救助用エアージャッキ
パットジャッキ
（PatJack）

システムを完備、調節するだけで迅速に現場へ＊
潜水用呼吸器、残圧計、浮力調整具、4L/19.6MPa 高圧タンク一式が
すべてセット済みの状態で専用バッグにコンパクトに収納。携行に優れ、
急な現場でもすぐに装着して、海、河川、湖沼あらゆる水回りでの活動が
可能になる。
＊事前にシステムのセットアップが必要。
商品特長

① 潜 水 用 呼 吸 器、残 圧 計、
浮力調整具、4L/19.6MPa
高圧タンク一式が一つのバ
ッグに全て収納
②前掛け式で素早い装着が
可能

現場で役立つ軽量薄型エアージャッキ
「パットジャッキ」
迅速な救助活動に役立ちます！
パットジャッキは、
「迅速・簡易」をテーマに開発された軽量、薄型、
柔軟性を実現した今までにない救助機材。湾曲した隙間にも対応で
きるため、様々な場面での活用が可能だ。また、自転車用空気入れ
でもリフトアップ出来るため、動力の無い条件にも対応できる。
【タイプ】
タイプ A（コンプレッサー対応）
タイプ B ( 自転車用空気入れ専用モデル )
【サイズ ( 幅×長さ )】
240mm × 340mm、
240mm × 600mm、
240mm × 900mm の 3 サイズ
【厚
さ】 全て19mm
【最大荷重】 1,700kg 〜 13,400kg

＊価格はお問い合わせください。

コンパクトながら十分なパワーと使い勝手の良い電動油圧救助器具
2 種類の先端チップを用途に応じて交換することで、コンパクトながらコンビツール、ドアオープナーと
して活用できる。ハンドル部は、90 度間隔で調整できる回転式ハンドルを採用。
現場の状況に応じて位置を変更できるため、
屋内や山岳など狭所での作業がしやすい。
＊ 付属品：
Li イオンバッテリー 2 個、充電器
（1 台）、
コンビツールチップ
（1 組）、
ドアオープナーチップ
（1 組）

1 046-247-3222 FAX 046-247-3225
URL http:// www.aqualung.com
〒 243-0033 神奈川県厚木市温水 2229-4

takayuki_kikuta@aqualung.co.jp

＊価格はお問い合わせください。

ACT ヨコイ株式会社

1 03-6280-5718 FAX 03-6280-5907
tokyo-pro@yokoi.co.jp
URL http://www.yokoi.co.jp
〒 104-0041 東京都中央区新富 1-8-9 イマージュビル 9F

電磁波探査装置
レスキューレーダー LS-RR03
土砂、雪崩、崩落した建物内に閉じ込められた
生存者の動き、呼吸を検知する人命探査装置
レスキューレーダー LS-RR03 は、電磁波を利用して土砂、雪崩、崩落
した建物内に閉じ込められた人体の動きや呼吸を検知し、オブジェク
トまでの距離を頑丈タブレットに表示する人命探査装置。
＊付属品：頑丈タブレット、USB ケーブル、電池、充電器、収入ケース

型式

① 2 種類の先端チップ (コンビツール用、ドアオー
プナー用 )を用途に応じて交換可能
②回転式ハンドルを採用
（90 度間隔で調節）
。現場
の状況に適した位置を選択して使用できる
③ USAR、狭所、山岳、屋内での活動など搬送や
進入が困難な救助現場に最適
④操作・保守管理が容易なため、消防団や自主防
災組織での運用にも適している

▼本体 レスキューレーダー LS-RR03

155kN

切断鉄筋径

22mm

拡張力

24 ～700kN

開き幅
（コンビツールチップ）

215mm

開き幅
（切断部）

207mm

開き幅
（ドアオープナーチップ）

184mm

NFPA クラス

A5/B3/C5/D6/E6

保護等級

IP54

重量
（バッテリー、
先端チップ除く）

9.8kg

重量
（バッテリー、
コンビチップ含む）
寸法
（長さ×幅×高さ )

12.5kg
800 × 200 × 215mm

水面活動用スーツ
オスプレイ ドライスーツ

大型ランチャー
L745シリーズ
軽くて丈夫、錆びないアルミフレームを採用。
長いバンクレールによりボートの上げ下ろしもスムーズ

透湿、ウォータープルーフナイロン製の水面活動用ドライスーツ。
首回りのネオプレーンネックシールは調節可
能で、だれにでもタイトフィット ( パテント申
請中 )し、透湿ナイロン素材の活動服は、長
時間着用のストレスを大幅に軽減する。
小用ファスナー、チェストポケット、リスト・
アンクル反射テープを標準装備している。

軽く丈夫で錆びないアルミフレームとプラホイール樹脂ベアリングマリ
ンタイヤを採用。インフレータブルレスキューボートを左右 2 本のバンク
レールでしっかり受けることができ、前後方向に長いバンクレール受け
はボートの上下架をよりスムーズに行える。

軽量で丈夫な大型ランチャー L745

①透湿、ウォータープルーフナイロン製
②首のフィッティングは調節可能なアジ
ャスタブルネックシール
（パテント申請中）
③両肘、両ひざ及びお尻部分は 420 デ
ニールナイロンパッドで補強
④内側にはずれ落ち防止のサスペンダ
ー付き
⑤小用ファスナー、チェストポケット標
準装備
＊価格はお問い合わせください。

日本アクアラング株式会社

http:// www.lifesensor.co.jp

kimura@ikaros.co.jp
103-3267-2716
503-3267-2603
イカロス出版㈱
「レスキュー道具図鑑」
担当・木村まで

透湿ナイロン素材で
長時間着用のストレスを大幅に軽減

▼表示部
頑丈タブレットToughpad FZ-M1

URL

レスキュー道具図鑑で
製品を紹介しませんか？
ご希望の方は下記まで
ご連絡ください。

1 03-3281-3033 FAX 03-3274-6397 URL http:// wwww.teisen.co.jp
〒 103-0027 東京都中央区日本橋 2-1-10

＊価格はお問い合わせください。

1 03-5449-2337 FAX 03-5449-2337
info@lifesensor.co.jp
〒 141-0022 東京都品川区東五反田 1-7-11

E100

最大切断力

商品特長

株式会社ライフセンサー

RESCUE
GOODS
CATALOG

帝国繊維株式会社

商品特長

①検知能力は、動きによる検知距離が 30mまで、呼
吸
（胸の動き）による検知検知距離が10mまで
（条
件により検知距離は変わります）で高感度
②軽量
（約 6.3kg）でコンパクトな設計
（幅 430×奥行
244×高 341mm）のため、本体とタブレットを片手
で持ち運ぶことができる
③タブレットの接続方法は、有線
（USB ケーブル）と
無線
（無線 LAN）の 2 方式を標準装備
④探査範囲を指定して自動スキャンし、生存者までの
距離をディスプレイ上に正確に表示

▼ミニカッターで
鉄筋を切断

商品特長

＊価格はお問い合わせください。

日本アクアラング株式会社

レスキュー

ストロングアーム E100

商品特長

①自転車用空気入れがあれば使用可能
②軽量 ( 質量 0.5 〜1.2kg)で運搬や収納に便利
③厚さ19mm の薄型
④優れた柔軟性で湾曲した隙間にも対応
⑤安全設計 ( 全タイプ安全弁付、破裂しにくい
特殊構造、抜群のガスバリア性 )

電動油圧救助器具
ストロングアームE100

道具図鑑

緊急潜水用具セット
ラピッド・ダイバー・プロ

1 046-247-3222 FAX 046-247-3225
takayuki_kikuta@aqualung.co.jp URL http:// www.aqualung.com
〒 243-0033 神奈川県厚木市温水 2229-4

商品特長

①レール後部に曲げ角度を付けたこと
で、バウを上げることなく乗せ始め
が容易にでき、ハンドウィンチ装備
により水上からの引き上げも容易
② 使用状況によりタイヤの種類が選
べる
③ベアリング入りタイヤにより船外機
を付けたままでも容易に運搬できる
④前輪は自在回転式操舵ハンドルで小回りが可能
⑤フレーム長さは、3.6m、4.0m、4.5mから選べる

＊定価：
185,400 円
（税別）〜

有限会社ファクトリーゼロ

1 046-238-9411 FAX 046-238-9422
info@factory-zero.co.jp URL http://factory-zero.co.jp
〒 243-0417 神奈川県海老名市本郷 348-13

●商品に関する購入、お問合せは直接各社へご連絡願います。その際「J レスキュー○月号の道具図鑑を見た」
とお話し頂くと、スムーズに伝わります。

