
ホーム＆キッチン 防犯・防災⽤品 防災⽤品

シェアする

+ +

【⽇本正規品】 KNOG (ノグ) ヘッドライト クオッカラン
￥4,268

…  
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ファーストショット
ブランド: 栄徳

7個の評価

価格: ￥3,980
ポイント: 398pt  (10%) 詳細はこ

ちら

2%以上 ポイント 詳細

Amazonクラシックカード新規ご⼊
会で2,000ポイントプレゼント
⼊会特典をこの商品に利⽤した場合
1,980円 3,980円 に

投てき型簡易消⽕⽤具
適⽤⽕災︓紙、⽊材等、ガソリ
ン、灯油等
内容量︓600ｍL
消化適⽤範囲︓8⽴⽅メートル
（紙、⽊材等）
使⽤期限︓5年間

類似商品と⽐較する

マイクロファイバーバ
スタオルと⼥性のため
の2ピースのハンドタ
オルセット、柔らか￥1,799

キャンペーンおよび追加情報
ポイント2%以上。 詳細はこちら (細則もこちらからご覧いただけます)
Amazonクラシックカード 新規ご⼊会で、2,000円分 の Amazonポイントプレゼント。 今すぐチェック

よく⼀緒に購⼊されている商品

総額: ￥7,191
ポイントの合計: 411 pt (6%)

スポンサー

この商品をチェックした⼈はこんな商品もチェックしています

› ›

ポイント: 398pt  (10%) 詳細
はこちら

お届け先を選択

￥3,980

無料配送: 7⽉15⽇ - 17⽇ 詳細
を⾒る

通常3〜4⽇以内に発送し
ます。 在庫状況について

お客様情報を保護していま
す

数量: 1

出荷元 OB factory
販売元 OB factory

ほしい物リストに追加する

画像にマウスを合わせると拡⼤されます

スポンサー

3点ともカートに⼊れる

これらの商品は、それぞれ別の出品者から販売、発送されます。 詳細の表⽰

対象商品:ファーストショット ￥3,980
cotta FT-02 天ぷら⽕災⽤消化⽤具 シルバー W4.5×H25×2cm 77776 ￥1,321
エアゾール式簡易消⽕器 クイックガード ￥1,890

こちらもおすすめ ページ: 1 / 10

カートに⼊れる

今すぐ買う

ホーム＆キッチン Kitchen Collection Furniture Collection 家具 インテリア・雑貨 収納 寝具 ラグ・カーテン キッチン⽤品・⾷器

すべて Amazonポイント: 残⾼を確認 ランキング Amazon Basics 新着商品

こんにちは
お届け先を選択

返品もこちら
注⽂履歴.co.jp ホーム&キッチン アカウント＆リスト

こんにちは, ログイン 0
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類似商品と⽐較する

この商品は ファーストショッ
ト

cotta FT-02 天ぷら⽕災⽤消
化⽤具 シルバー
W4.5×H25×2cm 77776

エアゾール式簡易消⽕器 ク
イックガード

モリタ宮⽥⼯業 蓄圧式粉末
ABC消⽕器 UVM10AL

カスタマー評価 (7) (151) (139) (1206)

価格 ￥3,980 ￥1,321 ￥1,890 ￥4,000

販売者 OB factory Amazon.co.jp shop starblue 資材・印刷のルネ

不明な点がある場合
商品情報、Q&A、レビューで回答を検索

登録情報
Is Discontinued By Manufacturer  : いいえ
Amazon.co.jp での取り扱い開始⽇  : 2012/6/18
メーカー  : 栄徳
ASIN  : B005XI3JCA

ファイテック・消
化⽤具 投てき⽤ 

￥5,900
10個の新品/中古

￥2,480

消える魔球 1個
(ボール型 投てき
消⽕⽤具) 

￥2,420
10個の新品/中古

￥1,943

cotta FT-02 天ぷ
ら⽕災⽤消化⽤具
シルバー
W4.5×H25×2cm

151

￥1,321
5個の新品/中古
（￥1,300から）エアゾール式簡易消⽕器

クイックガード
139

￥1,890

cotta FT-02 天ぷら⽕災
⽤消化⽤具 シルバー
W4.5×H25×2cm
77776

151
￥1,321
13pt (1%)

ハツタ ALS-1R クマさん
消⽕器 住宅⽤ 強化液消
⽕器 蓄圧式 ※リサイ
クルシール付

38
￥5,610

ヤマトプロテック 粉末
(ABC)消⽕器 【蓄圧式】
3型 FM1000X

135
￥3,782
38pt (1%)

【2個セット】天ぷら⽕
災⽤消⽕剤【箱のまま⼊
れるだけ】品質保証期限
2026年12⽉

5
￥2,599

この商品をチェックした⼈はこんな商品もチェックしています ページ: 1 / 10

cotta FT-02 天ぷら⽕災
⽤消化⽤具 シルバー
W4.5×H25×2cm
77776

151
￥1,321
13pt (1%)

⼩さな消防⼠ 800ml普
通⽕災

7
￥6,600
660pt (10%)

【2個セット】天ぷら⽕
災⽤消⽕剤【箱のまま⼊
れるだけ】品質保証期限
2026年12⽉

5
￥2,599

お部屋に備えて安⼼を
SAT119eco ⽕消ッシュ
ショルダータイプ

18
￥3,000

ファイテック・消化⽤具
投てき⽤ F

28
￥5,900

カートに⼊れる カートに⼊れる カートに⼊れる カートに⼊れる

質問またはキーワードを⼊⼒してください
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製造元リファレンス  : ファーストショット
Amazon 売れ筋ランキング: - 318,458位ホーム＆キッチン (の売れ筋ランキングを⾒るホーム＆キッチン)
- 754位防災⽤品

カスタマーレビュー: 7個の評価

商品の説明

Ａ⽕災を超える⽕災（炎が天井まで届くような⽕災）でも、ファーストショットがあれば。
もし、炎に囲まれるような⽕災になっても、ファーストショットがあれば、脱出できる突破⼝をつくれるかもしれません。

これには⼤きな意味があります。⼤切な「いのち」を守るために、ファーストショットは⽕災から脱出できる「場所」と「時間」をつくります。
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この商品に関連する商品
スポンサー

ページ: 1 / 15

キッチン消⽕スプレー 2
本セット ホルダー1個付
き

10
￥3,400

⾃動消⽕ ELIDE FIRE
BALL エライドファイ
ヤーボール 消⽕器補助
⼩サイズ 消⽕ボール

7
￥9,900

[2本セット] 栄徳 First
Throw ファーストス
ロー 簡易消⽕⽤具 天ぷ
ら油 ⽕災⽤ ⼊れるだ…

3
￥1,800

防炎スプレー「ハイ
ショーカー」（防炎加⼯
剤）100gスプレー（約
0.5㎡⽤）

34
￥1,280

【2個セット】天ぷら⽕
災⽤消⽕剤【箱のまま⼊
れるだけ】品質保証期限
2026年12⽉

5
￥2,599

この商品に関連する商品
スポンサー

ページ: 1 / 7

キッチン消⽕スプレー 2
本セット ホルダー1個付
き

10
￥3,400

⾦庫耐⽕バッグ 書類保管
ケース 防爆バッグ 現⾦
収納ケース 防炎 防⽔ ⼿
提げ 家庭⽤（280*350)

187
￥3,280

iHouse all トイレの神様
極 簡易トイレ 非常⽤ト
イレ 防災 トイレ 災害⽤
トイレセット 災害グッ…

75
￥5,480

⾃動消⽕ ELIDE FIRE
BALL エライドファイ
ヤーボール 消⽕器補助
⼩サイズ 消⽕ボール

7
￥9,900

REFITCLE ⾞⽤消⽕器 ホ
ルダー ジープ ラング
ラー Jeep Wrangler JK
JL TJ ロールバー トラ…

4
￥1,960
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Donfri作業⽤⼿袋ポリウレタン（PUコー
ティング）使いやすい軽作業薄⼿⿊ガー
デニング⼿袋防⽔滑り⽌め耐摩耗性

￥1,999

…  
38

カスタマー Q＆A

製品に関する典型的な質問:

- この商品には耐久性がありますか︖
- この商品は使いやすいですか︖
- この商品のどれくらいの寸法ですか︖

iHouse all トイレの神様 極 簡易トイレ 非常⽤トイ
レ 防災 トイレ 災害⽤ トイレセット 災害グッズ...

￥5,480 75

今すぐ購⼊

スポンサー

不明な点がある場合回答を検索

カスタマーレビュー

7 件のグローバル評価

この商品をレビュー
他のお客様にも意⾒を伝えましょう

￥3,400

キッチン消⽕スプレー 2本セットホルダー1個…

今すぐ購⼊
10

星5つ中の4.3

星5つ 49%

星4つ 31%

星3つ 19%

星2つ 0%

星1つ 0%

評価はどのように計算されますか?

カスタマーレビューを書く

スポンサー

上位レビュー、対象国︓ ⽇本

安⼼料
2021年4⽉2⽇に⽇本でレビュー済み
Amazonで購⼊ 早期レビュー取得プログラム (詳細)

1⼈のお客様がこれが役に⽴ったと考えています

違反を報告

K.M

消⽕器は家にあるのですが、なんせ使ったことがないのでお飾り状態 (^^;
いざというとき果たして使えるのか…︖と思っていたので、テレビを観ていてこのようなものがあるこ
とを知り、お値段も⼿頃だったので買いました。実際どのようなものなのか試してないので(使うことの
ないことを願います)わかりませんが、置いてあるだけでも安⼼できます。

役に⽴った

安⼼。
2020年11⽉8⽇に⽇本でレビュー済み
Amazonで購⼊ 早期レビュー取得プログラム (詳細)

1⼈のお客様がこれが役に⽴ったと考えています

違反を報告

MKりん

置いておくだけで、もしもの時安⼼です。

役に⽴った

リーズナブル
2020年12⽉12⽇に⽇本でレビュー済み
Amazonで購⼊ 早期レビュー取得プログラム (詳細)

1⼈のお客様がこれが役に⽴ったと考えています

違反を報告

yosshi

コンパクトで持ちやすいです。

役に⽴った

すべてのレビューを参照します

スポンサー

トップレビュー
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トップへ戻る

Amazonについて

採⽤情報

Amazonについて

プレスリリース

Amazonと地球

Amazonのコミュニ
ティ活動

Amazonでビジネス

Amazonで売る

フルフィルメント by
Amazon

Amazonビジネスで法⼈販
売

Amazon Pay（決済サービ
ス）

アソシエイト（アフィリエ
イト）

Amazonで広告掲載をする

Amazonで出版

Amazonでのお⽀払い

Amazonポイント

Amazonギフト券

Amazon Mastercard

クレジットカード＆保険

パートナーポイントプログ
ラム

Amazonギフト券チャージ
タイプ

ヘルプ＆ガイド

新型コロナウイル
ス関連

配送料と配送情報

Amazon プライム

商品の返品・交換

コンテンツと端末
の管理

Amazonアシスタン
ト

ヘルプ

⽇本語 ⽇本

Amazon Advertising
商品の露出でお客様の関⼼と
反応を引き出す

Audible（オーディブル）
本は、聴こう。
最初の1冊は無料

アマゾン ウェブ サービス（AWS）
クラウドコンピューティング
サービス

Amazonアウトレット
訳あり商品を
お⼿頃価格で販売

Amazonビジネス（法⼈購買）
請求書払い
法⼈価格・数量割引

AmazonGlobal
65か国/地域以上への
海外配送がより簡単に

Book Depository
送料無料で
世界中にお届け

Shopbop
世界中の厳選された
ファッションアイテム

Amazon Second Chance
譲ったり、下取りに出したりして有効活⽤。

利⽤規約 プライバシー規約 パーソナライズド広告規約 © 1996-2020, Amazon.com, Inc. or its affiliates

›すべてのサービスを⾒る

›すべての⽀払い⽅法を⾒
る
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※青枠は消費者庁において記載したものである。




