器包装の規格試験法）合格素材使用

9190


	80_Moji,Index
	82_EmergencyAirTent_b
	84_EmergencyTent,Supplie,Smoketent
	86_SleepingFurniture,Sleepingbag
	88_EmergencySupplies
	90_WaterTank_TankStand



