
上記写真・イラストは実際のものと異なる場合があります。

上記写真・イラストは実際のものと異なる場合があります。

ローラーバッグ、保存食（主食×3、副食×3、甘味物(氷砂糖）1）、保存飲料水1.5L×2、発熱剤×3、加熱袋、ラップフィルム、フォークスプーン×3、お茶×3
ラジオ付き多機能ライト、単三電池×4、使い捨てライター、マスク×5、生理ナプキン×6、ティッシュー、簡易トイレセット×5、包帯、ガーゼ付き救急絆創膏×6、
シート体温計×2、アルミシート×3、収納ポーチ、ろ過フィルター×5、布粘着テープ、軍手・笛・ロープセット×2、雨衣×3、カッターナイフ、ゴミ袋×3、防災マニュアル

バッグ容量：28L　貯水タンク容量：28L（走行時23L） バッグサイズ：横幅34×奥行35×高さ45（持ち手引き上げ時：92）㎝
重量：全体2.3㎏　バッグ本体：2.3㎏　材質：バッグ本体/[表地]ポリエステル [裏地/貯水バッグ]PEVA　断熱材：発泡ポリエ
チレン　ハンドル：スチール・PVC（ポリ塩化ビニル） タイヤ：PVC

ＥＸ．48 サバイバルローラーバッグ
ニューベーシック デラックス

内容充実のデラックスタイプ！
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2～3人の
家族向
48時間
避難補助

【セット内容】

【セット内容】

ローラーバッグ、保存食（主食×2、副食×2）、保存飲料水500ml、発熱剤、加熱袋、
フォークスプーン、ラジオ付き多機能ライト、マスク×4、生理ナプキン×3、ティッシュー、
簡易トイレセット×3、使い捨て下着（女性用）×2、ガーゼ付き救急絆創膏×4、シート体温計、
アルミシート、収納ポーチ、軍手・笛・ロープセット、雨衣、ゴミ袋、防災マニュアル
バッグ容量：22L　貯水タンク容量：14L（走行時11L） バッグサイズ：横幅33×奥行24×高さ52（持ち手引き上げ時：102）㎝
重量：全体2.5㎏　バッグ本体：1.6㎏　材質：バッグ本体/[表地]ポリエステル[貯水バッグ]PEVA
断熱材：発泡ポリエチレン　ハンドル：アルミニウム・PVC（ポリ塩化ビニル）　タイヤ：PVC

EX. 48 サバイバルローラーバッグ
ニューコンパック プラス

女性に配慮
した

コンパクト
タイプ！

商品価格（税込）
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16,500 円のところ特別価格

サイズ：147×73×19㎜　重量：245ｇ　材質：ABS　出力：USB端子/1個（5V/2A） ※2個同時接続の場合は（5V/1A）/2個
入力：マイクロUSB端子（5V/2A）/1個　電池種類：リチウムイオンポリマー電池/3.7V/10,000mAh
保護機能：過充電・過放電・ショート（短絡）・過電流保護

入出力用USBケーブル（USBプラグ-マイクロUSBプラグ/ライトニングプラグ/タイプCプラグ、長さ：約32㎝）
カラビナ。取扱説明書

ソーラーパワーバンクⅡ

商品価格（税込）

1

3,850円のところ特別価格
付属品

商品価格（税込）
24,200円のところ特別価格

EME
RGE
NCY
 BAG

1人の
個人向
48時間
避難補助

持ち運び便利！

コンパクトなのに
電池容量10,000mAh

の大容量電源

フル充電の状態から
iPhone、スマホなど
約3台分の充電が可能。

USB端子2個付き

晴天で
あれば
どこでも
ソーラー
充電機能強・弱・点滅の3モード

LEDライト付きで
非常ライト代わりにも！

災害時だけでなくアウトドアでも大活躍！
※太陽光充電は、太陽光の照度に影響されます。 晴れているようでも、雲等の気象条件に影響されます。

安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用

非常時に充電が切れて、家族や知人と連絡が取れない
インターネットで現在の状況を知りたいなどの問題を解決。

災害時だからこそ備えておきたい！

阪神大震災・東日本大震災の被災者や防災
士の意見を元に考案。事前準備や震災時の
対策が完璧に出来る防災マニュアル付き。

備えあれば憂いなし！

給電も蓄電もこれ1台でOK!
スマホや携帯電話の充電対策

USBプラグ
マイクロUSB
プラグ

ライトニング
プラグ

タイプC
プラグ

3種類のタイプの充電タイプ
最新のiPhone12/Pro Max・iPad等も充電可能！

USB充電　： 2A入力で 6～9時間、1A入力で12時間
ソーラー充電： 40,000ルックス（晴天の午後3時ごろの太陽照度）で
連続で60～65時間

大切なライフラインのひとつ！

原寸
サイズ

フル充電までの時間（約）

ライフライン復旧までの
                      サポートに

バッグがそのまま（キャリー付き）
大容量 貯水タンクに！

女性でも給水車などから
生活用水を運ぶのに便利！
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●商品の保証期間：お買い上げ後6ヶ月間
　（お買い上げ時の領収書、もしくは納品書をご提示ください。）

●商品の取り扱いに関するお問い合わせは 商品に関する
情報はコチラ

●セットアップ商品に関するご案内
セットアップ商品　　 に関して、メーカーによる在庫切れ、もしくは著しい
商品の入荷遅れ、及び仕様変更などの理由により、類似商品へ代替変更を
させていただいてのお届けとなる可能性がございます。予めご了承ください。

3台分約 充電
可能

便利な
カラビナ付

夜間でも
視認しやすい
リフレクター
付き

防災バッグ防災バッグ防災バッグ防災バッグ

※セット内容の保存食は、製造日より3年以上のものを入れさせていただいております。

※セット内容の保存食は、製造日より
　3年以上のものを入れさせて
　いただいております。

自然災害を防ぐことはできませんが、非常時に備えて準備しておくことは
できます。いざと言う時に備えて、普段から準備しておくことが大事です。

この機会にご家庭や職場で検討してみてはいかがですか？

防災グッズ防災グッズメテックスの

非常時・災害時に備えて準備しておきませんか？

機能・デザイン・品質に
すぐれた快適用品をお届けする

アウトドアでも活躍！



上記写真・イラストは実際のものと異なる場合があります。※ No,　　と　　のソーラーパネルは、No,　　と　　のメガパワーバンクいずれの商品とも組み合わせが可能となっております。

商品価格（税込）
23,100円のところ特別価格

出力を抑えて、さらに軽量コンパクト＆シンプル版

電池容量を抑えて、さらに軽量コンパクト＆シンプル版

電気を作るソーラーパネル 貯めた電気を使えるバッテリー

今や、　　　　は　　も備える時代です。

日光のあたる明るい場所に広げるだけ！
曇りや夕方、室内照明では十分な給電が
できないので注意。

使い方は簡単！

明るい昼間に蓄電して
自由に電気を使う

フル充電の状態なら
iPhone、スマホなど

サイズ：［開］1,020×350×20㎜　［閉］350×200×40㎜　重量：1.4㎏　材質：ポリエステル　出力：DC、USB、USB QC3.0

出力ケーブル（2ｍ）、メガパワーバンク（24,000mAh）用プラグ、ノートＰＣ用プラグアダプター（12個）、
カラビナ（2個）、取扱説明書

40Wソーラーパネル2

付属品

サイズ：［開］815×290×20㎜　［閉］290×195×35㎜　重量：880ｇ　材質：ポリエステル　出力：18Ｖ/1.1Ａ　USB　5Ｖ/2.4Ａ

出力ケーブル（2m）、メガパワーバンク用プラグ、ノートPC用プラグアダプター（12種類）、カラビナ（2個）、取扱説明書

21Wソーラーパネル3
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付属品

商品価格（税込）
36,300円のところ特別価格

サイズ：213×167×108㎜　重量：2.1㎏　材質：ABS　充電時間：［付属ACアダプター］10～11時間、［付属カーシガレットライターケーブル］13時間、
［別売りソーラーパネル］20時間　出力：USB/2個　USB QC3.0/1個　USB-C/2個　DC/3個　
AC出力：修正正弦波/2個　100V　50/60Ｈｚ　100Ｗ（連続）　150Ｗ（最大）　電池種類：リチウムイオン電池　3.7Ｖ/60,000mAh（222Wh）
保護機能：ショート・過負荷・過放電・過充電・過電流

ＡＣアダプター、カーシガレットライターケーブル（入力用）、カーシガレットライターアダプター（出力用）、ＵＳＢケーブル、
携帯電話用各種プラグ（iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ、ソフトバンク、au、マイクロUSB）、タイプCプラグ、取扱説明書

エバーブライト スーパーメガパワーバンクⅡ4

付属品

サイズ：144×77×105㎜　重量：1,030ｇ　材質：ＡＢＳ　充電時間：［付属ACアダプター］
6時間、［別売りソーラーパネル］25～28時間
出力：AC　修正正弦波/2個　USB/2個　USB QC3.0/2個　USB-C/1個　DC/1個
電池種類：リチウムイオン電池　24,000mAh（88.8Wh）　
保護機能：ショート・過負荷・過放電・過充電・過電流・過熱

ACアダプター、カーシガレットライター（出力用）、USBケーブル、
携帯電話用各種プラグ（iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ、
ソフトバンク、au、マイクロUSB）、タイプCプラグ、取扱説明書

ＡＣコンセント2個付 メガパワーバンク5

付属品

商品価格（税込）
11,000円のところ特別価格

商品価格（税込）
23,100円のところ特別価格

200
m
m

350mm
※写真は40Wソーラーパネルです。 ※21Wは290×195mmになります。

収納時はコンパクト！

3種類の出力ポートを搭載

ACコンセントがあるので
小型家電にも使えます！

多数のポートを搭載！
携帯電話の複数充電も可能

DC 18V/USB QC3.0/USB 5V ノートPC用変換プラグ12種 ＋

直接充電可能直接充電可能

USB 5VUSB QC3.0DC 18V

USB 5VDC 18V

※こちらの商品は発電機能のみで蓄電能力はありません。発電中のみ給電し充電することができます。　

※こちらの商品は発電機能のみで蓄電能力はありません。発電中のみ給電し充電することができます。　

※こちらの商品は蓄電機能のみで発電能力はありません。蓄えられた電力分のみ給電し充電することができます。　

※こちらの商品は蓄電機能のみで発電能力はありません。蓄えられた電力分のみ給電し充電
　することができます。　

フル充電の
状態ならノートPC（ 　　）なら消費電力

16W想定

スーパーメガパワーバンクⅡや
メガパワーバンクと組合わせる
とさらに便利！

BATTERYSOL
AR 
POW
ER

持ち運び便利な
取手付き！

持ち運び便利な
取手付き！

約14時間使用
可能

約20台分充電
可能

ノートPCにも

〈連続使用時間〉

スーパーメガパワーバンクⅡを使用した時の
電気製品の連続使用時間（約）/充電回数（約）

メガパワーバンクを使用した時の小型家電製品の連続使用時間（約）/充電回数（約）

32型液晶TV

電気毛布

扇風機

LEDランタン

ミニ冷温庫

PC

スマホ〈充電回数〉

80

27

20

5

45

16

2.5

8

11

44

5

14

20

時間消費
電力（w）

〈連続使用時間〉

ノートPC

扇風機

電気毛布

ミニ冷温庫

LED卓上スタンド
（白熱灯60W相当）

16

6

20

27

45

5

14

4

3

1.5

30

120
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〈充電回数〉 回数時間消費
電力（w）

エバーブライト
ソーラーランタン

エバーブライト
スーパーミニDXs

スマホ/iPhone

手のひらサイズの
軽量版！

手のひらサイズの
軽量版！

家庭などのコンセントからは
もちろん、ソーラーパネルからも充電
できます。

充電方法は簡単！

付属ACアダプター：10～11時間、付属カーシガレットライターケーブル：13時間
別売ソーラーパネル：40,000ルックス（晴天の午後3時ごろの太陽照度）で連続で20時間

フル充電までの時間（約）

付属ACアダプター：6時間、別売ソーラー
パネル：40,000ルックス（晴天の午後3時
ごろの太陽照度）で連続で25～28時間

フル充電までの時間（約）

24,000mAhの
大容量電源！

小型でも電池容量

太陽光で充電、停電時にも安心便利！
折りたたみ式パネルだから、軽量・コンパクト

大容量・大電力！携帯電話のフル充電はもちろん、
ノートPC・小型家電製品にも対応した電源！

電池容量60,000mAhの大容量電源！
スーパーメガパワーバンクⅡは

災害対策災害対策 電力電力

メガパワーバンク用
プラグ

接続ケーブル

多機種に対応できる変換プラグ


