
　　　使用上の注意●コンクリート・アスファルト・タイルなど、突起物のない平面な場所で使用してください。●本品は冠水した水の重みで止水される構造と
　　　なっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。念のため、土のうや水の入ったペットボトルなどの重りを載せたり、ロープで建物と固
定するなどの処置をしてください。●本品は軽度の浸水を想定した水害防止パネルのため、完全な止水を保証するものではございません。使用条件や災害状況により水が
漏れる場合がありますので、ビニールシートや漏水テープの併用をお願いいたします。●津波・高潮発生時には使用しないでください。●使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから
収納してください。●直射日光に当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●商品の切断面や角をさわってケガをしないよう、設置の際は必ず手袋をはめて
作業してください。●お子様の手が届かない場所に保管してください。

浸水災害対策用品
浸水被害・ゲリラ豪雨対策・防災用品

折りたたみ式

みずからガード

サイズ：（1枚）幅 700×高さ 500×奥行 400 ㎜
　　　　（３枚連結幅）約 1950 ㎜
材　質：（本体）ポリエチレン・（専用クリップ）エンビ
厚　さ：3.0 ㎜　　カラー：ブルー　　質　量：2.3 ㎏／枚
販売単位：1組（本品 3枚・専用クリップ（大）2本・専用クリップ（小）9個）

④
柱部分の強度を高める
ため、専用クリップ（大）
で２箇所を固定します。

３枚セット

ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応！土のうに代わる緊急洪水防護シート‼

ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応！土のうに代わる緊急洪水防護シート‼
●地面に置くだけで、水圧を利用して固定・止水します。●組み立て工具は不要。●金具で地面に固定する必要もありません。

●ジョイント部分を何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能。●1枚2.3 ㎏の軽量。●持ち手が付いているので持ち運びがカンタン。
●底面は滑りにくいダイヤ柄のエンボス仕様です。●使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。

フロード・ガードは非常に優秀な止水性能を有しておりますが万能ではございません。固く平坦な路面を想定して設計されています。
土のう等その他の防災用品と併用することにより、機能性の向上が見込めます。

（Ａ）

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

380401 止水板  ＤＺ５０
サイズ：（Ａ）705×（Ｂ）528×（Ｃ）680×（Ｄ）705㎜
重　量：４．２㎏

380408 止水板  ＤＺ6０
サイズ：（Ａ）850×（Ｂ）625×（Ｃ）810×（Ｄ）850 ㎜
重　量：6 ．1㎏
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380403 外湾曲板  ＤＷ５０
サイズ：（Ａ）350×（Ｂ）528×（Ｃ）680×（Ｄ）670㎜
重　量：2．7㎏

380410 外湾曲板  ＤＷ6０
サイズ：（Ａ）405×（Ｂ）625×（Ｃ）810×（Ｄ）790 ㎜
重　量：4 ．0㎏
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380405 止水板  ＤＳ５０
サイズ：（Ａ）500×（Ｂ）528×（Ｃ）680×（Ｄ）500㎜
重　量：2．8㎏

380411 止水板  ＤＳ6０
サイズ：（Ａ）600×（Ｂ）625×（Ｃ）810×（Ｄ）600 ㎜
重　量：4 ．5㎏
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380402

380414

内湾曲板  ＤＮ５０
サイズ：（Ａ）550×（Ｂ）528×（Ｃ）680×（Ｄ）220㎜
重　量：２．５㎏

380409 内湾曲板  ＤＮ6０
サイズ：（Ａ）650×（Ｂ）625×（Ｃ）810×（Ｄ）260 ㎜
重　量：4 ．0㎏

底面に掛かる水圧で本体を固定する

フロード・ガード

底面に掛かる
水圧で本体を固定！！

200 ㎏／枚の対水圧の強固なボディで、
流水の中でも使用できます。

簡単に設置できるので、
迅速にガードを作ることができます。

重ねて保管でき、スペースを取りません。重ねて保管でき、スペースを取りません。

材質：ABS 樹脂　厚み：5㎜　表面加工：UVカット加工　許容温度：－40度～ 95 度
湾曲用（内湾曲・外湾曲）もございます。

URL.https://jgc-inc.co.jp

設置場所の側面が壁の
場合に使用します。

止水板の裏側が壁の
場合に使用します。

380406
380412
380407
380413

サイドガード  ＳＧ50
サイドガード  ＳＧ60
サイドシール  ＳＳ50
サイドシール  ＳＳ60

サイズ：Ｗ（幅）200×Ｄ（奥行）710×Ｈ（高さ）550 ㎜
サイズ：Ｗ（幅）200×Ｄ（奥行）730×Ｈ（高さ）630 ㎜
サイズ：Ｗ（幅）60×Ｄ（奥行）Ｌ1080×Ｈ（高さ）50㎜　　重量：145ｇ
サイズ：Ｗ（幅）60×Ｄ（奥行）Ｌ1300×Ｈ（高さ）50㎜　　重量：180ｇ
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を吸わせるだけで簡単設置！

※水温が低い場合は5分程度
かかる場合があります。

水を吸わせるだけ！約3分で高さ10㎝に！
さっと準備でき、被害を最小化します。

厚さ3㎜でかさばらないので、スペースを
取らずに備蓄可能です。

貯水用ケース（外箱）・袋、防水シートが
入っているので、開けてすぐ使えます。

３分で完成！
１３㎏に！

スペースいらずの
コンパクト備蓄

すぐに使える
セットタイプ！

吸水後吸水前

浸水対策・流水防止・被害を最小化します！！

取扱説明書
貯水用ケース（外箱）
貯水用袋
防水シート

吸水土のう 吸水膨張後
吸水前

パッケージ袋（25枚入）
縦 40×横 25×高さ 10 ㎝
縦 59×横 37×高さ 0.3 ㎝ 不織布（レーヨン、ポリエステル、

ポリエチレン、ポリプロピレン）、
高分子吸収材、吸水紙

縦 60×横 39×高さ 9㎝

縦 71 ㎝×横 47 ㎝×高さ 97 ㎝　厚み 20 ミクロン
縦 3m×横 3m×　厚み 210 ミクロン

縦 41㎝×横 66 ㎝×高さ 97 ㎝　厚み 50 ミクロン 850g
54g
1 ㎏
35g
13 ㎏
150g

ー ー
ポリプロピレン
ポリエチレン
ポリエチレン
ポリエチレン

紙

貯水用ケース（外箱） 入数 ／ ケース サイズ ／ 枚 重量 ／ 枚 材　質

50 枚
（25 枚×2袋）

3枚
2枚
1枚
1枚

【内容物・仕様】

　　　使用上の注意●完全に止水ができる商品ではありません。●本来の用途以外では使用しないでください。●「吸水土のう」は切らずに、水でふくらませてから使用してくだ
　　　さい。使用後は再利用できません。天日干しなどで脱水し、地域の規則に従って廃棄してください。●積上げは最大３段（高さ30㎝）までにしてください。水位は最大
20㎝まで対応します。河川などの流れの速い場所や海水の流れ込む場所では使用できません。●「吸水土のう」は紙製品のため、破れる恐れがあります。踏む、上に乗る、放り
投げる、鋭利なもので突き刺すなどの破損するような行為は行わないでください。破れた場合は内容物のゼリー状の高分子吸収材が大変滑りやすいため、すべて回収してく
ださい。●誤って食べた場合は、のどに詰まらせていないか確認して医師の診察を受けてください。目に入った場合は、水で十分に洗い流してください。●直射日光、高温多湿、
火気の有る場所、幼児や子供の手が届く場所に保管しないでください。●使用期限は未開封の状態で製造日から７年間です。製造日は、貯水用ケース（外箱）に記載します。

貯水用ケース（外箱）へ袋をかけ、
水をためてください。「吸水土の
う」を完全に水につけ、ふくらま
せてください。3分程度で高さ約
10㎝、重さ約13㎏になります。

使用後は、黒色の外袋を割き（手
で破れます）、白色の内袋を３日
程度天日干しをして脱水してくだ
さい。その後は、地域の規則に
従い廃棄してください。

防水シートを利用し、隙間ができないよう
に吸水土のうを積んでください。３段まで
積み上げ可能で、水位約２０㎝まで対応し
ます。保管はチャック袋に入れ、直射日光、
高温多湿の場所をさけて保管してください。

使用方法 廃棄方法

高分子吸収材が水を素早く吸収。
後戻りせず、水を逃しません。

使用前の厚さ３㎜以下でかさばらないので、
備蓄保管に場所を取らず最適です。

使用前は厚さ３㎜・重量50g と薄く軽量です。
取りまわしが良く、作業性がアップします。

たっぷり７ℓ吸収

超軽量
コンパクト備蓄

どんな場所にも
簡単設備

高分子吸収材が水を素早く吸収。
後戻りせず、水を逃しません。たっぷり７ℓ吸収

防災人　吸水土のうセット　５０枚入

商品名

３８０４１５

型　番

６６０×４１０×２２０㎜／約１２．０㎏

ケースサイズ（幅×奥行×高さ）／重量

４９０４６０１９９５０４７

JANコード

防災人
水たまり吸水シート７ℓ

商品名 販売単位

３８０４１６ １　組（１０枚）

型　番

３９５×６２５×１７㎜／約５１０ｇ

袋サイズ（幅×奥行×高さ）／重量

４９０４６０１９９５０３０

JANコード

※ケース入数：１０枚×１０袋（１００枚）

置くだけ
ラクラク作業

隙間からの
浸水対策に

水漏れ拡散防止 瞬時に除水

　　　使用上の注意●止水材としての使用、「油、溶剤、海水等」の吸収は出来ません。●本来の用途以外では使用しないでください。●吸収後の再利用はできません。
　　　●使用後は３日程度の天日干し、もしくは脱水剤を使用して排水後、地域の規則に従って廃棄してください。●切らずに使用してください

に置くだけ　　　と吸収！だけ　　　と吸収だけ　　　と吸収
断面図
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