
アズワンが提供する 安心・安全 地震対策の特長

接着材は22年間にわたり屋外の太陽光パネル固定に使用
されてきた実績のあるものを使用。また、プラスチック部は
難燃性UL94V-0の認定素材を採用しています。

右記公的機関の耐震度6強相当についての
耐震度性能評価に関する報告書を用意しています。

取り外しも、お客様の手で行えます。
あとは必要な交換部品をご購入、ご使用いただくだけで
移設・再利用できます。

1

3

5

※一部商品を除きます

※一部商品を除きます

大きな什器などは動かすことなく接着固定。
どなたでも設置できます。

どなたでも取り付けできます。

す。

最寄のアズワン営業窓口にお問い合わせください。

導入後のレイアウト替えもできます。

公的機関における耐震試験を実施しています。

豊富な実績と商品群をもとに、安心・納得の
サービスをご提供いたします。 設置環境や、
ご心配事、コストなどもお気軽にご相談ください。

コンサルから取付までお応えします。

あなたの職場全体に最適な 安心 を、トータルで耐震のプロがお届けします。
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研究所
オフィス
震災対策

■社員、所員の命を守る
■地震発生後、早く業務を再開する

両面接着（非破壊固定）方式

転倒 移動落下 移動
落下
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UR都市機構　都市住宅技術研究所
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オフィスから研究所・検査室まで、トータルで企業様を守る耐震グッズのラインナップ

商品画像 品名／品番／型番 対象物重量・対象物／価格（税込）

オフィスから研究所・検査室まで、トータルで企業様を守る耐震グッズのラインナップ

キャスト・イット
タイルカーペット用／2－9087－01
／MFP-22T
Pタイル用／2－9087－02／MFP-22F

●複合機　●印刷機
●分煙機　●シュレッダー
税込価格6,600円（2個入り）

キャスターフレームホルダーB
バックル付き
６１－３７４０－９９
LH-815B

100㎏以下／1本（２本での使用を推奨）
●ホワイトボード
●キャスター付きラック
税込価格3,300円(1本入）

薄型テレビストッパーM
61－3740－55
LV-324

46型未満薄型テレビ
税込価格2,728円

キャビネットホルダーGLP
2－9093－01
LH-801GLP

150㎏以下／1本（２本での使用を推奨）
●キャビネット　●ロッカーなど
税込価格4,378円（１本入）

三角ツッパリヤグラシリーズ
LR-061P～064P
（235～800㎜）
64－8874－68～71

300㎏以下／1個
●キャビネット●什器
税込価格8,800円～10,780円

棚.NO！落下マット
（10枚入り）P
2－9097－11
NS-208P

約40㎏以下／枚
●書籍　●ファイル
税込価格11,000円（10枚入）

落下ストッパーシリーズ
2－9552－11～15
AH-916S09P～21P
（900～2100㎜）

100㎏以下／1本
●オープン棚の積載物の落下防止
税込価格1,760円～1,980円

滑り止めマット　50×20
61－3740－74
NS-251

40㎏以下／1枚
●パソコン　●キーボード
税込価格1,045円

卓上プリンターストッパーP
2－9089－01
LM-402P

80㎏以下／2本使用時
●パソコン　●卓上機器
税込価格3,850円（2本入）

ジョイントシールPF
63－4108－73
LJ-604

せん断力120㎏以下／1枚
●ロッカー●什器
税込価格1,650円（4枚入）

消火器フック
2－9555－01
LK-119BP

10号サイズ以下
●消火器
税込価格1,100円

冷蔵庫ストッパーBGP
64－8874－74
RY-902BGP

容量600ℓ以下の冷蔵庫／1セット
（2本使用時）
●冷蔵庫
税込価格2,970円（２本入）

転倒防止ベルト　2本入り
4－2387－01
AH-902K

160㎏以下／1セット（2本使用時）
●ロッカー　●什器
税込価格2,970円（２本入）

※上記以外にも製品がございますので、お問い合わせください

LS-284、LS-384、LS-484
LT-200　2－9133－01
税込価格2,090円（1本）

LT-550　2－9133－02 / LH-801シリーズ用
LH-901シリーズ、LH-912Mシリーズ
税込価格2,750円(1本)

回転剥離工具

商品画像 品名／品番／型番 対象物重量・対象物／価格（税込）

キャビネットホルダーLP
61－3740－48
LH-803P

150㎏以下／1本（２本での使用を推奨）
●フリーザー　●設備
税込価格5,198円

リンクストッパー
T型・L型・I型
T型 2－9092－01　LS-484
L型 2－9092－02　LS-384
I 型 2－9092－03　LS-284

●パソコン●サーバー●段積み機器
T型 160㎏以下／4本使用時
L型 80㎏以下／4本使用時
I 型 56㎏以下／4本使用時
T型/L型 税込価格各3,080円（各4
本入り）
I 型 税込価格3,278円（各4本入）

リンクプレートフラットLL
２－９０９６－０２
LP-081

120㎏以下／1個
●独立したスチールラック
●卓上機器　●什器
税込価格6,600円

リンクプレートフラットL５０
６１－３７４０－６７
LP-086

120㎏以下／1個
●卓上機器　
●キャスター付き什器
税込価格3,850円

薄型モニターストッパー
２－９０９１－０１
LM-301

28型以下の液晶モニター
＊モニタースタンドを固定し転倒防止
税込価格2,728円

段積み装置ストッパー
3－3320－01～04
LH-930L10P～２５P

●HPLC　●段積みされた装置
税込価格11,000円～14,300円

リンクワイヤーストッパー
2－9129－01
MW-001

300㎏以下／1個
●大型キャスター付き什器
税込価格7,700円

安全キャビネットストッパー
3－4177－01
LH-002AP

200㎏以下／1セット
●安全キャビネット
税込価格17,600円

キャスターフレームホルダーB
２－９１３２－０１
LH-805B

150㎏以下／1本
●ボンベスタンド　 ●オープン
ラック
税込価格2,750円

ボンベ固定器
4－2742－01
RB-01A

●ガスボンベ（Φ100～Φ240㎜）
税込価格8,800円

リンクノンスリップM
２－９１３１－０１
NS-141

●フラスコ　　●ビーカー
税込価格1,980円（6枚入り）

リンクレベルアジャスター
ストッパー
S3　2－9130－01　MS-3053
S4　2－9130－02　MS-3054

300㎏以下／1個
●レベルアジャスター付き機器
＊レベルアジャスターの高さに応じ
て調整可能。
S3:22～38㎜まで、S4：22～63㎜まで
税込価格 各12,375円（各1個入り）
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TEL 0120-700-875電話でのお問い合いわせ

□ 本社　〒550-8527　大阪市西区江戸堀2丁目1番27号
□ 東京オフィス    □ 横浜支店     □ 名古屋支店        □ 札幌営業所 
□ 仙台営業所        □ つくば営業所    □ 静岡営業所   □ 京都営業所            
□ 高松営業所       □ 広島営業所       □ 福岡営業所       □ 沖縄営業所
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複合機のキャスターにはめるだけ
キャスト・イット
地震の揺れによる移動や暴走を防止します。

テレビの移動・転倒を防止
薄型テレビストッパー
テレビスタンドの前後に設置し、揺れに対応します。

タイルカーペット用　MFP-22T  
Pタイル用　MFP-22F

LV-324

天板と天井の隙間を埋めて、転倒を防止
ツッパリヤグラ
キャビネットなどの天板にのせて調整し、
天板と天井の隙間を埋めます。
LR-061P～064P

収納物の落下防止
落下ストッパー
様々なタイプの支柱のオープン棚へ巻き付け、
収納物の落下を防止します。
AH-916S09P～21P

卓上プリンターをそのまま台に接着固定
卓上プリンターストッパー
ワンタッチで着脱が可能な為、
機器のメンテナンスや移動が簡単です。
LM-402P

卓上機器を卓上に固定
リンクストッパー　T型・L型
机との隙間が5㎜以下の場合はL型で対応します。
T型　LS-484  /  L 型　LS-384

冷蔵庫の固定に
冷蔵庫ストッパーBGP
冷蔵庫の天板と壁を固定します。
RY-902BGP
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ホワイトボードやキャスター付きラックの
支柱に巻き付け固定。
キャスターフレームホルダーB バックル付き
バックス付の為一時移動可

壁とキャビネットを強力接着固定
キャビネットホルダーGLP
キャビネットの転倒を防ぎます。

LH-815B

LH-801GLP

敷くだけで本などの落下を防止
棚.No！落下マット（10枚入）
表面の摩擦を抑えた設計で、本の出し入れも
スムーズです。
NS-208P

パソコン、キーボード等の移動・落下防止
滑り止めマット
卓上で使用するノートパソコン、キーボード等の移動、
落下を防止するマットです。
NS-251

什器同士を粘着シートで連結
ジョイントシールPF　
床面積を拡大させて転倒を防止します。
LJ-604

LK-119BP

消火器の固定
消化器フック
消火器を壁に固定します。

ロッカー等の固定に
転倒防止ベルト
ゴムベルトで衝撃を吸収するので、壁に優しい設計です。
AH-902K

給湯室

オフィス 研究室
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対象物と壁に距離がある場合
キャビネットホルダーLP
フリーザーと壁に接着固定。

卓上機器を卓上に固定
リンクストッパー　T型・L型・I型
机との隙間が5㎜以下の場合はL型で対応します。
団積みの場合はI型で上下固定します。

LH-803P

T型　LS-484 / L 型　LS-384 / I 型 　LS-284 

ワイヤーを使う為、フレキシブル制あり
リンクプレートフラットL５０
金具を卓上もしくは床に接着固定し、
対象物にワイヤーで巻き付け固定。
LP-086

段済みされた装置の固定に
段積み装置ストッパー
HPLCなど段積みされている装置の移動・落下防止に
使用します。
LH-930L10P～25P

安全キャビネットの固定に
安全キャビネットストッパー
円盤で床に接着固定し、接続したPPベルトで
対象物を巻いて固定します。
LH-002AP

ガスボンベの固定に
ボンベ固定器
壁に接着固定し、ボンベをベルトで巻き付け、
転倒を防止します。
RB-01A
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設備の固定に
転倒防止ベルト
ゴムベルトで衝撃を吸収するので、壁に優しい
設計です。

独立什器や卓上機器の固定に
リンクプレートフラットLL
独立什器の転倒を防止します。
卓上の滅菌器などの落下を防止します。

AH-902K

LP-081

モニターの移動・転倒を防止
薄型モニターストッパー　
モニタースタンドの前後に設置し、
揺れに対応します。
LM-301

キャスター付き什器を床に接着固定
リンクワイヤーストッパー
地震の揺れによる走り出しを防止します。
MW-001

ボンベスタンドの固定に
キャスターフレームボルダーB
壁に接着固定し、ボンベスタンドの支柱にベルトを
巻いて固定します。
LH-805B

NS-141

フラスコ、ビーカーの転倒防止
リンクノンスリップM
フラスコ、ビーカーの下に敷くだけ。
水洗いで再利用可能です。
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震災発生時に早く業務を再開するために転倒・落下・移動防止対策はお済みでしょうか。
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