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送電塔2本が倒れる ゴルフ練習場の鉄柱が民家に倒れる 

暴風での 
被害は多数… 

最大瞬間風速57.5 m/sを観測 

※平年値は1981年～2010年の30年平均 

10月は8月、9月に次いで 
台風発生数が多い。10月も 
まだまだ油断できません！ 

宮崎県延岡市で 
発生した突風で、 

飛ばされた貨物コンテナと 
倒れた鉄塔 

最大瞬間風速45 m/sを観測 



100-3568 
お申込番号 

1,200円（税抜） 

※こちらは1枚での価格です。 
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吸水土のう 不織布スピードタイプ 

土のう袋 48cm×62cm 1パック（10枚） 

831-5922 
お申込番号 

529円（税抜） 

●吸水後重量：20kg 
●吸水前本体寸法：縦400×横600×厚さ5mm 
●吸水後寸法：縦400×横500×厚さ100mm 
●吸水時間：2分 
●仕様：吸水性ポリマー、不織布 
※この商品は10枚単位での販売となります。 
 （注文数10と入力。） 
※海水では使用できません。 

●サイズ：縦620×横480mm 
●付属品：しぼりロープ付 
●材質：ポリエチレン（PE） 

 パイオラン台風防災用テープ 

●粘着力：4.4N/10mm ●仕様：手で切断可能 
●使用温度範囲：常温 ●色：クリア 
●サイズ：幅50mm×長さ25m×厚み0.16mm 
●基材：ポリエチレンクロス ●粘着剤：アクリル系 

835-0355 
お申込番号 

425円（税抜） 

セキュアグリップフィルム 

831-7272 
お申込番号 

3,500円（税抜） 

●サイズ：幅0.3m×長さ0.4m×厚み0.203mm 
●色：クリア 
●材質：ポリエステル 
●仕様：UVカット 
●セット内容：ヘラ、防犯シール×2、リーフレット各1 
※直射日光が当たる場所の熱線吸収硝子・網入り   
  ガラスなどに希に熱割れが生じる場合があります。 

太陽熱大幅カットで 
エアコンの負担を減らし、 
省エネ効果も！ 
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エコレインマット 600×900mm 

傘ぽん KP-99 傘袋600枚付 

●サイズ：W288×D338×H840mm 
●重量：7kg 
●傘袋セット枚数：600枚 
●材質：《本体》ステンレス焼付塗装 
      《ヘッド》ABS樹脂、《ボード》ポリエチレン  
●付属品：傘袋600枚、インフォメーションボード  

063-5653 
お申込番号 

90,286円（税抜） 

上から傘を入れて手前に引くだけ！ 
スピーディーに装着できるため、お客様の流れを止めません。 

ワンタッチ 
操作！ 雨水を 

シャットアウト 

電源不要 

楽々 
メンテナンス 

サービスの充実で 
お店やエントランスの 
イメージアップにも！ コードによるつまずき、 

漏電の心配ゼロ！ 

ステンレス製のため 
錆びにくく、耐久性も◎ 

●サイズ：タテ600×ヨコ900mm 
●厚さ：約10.1mm  
●材質：《表面》ポリエステル（原着ポリエステル、再生PET） 
      《裏面》軟質塩化ビニール 

色 お申込番号 価格（税抜） 

グレー 356-2482 
7,028円 

グリーン 356-2468 

レッド 356-2475 7,408円 

《グレー》 

《レッド》 

《グリーン》 

設置例 

繊維部分に再生PETを 
使用している為、環境に優しい 

※レッドのみお取り寄せ品となっております。 

スリップや 
転倒事故防止 

表面形状 

カタログ掲載ページ 
Vol.41 P.1137 

カタログ掲載ページ 
Vol.41 P.1141 
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フロアサインスタンド 足元注意・すべりやすく 

006-8805 
お申込番号 

3,800円（税抜） 

●サイズ：奥行329×高さ604×幅310mm 
●色：イエロー 
●表示内容：足元注意・すべりやすくなっております 
●間口：310ｍｍ 
●折りたたみ時の厚み：28ｍｍ 
●仕様：両面表示、開き止めロック付 
●材質：《本体》ポリプロピレン 

転倒防止の注意喚起に！ 

吸水ローラー ミニ 

567-6967 
お申込番号 

7,950円（税抜） 

●サイズ：約W480×D100×H170mm 
●重量：約800g 
●材質：《フレーム》ステンレス 
      《樹脂部》ポリエチレン 
      《スポンジ》ビスコーススポンジ 

●サイズ：H1110～1800mm 
●重量：550g 
●色：ホワイト 
●材質：《ヘッド・グリップ》ポリプロピレン 
      《柄》アルミパイプ、《ソフトグリップ》NBR・PVC 

260-2271 
お申込番号 

2,218円（税抜） 

屋外・屋内を問わず、 
素早い水処理に活躍◎ 

FXハンドルモップ アルミ伸縮柄 ホワイト 

景観を損なわない 
スタイリッシュな清掃アイテム！ 

被害が無いかを確認 

 職場の一部分が壊れていないかしっかり確認！ 
 また浸水などしていないか要チェック 

移動中に注意！ 

 ごみや木の枝など散らばっている可能性あり！ 

飛んできたゴミのお掃除！ 

 掃除はしっかりと！ごみ処理して見映えよく！ 

1 
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カタログ掲載ページ 
Vol.41 P.900 

48cm 



明るい 
LEDライト付！ 
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■ 内閣府防災（@CAO_BOUSAI） 

■ 東京都防災(@tokyo_bousai) 

■ 警視庁警備部災害対策課（@MPD_bousai） 

■ NHK生活・防災（@nhk_seikatsu） 

■ Twitter Lifeline（@TwitterLifeline） 

太知ホールディングス 手回し充電備蓄ラジオ 

568-8083 
お申込番号 

4,000円（税抜） 

災害対策のひとつとして大切なのが、「停電への備え」 
2018年9月6日に発生した「北海道胆振東部地震」では、 
火力発電所が停止し、需給バランスが崩れたことが原因で、 
ブラックアウト（大規模停電）が起こりました。 

市内のこのエリアが 
停電している！ 

この道路が 
陥没している ローカル情報を収集するとき、 

とても役立つのがSNSです！ 

知らない誰かの「つぶやき（投稿）」でも、気軽に見ることができます。 

「地震」「停電」や自分の住んでる地名など、知りたいキーワードで検索す

ると、同じ状況に陥っている人々の投稿から、有益な情報が得られるかもしれません！ 

防災情報を発信する 

公式アカウントがあります。 

日頃から、こうしたアカウントを 
フォロー（登録）し、 
不確かな情報には 

振り回れないようにしましょう。 

一方で、気をつけなければ 
いけないのが「デマ」の存在。 

災害時には必ずといっていいほど、 

悪質な「デマ」が広まります。 

●サイズ：W105×D37×H60mm 
●質量：165g ●材質：ABS樹脂 
●電源：手回し充電 
●電池持続時間：《ラジオ》約15分、《ライト》約10分 
●仕様：スーパーキャパシタ、AM/FMラジオ対応、 
       携帯電話・スマートフォンに充電可能 
●使用光源：高輝度白色LED 
●付属品：スマートフォン接続コード×1、 
        携帯電話接続プラグ×1、ストラップ×1 

スマートフォンなど携帯電話の 
充電ができるUSB端子 

さすだけ充電ラジオライト ブラック 

●サイズ：W165×D65×H58mm 
●受信周波数：[AM]540～1600kHz、[FM]76～108MHz 
●スピーカー：直径4cm、丸型8Ω、1個 
●電源：《充電式電池》DC3.6V、300mAh、《乾電池》DC4.5V 
●機能：手回し充電、USB充電、スマートフォン・携帯電話充電、 
      ラジオ（ワイドFM対応）、サイレン、LEDライト、USBポート（出力）、 
      Micro USBポート（入力）、ヘッドホンジャック 
●付属品：Micro USBケーブル 

462-6330 
お申込番号 

3,980円（税抜） 

情報収集に必要な 
携帯電話の充電に！ 
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サイズ お申込番号 価格（税抜） 

約1.7×1.7m ①260-4152 460円 

約1.7×2.6ｍ ②260-4169 650円 

約2.6×3.5ｍ ③260-4176 1,050円 

約3.5×5.3m ④260-4183 1,850円 

約5.3×7.1m ⑤260-4190 2,640円 

約9.8×14.9m ⑥568-2470 28,000円 

約14.6×14.9ｍ ⑦568-2487 40,000円 

約14.6×19.9ｍ ⑧568-2494 52,000円 

約19.5×19.9ｍ ⑨568-2500 70,000円 

●材質：《シート》ポリエチレン、《ハトメ》アルミニウム 
●ハトメピッチ：《①～⑤》約900mm、《⑥～⑨》約1m 

ブルーシート#3000 

カタログ掲載ページ 
Vol.41 P.596 

屋根からの 
雨漏り対策にも！ 

防音型インバータ式発電機 

101-9576 
お申込番号 

232,500円（税抜） 

●定格交流出力50/60Hz：100V-2.0kVA 
●定格直流出力：12V-8A 
●騒音値：54.5～61dB ●タンク容量：6L 
●連続運転時間(1/4負荷～定格負荷)：8.6～5.0h 
●全長：全長527×全幅419×全高461mm 
●仕様：周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付 
      エコノミーコントロール付、リコイルスタータ、オートデコンプ 
●日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品 
※こちらの商品は、お届けするトラックの車上での引渡しとなります。   
  商品によってはクレーン・フォークリフト等が必要となる場合が 
  ございます。 

並列機能装備で、 
同モデル2台つなげて 

最大3.8kVAの出力を 
得ることが可能！ 

充電式ランタン 14.4V 

●電源：DC14.4V 
●使用時間：約7.5ｈ(3000mAh電池パック使用時) 
●照度：370ルクス 
※電池、充電器は付属していません。 

009-6297 
お申込番号 

3,063円（税抜） 
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●サイズ：《使用時》約W24×D30×H27cm、 
       《収納時》約W24×D22×H14cm 
●重量：約400g 
●材質：LDPE、EVA 
●容量：約16L 

165-0413 
お申込番号 

1,380円（税抜） 

抗菌広口水コン16 

内側が洗えるから 
衛生的 

氷がガバッと入る 
注ぎやすい 
コック付き 

たたんだ状態は 
こちら！ 

湯わかしBOX基本セット 

●使用期限：製造後6年 
●セット内容：湯わかしBOX本体×1個、 
                  アルミミナフォーム製保温袋×1枚、 
            専用発熱剤×2個、ファスナー袋×1個、 
            キャップ付スパウト袋×1個 

831-5778 
お申込番号 

1,880円（税抜） 

詳しい使い方はこちら！ 

A4サイズの 
コンパクトサイズなので、 
防災用避難袋に 
収納できます。 

袋式トイレ（100回分） 

●箱サイズ：W139×D317×H260mm 
●セット内容：10枚重ね便袋×10袋（100回分） 
         凝固剤（抗菌・消臭性）×100個  
         回収袋×10袋、取扱説明書ポスター×10枚 
●材質：《便袋》PE、《凝固剤（抗菌・消臭性）》吸水ポリマー、 
      《ケース》段ボール 

464-6499 
お申込番号 

12,000円（税抜） 

セット内容 

カタログ掲載ページ 
Vol.41 P.937 


