
タフ・ダミー   標準仕様 G シリーズ・水難救助 W シリーズ・水没救助訓練 BR シリーズ

救助訓練人形

タフ・ダミーシリーズに子供用人形が登場！New

オプション

運搬の様子をwebで公開しております。
詳しくは▶www.wako-shoji.com

▲手先▲足元

▲専用カバーオール
WRL-CA

▲専用フェイスマスク
WRL-FM

▲専用レッグプロテクター
WRL-LP

▲専用ブーツ
WRL-BT

本体生地とカバーオールは警察の防刃・防弾ベスト
にも使用されている素材で高い耐久性を実現。
脇、ウェストなど負荷のかかる部位は
高密度ポリプロピレンの帯ヒモで補強。
また、カバーオールは交換できるので、
本体も長持ち。
本体袖口は2重仕立てで強度アップ。
専用のラバーブーツで足先を保護
（ブーツのみ販売可能）。

使用後は吊るして簡単に乾燥。持ち運
びにも便利。

撥水加工のため、濡れる、
汚れる訓練（HAZMAT、
CBERN）にも最適。
取り外して洗浄が可能。
（カバーオールのみ販売
可能）

実際の無意識傷病者に近い感触
内部には角を取った、5-10mmの砕石を2kgずつパケッ
ト状にしたものを使用。パケットが内部で偏ることなく
常に生体に忠実な重量配分を
キープ。
また、内部が砂ではなく砕石の
為、充分な柔軟性、水はけを確保。
※G70の内部パケットには一部、スチールベア
リングを使用しています。

・幼児～小学校低学年程度の体格サイズ。
・�使用素材は成人用と同様、耐久性の高い� �
難燃性ポリエステルを採用。

・着脱可能なカバーオール付。

日本人成人男性サイズ・
選べる体重バリエーション
日本人の成人男性の平均的な体格に
近い身長。
体重は３タイプから選択可能。
身長：約165cm
体重：約30kg、約50kg、約70kg

使用上の安全保持
全ての関節部分は金属不使用なの
で、訓練時の挟み込みを防ぐ。
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高い耐久性 リアルな訓練に最適

幼児～小児の要救助者役として。よりリアリティのある救助訓練に。

本体背面
バックハンガー付

機能性に優れた
専用カバーオール

▲専用ウェイトベスト
WRL-V10（10kg）�/�WRL-V20（20kg）

オプション
品　番 品　名
WRL-CB 専用キャリーバッグ
WRL-FM 専用フェイスマスク
WRL-V10 専用ウェイトベスト�10kg
WRL-V20 専用ウェイトベスト�20kg
WRL-LP 専用レッグプロテクター
WRL-BT 専用ブーツ
WRL-CA Gシリーズ専用カバーオール

タフ・ダミー・Gシリーズ
品　番 品　名 身　長 体　重 構成品 素　材

WRL-G30 タフ・ダミー�G30
ライトアダルト

約
165cm

約
30kg

本体
カバーオール
ブーツ

【本体・カバーオール】
難燃性ポリエステルWRL-G50 タフ・ダミー�G50

ミディアムアダルト
約

165cm
約
50kg

WRL-G70 タフ・ダミー�G70
ヘビーアダルト

約
165cm

約
70kg

タフ・ダミー・Gシリーズ
品　番 品　名 身　長 体　重 構成品 素　材
WRL-G05 タフ・ダミー�G05�ベビー 70cm 約5kg 本体

カバーオール
ブーツ（G20のみ）

【本体・カバーオール】
難燃性ポリエステルWRL-G10 タフ・ダミー�G10�スモールチャイルド 90cm 約10kg

WRL-G20 タフ・ダミー�G20�チャイルド 130cm 約20kg

※身長・体重ともに約±5%程度の個体差が生じます。

※身長・体重ともに約±5%程度の個体差が生じます。

▲G05�ベビー ▲G20�チャイルド▲G10�スモールチャイルド

▲専用キャリーバッグ
�WRL-CB

標準仕様 G シリーズ  過酷な状況にも耐える丈夫なボディ

※仕様は予告なく変更することがあります。
※印刷の関係で、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。

〒251-0871  神奈川県藤沢市善行 7-3-5
www.wako-shoji.com/     　
E-mail  info@wako-shoji.com          
TEL  0466-84-2485    FAX 0466-84-2484
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総輸入販売元



水難救助 W シリーズ
タフな人形でリアルな水難救助訓練

オプション
品　番 品　名
WRL-CB 専用キャリーバッグ
WRL-FM 専用フェイスマスク
WRL-LP 専用レッグプロテクター
WRL-BT 専用ブーツ
WRL-WRCC Wシリーズ　ウォーターチャイルド専用カバーオール
WRL-WRCA Wシリーズ　ウォーターアダルト専用カバーオール

ウレタンフォーム装着時の
浮き方パターン

シナリオに応じて水平、垂直、
45度の角度の水中姿勢が可能。
アダルトモデル40kg（乾燥時）が
水を吸収した際の重量：約65kg

※身長・体重ともに約±5%程度の個体差が生じます。
※W40ウォーターアダルトには浮力調整用のウレタンフォーム（6枚）が付属

※身長・体重ともに約±5%程度の個体差が生じます。

胸ポケット左右各 2枚

下肢ポケット左右各 3枚

浮き方の様子をwebで公開しております。
詳しくは▶www.wako-shoji.com

本体生地はナイロンメッシュ製で素早く水を吸収、
排出。内部はGシリーズと同様パケット内蔵で�
水はけ良好。また、背面はバックハンガー付なので
吊り下げての水抜き、乾燥が簡単。

カバーオールの両胸、両下肢部分にあるポケットに付属の
ウレタンフォームを入れて水中姿勢を変えることができます。
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3素早く吸排水する
ボディ構造

訓練に応じて水中姿勢を調整可能

使用しやすいデザイン設計
高い視認性
オレンジのカバーオール、頭部の反射テープにより海や川等での使用でも
視認性が高く安心。カバーオールは着せ替え可能。
（カバーオールのみ販売可能）
バリエーション
チャイルド：身長約130cm�体重約20kg
アダルト：身長約165cm�体重約40kg　
着脱容易
ブーツはワンタッチバックルで着脱カンタン。

・水難救助タイプと違い水中に沈む仕様。�
・ボディー部分は耐水性ナイロンメッシュを採用し、内蔵の非吸収性のスポンジに　
　より浮力を確保。
・付属のマスクによりリアルな外観を演出。視界不良の捜索時にも有効。�
・水中では水を含み50kgタイプの場合約80kgの重さに。�
・水難救助同様、陸に上げるとブーツの底にある排水口から体内に含んだ水が流れ
　出る仕組み。メッシュ素材により速乾性あり。
・水深5�～ 6mの水圧に耐える事が可能。
・イギリス、アメリカ、オーストラリア、ドイツを中心に世界26か国に現在供給。�
・世界各国の警察、アメリカの沿岸警備隊(USCG)に導入実績有り。

▲高視認ボディ

▲ウレタンフォーム

▶︎ウォーターアダルト専用
カバーオール

▲ワンタッチ着脱

タフ・ダミー・Wシリーズ
品　番 品　名 身　長 体　重 構成品 素　材

WRL-W20 タ フ・ダ ミ ーW20
ウォーターチャイルド 約130cm 約20kg 本体

カバーオール
ブーツ

【本体】
PVC、ナイロンメッシュ

【カバーオール】
難燃性ポリエステルWRL-W40 タ フ・ダ ミ ーW40

ウォーターアダルト 約165cm 約40kg

タフ・ダミー・BRシリーズ
品　番 品　名 身　長 体　重 構成品 素　材

WRL-BR30 タフ・ダミーBR30
水没救助チャイルド 約130cm 約30kg 本体

カバーオール
ブーツ

【本体】
PVC、ナイロンメッシュ

【カバーオール】
難燃性ポリエステルWRL-BR50-L タフ・ダミーBR50水没救助アダルト 約180cm 約50kg

水没救助訓練 BR シリーズ
河川での捜索救助訓練に

オプション
品　番 品　名 品　番 品　名
WRL-CB 専用キャリーバッグ WRL-BT 専用ブーツ
WRL-FM 専用フェイスマスク WRL-CC BRシリーズ　水没救助チャイルド専用カバーオール
WRL-LP 専用レッグプロテクター WRL-CA18 BRシリーズ　水没救助アダルト専用カバーオール

※仕様は予告なく変更することがあります。
※印刷の関係で、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。


