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健康器具 ・ 用品 HEALTH GOODS

●2人分の測定結果を90回記録
（最高・最低血圧値・脈拍数、温度、日時）
●直近の測定結果2回分の平均値を表示（平均値表示）
・本体サイズ：約144×93×57mm
・本体重量：約228g
・医療機器認証番号：227AABZX00085000

●1人分の測定結果を90回記録
（最高・最低血圧値・脈拍数、温度、日時）
●直近の測定結果2回分の平均値を表示（平均値表示）
●持ち運びできるコンパクトな手首式（ケース付き）
・本体サイズ：約28×65×87mm
・本体重量：約125g
・医療機器認証番号：227AABZX00086000

●ワンランク上の機能とデザインを兼ね備えた体組成計
●強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン
●立てかけ収納OKで乗るピタ機能付き
・商品寸法：297×25×210mm
・商品重量：約1.4㎏（電池含む）

●世界初！！全身＋左右両腕両脚の筋質点数を表示
●高精度デュアル周波数測定と部位別測定を搭載した
　タニタ最高峰モデル
・本体サイズ：幅310×高さ33×奥行274mm
・本体質量：約1.3kｇ(電池含む)

●一目で傾向がわかるWHO血圧分類表示
●エムカフ（特許技術）で測定精度が違う
・本体サイズ：64×88×26.4mm
・本体重量：約100ｇ（乾電池除）
・医療機器認証番号：230AGBZX00021000

●日本製。開発〜製造〜メンテナンスまで一貫して国内管理
●使いやすさ重視のコンパクトデザイン
・本体重量：約35g（電池含まず）
・本体サイズ：40×113×113mm
・医療機器認証番号：302AGBZX00100000

●ファジー制御加圧
脈派にあわせて加圧をすることにより、無駄な加圧をなくし
測定を快適にします。
・本体サイズ：127.3×96×162.3mm
・本体重量：約331g（付属品含まず）
・医療機器認証番号：226AFBZX00161000

タニタ血圧計（上腕式）ニッセイ上腕式デジタル血圧計

欧州高血圧学会（ESH）の定める測定精度の試験に合格 2つの業界初（低室温お知らせ機能、2ステップで簡単装着・クリップアームカフ）

やさしくクリップ、カンタン測定

商品番号／1-1（もしくは同等品）

パルスオキシメータ ニッセイ手首式デジタル血圧計タニタ血圧計（手首式）

タニタ 体組成計 インナースキャンデュアルタニタ 体重体組成

大きな文字で測定結果わかる（13㎜）

iPhone・Androidスマートフォンと連携 PM2.5対応

業界初・低室温お知らせ機能

ボタンを押さずにかんたん乗るだけ測定

商品番号／1-3
（もしくは同等品）

商品番号／1-2
（もしくは同等品）

商品番号／1-6
（もしくは同等品）

商品番号／1-4
（もしくは同等品）

商品番号／1-5
（もしくは同等品）

商品番号／1-7
（もしくは同等品）

NEW

NEW

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

タービュランス空気清浄機

●大きいフロントで、パワフルに吸い込む！
●高速回転で、すばやく浮遊物質をキャッチ！
・外形寸法：幅50.2×奥行き16×高さ43.4cm（本体厚さ11.7cm）
・質量：（重量）5kg

商品番号／1-8
（もしくは同等品）



位

位

位

6位 ストップウォッチ
5.7% 5位 ハンズフリー拡声器 6.0%

2位 使い捨て式防じんマスク
　　活性炭入り(10枚入)
14.4%

3位 フルシャットマスク
　　活性炭入り(50枚入)
7.7%

4位 作業灯 LEDスティックライト
6.4%

7位 救急セット
5.6%

その他
26.5%

1位 ニッセイ皮膚赤外線体温計
15.0%

8位 使い捨て式防じん
　　マスク(20枚入)
5.4%

9位 特定小電力
　　トランシーバーAタイプ
3.7%

10位 熱中症計(置型)
3.6%
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HEALTH GOODS

●センサーを額に向け、ボタンを押して約1秒で測定
●バックライト付きの大型表示
・本体サイズ：幅49×高さ129×奥行39mm
・本体質量：90g
・医療機器認証番号：301AFBZX00069000

●エチケットシリーズ：手軽に飲酒エチケット
●飲酒時やその後のエチケットを気にされる方
●スマートに飲酒をしたい方
・本体サイズ：17×32×105mm
・本体重量：約31ｇ（電池含まず）

●呼気中のアルコール濃度を0.01ｍｇ単位で高精度に表示
●センサー交換式なのでずっと使えます
・本体サイズ：145×42×24mm
・本体重量：約130ｇ（電池含む）

●熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示
●２４時間以内の最低/最高値（温度・湿度）表示機能
●高精度センサー搭載
・本体サイズ：105×145×24mm
・本体重量：210ｇ

手軽にスマートに呼気チェック プロ仕様で高精度 熱中症予防必須品

触らず清潔に温度の測定ができる体温計

商品番号／2-4
（もしくは同等品）

ニッセイ 皮膚赤外線体温計
手をかざすだけで自動でミストが出る

商品番号／2-5
（もしくは同等品）

商品番号／2-6
（もしくは同等品）

商品番号／2-1
（もしくは同等品）

アルコールチェッカー　Aタイプ アルコールセンサー　Bタイプ 熱中症計（置型）

非接触体温計

令和2年度
健康増進事業

購入数
BEST 10

令和 2 年度のベストテンは、新型コロナウイルスの影響もあり、赤外線体温計が 1 位、2 位・
3 位・8 位にはマスク商品がランクインしております。また、例年通り LED スティックライ
トや、ストップウォッチもランクインしており根強い人気商品となっております。

ランキングには入っておりませんが、簡易トイレやその他防災用品のご要望も非常に増え
あと一歩でランクインのところまで迫っています。

（もしくは同等品）
商品番号／2-2

使い捨て式防じんマスク活性炭入り(10枚入)
●活性炭入り
●DS2合格防じんマスク

フルシャットマスク活性炭入り(50枚入)
●花粉などの細かいチリ（約30μm）を99%以上　
　捕集できます。

ニッセイ皮膚赤外線体温計
●額で触れずに測定するので、衛生的です
●距離センサを搭載し適正な距離で測定を実施
●安心と信頼の日本製

作業灯 LEDスティックライト
ハンズフリー拡声器
ストップウォッチ
救急セット
使い捨て防じんマスク(20枚入り)
特定小電力トランシーバー Aタイプ
熱中症計(置型)

1位

位

4位

5位
6位

7位
8位
9位

10 位

位2
3

NEW

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

●額で触れずに測定するので、衛生的です
●距離センサを搭載し適正な距離で測定を実施
●体温の他、物体測定モードで食品などの温度測定が可能
●安心と信頼の日本製
・本体重量：約58g（電池含まず）
・本体サイズ：215×62×60mm
・医療機器認証番号：303AFBZX00013000

NEW

いつでも一定の距離（約4㎝ )で約１秒で測定

●アルコールミスト用
●自動センサー　本体に触れないので衛生的
●コンパクトなのに大容量　約450ml
●吐出量調整可能　ミスト量を2段階調整できる
●乾電池式　単3形アルカリ電池4本

オートミストディスペンサー

商品番号／2-3
（もしくは同等品）
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トレーニング用品 SPORTS GOODS

足を乗せている時間が、歩く力のトレーニングになる。

手を鍛える。未来をつかむ。

水の動きで、身体を変える。

肩甲骨まわりをストレッチし、
筋肉を緩めて本来あるべき状態へ。

コンパクトなボディに振動機能を搭載。

ゴムの反発を利用して、効果的な筋肉
トレーニングをサポート。

トレーニングの基本となる
腕立て伏せを、より効果的に。

シックスパッド フットフィット2

商品番号／3-4
（もしくは同等品）

商品番号／3-7
（もしくは同等品）

商品番号／3-5
（もしくは同等品）

商品番号／3-1
（もしくは同等品）

商品番号／3-8
（もしくは同等品）

商品番号／3-6
（もしくは同等品）

商品番号／3-9
（もしくは同等品）

＜特長＞
足裏からふくらはぎ、歩行を支える筋肉に効率的にアプローチ。
テレビを見たり、本を読んだり、いろいろなことをしながら歩く力のトレーニングができます。また、新モデルは新たにウォー
キング・プログラムを搭載。歩いているような体感が得られます。

・1日1回23分…簡単に使える、持ち運べる。※ウォーキング・プログラムは20分。
・ジェルシート不要の導電性ゴムを採用。…裸足になり、足を乗せてそのまま使用できます。
・リモコン付き…手軽にリモコン操作が可能。一時停止機能がついています。
・軽量・コンパクト…約1.3kgと軽量でコンパクト。持ち手があるのでラクに持ち運びができます。
・ロッキング構造…通電時、足の動きに合わせて本体が前後に追従し、傾く構造でトレーニングをサポートします。
・ご購入後、すぐにお使いいただけます。…お試し用単3形アルカリ乾電池を4本　※レベル8で1日1回ご使用の場合、約2 ヶ月（約

60回）お使いいただけます。※付属の電池はお試し用のため、左記回数ご使用いただけない場合があります。
・付属品：クリーンクロス、取扱説明書、保証書、お試し乾電池︵本体用：単3形アルカリ乾電池4本・リモコン用：コイン電池
（CR2025）1枚︶

・サイズ（幅×奥行×高さ）：約335×330×110mm
・材質：本体：ABS樹脂、ポリアセタール、メタクリルスチレン、合成ゴム、エラストマー　リモコン：ABS樹脂、PET、ステンレス
・重量：約1,280g

＜特長＞
テレビを見たり、仕事の合間に「手指」をトレーニング。
つまむ、つかむ、持ち続ける。手の動きを支える3つの力に
効率的にアプローチ。
電気刺激によるEMSトレーニングと、振動によるハンドス
トレッチの2ステップ。
どこでも使える充電式。
・サイズ（幅×奥行×高さ）：約68×68×62mm
・重量：約145g

＜特長＞
水を入れて動かしたり止めたりすることで、体幹にアプロー
チ。コントロールが難しい水の動きを利用し、予測できな
いバランス、タイミング、負荷で意識しにくい筋肉まで効
率的にトレーニング。

・サイズ（長さ×直径）：約750×166mm
・重量：約1,100ｇ（水が入っていないとき）
・材質：本体：PVC　ハンドル：TPE

＜特長＞
いつでもどこでも、筋肉トレーニングをサポート。
快適にトレーニングできる、滑りにくいラバー素材を採用。
さまざまなトレーニングに応用しやすい、取っ手のないシ
ンプルな形状。

・サイズ（周長×奥行×高さ）：約2,080×22×4.5mm

＜特長＞
肩の可動域が広がることで、より効果的な腕立て伏せが可
能。
握りやすいグリップを採用し、トレーニングをサポート。
シンプルでスタイリッシュなデザイン。

・サイズ（幅×奥行×高さ）：約125×225×130mm
・重量：約660g（2個）
・材質：ニトリルゴム、鉄、ポリプロピレン

＜特長＞
上に仰向けになることで、こり固まった筋肉のストレッチ
をサポート。
仰向けで上に乗った時に、ストレッチ効果が得られやすい
高さに設定。
ストレッチに適した、強度と反発性に優れた芯材を採用。
お手入れしやすい素材を採用。

・サイズ（長さ×直径）：約900×150mm
・重量：約700g

＜特長＞
最大 3000回／分の振動機能を搭載。表面の凸凹がストレッ
チをサポートし、筋肉に心地よくアプローチ。
気になる部位に押し当て、前後左右に動かすことにより、
ストレッチをサポート。
お好みで選べる、4種類のモード設定。
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。
充電式でどこでも使用可能。

・サイズ（長さ×直径）：約315×85mm
・重量：約840g
・材質：EVA、ABS樹脂

シックスパッド ハンドパルス

シックスパッド ウォーターウェイト

シックスパッド ボディポール

シックスパッド パワーローラー S

シックスパッド トレーニングバンド

シックスパッド プッシュアップバー

シックスパッド トレーニングセットA （3品で1セット）

シックスパッド トレーニングセットB （3品で1セット）

シックスパッドトレーニングセットは単品でも購入可能です

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

NEW

商品番号／3-2

商品番号／3-3

NEW

NEW

次のような方はお使いいただけませんので、ご注意をお願いいたします。
○ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器を使用している方
○心臓疾患のある方、またはその疑いがある方（心臓に痛みや動悸などの違和感を感じる方等）
○静脈血栓症の方、またはその疑いがある方
○脚部にボルト等の金属を埋め込んでいる方
※その他の注意事項は、ご注文時にご確認ください。

次のような方はお使いいただけませんので、ご注意をお願いします。
〇ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器を使用している方
〇心臓疾患のある方、またはその疑いがある方（心臓に痛みや動悸などの違和感を
　感じる方等）
〇手にボルト等金属を埋め込んでいる方
※その他の注意事項は、ご注文時にご確認ください。

（もしくは同等品）（もしくは同等品）（もしくは同等品）（もしくは同等品）
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SPORTS GOODS

商品番号／4-9
（もしくは同等品）

商品番号／4-11
（もしくは同等品）

商品番号／4-10
（もしくは同等品）

商品番号／4-12
（もしくは同等品）

商品番号／4-13
（もしくは同等品）

・測定範囲／
5.0 〜100.0kg

・表示／液晶４桁
0.1kg単位 オート
パワーオフ機能
最終測定終了後約１分

・電源／単４乾電池２本
・連続使用時間／約100時間
・寸法／約154（W）×235（D）×62（H）mm
・質量／約0.68kg

・測定範囲／
20.0 〜300.0kg

・表示／液晶４桁
0.5kg単位 オート
パワーオフ機能
最終測定終了後約１分

・電源／単４乾電池２本
・連続使用時間／約100時間
・寸法／約315（W）×315（D）×328（H）mm
・質量／約3.7kg

・測定範囲／10.0 〜80.0cm
・表示／液晶３桁　0.1cm単位 オートパワー

オフ機能 最終測定後約１分
・電源／リチウム電池内蔵
・連続使用時間／約5,000時間
・寸法／約160（W）×172（D）×817（H）mm
・質量／約0.7kg

・測定範囲／
ベルトの高さ
110cmで5 〜99cm

・表示／液晶2桁　1cm単位 オートパワー
オフ機能 最終測定後約１分

・連続使用時間／約5,000時間
・電源／リチウム電池内蔵
・寸法／本体約137（W）×35（D）×80（H）mm
・ゴム板／直径　約380mm 厚さ　約3mm
・質量／本体　約0.2kg
・ゴム板／約0.4kg

・測定範囲／－20.0 〜＋35.0cm
・表示／液晶３桁　0.1cm単位 オートパワー

オフ機能 最終測定後約１分
・電源／リチウム電池内蔵
・連続使用時間／約5,000時間
・寸法／約292（W）×397（D）×605（H）mm
・質量／約1.3kg

デジタルジャンプメーター

デジタル握力計 デジタル背筋力計 デジタル上体そらし計 デジタル前屈計

体力錬成器具セット

●体力錬成器具
商品番号／4-8（商品番号4-9〜4-13で1セット）

★おもり付
●クロロプレンゴム製ベルト

使用で体にフィット
・素材：本体／ナイロン・

クロロプレンゴム
おもり／砂鉄

・重量：本体／約500g
おもり／380g×25個
おもり全て装着の場合の
全体質量約10kg

・台湾製

アイシングセット ウエイトジャケット

懸垂マシンランニングマシンイージーエクサ　ツイスト＋

バランスディスク
運動後のクールダウンに最適 体幹、下半身の強化用のトレーニンググッズ

簡単ストレッチを手助け時速16kmで走れる本格的なランニングマシン1台で多彩なエクササイズ

日頃使われない筋肉を活性化！

・アイシングパックＭ ×3
・アイシングパックL ×3
・アイスマット×5

（もしくは同等品）商品番号／4-4
（もしくは同等品）
商品番号／4-5

●一部の筋肉に負担を集中させることを防ぎ、運動能力を
向上させます。

・サイズ：直径約33cm×厚さ約7cm
・素材：ポリ塩化ビニル製
・台湾製

（もしくは同等品）商品番号／4-6

バックスタイル 裏

商品番号／4-3
（もしくは同等品）

商品番号／4-2
（もしくは同等品）

商品番号／4-1
（もしくは同等品）

●腹筋とツイストエクササイズが同時に可能
・本体サイズ：W550×D630×H450mm
・折畳サイズ：W550×D630×H225mm
・重量：10.5kg　・耐荷重：90kg

●時速16kmのランナーに横長ワイド液晶メーターを搭載!
●使いやすさとデザイン性を追求したモデルです!
・本体サイズ：W740mm×D1,420mm×H1,190mm
・折畳サイズ：W740×D710×H1,315mm
・重量：52kg　・耐荷重：100kg

●懸垂運動は、上半身を鍛えるには
優れた運動です！

・サイズ：W1,100×D785×H2,200mm
・高さ調整：2,020 〜2,220mm
（50mmピッチ／5段階）
・重量：20kg　・適応耐荷重：90kg

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

NEW NEW

●ノーパンクタイヤはわずらわしい空気入れの作業が不要。
●いつ乗っても同じタイヤの固さが維持されていますので、
「変わらない乗り心地」、「変わらない走行性」を実現します。

チューブがないからパンクしないノーパンク自転車

ノーパンク自転車

商品番号／4-7
（もしくは同等品）

・シフト段数：6段
・タイヤサイズ：26インチ
・身長：135cm 〜
・カラー：シルバー、ネイビー
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メディカル MEDICAL KIT

防塵マスクセット

防塵マスク

N95規格適合品（10枚入） フルシャットマスク® 活性炭入（50枚入） 使い捨て式防じんマスク活性炭入り（10枚入）

交換用フィルタ（2枚入） 使い捨て式防じんマスク（20枚入）

商品番号／5-1
・防塵マスク×1（商品番号 5-2）
・使い捨て式防じんマスク（20枚入）×1（商品番号 5-4）

・交換用フィルタ（2枚入）×1（商品番号 5-3）
・使い捨て式防じんマスク活性炭入り（10枚入）×1（商品番号 5-7）

（上記の品目数量を組み合わせた物を 1セットとする）

広い視野を確保、フィルタ交換可能

PM2.5対策として ヤシガラ活性炭+静電気で 悪臭もチリもブロック！ 高い粒子捕集効率と呼吸のしやすさを両立

防臭機能も備え長時間対応 高い粒子捕集効率と呼吸のしやすさを両立

商品番号／5-5
（もしくは同等品）

商品番号／5-6
（もしくは同等品）

商品番号／5-3
（もしくは同等品）

商品番号／5-4
（もしくは同等品）

商品番号／5-7
（もしくは同等品）

（もしくは同等品）商品番号／5-2

・米国規格NIOSHによる最高グ
レードP100を取得した高性能
防じん用フィルタを使用して
います。※１

・面体は吸収口を左右に配置
し、吸気抵抗を低く抑え、長
時間の高濃度粉じん作業でも
呼吸が楽なマスクです。

・最適重心設計により着用時の
負担を軽減するとともに、広
い視野を確保しています。

・10枚入り
・唇がマスクに触れにくい成形タイプ。

下方向視野が広く、作業性が良好です

●オイルミストに対し
ても高い捕集効率を
誇ります。活性炭付
フィルタ層をサンド
し、防臭機能をも備
えた長時間対応の防
じんマスクです。

●花粉などの細かいチリ（約30μm）を99%以上捕集できます。
●使い捨てタイプなので、いつも清潔・衛生的です。

●DS2合格防じんマスク※２
・使用限度時間：12時間

・特殊三層構造で素早く吸収、止血
・事故、災害、事件はいつ、どこで起きるか

わかりません。いざという時に「止血パッド」
・内容品：消毒薬、リバガーゼ、パットソフト、

包帯、ホームガーゼ×2、ホームコットン、
綿棒、清浄綿、ピンセット、ハサミ、
毛抜き、救急ハンドブック、自着包帯

・口元空間があるので、会話しやすい
・3層構造マスク
・99％カットフィルタ®※
・長時間使用しても耳が痛くなりにくい
・安心の日本製
※フィルタ部の捕集効率試験平均値（VFE試験）

●水が流せない洋式便器や携帯
トイレを衛生的に利用するた
めの受けネット付セット

・水分を素早く吸水、凝固
・災害時、断水時にもかぶせるだ

けですぐに使えます
・サニタクリーン

便袋10枚　受けネット1枚

【セット内容】
・サニタクリーン便袋：240枚
・ロールペーパー：205m×3個
・使用済み携帯トイレ回収用逆止弁圧縮収納大袋（120L）：6枚
・洋式便器落下防止ネット：1枚
・ウェットタオル(長期保管)：12セット
・トイレ回収箱用蓋セット：1組
【パッケージ・カートン】
備蓄時寸法：幅485×奥行350×高さ600mm
重量：約19kg

●活性炭入り
●DS2合格防じんマスク※２
・使用限度時間：12時間

洋式トイレ10枚入 災害用緊急トイレセットⅡ

すぐに使え、後処理も楽々 企業・団体・防災組織・避難所等に最適の備蓄用セット

商品番号／5-10
（もしくは同等品）

商品番号／5-11
（もしくは同等品）

素早く止血、素早く処置高密度フィルタの安心仕様

商品番号／5-9
（もしくは同等品）

商品番号／5-8
（もしくは同等品）

ケースの裏に
マグネット付

救急セットソフトーク超立体マスク サージカルタイプ

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

NEW

NEW

※１　P100とは米国労働安全衛生研究所（NIOSH）が認定しています。耐油性があり、粒子捕集効率が99.7％以上のマスクに与えられる国家検定です。
※２　DS2とは、国家検定防じんマスクの1つのクラスで、粒子捕集効率95％以上（固体粉じん）、吸気抵抗値50Pa以下となります。
※３　フルシャットマスク®は日本バイリーン㈱の登録商標です。
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MEDICAL KIT

バータイプ ワークライト作業・レジャーに最適！

モバイルバッテリー機能付き投光器

救助者を選ばない即戦力型AED

作業・レジャーや災害時に幅広く使える

ライフパックCR2 用練習機

●リチウムイオン充電池
3.7V 4,400mAh（内蔵）

・充電時間：約4時間
・電池寿命：充放電 約500回
・点灯時間：(Top)約17h ／ (Ece)約8h ／ (High)約3h
・本体サイズ：【本体】W38×H365×D27mm

【充電スタンド】W80×H122×D67mm
・本体質量：約260g
・付属品：専用充電ケーブル、専用ACアダプター（5V/2V）、

充電用スタンド、マグネットクランプ2個

●長期運用のメーカー8年保証
●小児モード切替ボタン（電圧自動調整）
●バイリンガル対応ボタン
●胸骨圧迫検知、胸骨圧迫コーチング機能
●Max.360J出力エネルギー

・本体サイズ：
　9.7cm(H)×22.6cm(W)×27.4cm(D)
・本体重量：2.0kg

医療機器承認号:22900BZI00039000

●USBで充電・給電可能
●面発光（COB）LED搭載
●3色調色機能
●各色5段階調光機能
●可動式スタンド

本体サイズ：
W145.0×H82.0×D28.0mm
本体質量：約295g（電池含む）

●面発光（COB）LED搭載
●3段階調光機能
●本体180°可動式
●インスタントオフスイッチ機能
●チャージングインジケーター

本体サイズ：
W145.0×H120.0×D83.0mm
本体質量：約600g（電池含む）

●ライフパックCR2実機と同じ
●デザインで直観的でシンプルな操作
●あらゆる使用シーンをイメージして、シナリオを

カスタマイズ可能
●リモートコントローラでの操作が不要で、スムー

ズに次のシナリオに移行可能
●バイリンガル対応で、英語以外のトレーニングに

も対応
●シナリオカスタマイズは、装置電極トレイ裏の

ディスプレイで簡単設定

【セット内容】本体、専用バッグ、取扱説明書

●2段階調光
●キャリングハンドル
●ストライプトップカバー
●ビルトインフック
・本体サイズ：W102.4×H184.1×D87.3mm
・本体質量：約802g（電池含む）
・使用電池：単1形アルカリ電池×3本

作業灯 LEDスティックライトランタン

コンパクト投光器A

AEDライフパックCR2

コンパクト投光器B

ライフパックCR2 トレーニングシステム

商品番号／6-2
（もしくは同等品）

商品番号／6-1
（もしくは同等品）

商品番号／6-3
（もしくは同等品）

商品番号／6-5
（もしくは同等品）

商品番号／6-4
（もしくは同等品）

商品番号／6-6
（もしくは同等品）

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

商品番号／6-7
（もしくは同等品）

商品番号／6-8
（もしくは同等品）

AED CU-SP1

大切な命を迅速に救う CU-SP1用練習機 胸骨圧迫の質をLED表示

AEDトレーニング用キット AEDトレーニング用マネキン

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

● AED 関連商品（AED 設置の際は日頃から日常点検をしましょう）

（もしくは同等品）商品番号／6-9

●誰でも簡単に
操作できる、
計量・コンパクトで
リーズナブル

●オートボリューム
（自動音調節機能）

●モード切替（成人⇔小児）
（セーフティガード付）

・本体サイズ：W260×L256×H69.5mm
・本体重量：2.4㎏（バッテリ含む）

医療機器承認号:22500BZX00338000

●CU-SP1本体の
トレーニング用機器

●実践的な講習を
行えます

●8種類の標準的
シナリオを準備

・電源 本体：単3アルカリ電池6本
・本体サイズ：W220×L281×H82mm
・本体重量：1.5㎏（電池含む）

●ＬＥＤライト機能搭載
●２つのモード搭載

通常モードと別に２つのモードに
切り替え可能。

（特別モード・デモンストレーションモード）
・本体サイズ：320×590×210mm
・本体重量：約3.1kg

※この商品は「訓練用」の本体
となります。実際のAEDの
ように除細動は行えません。
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その他 OTHERS GOODS

拡声器セット

拡声器
800ＭHz帯で、音割れしにくい

商品番号／7-1

商品番号／7-2
（もしくは同等品）

・定格出力30W
・全長53.7cm×口径35cm
・重量：約4.5kg（乾電池含）

拡声器スタンド
三脚方式で安定

商品番号／7-5
（もしくは同等品）

・高さ116cm〜197cm×脚拡幅56cm
・重量：約3.3kg
・三脚方式

ハンドル付ショルダーメガホン
ハンドルとショルダーの両用可能

商品番号／7-8
（もしくは同等品）

●定格出力15Wのマイクが着脱自由な
ハンド型メガホン　抗菌

・サイズ：幅210×奥行291×高さ355mm
・重量：約940g（電池別）

ハンズフリー拡声器
両手が使えるハンズフリータイプ

商品番号／7-6
（もしくは同等品）

ウェストポーチ型拡声器
サイズ：幅133×高さ96×長さ222（ベルト除く）mm
重量：約480g（電池別）
付属品：ヘッドセットマイク、ウエストベルト

（本体装着済み）、バッテリースペーサー

ワイヤレスアンプ
マイクを持って動き回る方にオススメ！

商品番号／7-9
（もしくは同等品）

●定格出力２２ Ｗのデジタルアンプを搭載した４電源方式の
ポータブル型ワイヤレスアンプです。

・寸法：298mm×460mm×220mm
・寸法：5.3kg
・付属品：防塵カバー×1、カラーマーク×1、

設定用ドライバー×1

小型メガホン A（ホイッスル音付）
単３形乾電池４本でも使用可能

（もしくは同等品）
商品番号／7-7

●付属のバッテリースぺーサーを使用すると、単3形乾電池
4本でも使用できます。

●ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、
安全に使用できます。

・サイズ：幅154×高さ266×長さ250mm
・本体重量：680g（電池含まず）

小型メガホン B（サイレン音付）
単３形乾電池４本でも使用可能

（もしくは同等品）
商品番号／7-10

●付属のバッテリースぺーサーを使用すると、
単3形乾電池4本でも使用できます。

●ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、
衛生上、安全に使用できます。

・サイズ：幅154×高さ266×長さ250mm
・本体重量：680g（電池含まず）

拡声器マイク A（タイピン式）
両手が使える軽量マイク

・〈本体〉長さ10.6cm×幅6.6cm×奥行き2.2cm
〈マイク〉直径1.4cm径×長さ2.5cm
〈コード〉80cm

・重量：約120g

商品番号／7-3（もしくは同等品）
●商品番号7-2専用

拡声器マイク B（ハンド式）
幅広い使用条件に対応可能

（もしくは同等品）
●商品番号7-2専用
商品番号／7-4

・長さ23cm×最大径5.4cm
・重量：約180g（乾電池含）
・単3乾電池1個使用
・電池持続時間：約13時間

・拡声器×1（商品番号 7-2）
・拡声器マイクB（ハンド式）×1（商品番号 7-4）

・拡声器マイクA（タイピン式）×1（商品番号 7-3）
・拡声器スタンド×1（商品番号 7-5）

●拡声器
※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。
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OTHERS GOODS

リヤカーセット

●ランタン＆懐中電灯搭載型・小型発電機
●スマホの充電約10回相当充電可能　※マグネシウム棒4本使用時
●LEDランタン/LED懐中電灯96時間以上使用可能　※マグネシウム棒4本使用時
●防水仕様　IPX6
●長期保存可能　保存期間10年以上
●海水でも発電
●マグネシウム棒　4本セット
・サイズ　高さ：206.5mm　直径86mm
・重量　約415g(注水前) ／約775g(使用時)

●水害が空振りに終わっても無駄にならない。
●水を入れるだけでセットできるので手間いらず。

【セット内容】
水のう袋：10枚
防水シート：1枚
土のう袋：10枚
止水クッション（1,000mm）：1枚
防水テープ：1巻
取扱説明書：1部

●ノーパンクタイヤ・日本製
●ストッパー付き
●簡単に折りたため、組立も楽。
●折りたためば幅45㎝、省スペース設計。
●最大300㎏まで積載可能。
●着脱簡単なワンタッチジョイント
・材質：スチールパイプ
・サイズ：組立／長さ2,040×幅1,080×高さ710㎝

荷台／長さ1,200×幅750×高さ460㎝
収納／長さ1,290×幅450×高さ800㎝

・自重：49㎏
・積載量：300㎏
・車輪：ノーパンク26インチ

●交互中継を含む交互通話モードで
　全47チャンネル対応
●IP67相当の耐塵・防浸
●アンテナは通話距離重視の
　ロングタイプ（約16.5cm)
●単3アルカリ乾電池1本で
　約33時間運用
・サイズ：74.8×46.8×20.3mm
　（突起物除く）
・重さ：90g

●交互通話専用
●IP54相当の防塵、防沫
●大音量の400ｍＷ
・サイズ：54.8×94×27.3㎜（突起物除く）
・重さ：100g

・リヤカー（26インチ・ノーパンク・300kg積載）×1
・コンパネ×1　・点滅灯×1
（上記の品目数量を組み合わせた物を 1セットとする）
※単品での販売はしていません。

商品番号／8-8

水と塩でスマホ充電

土のう手配の難しい都市部の浸水対策に「水のう袋」が有効です。

マグネ充電器

水のう君Ⅱ 1mセット

折りたたみ可能でコンパクト・ストッパー付き

商品番号／8-2
（もしくは同等品）

商品番号／8-1
（もしくは同等品）

クラス最小・最軽量 小型・多機能・高性能アンテナ採用

特定小電力トランシーバー Bタイプ特定小電力トランシーバー Aタイプ

商品番号／8-9
（もしくは同等品）

暗いところでも安全利用

点滅灯

商品番号／8-7
（もしくは同等品）

商品番号／8-6
（もしくは同等品）

NEW

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

ストップウォッチ

防滴タイプで操法訓練の強い味方

商品番号／8-3
（もしくは同等品）

・単純計時
・積算計時
・スプリットタイム計時
（99ラップ・メモリー付）
・1位、2位の同時計時
・時刻表示（12 ／24時間切換式）
・カレンダー表示
・めざまし機能付
・カウントダウンタイマー付
・ベースカウント機能付
・黒／プラスチック枠／81×86×23mm・80g

●被ばくによる健康被害を
起こさない為に

　近代消防社

▲ 使用イメージ

被ばくによる健康被害を起こさないために

●パンデミックがそこまで来てるとしたら…
その時あなたは対応できますか。
近代消防社刊

（もしくは同等品）
商品番号／8-4

パンデミック対策に

NEW

NEW

商品番号／8-5
（もしくは同等品）

新型インフルエンザ対策マニュアル本 原発事故対策必携ガイド
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OTHERS GOODS

巻尺（50m）
早巻取機能付

商品番号／9-2
（もしくは同等品）

・スチールテープ
  （ナイロンコート）
・テープ長さ：50m
・テープ幅：10mm
・標準張力：50N
・JIS1 級テープ目盛
・従来品に比べテープが3倍の速さで

巻き取れます（当社比）
・痛みやすい先端を二重被覆で保護
・サビ・折れ・摩耗に強いナイロンコートテープ
・空転防止機構付
・ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室

レーザー距離計　Aタイプ

3.2インチ防水ワンセグテレビラジオ

過酷な作業環境でも使える強靱な設計

災害時に頼りになるワンセグテレビとラジオ

商品番号／9-4
（もしくは同等品）

商品番号／9-7
（もしくは同等品）

・標準測定制度：±1.0mm
・標準測定範囲：0.05 - 150m
・測定単位：m
・X-Range Power Technology：はい
・チルトセンサー：はい
・ハウジングに対するチルトセンサーの精度：±0.2°
・寸法：132×56×29mm
・重量（バッテリー含む）：184g

3.2インチの大型液晶画面と2Wの高出力スピーカーを搭載
IPX6防水仕様
ポケットサイズ
付属のケーブルでUSB電源からの充電が可能
災害時の情報源として、ワンセグTVとFMラジオ（ワイドFM
も）対応
・サイズ：約幅12.5×奥1.5×高7cm
・重量約129ｇ

エンジニアロードメジャー 1000
車輪が大きくて測定誤差が少ない

商品番号／9-3
（もしくは同等品）

●見やすい大型カウンター
●フロントフォーク形状の
　車輪受で、走行が安定、

誤差が少ない
●基点決めや作業中断に便利な
　折りたたみ式スタンド付き
・目盛：10cm単位
・測定距離：
　10cm 〜99,999m90cm
・車輪: 1 輪・円周100cm
・誤差: 実際長の±1%
・寸法（折りたたみ時）：53cm
・寸法（伸長時）：102cm
・重量：1,834g

レーザー距離計　Bタイプ

手回し式充電ラジオライト

レーザーが見えない屋外向けに設計

ソーラー充電＆手回し充電で乾電池いらず

商品番号／9-5
（もしくは同等品）

商品番号／9-8
（もしくは同等品）

・標準測定制度：±1.0mm
・標準測定範囲：0.05 - 150m
・測定単位：m
・X-Range Power Technology：はい
・チルトセンサー：はい
・ハウジングに対するチルトセンサーの精度：±0.2°
・寸法：132×56×29mm
・重量（バッテリー含む）：188g

・500mAhバッテリー内蔵の手回し充電式ラジオライト。
・USBポートでスマホ充電が可能です。
・常時や災害時にお使いいただけます。
・AM ／ FMラジオのほか、ワイドFM（FM補完）放送に対応

しています
本体サイズ（約）：幅19×奥8.2×高9.8cm
重量（約）：272g

巻尺（100m）
空転防止機能付

商品番号／9-1
（もしくは同等品）

・スチールテープ
・テープ長さ：100m
・テープ幅：13mm
・標準張力：100N
・JIS1級テープ目盛
・空転防止機構付
・スチール製遊転ケース入
（テープ引出時ハンドルが回りません）

レーザー距離計　Cタイプ
カラーディスプレイ搭載

商品番号／9-6
（もしくは同等品）

●表示画面自動回転機能
●可動エンドピースで入り隅などの
　コーナー測定や縁掛けで引き掛け測定も
　できます。
・測距精度：±2.0mm
・測距範囲：0.1 〜50m
・サイズ：117×44×26mm
・重量：115ｇ（電池含む）

ボイスレコーダー
高品質マイクロフォン搭載でクリアなステレオ録音を可能としました

商品番号／9-9
（もしくは同等品）

・最大録音時間※MP3(8kbps)録音時：
　約2160時間
・録音/再生形式：MP3/WAV
・内蔵メモリ：8GB
・内臓バッテリー：
　320mAh　リチウムバッテリー
・録音時バッテリー連続使用時間：12時間
・寸法：97.6×22.7×14.8mm
・重量：40g

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。

NEW NEW

NEW

運転中の災害仕事や外出先での被災に備える

【セット内容】
カーセーバーリュック×1
純天然保存水×2
7年保存クッキー：
ココナッツ味×1
緊急脱出用ハンマー×1
トイレONE3枚入×1
ポケットレインコート×1
レスキューシート×1
蓄光ホイッスル×1
圧縮あったかブランケット×1
軍手×1
簡易救急セット（8点セット）×1
からだふきシート×1
サイズ：幅30×高さ38×マチ14cm

（容量16リットル）
素材：本体部／ポリエステル

商品番号／9-10
（もしくは同等品）

車載用防災セット カーセーバー
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TENT GOODSテント

イージーアップテント

イージーアップテント（防災パッケージ）

横幕 テントウエイトバッグ（風対策用）

商品番号／10-1（もしくは同等品）

商品番号／10-2（もしくは同等品） 商品番号／10-4（もしくは同等品） 商品番号／10-6（もしくは同等品）

商品番号／10-3（もしくは同等品） 商品番号／10-5（もしくは同等品）

DX30　スチール
●素材：天幕＝ポリエステル100％、フレーム＝スチール
●サイズ（約）：300cm×300cm 軒高180cm 〜212cm
●総重量：約30kg　●カラー：白、青、緑、赤

商品番号／10-15 （もしくは同等品）
DX30 スチール
●素材：天幕＝ポリエステル100％、フレーム＝スチール
●サイズ（約）：300cm×300cm 軒高180cm 〜212cm
●総重量：約38kg　●カラー：白

DX45　スチール
●素材：天幕＝ポリエステル100％、フレーム＝スチール
●サイズ（約）：300cm×450cm 軒高180cm 〜212cm
●総重量：約39kg　●カラー：白、青、緑、赤

商品番号／10-17 （もしくは同等品）
DX45 スチール
●素材：天幕＝ポリエステル100％、フレーム＝スチール
●サイズ（約）：300cm×450cm 軒高180cm 〜212cm
●総重量：約47kg　●カラー：白

DX60　スチール
●素材：天幕＝ポリエステル100％、フレーム＝スチール
●サイズ（約）：300cm×600cm 軒高180cm 〜212cm
●総重量：約53kg　●カラー：白、青、緑、赤

商品番号／10-19 （もしくは同等品）
DX60 スチール
●素材：天幕＝ポリエステル100％、フレーム＝スチール
●サイズ（約）：300cm×600cm 軒高180cm 〜212cm
●総重量：約61kg　●カラー：白

DXA30　アルミ
●素材：天幕＝ポリエステル100％、フレーム＝アルミ
●サイズ（約）：300cm×300cm 軒高180cm 〜212cm
●総重量：約23kg　●カラー：白、青、緑、赤

商品番号／10-16 （もしくは同等品）
DXA30 アルミ
●素材：天幕＝ポリエステル100％、フレーム＝スチール
●サイズ（約）：300cm×300cm 軒高180cm 〜212cm
●総重量：約31kg　●カラー：白

商品番号／10-7
（もしくは同等品）

横幕（DX（A）30用）
●素材：本体＝ポリエステル100％
●サイズ（約）：300cm×215cm 3枚

商品番号／10-8
（もしくは同等品）

横幕（DX（A）45用）
●素材：本体＝ポリエステル100％
●サイズ（約）：300cm×215cm2枚

450cm×215cm1枚

商品番号／10-9
（もしくは同等品）

横幕（DX（A）60用）
●素材：本体＝ポリエステル100％
●サイズ（約）：300cm×215cm 4枚

商品番号／10-10
（もしくは同等品）

風対策　ウエイトバッグ10kg用袋×4
（4枚セット＝4脚用）
●素材：ポリエチレン
●取り付け方法：水を入れ、支柱にベルトで

かんたん固定

商品番号／10-11
（もしくは同等品）

風対策　ウエイトバッグ10kg用袋×6
（6枚セット＝6脚用）
●素材：ポリエチレン
●取り付け方法：水を入れ、支柱にベルトで

かんたん固定

DXA45　アルミ
●素材：天幕＝ポリエステル100％、フレーム＝アルミ
●サイズ（約）：300cm×450cm 軒高180cm 〜212cm
●総重量：約30kg　●カラー：白、青、緑、赤

商品番号／10-18 （もしくは同等品）
DXA45 アルミ
●素材：天幕＝ポリエステル100％、フレーム＝スチール
●サイズ（約）：300cm×450cm 軒高180cm 〜212cm
●総重量：約38kg　●カラー：白

DXA60　アルミ
●素材：天幕＝ポリエステル100％、フレーム＝アルミ
●サイズ（約）：300cm×600cm 軒高180cm 〜212cm
●総重量：約40kg　●カラー：白、青、緑、赤

商品番号／10-20 （もしくは同等品）
DXA60 アルミ
●素材：天幕＝ポリエステル100％、フレーム＝スチール
●サイズ（約）：300cm×600cm 軒高180cm 〜212cm
●総重量：約48kg　●カラー：白

早急な対応が求められる災害現場で、少人数短時間で設営できるイージアップの特徴を生かした防災パッケージ
パッケージ内容→テント本体（カラー：白）/プリント：傾斜部への名入れ/横幕：四方幕、横幕用収納バック/加工：出入口ファスナー2本加工
※のぼりは付属しません
※ご希望の名入れにつきましては別途お見積りさせていただきます

横幕使用例（災害時等に最適）

商品番号／10 -12 〜10 -14
名入れ・文字入れ（有料）サービス等の
詳細はお問い合せ下さい

99％ UVカット　　イージーアップテント
大人二人でワンタッチ
（セットアップ1 〜2分）

天幕の取付け・取外し不要
（初回組立時を除きます）

面倒なパーツ組み立て
は一切無し

本体を「ゆっくり」と
広げるだけで設営可能

※コロナウィルスの影響で商品即納できない場合がございます。予めご了承の程、何卒宜しくお願いいたします。



                             
                                                      

　2015年より始まりました、機能性表示食品制度も6年が過ぎました。テレビCMや新聞
雑誌の広告で目にする機会も増えております。ここで、もう一度「機能性表示食品」とは何か
を説明します。「機能性」とは「おなかの調子を整える」「記憶の精度を高める」などの健康の維
持や増進に役立つ効果のことを指します。この「機能性」をパッケージや広告に表示すること
ができる食品のことを「機能性表示食品」と呼びます。対象食品には加工食品やサプリメント
の形状をした加工食品も含まれますが、ここでは新たに加わった生鮮食品を紹介します。

商品名 期待される効能 摂取目安量 研究結果 主な対象者

野菜で元気
ＧＡＢＡ

GABAには高めの
血圧を低下させる
機能があることが
報告されています

1日あたり1パック
130g（7 〜12個）
をそのままお召し
上がりください。

日本人の成人男女にGABA
（20mg/日以上）を12週間
以上の継続摂取した場合、
血圧低下作用を有する肯定
的な結果が得られた。

血圧が高めの
健常成人男女

・「野菜で元気GABA」は、生鮮ミニトマトで日本初となる機能   
　性表示食品です。
・パッケージには、100％植物由来素材を使用したパックで微
　生物により最終的に水と二酸化炭素に変化する生分解性プラ
　スチックを採用しています。
・生産している施設は、GFSI（国際食品イニシアチブ）が認める
　グローバルG.A.P.認証を取得しています。

健康増進一口メモ　（食の安全安心）

野菜で元気ＧＡＢＡ

GABAミニトマトを生産するイノチオみらい株式会社（イノチオファーム豊橋）　
のミニトマトは、こちらからご購入いただけます▶︎

★機能性表示制度

株式会社トレハクラブ
〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1- 41-9 朝日生命三軒茶屋ビル8階
 Phone 03-5787-6130　FAX03-5787-6170
 info@treha.com http://www.treha.com

健康増進
事 業 部
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お届け期日は商品により時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください

（株）トレハクラブ
健康増進事業部


