
エマージェンシーキットを効率よく収納することができる専用ケース。
用途に応じて区切られたスペースはクリアケースで内容物が一目瞭然。
素材には丈夫なポリプロピレンを採用。メインファスナーには止水ジッ
パーを使用することで多少の雨なら浸水の心配はありません。
・ハンドルループ
・止水ジッパー

カラー／レッド　
サイズ／21×16×6cm　
重　量／140ｇ

ファーストエイドケース 
¥3,960（税抜価格：¥3,600）

L2350

ライフシステムは２５年以上にわたり冒険家や探検家を事故や病気から保
護するギアを作り続けているブランドです。イギリスの由緒ある慈善団体「D 
of E（デュークオブエジンバラ）」が推奨する製品を数多くラインナップし、安
心性を裏付けています。主にエマージェンシー、ライト、防虫用品をライン
ナップし、アウトドア環境でいざという時に活躍するギアを紹介します。

ファーストエイドケース

サバイバルシェルター

サバイバルシェルター４ 
¥10,780（税抜価格：¥9,800）

L42321

定　員／4人用　カラー／オレンジ
サイズ／収納時：22×12×12cm、
　　　　使用時：140×90×80cm
重　量／510g

・4人用・通気口付・耐水圧5000mm・シームテープ処理済
み・視認性を高めるリフレクティブプリント・収納ケースは
本体に取り付けられている為、紛失する心配がありません。

（収納ケース付）

メタルボディーで丈夫なホイッスル。
遠くまで届く高音域が出せる。
・最大音量：100dB・キーリング付

マウンテンホイッスル
¥990（税抜価格：¥900）

L2240

カラー／オレンジ（OR）、グレー（GY）　
サイズ／12×12×60mm　重量／11g
素材／アルミニウム合金（アノダイズド加工）

デュアルトーンで遠くまで音が響く。
携行しやすいネックストラップ付。
・最大音量：116dB  ・ネックストラップ付

セーフティーホイッスル
¥990（税抜価格：¥900）

L2250

カラー／オレンジ　サイズ／21×19×72mm
重量／13g　素材／プラスティック

ホイッスル

水に濡れても音が出る、
全天候対応型ホイッスル。シングルトーン。
・最大音量：108dB  ・ネックストラップ付

エコーホイッスル
¥660（税抜価格：¥600）

L42610

カラー／オレンジ　サイズ／13×12×63mm
重量／12g　素材／プラスティック

PROOF PROOF100dB 108dB

最大音量は122dB。
異なる3つの音を出し、
離れた場所まで音が届きやすい。
・最大音量：122dB  ・ネックストラップ付

ハリケーンホイッスル
¥1,100（税抜価格：¥1,000）

L42620

カラー／オレンジ　サイズ／13×23×63mm
重量／15g　素材／プラスティック

PROOF 122dB116dB

サバイバルシェルター２ 
¥8,580（税抜価格：¥7,800）

L42311

定　員／2人用　
カラー／オレンジ
サイズ／
収納時：20×10×10cm、
使用時：140×90×45cm
重　量／345g

耐水圧5000mmの緊急用シェルター。使い方は非常に簡単。袋から取り出した状態で2～4名が中に入り、向かい合って座るだけで、風
や冷気、雨から身を守ることができます。スタッフサックは通気用のメッシュパネルと、外の様子が覗えるクリアパネル付。本体上部に
は反射シールがプリントされており、レスキュー隊員に居場所を知らせる役割を持っています。

・2人用・通気口付・耐水圧5000mm・シームテープ処理済み
・視認性を高めるリフレクティブプリント・収納ケースは本体に
取り付けられている為、紛失する心配がありません。

（収納ケース付）

高品質のステンレスで作られた
このアイテムは、ダニ全体を安全
に取り除くことができます。

肌にダニの口が触れてい
るところをピンセットで
しっかりとつかみます。

均等な圧力でゆっくり
と着実にダニを上へ
引っ張りあげます。

慎重に持ち上げ、ダニ
を皮膚から取り除きま
す。

・できるだけ早くダニを除去する。

・ダニを絞ったり、ねじったり、燃やしたりしない。

・ダニを除去するのに、ワセリンやオイル、他のケミカ
ル製品を使用しない。

・有害な薬剤等を注入すると、ダニにストレスをかける
こととなり、リスクが大幅に増加します。

さらにコンパクトサイズにして
携帯に便利なタイプです。

サイズ／120x10x10mm　
重　量／18g
素　材／ステンレス

ティック ツィーザー 
¥880（税抜価格：¥800）

L6580

顔と首筋を虫から保護する防虫ネット。手の平サイズのコンパクト収納。
ツバ付きのハットの上から被ると頭の周りに空間ができて快適です。
・ネックにはドローコードクロージャ―付

ライム病のようなダニによって媒介される人獣共通の細菌（スピロヘータ）による感染症が近年増加傾向にあります。ダニに噛まれた際にはすぐにダニを取り除く必要があります。
その為にも、まずは適切な準備と保護を確保することが重要です。

カラー／ブラック
サイズ／収納時：70×45×45mm
　　　   使用時：330×330×460mm
重　量／40g

モスキートヘッドネット ¥1,540（税抜価格：¥1,400）
L5060

カラー／ホワイト
サイズ ／ 収 納 時：1 9 × 1 0 × 1 0 c m 、

使用時：210×100×160cm
重　量／257ｇ

マイクロネット　
L5001

害虫対策

ライト

　　　　シングル 
¥5,720（税抜価格：¥5,200）

サイズ／14×6×50mm　　重量／6g　

インテンシティーグローマーカー ¥660（税抜価格：¥600）

サイズ／60x10x10mm　
重　量／10g
素　材／ステンレス

コンパクトティック 
ツィーザー 
¥550（税抜価格：¥500）

L34022

L42401

カラー／ホワイト
サイズ／収納時：21×10×10 cm、

使用時：210×160×160cm
重　量／379ｇ

L5006　　　　ダブル 
¥6,380（税抜価格：¥5,800）

カラー／ホワイト
サイズ／収納時：16×8×8 cm、

使用時：210×100×140cm
重量／190ｇ

スーパーライト
マイクロネット 
¥4,180（税抜価格：¥3,800）

L5003

たった5分の蓄光で12時間も光り続けるキーリング付きアクセサリー。ザックや登山靴、テントに取り付ければ目印に。
・キーリング付・最長発行時間：約12時間・平均寿命：約10年

カラー／ オレンジ L42402 ブルー L42405 グリーン

1
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1
ANTIMOSQUITO

2
ANTIMOSQUITO

※吊り下げ用のコード、フック付 ※吊り下げ用のコード、フック、スライダーバー付

1. 2. 3.

［使用方法］《重要》ダニに噛まれたら！
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