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●商品の色は、撮影、印刷インクの関係で実物の色とは異なって見えることがあります。　●価格はすべて税抜きです。
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osamet
A4サイズで薄さ45ｍm！

【使用時】

D45mmの薄さ

圧倒的に
コンパク

ト

収縮式で素
早い形成が

可能です。
収縮式で素

早い形成が

可能です。

【折り畳み時】

日本製

osamet（オサメット）・osamet jr（オサメット ジュニア）の使用方法

オサメットの
機能性を実感！！

紹介動画は
  コチラから⬇

1 2 3 4 簡
単
に
組
み
立
て
が
可
能
で
、

素
早
く
行
動
が
起
こ
せ
ま
す
。あご紐を

調節したら完成
あご紐を

調節したら完成
後部のヘッドバンドを

調節します
後部のヘッドバンドを

調節します

同時に帽体の左右をつかんで
「カチッ、カチッ、カチッ」と

3箇所の音がなるまで下におろす

同時に帽体の左右をつかんで
「カチッ、カチッ、カチッ」と

3箇所の音がなるまで下におろすまず被るまず被る

頭囲寸法55～64cm

「被れば機能する」ことを重視し、素早く形成でき、
お子様でも簡単に扱える収縮式防災ヘルメットです。
収縮式ながら、国家検定合格の高い安全性と
信頼性を誇ります。
見た目の安心感にもこだわり「ヘルメットらしい形」です。
本体カラーはホワイトのほか、
オレンジやブルーもお選びいただけます。

収縮式ヘルメット/オサメットジュニア

収縮式ヘルメット/オサメット

収縮式ヘルメット/オサメット

頭囲寸法50～56cm

ブルーオレンジ

ホワイト

ブルーオレンジ

オサメット
オープン価格

頭囲寸法：55～64cm
重　　量：約375g
材　　質：ABS樹脂（帽体）

オサメットジュニア
オープン価格

頭囲寸法：50～56cm
重　　量：約375g
材　　質：ABS樹脂（帽体）

デスクの隅にも置ける 本棚、書類棚にも置ける

机の袖に引っ掛けられる引き出しから、サッと取り出せる

【特許取得】
特許 第５８０８８５１号
特許 第５９７０１２２号
特許 第５９５７５９０号

多機能5Way仕様パッケージ
いろいろな保管が可能な
とても便利なパッケージです。

「被れば機能する」を重視し、素早く形成できる収縮式にこだわった設計

A4サイズ且つ薄さ45mmだから、場所を取らずに収納でき、
コンパクトで持ち運びにもうれしいサイズです。

ホワイト

頭囲寸法が小さな方にも使っていただける

自治体や病院、マンション管理等
共助向けの備蓄などでも…
オサメットのA4パッケージは
省スペースの利点を発揮します。

嵩張りも少なく
ストック
できます。
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osamet in 防災用品BOX

【 防災用品 12種全14品 】 非常持ち出し袋・レスキューシート・軍手・
簡易トイレ（1回分）・ホイッスル・保存水（500ml）×2・ライスクッキー・
ライト・三層マスク・レインコート・ポケットラジオ・単四電池（4P）×2
 もしくは

収縮式ヘルメット/オサメット 収縮式ヘルメット/オサメットジュニア

自宅待機（社内待機）セット Lサイズ

【 防災用品 11種全15品 】 レスキューシート・簡易トイレ（1回分）×3・
保存水（500ml）×2・ライスクッキー・五目ごはん（アルファ米）・
わかめごはん（アルファ米）・ライト・救急セット・ウェットティッシュ・
ポケットラジオ・単四電池（4P）×2
 もしくは 

収縮式ヘルメット/オサメット 収縮式ヘルメット/オサメットジュニア

非常持ち出し（帰宅支援）セット Lサイズ

デスク周り 本棚や整理棚 机の引出しやキャビネット フタを切って収納した場合（Lサイズ） フタを切って収納した場合（Mサイズ）

コンパクト設計で身近な場所にも収納（保管）ができ、持ち運びにも便利です。
緊急の場合や避難訓練など、サッと
取り出し素早い行動ができます。

防災用品

防災用品

 と防災用品をセットにしたオールインワンBOXです。いざ
という時に身を守っていただくのはもちろん、非常持ち出し箱や、最低限
の備蓄品としてご活用いただけます。頭囲寸法が小さな方には同価
格にて、ヘルメットを　　　　　　　に変更いただけます。

収縮式ヘルメット/オサメット

収縮式ヘルメット/オサメットジュニア

Lサイズの寸法Lサイズの寸法

210mm210mm

140mm140mm 297mm297mm

Lサイズの場合～コピー用紙1,500枚分との比較 Mサイズの場合～コピー用紙1,000枚分との比較

約3パック分の厚みコピー用紙 約2パック分 の厚みコピー用紙

パッケージはA4サイズで奥行き（L）140mmと（M）104mmの2タイプ。

別々に保管されがちな
防災用ヘルメットと防災用品がひとつに…

セパレート式パッケージで
オサメットと防災用品が
しっかり区分けされています

切り込みの利用で、
避難訓練等
防災用ヘルメット
のみでの取り出し
使用も便利です

ホワイト オレンジ ブルー
奥行き幅はLサイズとMサイズの2種類。奥行き幅はLサイズとMサイズの2種類。
140mm140mm 104mm104mm

L size

M size

【 防災用品 10種全11品 】 非常持ち出し袋・レスキューシート・軍手・
簡易トイレ（1回分）・ホイッスル・ライト・三層マスク・レインコート・
ポケットラジオ・単四電池（4P）×2
 もしくは 

非常持ち出し（帰宅支援）セット Mサイズ

オープン価格

オープン価格

オープン価格

収縮式ヘルメット/オサメット 収縮式ヘルメット/オサメットジュニア

※予告なく一部内容が変更となる場合があります。
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※在庫が無くなり次第廃番

ひえっひえっ

ヘルメット取付用

●夏の屋外作業の熱中対策
に！気化熱作用で涼しさ
が持続！！
●本体を水に浸けて絞る
だけ！
●U Vカット&クーリン
グ効果！

装着例
ヘルメットは別売り

こかげのれんⅡ

スーパーヘルクール
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反射率98％の遮熱材で輻射熱をカット！

JAN
サイズ
形状
材質

：4580661870014
：厚さ2mm×縦23cm×横23cm
：6葉型
：アルミニウム、ポリエチレン

：N21-57品番

ヘルメット内部の温度上昇を防ぐ

シャネボウ メットクーリング
●
●
●
●

反射率98％の遮熱材で侵入した二次輻射熱をカット！
面ファスナーで取付簡単、取り外しもワンタッチ！
水洗いができるので衛生的。
ヘルメットの内部に装着するので、強度に影響はありません！

ヘルメットの中に
入れるだけ！

※ヘルメットは付属致しません。

ヘルメット洗浄機 メットエースⅣ

メットエース 専用洗剤
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防災・避難対策グッズ 感染症対策用品

￥8,800
アクリルパーテーションSuaveセット（大） 
製品寸法 W900×D170×H600mm 

【材質】アクリル

￥7,800
アクリルパーテーションSuaveセット（小） 
製品寸法 W600×D170×H600mm 

【材質】アクリル

￥6,800

￥5,800

アクリルパーテーション（Lサイズ） 

【材質】アクリル

W800×D180×H500mm 製品寸法 

アクリルパーテーション（Mサイズ） 
製品寸法 W400×D180×H500mm 

【材質】アクリル

ヘルメットをまるごとバッグに収納。
椅子にも取リ付けられるボディバッグ  

￥2,200ヘルメットバッグ本体のみ 

重　量 約260g 

品　　名 
製品寸法 

ヘルメットが入るボディバッグ『ヘルメットバッグ』 
約390×290×180mm 

￥4,600緊急用セット 

重　量 約850g 

品　　名 

製品寸法 

防災の極みシリーズ 
ヘルメットが入るボディバッグ『ヘルメットバッグ』緊急用セット 

約390×290×180mm 

置き場に困るヘルメットもバッグに入れれば
椅子に取リ付けて保管ができます。 
ボディバッグとして使う時は、肩に当たる
部分が幅広になっているので疲れにくい。 

●ヘルメットがまるごと入る立体設計 

●両サイドにポケット付き 

●どんなタイプの椅子にも取リ付け可能 

●バッグ本体とストラップの2ヶ所に反射材付き 

【内容】①ヘルメットバッグ
　　　②ヘルメット
　　　③いぼ付軍手
　　　④呼子笛
　　　⑤マスク3枚
　　　⑥防災冊子
　　　⑦ルミカライト
　　　⑧スモークシャットアウト

ヘルメットが
まるごと入ります  

1本背もたれ椅子用には 
こちらのベルトで取り付け可能 

反射材付き 

ヘルメットが入るボディバッグ『ヘルメットバッグ』

※作業用ヘルメットにはご利用しないで下さい。

あご紐 ホイッスルバックル付き

※黒色のあご紐もございます。

￥1,000 出荷ロット／1個

バックルを外せばそのままホイッスル
になります。広い場所でも音が届きや
すい。

Lサイズ Mサイズ

スリムで使いやすくなった
ホイッスルバックルが新しく登場！

常に身に付けておけるものなので、いつ、どこで災害に
巻き込まれても周囲に自分の居場所を知らせることができます。

■掲載の商品は仕様改良等のため予告なく変更する場合があります。 ■商品の色は撮影・印刷インクの関係で実物の色とは異なって見えることがあります。予めご了承ください。

カチッとワンタッチ！
名札・IDケースが緊急用ホイッスルに大変身！！

ホイッスル
バックルⅡの

特徴
押しやすいボタン設計
ボタン部分が大きいので、軍手などを
付けていても押しやすく、使用時に
手間取りません。

ポイント

3

身に付けやすい携帯性
45×17mmという小さな
サイズなので、名刺ケースやヘルメットに
装着されていても違和感がない。

ポイント

2

ホイッスルバックル 名刺ケースⅡ

商品コード

【使用できるカード】
一般的な名刺サイズ対応

重量
寸法

19g

W100×H80mm
ひも含めた全長 約540mm

（W）91mm
（

H）55m
m

ストラップ色

赤 紺

ホイッスルバックル IDケースⅡ

商品コード

【使用できるカード】
一般的なクレジットカードサイズ対応
● Suica　● ICカード　● 社員証 など　

（W）86mm

（
H）54m

m

ストラップ色

赤 紺

遠くまで音が届く
人に最も聞き取りやすい周波数

（3,500～4,000Hz）の音が
出るため、離れた場所にいる
人にも聞こえやすい。

ワンタッチで
ホイッスルに早変わり
バックルの差し込み部分が
ホイッスルになっており、
ワンタッチで外すことが可能。

シンプルなデザイン
一見するとホイッスルとは
分からないようなデザインで、
サイズは薄くコンパクト。

ポイント

1

ポイント

5

ポイント

4

スライド式ひも長さ調節
自分に合った
ストラップの
調節が可能
です。

安全パーツ
ストラップを強く
引っ張るとパーツ
が外れるので
安心です。

飛沫防止アクリルパーテーション
アクリルパーテーションSuave（スアーヴ）セット

飛沫防止アクリルパーテーション
アクリルパーテーション

取り付け位置を選ばないおしゃれなパーテーション用スタンド
Suave（スアーヴ）

大 小

オフィス、学校、塾、役所、病院、飲食店での飛沫感染対策用の間仕切りに。対面での面談、商談時に。

圧迫感のない透明タイプ。衝撃に強く耐久性が高く、立てるだけで簡単設置。

なめらかな触り心地、しなやかなフォルム、個性豊かなカラーバリエーション。

オープン価格 オープン価格
重量
寸法

29g

W90×H75mm
ひも含めた全長 約540mm

デスク、会議室、商談スペース、受付等で使用
する飛沫防止アクリルパーテーション。

￥3,000パーテーションスタンド
製品寸法 W170×D40×H74mm 

【材質】ポリプロピレン

飛沫防止パーテーション用スタンド。

ホワイト

ブラック
ブルー

エンジ

グレー

使用方法

1中央のストッパーを軽く開いて中央のストッパーを軽く開いて

2パーテーションを差し込みますパーテーションを差し込みます

 3底面に滑り止めが付いていますが、
必要に応じて吸盤を取り付けて
ください

底面に滑り止めが付いていますが、
必要に応じて吸盤を取り付けて
ください
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●本カタログに示している仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。　●本カタログは法人様向けのカタログになります。
●商品の色は、撮影、印刷インクの関係で実物の色とは異なって見えることがあります。　●価格はすべて税抜きです。
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