
Polyester taffeta Big label DOUBLE SIDED PRINT

FRONT

211112

size : 220*150 mm color :     K=100%

SEWING LINE
3mm

使用上のご注意

静岡県静岡市葵区長沼南 11-5　TEL.054-267-6565

MADE IN CHINA
This warranty is valid only JAPAN

バッグ時 : H.450 W.300 D.160mm
壁面展開時 : H.450 W.(約)650 D.140mm
材質 : 生地/ナイロン、スチール、ポリプロピレン

●外生地に撥水加工を施し、止水タイプのファスナーを使用していますが、完全防水ではございません。長時間雨などで濡れてしまうような場所でのご使用はおやめ下さい。●本製品は収納した機器などを衝撃によるキズや破損から完全に保護す
るものではございません。機器本体の損傷・破損・故障・紛失およびデータの破損、消滅などについては弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。●製品の仕様をよくお読みになり、適した物量を収納して下さい。●色移りの可能
性がありますので、濡れたものを長時間バッグの中に入れたままにしないで下さい。●尖ったものを収納する際は、保護したり入れ方を工夫する等して下さい。●内容物を入れた状態でぶつける、落とす、振り回すなどの衝撃を与える行為はお
やめ下さい。●内容物を収納した場合、必ず内部のポケットは閉じてご使用下さい。●本製品で使用している生地は耐熱仕様ではありません。火のそばを避けてご使用下さい。●汚れた際は中性洗剤をつけた柔らかい布で拭き取って下さい。●
長期間使用しない場合、高温多湿を避け風通しの良い場所で保管して下さい。●直射日光が長時間当たる場所を避けて保管して下さい。色褪せの原因となります。

●本製品は災害時１日目の行動を想定した荷物を収納するのに適したバッグです。
　一時的な緊急避難時や帰宅困難時でのご使用を想定し、荷物を収納して下さい。
●内部のベルクロ部分には別売りの Emergency pouch (Model No. H21-0382) を２つ取り付けることができます。
●バッグ側面の生地を裏返し、吊り下げ用ベルトを使用することで吊り下げてのご使用が可能です。
　(※内容物の重量に注意し、吊り下げる箇所の耐久度を考慮して行なって下さい。)

MODEL NO. H21-0381 Art No. Z211110-197-2

Art No. Z211110-197-1

取扱説明書
EMERGENCY BAG

この度は弊社製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用して頂く為に、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。
不適切な取扱いは事故につながります。又、読み終えた後も、この取扱説明書は大切に保管しておいて下さい。

EMERGENCY MANAGEMENT
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MEDICATION

BASIC FIRST AID KIT

CASH

NON-PERISHABLE FOOD

COPY OF IMPORTANT
DOCUMENTS

AM/FM RADIO FLASHLIGHT

WHISTLEPHONE CHARGER
AND BATTERIES

The primary survey is a quick way to find out how to treat any life threating conditions a casualty may have 
in order of priority.

Danger

Responce

A ir way

B reathing

C irculation

Before approaching the casualty, always make sure the area is safe.

Check if the casualty is responsive or unresponsive. As you approach them, introduce yourself and 
ask them questions to see if you can get a response.

Next, you need to check that the airway is open and clear. Open the airway by placing one hand on 
the forehead to tilt the head back and use two fingers from the other hand to lift the chin.

You now need to check if the casualty is breathing normally. Place your ear above their mouth, 
looking down their body. Listen for sounds of breathing and see if you can feel their breath on your 
cheek. Watch to see if their chest moves. Do this for 10 seconds.

Once you have established they are breathing, look and check for any signs of severe bleeding.

・Taking actions to protect yourself.
・Implementing disaster response plans.
・Avoid dangerous areas.
・Go to a evacuation place.

TO STAY CALM
AND ACT APPROPRIATELY・Have disaster response plans.

・Decide the evacuation place to go.
・Start a stockpile of daily commodities
  in Emergency bags.
・Prepare a survival kit for
  emergency.

PREPARE FOR A DISASTER

・Check the layout of rooms. 
・Fasten furniture to floors.
・Secure an evacuation route.
・Check earthquake resistance.
・Check the hazard map of area 
  where you live.

PREVENT FROM 
A DISASTER

・Confirm the safety of your loved ones.
・Collect accurate information.
・Treat your injury.
・Protect own privacy.
・Pay attention to hygiene.

REBUILD FROM 
AN EMERGENCY

EU Emergency call : 112
USA Emergency call : 911

Your Country:

FIRST AID SKILLS

EMERGENCY CALL

BASIC EMERGENCY KIT SUPPLIES

EMERGENCY SERVICES
Nearest first aid: Doctor: Hospital:

Phone: Phone: Phone:

ベルトを背面収納部の内側へ
しまいこんで下さい。

【背面側】
ショルダーベルトは収納が可能です。

【内部ポケット】 【展開時】 側面の生地を裏返して下さい。

BACK

製品の仕様

ウェビング

アジャスター

吊り下げ用
ベルト

書類
スペース

フード/Ex スペース

Ex
スペース

ポーチ取付用
ベルクロ

ボトルスペース
(500ml 4本程度が目安です。)
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