
危機管理産業展(RISCON TOKYO)2020　注目の出展者情報 2020.10.7
RISCON TOKYO事務局

出展者名 出展分野 出展ゾーン 小間番号 製品名 PRポイント 参考資料

1 日本ライフライン株式会社 防災・減災 避難・救助・救急
医療

AB-01 AED「カーディアックレスキュー
RQ-6000」

40年以上にわたり心臓まわりの医療機器を扱うメーカーが開発したAEDです。
救命時の使いやすさ、管理のしやすさを重視したAEDをブースでご体験ください。

2 日本ライフライン株式会社 防災・減災 避難・救助・救急
医療

AB-01 胸骨圧迫サポート機器「CPResQ」 胸骨圧迫に自信はありますか？
新発売のCPResQは胸骨圧迫のテンポや深さを音声とLEDでサポートします。是非ブースでチャ
レンジしてみてください！

3 大協株式会社 防災・減災 地震・津波・火山
対策

AF-28 集電子装置（EC) 世界初の発明。日米で特許を有す。
地中に逃げた電子を集め大気中に供給することによって大気間の電気力線を繋がせず直撃雷誘導
雷を防ぐ。地震に対しても地中で集めた電子を供給し地震や津波を緩和する。設置した地域は驚く
べき効果を得ている。設置後効果は半永久的。材料は地球に優しい自然のものである。落雷・地震・
津波・台風等自然災害から地球を守る新技術である。ウィルス侵入防止に対しても効果があると予
測する。

4 ベル・データ株式会社 防災・減災 備蓄品・非常食 AJ-03 世界初！5年保存！被災地から生
まれた、安心・安全で優しい備蓄ゼ
リーLIFE STOCK

・東日本大震災の被災経験から開発された、世界初！5年の長期保存を実現した備蓄ゼリー
・乳幼児からお年寄り、傷病者、アレルギー患者まで、安心・安全で誰でも食べやすいゼリー食品
・調理不要、電気・ガス・水が無くても食べられる
・被災直後や忙しい災害支援作業時でも、数十秒でエネルギー補給
・ポケットサイズで備蓄保管や配布、持ち歩きも楽々
・食べ終わったゴミ（フィルム）は、折りたたんでかさ張らない

5 株式会社 ユニマットプレ
シャス

防災・減災 災害対策ロボッ
ト・ドローン・ビー
クル

AH-05 電動船外機TORQEEDO（トル
キード）

2005年にドイツ南部のバイエルン州で創業された世界有数の電動船外機メーカーです。
従来のエレクトリックモーターとは一線を画す、ガソリン船外機の代わりとなる製品として設計され
ています。弊社では3馬力相当から5馬力相当の製品を取り扱っており、小型のモデルについては
船舶免許不要で使用できます。軽量でオイルも使用しておらず、家庭用コンセントで充電可能です。
いざという時も組み立て簡単で使用できます。

6 株式会社 ラピュタインター
ナショナル

防災・減災 避難所運営・資機
材

AC-05 バッテリー内蔵LED非常用ランプ 本商品は世界初の機能として、平常時は通常のLEDランプとして点灯し、停電を感知すると内蔵
バッテリーにより約3時間の非常点灯を行ないます。しかもこの機能は、照明スイッチ（壁スイッチ）
のON/OFFに関わらず自動で作動します。バッテリーを内蔵していますので、震災による激しい揺
れにも断線することがありません。主要設置場所は全国の原子力発電所で、緊急時対策室をはじめ
とするさまざまな場所に設置されています。

7 株式会社カワハラ技研 防災・減災 その他災害対策 AF-09 災害直後すぐ使える　備蓄型　組立
式　個室トイレ　『ほぼ紙トイレ』

みなさん、災害時のトイレについて考えたことはありますか？
「排泄は、待ったなし！！」・インフラがすべてストップしても使用できるトイレ・工具不要で約２０分
で組立てられて完成後直ぐに使用できるトイレ・女性に優しいトイレ・今までに無かった災害用トイ
レ
それが『ほぼ紙トイレ』です。https://shinsaiexpo.com/osaka/exhibit/exhibit022/

8 玉鳥産業株式会社 防災・減災 避難・救助・救急
医療

AB-07 RAZORSAW　RESCUE　救助
セット

倒壊木造家屋に閉じ込められた人命救助用の手工具セット。
床面に直接のこぎりで開口部を切り進む事は困難です。
電気を必要とせず、ハンドドリルであけた穴から切り進められる
専用先端形状の鋸で直ちに木材床面等への開口作業が可能。
常備や持ち出しに便利な専用袋付き。日本製

9 株式会社 デベロップ 防災・減災 避難所運営・資機
材

AU-09 コロナ禍でも大活躍！
災害時に速やかに被災地に駆けつ
ける
動くコンテナホテル「レスキューホテ
ル」

平時にはホテルとして観光やビジネスに利用されるコンテナ客室を災害など有事の際に被災地に
すみやかに移送し避難施設などに利用するフェーズフリー型ビジネスモデル&災害ソリューション
として注目を集めています。北関東を中心に20ヶ所を超える拠点に600室を超えるコンテナ客室
を配備。レスキューホテル出動に関する災害協定を締結する地方自治体が急増しています。
2021年には全国への出動体制を整備する計画です。

10 株式会社ニッソク 防災・減災 自治体・団体・機
関・防災製品・
サービス

公社ブース
26

貼紙防止機能付き「防災シート」 これだけで良いの？もったいない！！どこにでもある電柱についている貼紙防止用シート。
このシートを避難誘導「防災シート」に変えることで、3つの効果が発揮できます。平常時には貼紙
防止用シートとして、災害時は避難誘導標示として、避難時には裏についている土嚢袋で水害対
策。地域の人や訪問客には大切な表示。それに加え夜間でも見える蓄光シートとしてもご紹介しま
す。

11 株式会社 チャレンジ 防災・減災 地震・津波・火山
対策

AJ-20 センサー内蔵 緊急地震速報装置
EQガード

センサーを内蔵しており、気象庁の震源地情報でアラームを鳴らすと共に独自にセンサーで自信を
キャッチしアラームを鳴らします。首都直下型地震に絶大な効果があります。海外８か国に導入済み
です。

別資料有
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12 株式会社阪神交易 セキュリティ 監視・警戒システ
ム・カメラ

AQ-08 屋外型センサー監視カメラ
トロフィーカムXLT30MPノーグロ
ウDC

驚異の3000万画素撮影を実現。 人感センサー内蔵、監視カメラ。
昼・夜撮影時にその場の光条件に合致した最適な明るさで撮影を実現する「デュアルイメージコア」
搭載。 暗闇の出来事を”鮮明に克明に”映し出す。 0.2秒の最速トリガースピードは一瞬の動きも
逃さない。不法侵入・不法投棄、密漁・獣害対策、証拠取得に

13 株式会社阪神交易 セキュリティ 監視・警戒システ
ム・カメラ

AQ-08 デジタルナイトビジョン　エクイノク
スZ2コネクト6

CMOSセンサー搭載、シンプル操作で静止画・動画の撮影保存ができるデジタル暗視スコープ、エ
クイノクスZ2コネクト。
WiFi搭載、専用アプリでリモートシャッターやIR輝度調整など遠隔操作や撮影データをスマート
フォンやタブレットでリアルタイム共有することができる。 IRイルミネーター搭載で完全暗闇でも使
用可能。防犯・救助活動・キャンプ・アウトドア・獣害対策・夜行性動物の生態観察まで活用の幅は広
い

23 株式会社 SOPIC 事業リスク対策 感染症対策 AM-14 衝撃！「虫よけ」×「冷却」×「抗ウイ
ルス」
身近なリスクを軽減「プロテクトウェ
ア」BUGOFFプラス

従来の【虫よけ加工】と【冷却効果】に加え、【抗菌/抗ウイルス機能】を加えました。
虫刺され、猛暑、インフルエンザなど世界に広がる様々なリスクを軽減します。医療の現場で使われ
ている技術を日常に活かし、着るプロテクトウェアはNew Normalをサポートします。他にはない
圧倒的な【差別化】と【付加価値】を実現します！

14 株式会社阪神交易 セキュリティ 監視・警戒システ
ム・カメラ

AQ-08 フルカラーナイトビジョン　サイオニ
クス
オーロラ　スタンダード

革新的新技術！暗闇を鮮やか「フルカラー」監視。海上、市街地、山林での夜間監視に。完全防水
IP67、日本語メニュー、静止画・動画の撮影保存もワンタッチ。携帯や保管に便利な防塵防水ハー
ドケース付属。三脚ネジ穴付きであらゆる現場で活用可能。軽量274g。WiFi経由でタブレット、ス
マートフォンでの遠隔操作も可能。ISO感度819,200。

15 株式会社阪神交易 セキュリティ 監視・警戒システ
ム・カメラ

AQ-08 防振双眼鏡　シリウス12（トウェル
ブ）

日本初公開！シリウス12（トウェルブ）は独自ジャイロセンサーを搭載した12倍、完全防水の日本
製防振双眼鏡。 揺れる環境下で“ピタリ”と目標物を確認できる。
三脚ネジ穴やオート電源オフ機能、グリップ感抜群の小型設計などきめ細かなアイデアが組み込ま
れている。全面多層膜コーティングされた明るいレンズには対物・接眼両面に撥水撥油コートが施
され、あらゆる環境下で耐えうる最上の視界を確保。

16 株式会社ブイキューブ 緊急時ライフライ
ン確保

情報収集・被害予
測

AT-13 V-CUBE Board（オペレーション
テーブル）
V-CUBE コラボレーション（web
会議）

省庁・自治体・消防本部等に採用されているオペレーションテーブルとweb会議を組み合わせた
「緊急対策ソリューション」を展示いたします。
さらに今年は、地図上のアイコンからコミュニケーションが始められる「コミュニケーションマップ」
をご紹介します。
緊急時に錯綜する様々な情報をオペレーションテーブル上に集約・俯瞰し、遠隔地ともリアルタイム
に情報を共有することが可能なシステムです。

18 株式会社ティーアール
シィー高田

緊急時ライフライ
ン確保

停電対策・非常用
電源

AH-15 穴があいても使える。
リチウム鉄リン系複合酸化物とい
う、全く新しい電池。

世の中にはバッテリーを用いた製品が溢れていますが、衝撃や使用環境などにより、発熱、膨張、
発火の危険をはらんでいるものばかりです。身近なものとして割にその危険性は高いのです。その
ためバッテリーは、セルに釘を刺すなどの衝撃を与え、無事に破棄できるかの検査を行うことがあ
ります。本製品はその検査で釘を刺して異常が起こらないことはもちろん、その後も安全に使える
ことを確認した、安全性に優れたバッテリーです。

別資料有

19 株式会社DOUBLE-H PPE・労働安全
フェア

PPE(個人用防
護具)・保安用品

AM-15 MOUTH SCREEN KIDS 業界初！子供用マウスシールド【MOUTH SCREEN KIDS】
子供は体温調節がしずらく大人より体温を下げるのに時間がかかります。
透明のスクリーンであれば顔色の変化、異変が気付けるかもしれません。
保育園、幼稚園、小学校など多くの施設で導入頂き好評頂いている子供用マウスシールド
運動会や発表会などイベントでもかわいい表情がわかります。

20 Ronkジャパン株式会社 PPE・労働安全
フェア

PPE(個人用防
護具)・保安用品

AN-18 双方向接近警報システム（現場内重
機等接近警報システム）

世界初！高精度の危険検出装置！
「音波」と「電波」の組み合わせにより、従来の製品の体の向きや環境による検出のバラツキを無く
し、３６０度かつ10cmまで正確な検出が可能な高精度の危険検出装置の誕生です！
重機運転手は「音」と「光」で、作業員は「振動」と「音」で危険を知らせます。

21 山本光学株式会社 PPE・労働安全
フェア

PPE(個人用防
護具)・保安用品

AQ-15 TiKi　電動ファン付き呼吸用保護具
「TK-1050」

全面形でコンパクトな電動ファン付き呼吸用保護具「TiKi（ティキ）」日本初登場。
アスベストやダイオキシン、放射性物質などを含んだ粉じんが浮遊する現場、
粉じんが存在する高リスク粒子浮遊環境下での個人防護に最適です。

22 山本光学株式会社 PPE・労働安全
フェア

PPE(個人用防
護具)・保安用品

AQ-15 超軽量フェイスシールドグラス「YF-
850L」

販売開始から約20年。
医療や製造現場で働く人々に愛され続けてきた「YF-800」。
そして、乱反射やギラツキを極限まで抑えた圧倒的な透明感の「YF-850」。
100年以上、日本で「働く人々の安全と健康を護る」製品づくりを作り続けてきた
YAMAMOTOが自信をもってお届けする「MADE in JAPAN」の眼鏡型フェイスシールドグラス
です。
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23 株式会社 藍通 PPE・労働安全
フェア

PPE(個人用防
護具)・保安用品

AF-27 クリップ式フェイスシールド 業界初！帽子のつば部分にクリップを挟むだけで装着ができるフェイスシールドです。
つばのある形状であれば装着可能。ヘルメットや帽子を着用する場面での活用が見込まれます。
シールド部分は透明度と強度の高いポリカーボネートを採用しており、飛沫のみならず飛来物への
対
策にも効果的です。またシールドの角度の調整が可能なので、シールドをつけたままの吹笛や給水
を
行えます。24 株式会社 島田小割製材所 気象災害・リスク

対策サミット
その他気象災害
対策

AR-05 非常用・災害用　おがくずトイレ 国産杉・ひのきのおがくずを使用した簡易トイレは100％自然素材の為、人にも環境にも安心。
強力な水分の吸収力に加え、消臭力、抗菌力にも優れ誰でも簡単に使用出来ます。
使用期限も無く、長期保存も出来るので安心。
おがくずは他に食品保存や生ごみ処理にも転用可能な優れた素材です。


