猛暑の現場や、熱中症の危険がある屋内で活躍する商品をご紹介いたします。

猛暑対策用品
カタログ 2019
Heatstroke countermeasure catalog 2019

2019 年度版
期間限定品のため、
商品完売の際は
ご了承ください。

日中の気温が上がると作業
現場の危険度が増します！
そんな時に役立つ新商品を
今すぐチェックしてね
既読

2019.5

トーグ安全工業の総合カタログをご希望の方は、
こちらのアドレスにアクセスし、ご請求ください。

http: // www.tougu.co.jp
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猛暑対策装着品［ファンタイプ］
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日よけ対策
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水 分 ・塩 分
をとる
適度な休憩
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テント（P22）

工場扇・スポットクーラー（P25）

クーラーボックス
ウォータージャグ（P27）
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み ん なで 気付こう！
全 員で 熱 中 症
症を
を 防ごう！
！
1 体調管理、●
2 生活環境、●
3 作業内容
熱中症を引き起こす要因は大きく分けて3つあり、●
であると考えられます。それらの要因を詳しく知り、正しく対処しましょう。
※当カタログの情報を利用したことにより発生した いかなる損害につきましては、その理由に関わらず一切の責任を負いません。

体調
管理

生活
環境

作業
内容

・ 寝不足・風邪気味・二日酔い ・ 水分・塩分の不足
・ 下痢・嘔吐・発熱などによる脱水状態
・ 栄養失調・食欲不振 ・ 糖尿病・高血圧症などの持病
涼しい 服 装 で
！
作 業しようね

・ 気温・湿度が高い場所 ・ 直射日光が当る場所
・エアコンや扇風機が無く、風が吹かない場所
・ 猛暑日 ・ 初夏の急に暑くなる時期

・ 通気性の悪い衣服や保護具を着用して

3S

行う作業 ・ 炎天下での屋外作業
・ 体を酷使する激しい運動・慣れていない作業

熱 中 症 を 予 防 す る に は どうし た ら よ い か？
・日よけ対策を
おこなう。

・水分・塩分をこまめに
補給する。

・ 体調が優れない時は作業しない。 ・ 適度な休憩を心掛ける。
・ 涼しい服装に着替える。 ・ 全員で声を掛け合って作業する。
・ 熱中症計・熱中症指数モニターや
温湿度計などで作業場を計測する。
02

熱中症の主な症状

03

以下のような症状が出たら、熱中症にかかっている危険性がありますので、
早めに応急処置等を行い対処しましょう。
（熱中症とは、高温多湿な環境に
身体が適応できないことで生じるさまざまな症状の総称です。）

1

※当カタログの情報を利用したことにより発生した いかなる損害につきましては、その理由に関わらず一切の責任を負いません。

め ま い ／ 立 ち くら み ／ 顔 の ほ て り
めまいや立ちくらみ、顔がほてるなどの症状が出たら、熱中症のサインです。
一時的に意識が遠のいたり、腹痛などの症状が出る場合もあります。

21

症状を悪化させないためにも、上手な水分補給・塩分補給を行いましょう。

筋 肉 痛 や 筋 肉 の け い れ ん（ こ む ら 返 り ）
手足の筋肉がつるなどの症状が出る場合があります。筋肉がピクピクとけいれんしたり、
硬くなることもあります。けいれんしている部分をマッサージし、体の特定の部分が冷えて
いるならそこもマッサージし、水分（経口補水液など）を補給しましょう。

31

からだ の だるさ ／ 吐 き 気 ／ 頭 痛
体がぐったりし、力が入らない。吐き気やおう吐、頭痛などを伴う場合もあります。
意識はあっても体が思うように動かず、熱射病に進行してしまう事も少なくありません。

41

体がぐったりして力が入らない状態になった時は、すぐに病院での受診が必要です。

汗 の か き か た が お かしい
ふいてもふいても汗がでる、もしくはまったく汗をかいていないなど、
汗のかきかたに異常がある場合は、熱中症にかかっている危険性があります。
早めに応急処置を行い様子を見ましょう。

51

異 常 な 体 温（ 4 0 ℃ 以 上 ）／ 皮 膚 の 異 常
体温が高くて触るととても熱い、皮ふが赤く乾いているなどの症状も熱中症のサインです。
直ちに病院へ搬送して下さい。
（熱中症の初期段階では、汗が出ているため体温の上昇が
伴わないこともありますが、大量の汗をかき、体内の水分が失われると、それ以上汗をかく

61

ことができず、体温が上がっていく場合があります。）

呼 び か け に 応 じな い ／ まっす ぐ 歩 け な い
声をかけても反応しなかったり、おかしな返答をする。または、体がガクガクとひきつけを
起こしたり、ひとりで水分補給ができない、まっすぐ歩けないなどの異常があるときは、
重度の熱中症（熱射病）の疑いがあります。無理に水分を口から飲ませることは止めて、
一刻も早く救急車を呼び、病院に搬送する必要があります。

03

04

索引
Index

INDEX

04

05

塩分・水分補給用食品
仕事人の飴／俺の塩飴／塩タブレット5兄弟ポット
／カムカム熱中タブレッツ／熱中カリカリ梅 ほか

17

猛暑対策装着品（空調風神服）
空調風神服KU90470／KU90470F
／ファンセット／リチウムイオンバッテリーセット

06

塩分・水分補給用食品
熱中飴／熱中飴タブレット
熱中対策塩飴ボトルミックス／アメノミクス

18

猛暑対策装着品（エアリージャケット）
エアリージャケット／エアリージャケットTOUGH
／エアリージャケットTOUGH フルハーネス型安全帯対応モデル

07

塩分・水分補給用食品
オーエスワン／経口補水液スムーズイオン／熱中対策水
／熱中対策コーラ／ポカリスエット／タブソルト ほか

19

猛暑対策装着品（作業用ベスト／インナーベスト）
エアーメッシュ反射ベスト50／アイスバックDX
／爽快くんLite／爽快くんメッシュベスト ほか
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熱中症対策用品
熱中症対策応急セット／瞬間冷却パック／涼感
スプレー／即氷結フローズンアイススプレー ほか

20

熱中症対策標識／熱中症対策のぼり旗
温湿度計付 熱中症対策標識／熱中症対策標識
／たれ幕／熱中症対策のぼり旗 ほか

09

熱中症対策用品／日除けスクリーン／電撃殺虫器
クールリフレ コールドスプレー／クールシート
冷感ロングタオル／電撃殺虫器ムシコロ ほか

21

熱中症対策看板／携帯型温度計（カード型）
熱中症対策看板Aサイズ／SLサイズ
熱中症対策ポスター／緊急医療情報カード ほか

10

携帯型熱中症計／熱中症指数モニター／温湿度計
黒球式熱中症指数計／みはりん坊プロ
／黒球付熱中症計／AD-5694A／温湿度計 ほか

22

テント
クイックテント／ミストテント（テント+ミストキット）
／イージーアップテント

11

携帯型熱中症計／熱中症対策装着品
熱中症みはりん坊／AD-5696（SDデータロガー）
携帯型熱中症計ヘルメット用／清涼ファン風雅ヘッド ほか

23

テント
ワンタッチテント（スチール）／（アルミ）
／ウォーターウェイトバッグ／スタックウェイト

12

熱中症対策装着品（ヘルメット用品）
高性能ヘルメットVenti／送風機内蔵ヘルメット
／ウィンディー／スーパーヘルクール ほか

24

ミストキット
ミストキット水道直圧タイプ／低圧ポンプタイプ
／低圧ポンプ水道直圧タイプ／ミストファン

13

熱中症対策装着品（ヘルメット用品）
ひえたれハイパーⅡ／あたま爽快パッド
／そーかいくん2／影ぼうし／日よけ／ヘルポスト ほか

25

ミストキット／工場扇／スポットクーラー
レインボーミスト／工場扇／ミニミスト
／スポットクーラー／ミニスポットクーラー

14

熱中症対策装着品（ネックバンダナ／パット／ヘッドキャップ）
しろくまのきもち／巻いてクール／汗とりパット
さわやかキャップ／冷感+消臭 ヘッドキャップ ほか

26

パラソル／ヘルメット洗浄機／担架／折り畳みベッド
ブルーパラソル／メットエース3
レスキューボートベンチ／万能ソフト担架 ほか

15

熱中症対策装着品（アンダーウェア）
長袖ハイネックシャツ／フリーズテック長袖Vネックシャツ
／半袖Vネックシャツ／ロングパンツ／7分丈パンツ ほか

16

猛暑対策装着品（空調風神服）
空調風神服KU91400／KU90550
／KU91400F

27

クーラーバッグ／クーラーボックス
／ウォータージャグ
ハイパー氷点下クーラー／クーラーバッグ
／クーラーボックス／ウォータージャグ＆クーラー
／ウォータージャグ／抗菌伸縮ウォータージャグ
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塩分・水分補給用食品
Salt and food for hydration

仕事人の飴 4味ミックス

俺の塩飴 ボトルミックス／俺の塩タブ ボトルミックス

過酷な現場の熱中症対策に！4つの味が楽しめます。

ボトルミックスタイプの塩飴と大粒タブレットです。

●内容量：120粒＜各30粒＞入り
（レモン・オレンジ・すいか・ヨーグルトの4味）
●原材料：砂糖、水あめ、塩、イソマルトオリゴ糖、L-カルニチン、L-酒石酸塩、着色料

●クエン酸入り ●長期保管が可能です（製造から７２０日）
●内容量：
（塩飴）1kg（青リンゴ、ぶどう、オレンジ、コーラ、ライムなど10種類の味）
（塩タブ）350g（レモン、梅、オレンジ、コーラ、ヨーグルトなど10種類の味）

約

120

約

約

200

粒入り

160

粒入り

粒入り

NBR-S5000

595171

OSA-200（塩飴）595121

塩タブレット5兄弟ポット

OST-160（塩タブ）595211

カムカム熱中タブレッツ／カムカム熱中タブレッツBIG

梅やレモンなど5種類入り！ブドウ糖でエネルギー補給！
！

約500粒入のBIGが新登場！
！
（吊るせるバケツパッケージ）

●取り出しやすく、補充もできるポットタイプです。
●内容量：410g（約155粒入り）グレープ・ピーチ・梅・レモン・ミックスフルーツの5味
●原材料：ブドウ糖、食塩、酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料

●内容量（ボトル）約200粒入り、
（BIG）約500粒入り
（コーラ・レモン・ライチ・マスカットの4種類の味）
●原材料：ぶどう糖、食塩、食用精製油脂、ステアリン酸カルシウム、香料、
二酸化ケイ素、クエン酸、塩化カリウム、アスパルテーム、ほか

約

155

約

約

200

粒入り

500

粒入り

NBR-072 595172

塩分チャージタブレッツ

粒入り

KNT-200（ボトル） 595122

KNT-500（BIG） 595212

熱中カリカリ梅（種あり）／種とりカリカリ梅（種なし）

塩分補給菓子シェアNo.1のタブレッツです。

梅と塩分で疲労回復！
！ 種ありorなしからお選び下さい。

●内容量：
（ECT-90）90g（30粒入り）、
（ECT-700）700g（約236粒入り）
●原材料：砂糖、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖、クエン酸Na、クエン酸、
乳化剤、香料、フマル酸Na、糊料(プルラン)、着色料(ビタミンB2)
●沖縄海水塩使用（沖縄の海水塩を
約
食塩全体の50%使用しています）

●内容量：
（種あり）50粒、
（種なし）35粒
●原材料名：梅、漬け原料（食塩、醸造酢、
りんご酢、かつお節エキス）、
調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料、甘味料（ステビア）、みょうばん、ほか

236

30

粒入り

50

35

粒入り

粒入り

粒入り

ECT- 90 595124

ECT- 700 595173

KKU- 50T（種あり）595174

KKU- 35N（種なし）595175

※各商品の粒入り表記は、おおよその数です。※塩分・糖分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。
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塩分・水分補給用食品
Salt and food for hydration

熱中飴
熱中症対策に大変効果的な飴です。沖縄の塩を使用して、手作りで作られています。
●内容量：約１kｇ※１袋に約２0０粒入り。 ●原材料：砂糖・水飴・塩(沖縄産シママース)・クエン酸・香料
※塩分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。

約

200
粒入り

CNA -1（レモン味）594571

CNA- 2（梅味）594572

CNA- 3（夏みかん味）595213

CNA- 4（3味ミックス）595214
●レモン・梅・夏みかん

1ケースの入り数は
10袋となります。

熱中飴タブレット
ゆっくり舐めれば、おいしく塩分補給！ガリガリ噛めば、急いで塩分補給！溶けにくいので保管しやすいのが特徴です。
●内容量：
（レモン味・梅味）約620ｇ※１袋に約20０粒入り、
（3味ミックス）約500ｇ※１袋に約165粒入り
●原材料：ブドウ糖、食塩、酸味料（クエン酸、フマル酸）ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料（アスパルテーム・L-フェニールアラニン化合物）
※塩分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。
約

約

200

約

200

粒入り

165

粒入り

粒入り

人気のおいしい
タブレットです。

CNT- 1（レモン味）594816

CNT- 3（3味ミックス） 594882

CNT- 2（梅味）595215

●レモン・ヨーグルト・オレンジ

熱中対策塩飴ボトルミックス（100 粒入）

アメノミクス（ボトルミックス塩飴・約250個入）

ボトルミックスタイプの熱中飴がリニューアル！
！4種類の味（レモン・
オレンジ・すいか・ヨーグルト）があるので飽きずに食べられます。

レモン・梅・グレープフルーツ・塩ラムネの
4種類をミックスした熱中飴です。

●熱中飴で有名な井関食品の商品です。 ●原材料：砂糖・水飴・塩・クエン酸・香料
●内容；約100粒入り
（レモン×25粒・オレンジ×25粒・すいか×25粒・ヨーグルト×25粒）
※塩分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。

●内容量：飴が約２5０粒入っています
（約1.2kg）
※塩分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上
お召し上がり下さい。

約

約

100

250

粒入り

粒入り

●ボトルは横置きが
可能です。
●サイズ：約150
×125×高さ152㎜

NBR-A100-U（100個入）

594881
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※各商品の粒入り表記は、おおよその数です。

N13-08

954817

塩分・水分補給用食品
Salt and food for hydration

経口補水液 オーエスワン（OS-1）
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経口補水液 スムーズイオン

下痢・嘔吐・発熱などによる脱水状態時に効果的！
！電解質と
糖質の配合バランスを考慮した経口補水液。

ＷＨＯ(世界保健機関)と米国小児科学会が推奨する経口
補水液（ORS）の成分をもとに開発されました。

●内容量：500mℓ ●入数：24本 ※ケース単位の販売
●軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持
するのに適した病者用食品です。
●感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、
高齢者の経口摂取不足による脱水状態、過度の発汗に
よる脱水状態等に適しています。
●消費者庁許可・特別用途食品個別評価型病者用食品
※医師、看護師、薬剤師、管理栄養士の指導に従って
お飲みください。

●内容量：500mℓ ●入数：24本 ※ケース単位の販売
●低浸透（ハイポトニック）なので身体への吸収に
優れています。
●清涼飲料水（グレープフルーツ味）なので、誰でも飲めます。
●販売40年の実績を誇る、親しみのある
赤穂の天塩を使用しています。
経口補水療法は、経口摂取が可能な軽度〜中等度の
脱水症に適しています。一気に飲ませず、ゆっくりと
少しずつ分けて摂ることが推奨されています。
濃度を変えない・凍らせない・薄めない・混ぜない。
飲めない症例は無理をせず、輸液（点滴）療法への
切替を躊躇しないことを推奨
されています。
AKK-S50

OS-1 954558

熱中対策水

595176

熱中対策コーラ

身体から失われた「水分」と「塩分」を簡単に補給できる飲料水です。
●汗によって失われる成分に近いイオン組成を再現しました。 ●赤穂の天塩を使用。 ●内容量：500mℓ
●入数：24本 ※ケース単位の販売

AKK-W50

AKK-W50H

AKK-W50B

920165

594883

595177

●レモン味

●日向夏味

●ぶどう味

ポカリスエット（粉末タイプ）

●汗に近いイオンバランスで体を守る
カロリーゼロ飲料です。
●厚労省や環境省が奨める
熱中症予防の塩分濃度です。
●赤穂の天塩・海洋深層水を使用。
●内容量：490mℓ
●入数：24本
※ケース単位の販売

AKK-W49K

595216

オーエスワン（OS-1）パウダー

発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに
補給する健康飲料です。
●適切な濃度と体液に近い組成の電解質溶液のため、すばやく吸収されます。
炎天下の作業後や、お風呂上り、寝起きなど、発汗状態に最も適した飲料です。

PS-100L 594557
イメージ写真

※1ℓ用粉末・100袋入

すっきり爽やかなコーラ味！
炭酸で身体をリフレッシュ！
！

タブソルト

経口補水液オーエスワンの水に溶かす粉末タイプです。
●消費者庁許可／特別用途食品 個別評価型病者用食品
●水に溶かすと、経口補水液オーエスワンと同じ
組成になります。

OS1-P500 595217

OS1-P1000 595218

※500mℓ用粉末・10袋入
（15g×10袋×1箱）

※1ℓ用粉末・7袋入
（30g×7袋×1箱）

灼熱対策ソルトサプリ レモン味

いつでも手軽に塩分が補給できるタブレットソルトです。

人気のレモン味！携帯しやすいケース入りのタブレット。

●十分な水と共にお召し上がり下さい。 ●携帯に便利な分包タイプもあります。

●赤穂伝統の製塩技術「差塩製法」を生かした「天塩」を使用しています。
●12個入り1セットとなります。
※3個イメージ

1個の中に

約50粒
入っています。

TBS-100 594801

TBS-400 594802

TBS-360 594803

●100粒入

●400粒入

●（分包）3粒×120包入

AKK-B12S 594805
●約50粒×12個入

※塩分・糖分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。
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熱中症対策用品
Anti-heat stroke products

熱中症対策応急セット

熱中症対策応急セット DX

軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利な人気商品！
！

より充実した応急セットです。
（保冷バック仕様）

QSD-C8

QSD-C11

594556

594812

【セット内容】
1.収納バッグ（ショルダータイプ/オレンジ）
×1個
2.飲料水125mℓ
（賞味期限3年）
×4袋
3.食塩（深層水塩10g・賞味期限3年）
×1袋
4.叩けば冷える瞬間冷却剤（保存期間3年）
×4袋
5.圧縮タオル×2枚
6.簡易体温チェックカード×２枚
7.扇子×1本
8.暑さから身を守ろう
「働く人の熱中症対策」
（ 中央労働災害防止協会）
×1冊

熱中対策ボックス

【セット内容】
1.保冷バッグ（フィールドチャンプ）
×1個 2.安心保存水500ml（賞味期限5年）
×2本
3.経口補水液OS-1（病院用食品個別評価型）500ml（賞味期限9ヶ月）
×2本
4.瞬間冷却パック ひえっぺDX（連続使用時間約100分）
×5個（保存期間3年）
5.食塩（深層水塩10ｇ・賞味期限3年）
×5袋 6.体温計 オムロンけんおんくん×1個
7.簡易体温チェックカード×２枚 8.瞬間冷却スプレー500ml×1本
9.圧縮タオル×3枚 10.扇子×1個
11.暑さから身を守ろう
「働く人の熱中症対策」
（ 中央労働災害防止協会）
×1冊

瞬間冷却パック

大容量アルミクーラーバッグ
が人気の大人数対応タイプ。

中の水袋をたたいて割ると冷たくなる！
夏の新しい定番商品です！
！

●サイズ（バッグ）
：
約 幅280×奥行180
×高さ200㎜

●保冷時間：15〜30分（使用環境で異なります）
●タオルなどで包んでご使用ください。
●袋を何回も振ると、冷却時間が短くなります。
●サイズ：横170×縦110×厚 約20㎜
※涼しい所で保管して下さい。

使用例

QSD-610

594884
【セット内容】
1.アルミクーラーバッグ×1個 2.保存水（500ml）
×2本
3.熱中対策水（500ml）
×1本 4.タオル（色指定不可）
×1枚
5.瞬間冷却パック×5個 6.5年保存防災用ウェットボディタオル（約90×30cm）
×1枚
7.シール×1枚 8.塩タブレット×2袋 9.熱中症予防カード×2枚

HEP-1C 594548
● ひえっぺ

※セット内容は在庫状況により、画像のものと異なる同等品となる場合がございます。

涼感スプレー

即氷結 フローズンアイススプレー

いつでもどこでもクールダウンできるスプレーです。

タオルの上が一瞬でシャーベット状態に！
！

●スプレーした衣類が、3 〜 5℃ほど温度が下がり、
ひんやりとした感覚になります。
●清涼感は約２時間持続します。
●容量:50mℓ

●ハンカチやタオル等にスプレーすると、ミストが氷状態に
変化します。
●さわやかなミントの香りです。
●内容量：200ml（1回あたり1秒の噴射で約100 回使用可)
●ハンカチやタオル等に噴出口を約5cmほど離し、
スプレーボタンを上にして適量(1〜2秒)ほど
吹き付けてください。
※ご使用前に必ず缶を上下によく振ってください。
（10 回程度 ）

SS50

594561
FAS200 594811
サーモグラフィー試験において効果が実証されました。
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熱中症対策用品／日除けスクリーン／電撃殺虫器
Anti-heat stroke products / Light shielding screen / Electric shock insecticide

クールリフレ コールドスプレー
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クールシート（70枚入り／70枚詰め替え用）

タオルや服の上から冷やす瞬間冷却スプレー。
●フローラルウッディの香り
●内容量：450mℓ
●ハンカチやタオル等に噴出口を約20cmほど離し、
スプレーボタンを上にして吹き付けてください。
●水で濡らしたタオルなどにスプレーすると
ひんやりとしたタオルができ上がります。
※使用前に容器をよく振ってください。

超大判シートなので作業後の汗や汚れをしっかりふき取れます。
便利な詰め替え用もございます。
●肌のベタつきや臭いのもとになる汗や汚れを取り除くフェイス＆ボディ用シートです。
●350×300㎜の超大判不織布なので、顔も体もしっかりふくことができます。
●清涼成分メントールを配合しています。
●サイズ：φ210×高さ210㎜

CS-42411

CS-42420 595129

954843
●70枚入り

CS-42412 954844
●詰め替え用（70枚入り）

冷感ロングタオル

涼感タオル（カラビナボトル入り）

高機能冷感生地を採用した新しい冷感タオル。
水で濡らして、絞り、振ってから使用して下さい。
●水に濡らして、絞って振れば何度でも冷たくなります。
●肌触りのいい生地でストレスなく、いつでも使用可能です。
●吸水性抜群で、長時間保水します。
●材 質：ポリエステル、スパンデックス（ポリウレタン）
●サイズ：横900×縦300㎜

バッグや腰ベルトに付けることができる冷感タオルです。
●サイズ：
（タオル）約 横860×縦290㎜、
（ボトル）約φ66×高さ187㎜
●材 質：ポリエステル
●首、頭、腕、足などに当てるとひんやり気持ちいい！
●洗えば繰り返し使用することができます。

●使用例

サイズ：860×290mm（1枚入り）

NBR-561 595219

CLT-B 595131

●取り付け例

日除け省エネスクリーン

電撃殺虫器 ムシコロ

遮光率 約60％！
！アルミの表面が光をシャットアウト！
！

薬剤を使わない衛生的な防虫対策です。

●サイズ：
（NBR-528）約 幅2000×高さ1800〜2500㎜、
（NBR-518）約 幅900×高さ1980㎜
●材 質：アルミ・ポリエチレン・スチール（ワイドタイプのみ）
●外からは見えず、中からは見えるのでプライバシーの保護に効果的です。
●つっぱり式だから建物が傷かない！軽量で扱いやすいアルミ製です。
●遮光率約60％なので、冷房効果が向上します。

●サイズ:幅240×奥行115×高さ285㎜
●重量:1.4kg ●材質:ABS樹脂
●電源:AC100V ●コード長さ:約1.8m
●二次電圧:1000V/2.6mA ●消費電力:約8W
●捕虫管球:市販4W捕虫蛍光管FL4BL×2本
●有効面積(参考値):70〜100㎡

NBR-528（ワイドタイプ） 594885

NBR-518 594886

NLA-1856 595221
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携帯型熱中症計／熱中症指数モニター／温湿度計
Portable heatstroke meter / Heatstroke exponential monitor / Thermo-hygro meter

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム（TT-562）

黒球付き熱中症指数モニター みはりん坊プロ

計測器の大手メーカー タニタ社の熱中症指数計です。
黒球式を採用し炎天下でも正確なWBGT値測定が可能。

全球形黒球（直径40㎜）を使用した熱中症指数モニター。
両側のフックにベルトを通して固定することができます。

●熱中症予防指針にあわせ、
「危険」
「厳重警戒」
「警戒」
「注意」の4区分、11段階で
熱中症の危険度を分類。危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。
●警告アラームの音量は「大」
「小」
「無し」の3段階に切り替えられます。

●WBGT（熱中症指数）のアラーム設定が可能です。
（20〜50℃）
●使用場所に合わせて屋内（室内IN）
と屋外（室外OUT）モード選択ができます。
●WBGT（熱中症指数）、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示。

●サイズ:約 幅58×高さ108×奥行36㎜
●重 量:約65g（電池・アタッチメント・カラビナ含む）
●材 質:（本体）耐熱ＡＢＳ、
（レンズ）
ＰＭＭＡ
×各1本、
●内 容: 吊り下げ用アタッチメント（ホワイト、ブルー）
カラビナ×1個、三脚取付用電池蓋×１個、
ヘルメット取付用電池蓋×１個、
ネックストラップ×1本
ドライバー×1本、取扱説明書
●電 源:リチウムコイン電池
（CR2032）

●サイズ:幅67.5×高さ114.5×奥行47.5㎜
●重 量:約90g（電池含む）
●電 源:単4形アルカリ乾電池×2本
（テスト用付属）
●使用時間：約6ヶ月（25℃、アラーム動作なし）
●付属品：ベルト、アタッチメント

×1個（テスト用付属）

●使用時間:約3ヶ月
（1日4時間使用時）

取付用電池蓋を使用すれば、様々な場所に取付できます。

黒球付熱中症計（KGN-6913）

TT-562 954521

日本気象協会監修

両側のフックにベルトを通して、本体を装着
したり固定することが可能です。

AD-5698 595222

黒球型熱中症指数モニター（AD-5695A）

熱中症の危険性を5段階のライトとブザーでお知らせ。
気温・湿度に加え、黒球温度（WBGT）も表示します。

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。
全球形石川式黒球を採用しています。

●黒球温度と気温・湿度から、今いる環境の
熱中症の危険性を、5段階のLEDライトと
ブザー、熱中症予防の指標であるWBGT
でお知らせします。
●サイズ:約 幅50×高さ116×奥行26㎜
●材 質:ABS樹脂、アクリル樹脂
●内 容:携帯用ケース
●電 源:電源：リチウムコイン電池（CR2032）
×1個（テスト用付属）

●WBGT（熱中症指数）のアラーム設定が
可能です。
（20.0〜50.0℃）
●直径75㎜の全球形石川式黒球により、
安定した測定が可能です。
●使用場所に合わせて屋内（室内IN）
と
屋外（室外OUT）のモード選択が可能。
●カメラ用三脚に取り付けができます。
※市販のカメラ用三脚などに取付け可能。
●WBGT（熱中症指数）、温度、湿度の同時表示、
黒球温度は切替表示が可能です。
●最高値、最低値のメモリー機能あり。

AD-5695A
KGN-6913

595132

スタンドがあるので、立てて計測することができます。

AD-5694A（携帯型）

595133
●サイズ：幅75×高さ301×奥行75㎜
●重 量：約280g（電池含む）
●電 源：単4アルカリ乾電池×4本
（テスト用付属）
●使用時間：約1000時間
（25℃、アラーム動作なし、バックライト非点灯時）

熱中症レベル表示温湿度計

インフルエンザ対応なので、1年通して使えます。

熱中症レベルアイコン（5段階表示）付きで解りやすい！
！

●熱中症指数WBGTの上限アラームの設定ができます。
●携帯・現場測定に適したスピーディな応答性。
（温度・湿度センサー露出形／測定間隔２秒毎）
●ブザー音でアラームを通知します。 ●最高値、最低値をメモリーできます。
●便利な表示ホールド機能付き。
●サイズ：幅174×高さ37×奥行22㎜ ●重量：約65g（電池含む）
●電 源：リチウムコイン電池（CR2032）
×1個（テスト用付属）
●電池寿命：約300時間（周囲温度25℃、アラーム動作なし）

●温度と湿度のアラーム設定が可能です。 ●読み取りやすい大きな表示（文字高30㎜）
●サイズ：幅113×高さ138×奥行24㎜ ●材質：ABS樹脂 ●重量 : 約175g（電池含）
●温度測定範囲:−5℃〜50℃ ●湿度測定範囲 : 25%〜95% ●測定間隔 :10秒
●電源:単4型アルカリ乾電池×2本
（テスト用付属）

AD-5694A

676514

●裏面はクリップとフック孔があります。
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SWD-1 676521

SWD-2 676522

●温度・湿度が計測可能

●温度・湿度・最高温湿度
・最低温湿度が計測可能

携帯型熱中症計／熱中症対策装着品（ヘルメット用品）
Portable heatstroke meter / Anti-heat stroke wearing products

熱中症みはりん坊

11

熱中症みはりん坊ミニ

●熱中症指数のアラーム値を任意に設定ができます。
（設定範囲21℃〜60℃）
●作業時間や休憩時間を管理できるタイマーがあります。
（設定範囲1分〜4時間）
●サイズ：幅47×高82×奥行12.5㎜ ●電源：リチウムコイン電池（CR2032）
×1個（テスト用付属）

熱中症指数を
音や光でも
お知らせします。

●デジタルで温度と湿度を表示し、日本生気象学会の｢日常生活における熱中症
予防指針｣に準拠して熱中症の危険度を表示し、LEDとブザーでお知らせします。
●熱中症指数が28℃〜31℃に達するとアラームが作動します。
●サイズ：幅50×高55×奥行14㎜ ●電源：リチウムコイン電池（CR2032）
×1個（テスト用付属）

スタンドが
あるので、自立
できます。

AD-5688

AD-5689

676517

676504

AD-5696（SDデータロガー）

AD-5693（卓上・壁掛型）

●WBGT指数や気温、相対湿度、日付、時刻、データをSDカードに記録可能。
●WBGT指数、気温、相対湿度の上限と下限アラームの設定可能。
●テキスト形式でデータ保存、パソコンでの処理が可能。
●WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示。
●最高値（MAX)、最低値（MIN)のメモリーが可能。
●ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。
●ACアダプタと乾電池の2電源で動作します。

●熱中症予防対策、労働環境の安全管理やスポーツの安全管理に！
●WBGT指数、気温、相対湿度のアラーム設定が可能。
●ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。
●WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示。
●最高値（MAX)、最低値（MIN)のメモリーが可能。
●壁掛と卓上スタンドの2通りの設置が可能。
●サイズ：幅91×高さ110×奥行30㎜
●重 量：約200g
●電 源：単3乾電池×3本
（テスト用付属）
●電池寿命：約1年（アルカリ乾電池の場合）

●サイズ：幅91×高さ110×奥行30㎜
●重 量：約140g
●電 源：単3乾電池×3本（別売）、ACアダプタ
●電池寿命：約1ヶ月
（アルカリ乾電池の場合）

AD-5696 676516

AD-5693 676513

携帯型熱中症計 ヘルメット用
ヘルメットをかぶるときにスイッチを入れるだけ！
熱中症の危険性を自動でお知らせします。
●専用クリップでヘルメットに装着！ 作業に従事される方向けの
ヘルメット用の熱中症計です。
●10分おきに自動で熱中症の危険性を計測し、
ブザーと5段階のLEDライトで表示します。
●実用新案登録済（第3157604号）RoHS適合品
●サイズ：幅56×高さ63×奥行18㎜
●重 量：20g
●材 質：ABS樹脂、アクリル樹脂
●電 源:電源：リチウムコイン電池（CR2032）
×1個（テスト用付属）
●付 属:溝ありクリップ、溝なしクリップ、取扱説明書
※防水仕様ではありません。 ※ヘルメットは別売です。
※熱中症の指標ランクは測定条件によって大きく
変化します。あくまで目安としてお使いください。

KGN-H

954522

清涼ファン風雅ヘッド フルセット
ヘルメット内と首元の2方向に風を送って
効果的に放熱する清涼ファンです。
●ヘルメット内へは大量に送風し汗を気化して放熱し、
首元へはスリットを通じて適度なエアを送風して
襟から肩をさわやかにします。
●シリコンバンドで簡単に装着でき、
ヘルメットと一体化します。
●サイズ：150×166×90㎜
●重 量：約350g（充電池を含む）
●電 源:リチウムイオン充電池
FH-AB18SEGW
●作動時間：
（弱）約12時間
954523
（中）約8時間
（強）約5時間
●付 属:シリコンバンド、ACアダプタ
リチウムイオン充電池、USB充電ケーブル
※ヘルメットは別売です。
※一般的なヘルメットに取付けることができます。
（ヘルメット後部のツバが図の範囲に収まるものを使用して下さい。）
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熱中症対策装着品（ヘルメット用品）
Anti-heat stroke wearing products

製造物賠償責任保険対象品／厚生労働省保護帽検定合格品

高性能ヘルメット Venti
通気性が優れたヘルメットです。消臭加工素材を採用！
！
●ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工（紫外線99.9％カット）
●消臭加工素材を内装とあごひもに使用しています。
（通気性も抜群！）
●帽体に帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい！
！
●サイズ：53〜62cm ●ひさし長さ：約40㎜
●材質：
（本体）ABS、
（ひさし・通気孔カバー ）ポリカーボネート

No.390-WC（白・クリア）596117

No.390-YG（黄・グレー）596122

No.390-WG（白・グレー）596118

No.390-BG（青・グレー）596123

No.390-WGR（白・緑） 596119

No.390-KG（紺・グレー）596124

No.390-WY（白・黄）

596121

厚生労働省保護帽検定合格品

送風機内蔵ヘルメット
帽体内に外気を吸入（正転）&帽体外に熱気を排気（逆転）できるファンモーターを採用しています。
（乾電池式）
●電源：単3乾電池×3本（テスト用付属）
●材質：
（帽体）ABS
（ひさし）ポリカーボネート
（電池ケース・カバー）ABS
●サイズ:53cm〜62cm
●重量：約572g(乾電池含む)
●風量：約204L/min（正転）、
約180L/min（逆転）
●作動時間:約8時間
●ひさし長さ：約33㎜

イメージ図

No.395F 594840

ウィンディー（ソーラーパネル付きヘルメット用送風機）
ヘルメットに装着して使用する送風機です。
●ヘルメット内部に風を送ることにより、帽体内温度が20％ダウンします。
●ソーラーパネルでの充電と、パソコン等のUSBポートでの充電が可能。
●風の向きをヘルメット内部や首筋へ切替できる
可動式ルーバーを採用しています。
●軽量(約152g)、低騒音(約58dB)で快適作業
●フル充電で約7時間の送風が可能です。
※使用環境により変動します
●USBポートでは約7時間でフル充電、
ソーラー(晴天時)では8時間でフル充電！
※太陽光の場合は天候及び照明角度、
USB充電の場合は充電環境（温度・湿度）
によって異なります
●3種類の取付部品を標準装備しています。
ミゾ付き、ミゾなしヘルメットのどちらにも
取付け可能です。
※一部、取付できない形状があります。
※ヘルメットは別売。

スーパーヘルクール（充電式）
ヘルメット内の汗を長時間気化します。
●溝付・溝なし等関係なく、ほとんどのヘルメットに装着できます。
●サイズ：幅80×奥行45×高さ128㎜ ●電源：充電式バッテリー
●重量：
（本体）91g、
（バッテリー）218g ●材質：ABS樹脂
●連続作動時間：
（3V）53時間、
（4.5V）23.7時間、
（6V）13時間、
（7.2V）8時間

No.7700

594836

ウィンディー2（乾電池式ヘルメット用送風機）
自由に曲げられるフレキシブルホースを採用！
！
●風速6.5m/sの風を送り込みます。温度も約20％ダウン！
！
●電源：単3乾電池×3本（別売）
※Panasonic製電池は使用できない場合があります。
●サイズ：横67×縦127×厚さ46㎜ ●作動時間:約8時間
●３種類の取付部品を標準装備しています。
※一部、取付できない形状があります。※ヘルメットは別売。

No.7702

594843

扱いやすい単3乾電池タイプです。

コンパクトなのに

5.3

風速
m/s（7.2V）
の風を送り込みます！
！
温度も約 1.2 ℃
ダウンします！

サンガード
直射日光から首筋を守るカバーです。
●両サイドがメッシュ素材なので
風通しが良く耳元の不快感も
解消します。
●丸洗いできます。
●あらゆるヘルメットに装着可。
（フックで固定します）
※ヘルメットは別売。

HCV-3S

595135

※ヘルメットは別売
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バッテリーが一体式では無いので頭部に負担が掛かりません。

SGD-400 594871

熱中症対策装着品（ヘルメット用品）
Anti-heat stroke wearing products

ひえたれハイパーⅡ
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あたま爽快パッド

外側がメタリック加工なので太陽光を反射します。

保冷剤付きのアンダーキャップです。

●本体を水に浸して軽くしぼり、専用ポケットに保冷剤を入れて
バックバンドに装着して冷却します。
●サイズ：幅220×高さ160㎜ ●重量：133g
●材 質：綿、不織布、ポリエステル、アルミコーティング
●付 属：保冷剤×2個

●4ヶ所のポケットに保冷剤を入れて使用します。
●サイズ：約240×240㎜ ●重量：約32g
●保冷剤5個付き。

HH2-1157

NBR-562

595223

595179

※ヘルメットは別売

そーかいくん2

※ヘルメットは別売

メッシュクールキャップ

首への直射日光をひんやりカット！

メッシュ素材のヘルメットインナー

●マジックテープで簡単に取り付けできます。
●ひたして使うので、
くり返し使えます。

●ゴムバンドなので頭にしっかりフィット！さら
に額部分は速乾素材ダブルラッセルを使用。
●首筋の垂れ部分には、保冷剤（別売）
を入れ
られるポケットが付いています。

● ブルー

影ぼうし（ヘルメット装着タイプ）
●水に浸して使えば何度も冷たくなり、効果がUPします。
●直射日光から後頭部・首筋を守ります。 ●丸洗いできます。
●ゴムバンドになっているので、ヘルメットに簡単装着できます。

NBR-533

586745
KB-WB 595136

PRP-S2 594542

※ヘルメットは別売

※ヘルメットは別売

日よけ（メッシュ製）

日よけ（竹製）

日よけ（PEスポンジ製）

酷暑時の日よけを作り出します！

麦わら帽子のようなヘルメットになります。

ヘルメットに簡単装着！軽い素材です。

●保護帽に取り付けて日差しから顔や首筋を守る！
●帽体の上からかぶせて取り付け。
●通気性も考慮したメッシュ素材です。
※ヘルメットは別売

●保護帽に取り付けて日差しから顔や首筋を守る！
●竹製なので日よけ効果抜群です。
※ヘルメットは別売

●保護帽に取り付けて日差しから顔や首筋を守る！
●PEスポンジ製でとても軽く安全です。
※ヘルメットは別売

VS-M（メッシュ製）594819

No.71
（竹製） 594837

No.7070（PEスポンジ製） 594838

ヘルポスト（樹脂製）
事務所や詰所のヘルメット管理に便利です。防災用としても最適です。※ヘルメットは別売

FKP-A3 594524 ●サイズ：横855×縦260×厚さ70㎜ ●3ヶ掛

FKP-A5 594525 ●サイズ：横1370×縦260×厚さ70㎜ ●5ヶ掛
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熱中症対策装着品（ネックバンダナ・パット・ヘッドキャップ）
Anti-heat stroke wearing products

しろくまのきもち（ひんやりネックバンダナ）

巻いてクール

長時間（20時間以上）冷感を保つので丸一日使用できます。安心リング付き。

適度な冷感を長時間得られます。

●冷却材は不織布に粉末ポリマーを練り込んだシート状です。
●サイズ：約40×840㎜
●材質：
（冷却材）高分子吸水ポリマー
（バンダナ）100％コットン
（日本メーカー上海工場製）
（安心リング）特殊ポリカーボネイト樹脂

●水を含ませ首にかけるだけで熱中症対策が可能。
●材質：
（本体表面生地）綿・ナイロン
（芯）ABS樹脂、
（内容物）吸水樹脂ポリマー
●首筋にフィットするので作業中も安全です。

水に浸して
約3〜5分で

SKK-3 594821

SKK-2 594823

SKK-1 594822

使えます。

●ライトブルー

●ダークブルー

●グリーン

汗とりパット

さわやかキャップ

MTC-33 594808

紙帽子

額からの汗をカット！取付簡単！
！

保護帽の下に被るキャップです。

ヘルメットのアンダーキャップです。

●綿１００％で、繰り返し洗えていつも清潔です。
●本体＋マジックテープ3個のセットとなります。
●従来品よりも、さらに使いやすくなりました。

●吸汗・発散性に優れており、汗による頭部のベタ
付きを解消します。
●吸汗速乾性素材の
アクアドライを採用。

●ヘルメットの中に入れて、汚れを防ぎます。
●来客用保護帽の使い捨てアンダーキャップ
としてよく使用されます。
●入数：120枚入り
（10ダース）

FKK-120

ATP-A2

594529

594815
SCA-1P 594547

スーパーネックール2

ネックールW2

ネックール ウルトラ

Wジェル+リボンで結ぶバンドです。

Wジェルだから冷感が抜群です！
！

断熱アルミシート入りなので冷気が持続！
！

●ジェル袋が2本のため冷たさを長く保ちます。
●リボンで結ぶタイプのため首筋に固定しやすく、
頭など他の部位にも使えます。
●パイル生地で優しい肌触り。
●繰り返し使用できます。

●ジェル袋が2本のため冷たさを長く保ちます。
●穴に差し込んで固定するため着脱が簡単です。
●パイル生地で優しい肌触り。
●繰り返し使用できます。

●断熱アルミシートが外部からの熱を遮り、冷気を
逃しにくいため、適度な冷たさを持続します。
●マジックテープ式で着脱が簡単です。
●パイル生地で優しい肌触り。
●繰り返し使用できます。

RN-48UT 595226
SPRN2-48B 595224

RNW2-48B 595225

冷感+消臭 ヘッドキャップ

冷感+消臭フルフェイスマスク

●冷感・消臭・パワーストレッチ効果があります。
●接触冷感なので、ひんやりとした着心地を体感できます。
●カラー：ブラック、ホワイト
（グレー、迷彩色もございます）
●材 質：ポリエステル90％･ポリウレタン10％
●サイズ：フリー
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JW-611B

JW-611W

586721

586722

●接触冷感で、ひんやり涼しい着心地のフルフェイスマスクです。
●カラー：ブラック、ホワイト
（グレーもございます）
●材 質：ポリエステル90％･ポリウレタン10％
●サイズ：フリー

JW-614B

JW-614W

586723

586724

熱中症対策装着品（アンダーウェア）
Anti-heat stroke wearing products
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冷感+消臭 長袖ハイネックシャツ
首周り・体・腕を紫外線から守る長袖ハイネックシャツです。冷感・消臭・パワーストレッチ効果があります。
●吸汗速乾、コンプレッションとストレッチ機能で夏場の作業を快適にサポートします。 ●高い冷感機能を誇るX-COOLの採用によりひんやり涼しい着心地を実現しました。
●脇下部はメッシュ切り替え ●カラー：ブラック、ホワイト ●材質：ポリエステル85％･ポリウレタン15％（メッシュ部はポリエステル100％） ●サイズ：S・M・L・LL・3L

半袖タイプも
ございます。

JW-625B 586725

JW-625W 586726

●ブラック

●ホワイト

フリーズテック 長袖Vネックインナーシャツ

冷感 半袖Vネックシャツ

汗と風で驚異の冷感が持続する空調インナーです。

冷感・パワーストレッチ効果があるVネックシャツです。

●キシリトール加工で処理した繊維が、人の皮膚から発生する水分（汗）
を吸収
するとその吸熱特性により繊維の温度が下がり、優れた冷感効果が出ます。
●接触冷感、キシリトール加工、吸水速乾、抗菌防臭、UVカット、縦横伸縮
●サイズ：S・M・L・LL・3L ●日本製

●吸汗速乾、コンプレッションとストレッチ機能で夏場の作業を快適にサポートします。
●脇下部はメッシュ切り替え ●カラー：ブラック、ホワイト
●材質：ポリエステル85％･ポリウレタン15％（メッシュ部はポリエステル100％）
●サイズ：M・L・LL

YG-0908B 595227

●ブラック

冷感+消臭 ロングパンツ

JW-622B 586727

JW-622W 586728

●ブラック

●ホワイト

冷感 7分丈パンツ

汗でべたつきやすいボトム内を快適に。

吸汗速乾機能でさらりとした着用感。

●吸汗速乾、コンプレッションとストレッチ機能により
夏場の作業を快適にします。
●高い冷感機能を誇るX-COOLの採用により
ひんやり涼しい着心地を実現します。
●材 質：ポリエステル85％･ポリウレタン15％
（ウエスト部はポリエステル70％･ナイロン30％）
●サイズ：S・M・L・LL・3L

●吸汗速乾、コンプレッションとストレッチ機能により
夏場の作業を快適にします。
●高い冷感機能を誇るX-COOLを採用しています。
●材 質：ポリエステル85％･ポリウレタン15％
（ウエスト部はポリエステル70％･ナイロン30％）
●サイズ：S・M・L・LL・3L

冷感 ハーフパンツ
適度なコンプレッションで、
快適な動きをキープします。
●吸汗速乾、コンプレッションとストレッチ機能により
夏場の作業を快適にします。
●高い冷感機能を誇るX-COOLを採用しています。
●材 質：ポリエステル85％･ポリウレタン15％
（ウエスト部はポリエステル70％･ナイロン30％）
●サイズ：S・M・L・LL・3L

JW-632B 586732

JW-631B 586729

JW-630B 586733

●ブラック

●ブラック

●ブラック
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猛暑対策装着品（空調風神服）
Hot summer wearing products

空調風神服 KU91400（コットンブロード）

キャメル

綿100％なので吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。
●首調整ゴム付き ●袖口Wボタン付き
●材質：
（本体）
コットンブロード
（綿100%）
（ファスナー）フロント：プラスチック
（胸ポケット）
コイル（引き手 金属）
（ボタン）金属
●カラー : シルバー・キャメル・チャコール
●サイズ : M・L・LL・XL・4L・5L

シルバー

シルバー

チャコール

ファン、バッテリーは別売です。
P17のファンセット2種より1点と、
リチウムイオンバッテリーセットの
品番を別途ご指定下さい。

KU91400（参考品番）

595181

空調風神服 KU90550（コットンブロード）

ライトブルー

綿100%素材を高密度で織り上げることにより、防風性を高め、空気のモレも少ない！
！
●首調整ゴム付き ●袖口マジックテープ仕様
●材質：
（本体）
コットンブロード
（綿100%）
（ファスナー）フロント：プラスチック
（胸ポケット）
コイル（引き手 金属）
●カラー : モスグリーン・ライトブルー
・ダークブルー
●サイズ : M・L・LL・XL・4L・5L

モスグリーン

ライトブルー

ダークブルー

ファン、バッテリーは別売です。
P17のファンセット2種より1点と、
リチウムイオンバッテリーセットの
品番を別途ご指定下さい。

KU90550（参考品番）

595182

フルハーネス用 空調風神服 KU91400F（コットンブロード）
高所作業者向け、フルハーネス仕様の空調風神服です。
●空気を逃しにくい構造のランヤード通し穴や、ファンの落下を防ぐネットなど、
安全性と快適性の双方にこだわった機能が、炎天下の高所作業をサポートします。
●ファン脱落防止ネット＆ファン用リング（TPU）付き
●取り外しフック掛けD環付き
●材質：
（本体）
コットンブロード
（綿100%）
キャメル
（ファスナー）フロント：プラスチック
（ボタン）金属
●カラー : シルバー・キャメル・チャコール
●サイズ : M・L・LL・XL・4L・5L

シルバー

チャコール

キャメル

ランヤード取り出し口が
背面にあります。

KU91400F（参考品番）

595183
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ファン、バッテリーは別売です。
P17のファンセット2種より1点と、
リチウムイオンバッテリーセットの
品番を別途ご指定下さい。

猛暑対策装着品（空調風神服）
Hot summer wearing products

空調風神服 KU90470（交織トロピカル）

17

ブルー

トロピカル素材でサラリとした着心地！細かい部分のこだわりが光ります！
●左胸ファスナー付きポケット ●首調節ゴム付き
●材質：
（本体）交織トロピカル(ポリエステル74％・綿25％・複合繊維1%）
（ファスナー）フロント：プラスチック
（胸ポケット）
コイル（引き手 金属）
（ボタン）金属
●カラー : シルバー・ブルー・ネイビー
●サイズ : M・L・LL・XL・4L・5L

シルバー

シルバー

ネイビー

ファン、バッテリーは別売です。
下記のファンセット2種より1点と、
リチウムイオンバッテリーセットの
品番を別途ご指定下さい。

KU90470（参考品番）

595184

フルハーネス用 空調風神服 KU90470F（交織トロピカル）
高所作業者向け、フルハーネス仕様の空調風神服です。
●空気を逃しにくい構造のランヤード通し穴や、ファンの落下を防ぐネットなど、
安全性と快適性の双方にこだわった機能が、炎天下の高所作業をサポートします。
●ランヤード取り出し口が背面にあります。
●ファン脱落防止ネット＆ファン用リング（TPU）付き
●取り外しフック掛けD環付き
ブルー
●材質：
（本体）交織トロピカル(ポリエステル74％・綿25％・複合繊維1%）
（ファスナー）プラスチック
（ボタン）金属
●カラー : シルバー・ブルー・ネイビー
●サイズ : M・L・LL・XL・4L・5L

シルバー

ネイビー

ネイビー

ファンの位置が腰ベルトの邪魔に
ならない場所にあります。

KU90470F（参考品番）

595185

ハイパワーファンセット

ファン、バッテリーは別売です。
下記のファンセット2種より1点と、
リチウムイオンバッテリーセットの
品番を別途ご指定下さい。

レギュラーファンセット

リチウムイオンバッテリーセット

強力なハイパワータイプです。

新デザインのファンセットです。

長時間の連続運転に対応します。

●ファン×2個、ファンケーブル×1本
●特許取得のななめ仕様なので風を当てやすい。
●サイズ：
（ファン）
φ100×厚さ52.5㎜
●重 量：
（1個あたり）130g
●最大風力：
（2個の合計値）3.4㎥/min
●動作時間：
（強）約4時間

●ファン×2個、ファンケーブル×1本
●特許取得のななめ仕様なので風を当てやすい。
●サイズ：
（ファン）
φ100×厚さ50㎜
●重 量：
（1個あたり）130g
●最大風力：
（2個の合計値）2.65㎥/min
●動作時間：
（強）約8時間

●風量は4段階に切り替えられます。
●安心の日本製 ●簡易防水仕様
●難燃性のプラスチック素材を使用しています。

RD9810H 595186

RD9910R 595187

RD9890J 595188
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猛暑対策装着品（エアリージャケット）
Hot summer wearing products

エアリージャケット

【スポーツブランド・MIZUNO社製】

ファンより取り込んだ空気が、首の前後・腕から抜けやすい設計です。
●ミズノ独自のパターン設計で、肩甲骨周りの
運動性能をアップ、首の前後・腕にも風が
流れやすい、動きやすく涼しいファンジャケット。
●内側にはメッシュを配置し、空気の
通り道を確保しています。
●材質：ポリエステル77％、綿23％
●カラー :グレー・ネイビー
●サイズ : S・M・L・XL・2XL
3XL-8・4XL-8
●ベトナム製

ネイビー

グレー

ネイビー

ファン、バッテリーは別売です。
P17のファンセット2種より1点と、
リチウムイオンバッテリーセットの
品番を別途ご指定下さい。
内部イメージ

C2JE8180（参考品番）

肩甲骨周りの運動性をアップさせるので
動きやすいのが特徴です。

595228

エアリージャケット TOUGH（タフ）

【スポーツブランド・MIZUNO社製】

引張・引裂・摩耗強度に優れたタフブレーカー素材を採用しています。
●ミズノ独自のパターン設計で、肩甲骨周りの
運動性能をアップ、首の前後・腕にも風が
流れやすい、動きやすく涼しいファンジャケット。
●材質：ポリエステル100％
●カラー : アロイグレー・ドレスネイビー
ドレスネイビー×サーフブルー
ブラック×アロイグレー
●サイズ : S・M・L・XL・2XL・3XL-8・4XL-8
●ミャンマー製

ドレスネイビー
×サーフブルー

ファン、バッテリーは別売です。
P17のファンセット2種より1点と、
リチウムイオンバッテリーセットの
品番を別途ご指定下さい。
内部イメージ

F2JE9190（参考品番）595229
アロイグレー

ドレスネイビー

ドレスネイビー
×サーフブルー

エアリージャケット TOUGH（タフ）フルハーネス型安全帯対応モデル

ブラック
×アロイグレー

【スポーツブランド・MIZUNO社製】

高所作業でのフルハーネス型安全帯に対応したエアリージャケットです。
●引張・引裂・摩耗強度に優れた
タフブレーカー素材を採用しています。
●ランヤード取り出し口とフック掛けD環
を採用しています。
●材質：ポリエステル100％
●カラー : アロイグレー・ドレスネイビー
●サイズ : M・L・XL・2XL・3XL-8
●ミャンマー製

アロイグレー

アロイグレー

ドレスネイビー

ファン、バッテリーは別売です。
P17のファンセット2種より1点と、
リチウムイオンバッテリーセットの
品番を別途ご指定下さい。

F2JE9182（参考品番）

595231
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ファンの脱落を防止するネットがあります。

猛暑対策装着品（作業用ベスト・インナーベスト）
Hot summer wearing products

19

エアーメッシュ反射ベスト50
直径約3㎜のメッシュにより通気性が抜群に良いベストです。前後に反射帯付き。
●反射帯に穴加工を施した事により、反射材の熱を放出します。 ●視認性が高いので夜間作業も安全です。
●材質：
（本体）ポリエステルメッシュ、
（反射シート）
ビーズ反射クロス ●サイズ：フリー ●着丈：570㎜
50㎜

反射イメージ

紺メッシュ
装着例

50㎜

FSD-AM50BW

FSD-AM50RW

585541

●紺メッシュ

585542

●オレンジメッシュ

FSD-AM50TGW

585545

●緑メッシュ

着丈
570

黄メッシュ
装着例

mm

FSD-AM50GW

585543

FSD-AM50YW

●黄緑メッシュ

585544

●黄メッシュ

アイスバックⅡ
（保冷剤付き）

FSD-AM50BW

585546

●青メッシュ

アイスバックDX（保冷剤4個付き）

速乾素材クールマックス®と保冷剤で背中を冷やします。

大型保冷剤4個×速乾素材クールマックス® で冷却！
！

●蜂の巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地ダブルラッセルを使用。
速乾性もあり快適な着用感を実現しました。 ●保冷剤×1個・アルミ袋付き
●サイズ：フリー（約 横125×縦235×厚さ3㎜）
●材質：
（本体表面）ポリエステル（ダブルラッセル）、
（本体裏面）ポリエステル（クールマックス®）

●蜂の巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地ダブルラッセルを使用。
●大型保冷剤×4個付き。 ●サイズ：フリー（胸囲100cmまで）
●材質：
（本体表面）ポリエステル（ダブルラッセル）、
（本体裏面）ポリエステル
マジックテープで
（クールマックス®）

NBR-530（ベージュ） 586741

サイズ調整が
可能です。

●保冷剤を専用のジッパー
付きアルミ袋に入れて使
用します。

爽快くんLite

NBR-551BG（ベージュ） 595232

爽快くんメッシュベスト（アルミ保冷剤6個付き）

●吸湿速乾性のある特殊な繊維を使用しており、汗による蒸れを軽減します。
●サイズ：
（本体）フリー（着丈：約 530㎜）
●材 質：
（本体）ポリエステル100％、
（高吸水繊維）指定外繊維（ベルオアシス®）

●保冷剤を6個身に付けることができるメッシュベストです。
●保冷剤用ポケット×6個（前部×2、脇部×2、背部×2）、アルミ保冷剤×6個付き。
●サイズ：
（本体）フリー（着丈：約 605㎜）、
（アルミ保冷剤）約160×170㎜
●材 質：
（本体）ポリエステル100％
●裏面

NBR-517

586743
NBR-536
●サイドをマジックテープで調整できます。

586742
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熱中症対策標識／熱中症対策のぼり旗
Anti-heat stroke signboard / Anti-heat stroke measures flag

熱中症対策標識
熱中症対策標識

温湿度計付 熱中症対策標識
●付属の温湿度計（両面テープ付き）
を貼り付けてお使い下さい。
●直射日光を避けて屋内または軒下で掲示して下さい。
●サイズ：横300×縦600㎜（温湿度計はφ156㎜）
●材質：アルミ複合板（穴4スミ）

熱中症の症状と応急処置

●材質：PP（穴4スミ）

熱中症とは、発汗や循環機能に異常をきたし、体温の調節がうまくできなくなることによって起こる、様々な体の不調を総称
した症状です。熱中症は大きく分けて、下記の4つの症状に当てはまり、めまい・けいれん・意識障害・吐き気・頭痛など、さま
ざまな症状が引き起こされることになります。症状および処置法を知って、正しく予防しましょう。

日

熱中症に注意しよう

射

病

熱

皮膚の表面から拡散されるべき熱が体内にこもって

健康管理を怠らない！規則正しい生活を心がけましょう。

射

病

熱中症のうちでも最も緊急を要する重い症状です。

しまうと、血圧が低下し、脳血流が減少して顔面が蒼

熱疲労の状態が続き、体温を維持する器官が機能し

白となり、脈が早く、弱くなり、めまいや失神などの

なくなってしまい、異常な体温（40℃以上）や運動障

症状として現れます。日射病による熱失神は長時間、

害、意識障害（応答がない、言葉がおかしい、意識が

炎天下に立っていた場合や運動を止めた直後に起こ

ない）を起こし、最悪の場合、ショック死、肺水腫、腎

りやすい症状です。まれに重症化することもあるの

不全などで死に至ることもあります。

で、注意が必要です。

熱射病が疑われる時は一刻も早く救急車を呼び、病
院に搬送する必要があります。

日 よ け 対 策

水分・塩分の補給

熱中症の症状と応急処置

処置法
処置法
◎涼しい日陰やクーラーの効いた室内などに移動し、
衣類をゆるめて休む。
◎体を冷やす。 ◎水分を補給する
◎氷や冷たい水でぬらしたタオルを手足に当てる。
◎自力で飲めないときは、病院へ搬送する。

熱中症の症状が見られたら、早めに応急処置を行い対処しましょう。
熱中症とは、発汗や循環機能に異常をきたし、体温の調節がうまくできなくなることによって起こる、様々な体の不調
を総称した症状です。熱中症は大きく分けて、下記の4つの症状に当てはまり、めまい・けいれん・意識障害・吐き気
・頭痛など、
さまざまな症状が引き起こされることになります。症状および処置法を知って、正しく予防しましょう。

熱中症の症状が見られたら、

日 射 病

熱 射 病

皮膚の表面から拡散されるべき熱が体内にこ

熱中症のうちでも最も緊急を要する重い症状

もってしまうと、血圧が低下し、脳血流が減少

です。熱疲労の状態が続き、体温を維持する

して 顔面が蒼白となり、脈が早く、弱くなり、め

器官が機能しなくなってしまい、異常な体温

まいや失神などの症状として現れます。日射

（40℃以上）や運動障害、意識障害（応答がな

病による熱失神は長時間、炎天下に立ってい

い、言葉がおかしい、意識がない）を起こし、最

た場合や運動を止めた直後に起こりやすい症

悪の場合、ショック死、肺水腫、腎不全などで

状です。まれに重症化することもあるので、注

死に至ることもあります。

意が必要です。

熱

熱射病が疑われる時は一刻も早く救急車を呼
び、病院に搬送する必要があります。

疲

労

熱 け い れ ん

高温多湿化で、大量に汗をかいた時に水分の補給を

適 度 な 休 憩

◎直ちに病院へ搬送する。
◎上半身を高くして座っているのに近い状態で寝かせ体を
冷却する。首、脇の下、足のつけ根など血管が皮膚表面に
近いところを氷などで集中的に冷やす。
◎体の表面だけを冷やしてふるえを起こさせないこと。
◎意識がはっきりしない、もしくは意識がない場合の水分
補給は危険ですので、絶対に止めましょう。

汗を大量にかき、水分だけを補給して血液中の塩分

しなかった場合、体内の水分や塩分が減少し、頭痛や

濃度が低下した場合、足や胸、腹部の筋肉に痛みを

吐き気、嘔吐、顔面蒼白、脱力感、倦怠感などが現れ

ともなったけいれんが起こります。血液の中に含ま

ます。意識はあっても体が思うように動かず、熱射病

れる塩分（ナトリウム）は筋肉を円滑に動かす働きが

に進行してしまう事も少なくありません。

あるため 一定の濃度を下回ると筋肉をうまく働かす

体がぐったりして力が

事ができなくなり、けいれんを

早めに応急処置を行い

入らない状態になった

起こします。

対処しましょう。

受診が必要です。

炎天下での長時間の活動や、

時は、すぐに病院での

作業に慣れている人に
起こりやすい症状です。

処置法

処置法

◎心臓より足を高くして、
あおむけに寝かせる。
◎水分を補給する。
（少しずつ、薄い食塩水か
スポーツドリンクを何回にも分けて補給する。）

アートちゃん

◎けいれんしている部分を
マッサージする。
◎体の特定の部分が冷えているなら、そこもマッサージする。
◎水分を補給する。
（糖分が失われると、けいれんの症状が
出やすいので、薄い食塩水を補給する。）

上記はあくまで応急処置なので、症状が出た際は必ず医療機関で受診しましょう。

NTK-MG1 676544

NTK-MG2 676545

●サイズ：横450×縦600 ㎜

●サイズ：横600×縦900 ㎜

処置法
◎直ちに病院へ搬送
する。

※こちらに、温湿度計（OSK-F3）を
取付けて下さい。

処置法

◎上半身を高くして
座っているのに近い
状態で寝かせ体を
冷却する。首、脇の
下、足のつけ根など、
血管が皮膚表面に
近いところを氷など
で集中的に冷やす。

◎涼しい日陰や、
クーラーの効いた
室内などに移動し、
衣類をゆるめて
休む。
◎体を冷やす。

たれ幕（450×1800タイプ）
●サイズ：横450×縦1800×厚0.35㎜
●材質：ターポリン製 上下硬質パイプ・ヒモ付き

◎体の表面だけを冷
やしてふるえを起こ
させないこと。

◎氷や冷たい水で
ぬらしたタオルを
手足に当てる。

KMT-35 267561

◎意識がはっきりしな
い、もしくは意識が
ない場合の水分補給
は危険ですので、
絶対に止めましょう。

◎水分を補給する
◎自力で飲めないときは、
病院へ搬送する。

熱 疲 労

熱 け い れ ん

高温多湿化で、大量に汗をかいた時に水分の

汗を大量にかき、水分だけを補給して血液中の

補給をしなかった場合、体内の水分や塩分が

塩分濃度が低下した場合、足や胸、腹部の筋肉

減少し、頭痛や吐き気、嘔吐、顔面蒼白、脱力感、

に痛みをともなったけいれんが起こります。

倦怠感などが現れます。

血液の中に含まれる塩分（ナトリウム）は筋肉

意識はあっても体が思うように動かず、熱射病に

を円滑に動かす働きがあるため、一定の濃度を

進行してしまう事も少なくありません。

下回ると筋肉をうまく働かす事ができなくなり、

体がぐったりして力が

けいれんを起こします。

入らない状態になった

炎天下での長時間の活動や、

時は、すぐに病院での

作業に慣れている人に

受診が必要です。

起こりやすい症状です。

処置法

熱中症対策温湿度計
●サイズ：φ156×厚さ30 ㎜

処置法

◎心臓より足を高くして、
あおむけに寝かせる。

◎けいれんしている部分を
マッサージする。

◎水分を補給する。
（少しずつ、薄い食塩水か
スポーツドリンクを何回にも分けて補給する。）

◎体の特定の部分が冷えている
なら、その部分もマッサージする。
◎水分を補給する。
（糖分が失われると、けいれんの症状が
出やすいので、薄い食塩水を補給する。）

上記はあくまで応急処置なので、症状が出た際は必ず医療機関で受診しましょう。

TNT-F3 594814

日よけ対策
をする

注意！！

熱中症に注意しよう

●サイズ：横450×縦1800㎜
●材質：テトロンポンジ製
※旗竿は別売り

水 分 ・塩 分 を 補 給

オリジナルのぼりです。

適度な休憩をとる

熱中症対策のぼり旗

OSK-F3 676518

注水型 ポール台

伸縮ポール

ポール固定部内蔵式です。
ワンタッチで簡単に固定可能！
！

耐久性に優れた
のぼり旗用ポールです。

●サイズ：幅360×高さ205㎜
●タンク容量：13Ｌ ●材質：PE、PP
●φ19〜25㎜のパイプを使用可能。

●サイズ：φ25×高さ1600〜
3000㎜（横棒:850㎜）
●重 量：0.7kg ●材質：PP
●その他の色もございます。
（青・緑）

FGS3

276311
NP-W

NFG-001

276512

951221

●差込み口
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熱中症対策看板／携帯型温度計（カード型）
Anti-heat stroke signboard / Portable thermometer(Card type)
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熱中症対策看板
現場サイズの立て看板です。熱中症対策の注意喚起にどうぞ！

色々な看板枠に
取付けが可能です。

●材質：
（標示板）着色被覆鋼板、
（取付枠）角鋼管メラミン焼付塗装 ※取付枠は別売です。

水 分 ・塩 分 を 補 給

日よけ対策をする

総称した症状です。熱中症は大きく分けて、下記の4つの

適度な休憩をとる

熱疲 労
熱中症とは、発汗や循環機能に異常をきたし体温の調節が
うまくできなくなることによって起こる、様々な体の不調を
症状に当てはまり、めまい・けいれん・意識障害・吐き気・頭痛
など、さまざまな症状が引き起こされることになります。
症状を知って、正しく予防しましょう。

皮膚の表面から拡散されるべき熱が体内に
こもってしまうと、血圧が低下し、脳血流が減

日射病

少して顔面が蒼白となり、脈が早く、弱くな
り、めまい や 失 神 などの 症 状として 現 れま
す。日射病による熱失神は長時間、炎天下に

熱射病

立っていた場合や運動を止めた直後に起こ
りやすい症状です。まれに重症化することも
あるので、注意が必要です。

高温多湿化で、大量に汗をかいた時に水分
の補給をしなかった場合、体内の水分や塩分

熱疲労

が減少し、頭痛や吐き気、嘔吐、顔面蒼白、脱
力感、倦怠感などが現れます。
意識はあっても体が思うように動かず、熱射

熱けいれん

病に進行してしまう事も少なくありません。
体がぐったりして力が入らない状態になった
時は、すぐに病院での受診が必要です。

熱中症のうちでも最も緊急を要する重い症
状です。熱疲労の状態が続き、体温を維持す
る器官が機能しなくなってしまい、異常な体
温（40℃以上）や運動障害、意識障害（応答
がない、言葉がおかしい、意識がない）を起
こし、最悪の場合、ショック死、肺水腫、腎不
全などで死に至ることもあります。
熱射病が疑われる時は一刻も早く救急車を
呼び、病院に搬送する必要があります。

熱中症に注意しよう

日射 病

熱中症を防ごう

暑い季節を皆で乗り切るために

名入れも可能です。
お問い合わせ下さい。

熱中症とは、発汗や循環機能に異常をきたし
体温の調節がうまくできなくなることによっ
て起こる、様々な体の不調を総称した症状
です。熱中症は大きく分けて、日射病・熱射
病・熱疲労・熱けいれんの症状に当てはまり、

汗を大量にかき、水分だけを補給して血液
中の塩分濃度が低下した場合、足や胸、腹部
の筋肉に痛みをともなったけいれんが起こ
ります。血液の中に含まれる塩分（ナトリウ
ム）は筋肉を円滑に動かす働きがあるため、
一定の濃度を下回ると筋肉をうまく働かす
事ができなくなり、けいれんを起こします。
炎天下での長時間の活動や、作業に慣れて
いる人に起こりやすい症状です。

アートちゃん

めまい・けいれん・意識障害・吐き気・頭痛な
ど、さまざまな症状が引き起こされることに

熱中症の症状が見られたら、早めに
応急処置を行い対処しましょう。

なります。熱中症の症状が見られたら、早め
に応急処置を行い対処しましょう。

NTK-SL1 676533

NTK-A1 676531
●サイズ：
（取付枠）横1100×縦1580×□25 ㎜
（標示板）横1100×縦1400㎜

NTK-SL2 676534
暑い季節を皆で乗り切るために

●サイズ：
（取付枠）横550×縦1580×□25 ㎜、
（標示板）横550×縦1400㎜

熱中症対策ポスター（B2サイズ）

熱中症とは、発汗や循環機能に異常をきたし体温の調節が
うまくできなくなることによって起こる、様々な体の不調を
総称した症状です。熱中症は大きく分けて、下記の4つの
症状に当てはまり、めまい・けいれん・意識障害・吐き気・頭痛
など、さまざまな症状が引き起こされることになります。
症状を知って、正しく予防しましょう。

現場や事務所での熱中症対策に役立つポスターです。
事務所などで目につきやすい場所に貼り付けると大変効果的です。
●サイズ：横515×縦728㎜

皮膚の表面から拡散されるべき熱が

日射病

NTK-P1

676541

●材質：紙

熱疲労

体内にこもってしまうと、血圧が低下
し、脳血流が減少して顔面が蒼白とな
り、脈が早く、弱くなり、めまいや失神
などの症状として現れます。日射病に
よる熱失神は長時間、炎天下に立って
いた場合や運動を止めた直後に起こ
りやすい症状です。まれに重症化する
こともあるので、注意が必要です。

高温多湿化で、大量に汗をかいた時に
水分の補給をしなかった場合、体内の水
分 や 塩 分 が 減 少し、頭 痛 や 吐 き 気 、嘔
吐、顔面蒼白、脱力感、倦怠感などが現
れます。意識はあっても体が思うように
動かず、熱射病に進行してしまう事も少
なくありません。
体 がぐったりして 力 が 入らな い 状 態に
なった時は、すぐに病院での受診が必要
です。

熱射病

熱中症のうちでも最も緊急を要する重
い症状です。熱疲労の状態が続き、体温
を維持する器官が機能しなくなってしま
い 、異 常 な 体 温（ 4 0 ℃以 上 ）や 運 動 障
害、意識障害（応答がない、言葉がおか
しい 、意 識 が な い ）を起こし、最 悪 の 場
合、ショック死、肺水腫、腎不全などで死
に至ることもあります。熱射病が疑われ
る時は一刻も早く救急車を呼び、病院に
搬送する必要があります。

熱けいれん

汗を大量にかき、水分だけを補給して血
液中の塩分濃度が低下した場合、足や
胸、腹部の筋肉に痛みをともなったけい
れんが起こります。血液の中に含まれる
塩分（ナトリウム）は筋肉を円滑に動か
す働きがあるため、一定の濃度を下回
ると筋肉をうまく働かす事ができなくな
り、けいれんを起こします。
炎天下での長時間の活動や、作業に慣
れている人に起こりやすい症状です。

上記はあくまで応急処置なので、症状が出た際は必ず医療機関で受診しましょう。

緊急医療情報カード
万が一の時の緊急医療情報を中面に記載できるカードです。
●氏名・住所・会社名・かかりつけ医などの医療情報を記入できますので、万が一の事故時などに役立ちます。
●サイズ：横85×縦55（展開すると110）㎜ ●素材：厚紙（PP加工） ●表面は熱中症予防に役立つ温度計付き。

N13-10
（10 枚セット）

594842

裏面

コンディションカード

中面

熱中症予防カード

●額に10 秒あてるだけで計れるカード型体温計です。
●繰返し利用することができます。
（折り曲げ禁止） ●10枚セット
●サイズ：横85×縦55㎜ ●素材：厚紙（PP加工）

HCK-10
（10 枚セット）

594806

●約26〜46℃まで体温が計れるカード型体温計です。
●熱中症の予防ポイントが記載されています。 ●10枚セット
●サイズ：横85×縦55㎜ ●素材：厚紙（PP加工）

N11-10
（10 枚セット）

586807
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テント
Tent

クイックテント
すべてのパーツが連結した一体式テント。
２人で簡単設営！
！
●すべての部品を一体化したクイックテントです。スムーズに開閉できるように、
接合部に強力プラスチックを使用し、
こすれや錆を防止します。
●天幕に張りを持たせるため、オートピーク内に強力スプリングを内蔵しています。

天幕色

鋳製おもり
TW-S1（10kg）

738515
●サイズ：φ250×高さ40㎜

TW-S2（20kg）

738516

※その他、複数色を組合わせた
柄等がございます。

●サイズ：φ250×高さ80㎜

品 番

サイズ

重量

収納サイズ

QT-11 738521

1.8×1.8m

24kg

400×400×1290㎜

QT-13 738522

1.8×3.6m

38kg

450×400×1570㎜

QT-22 738523

2.4×2.4m

27kg

400×400×1290㎜

QT-23 738524

2.4×3.6m

39kg

450×400×1570㎜

QT-24 738525

2.4×4.8m

52kg

500×400×1570㎜

QT-33 738526

3.0×3.0m

34kg

400×400×1570㎜

QT-34 738527

3.0×4.5m

44kg

450×400×1570㎜

QT-36 738528

3.0×6.0m

58kg

500×400×1570㎜

ミストテント（テント+ミストキット）
テントにミストキットを設置すれば、快適な現場環境やイベント会場を作ることが可能です！
※ミストテントをお求めの場合は、
「ミストキットの品番※P24掲載」と「クイックテントの品番 ※上記掲載」から1点づつ品番を選んで下さい。
（例：MTK-PU208C（ミストキット）+QT-11（クイックテント））
※工業用水、井戸水は使用しないで下さい。目詰まりを起こす原因となります。

ミストキット 低圧ポンプ（タンク付）
タイプですと、水道が無い場所でも
ミストテントの設置が可能です。

イージーアップテント（デラックスアルミタイプ）
大人2人で簡単（1〜2分）に設営、収納ができる
アルミフレーム仕様のテントです。
●アルミフレームなので錆びにくく、軽量のテントです。
●その他、2.5×2.5m、3×3mタイプがあります。
●天幕色：赤・黄・青・緑・白
●天幕はフレームに
付けたまま畳む事
ができます。

DXA45 738511
●サイズ：3×4.5m ●重量：30kg
●収納サイズ：290×340×1590㎜

DXA60 738512
●サイズ：3×6m ●重量：40kg
●収納サイズ：290×430×1590㎜

天 幕 色
4500㎜

DXA45
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3000㎜

●キャリーバッグが
付いていますので
持ち運びや収納時
大変役立ちます。

テント
Tent
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ワンタッチテント（FST-250）スチール
コストパフォーマンスに優れたスチール製テントです。
別売でサイドタープ（横幕）やメッシュスクリーンなどを装着できます。
●サイズ：約 幅2.5×奥行2.5×高さ2.55m
●重量：約10kg
●材質：
（フレーム）スチール
（生地）150Dオクスフォードクロス
●付属品：ロープ４本、ペグ８本、
専用キャリーバッグ
※製品の仕様は予告なく変更することが
あります。ご了承下さい。

付属品

FST-250 738574

ワンタッチテント（FST-300）スチール
コストパフォーマンスに優れたスチール製テントです。
別売でサイドタープ（横幕）やメッシュスクリーンなどを装着できます。
●サイズ：約 幅3×奥行3×高さ2.55m
●重量：約13.8kg
●材質：
（フレーム）スチール
（生地）150Dオクスフォードクロス
●付属品：ロープ４本、ペグ８本、
専用キャリーバッグ
※製品の仕様は予告なく変更することが
あります。ご了承下さい。

付属品

FST-300 738575

ワンタッチテント（FAL-H250W）アルミ
剛性が高いアルミ製のテントです。ツインルーフ仕様なので
風の吹き込み破損を抑えることが可能です。
●サイズ：約 幅2.5×奥行2.5×高さ2.65m
●重量：約10kg
●材質：
（フレーム）アルミ
（紛体塗装）
（生地）210Dオクスフォードクロス
裏 面：PU2重コーティング
（シームテープ付）
●付属品：ロープ４本、ペグ８本、
専用キャリーバッグ、簡易ハンマー
※製品の仕様は予告なく変更することが
あります。ご了承下さい。

付属品

FAL-H250W 738576

ウォーターウェイトバッグ

スタックウェイト

アスファルトやコンクリート上など、ペグが使えない
場所でのテント設営に便利です。
●サイズ：約 幅300×奥行250×高さ155㎜
FAL-6WAB
●重量：
（満水時）約8kg、
（水なし）約320g
●1個
●材質：
（タンク）PVC
（生地）300Dオクスフォードクロス
※ご使用時、不安定な場合は使用を中止してください。

738577

砂か水を入れて使用する重りです。重ねる事ができます。
●サイズ：約 幅500×奥行260×高さ150㎜
●重量：
（満水時）約12kg、
（水なし）約950g
●穴サイズ：約φ22㎜ ●スリットサイズ：幅32㎜
●材質：ポリプロピレン ●色：グレー
※注水口のキャップは密閉タイプではございません。
※ご使用時、不安定な場合は使用を中止してください。

FOF-10SD 738578
●1個
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ミストキット
Mist kit

ミストキット
微細な霧を使用した簡易冷房用キットです。ほこり・粉塵がひどい現場にご利用下さい。
冷房、鎮塵、散水、加湿など多目的に使え、エアコンよりもぐっと省エネです！
●霧吹きの霧よりも細かくて人が濡れない粒子径をファンの風に乗せて、散水・粉塵抑制、環境冷房を行うユニットです。
（建家内外・作業場の熱気対策／工場内外の発塵抑制／ヒートアイランド現象を抑える環境冷房／解体現場や倉庫内の粉塵飛散防止）
●小、中規模〜大規模の敷地や工場、屋内外でのご利用に効果的です。
ノズル部拡大
※工業用水、井戸水は使用しないで下さい。目詰まりを起こす原因となります。

冷房・暑さ対策

暑さ・粉塵対策

ミストキット 水道直圧タイプ

暑さ・粉塵対策

ミストキット 低圧ポンプ（タンク付）タイプ

電源不要

涼しい霧を手軽に導入できます。水道につなぐだけでOK!

タンク付きのため設置場所を選びません。

●ノズルセット数：5個

●ノズルセット数：6個

●送水ホース：10m

●水道給水ホースセット：2m

●送水ホース：10m

MTK-SD105 594564

100V

●タンク付ポンプ：1台

MTK-PU208C 594574
●渇水センサー付き

※送水ホース10m以上の物は別途お問い合わせ下さい。

ミストキット 低圧ポンプ・水道直結タイプ

100V

水道に直結していますので、交換が不要です。
●ノズルセット数：6個

●送水ホース：10m

●水道給水ホースセット：5m

●ポンプ：1台

ミストキット 低圧ポンプ（タンク付）
タイプの仕様

MTK-SP105 594566
※送水ホース10m以上の物は別途お問い合わせ下さい。

●タンクのサイズ：幅250×高450×奥行450㎜
●重量：4kg ●ポンプ出力：45W ●タンク容量：20ℓ
●材質：
（タンク）ポリエチレン （カバー）シリコンゴム

ミストファン
ポンプ・タンクがセットになった扇風機タイプのミストキットです。
ミストの風で暑熱作業場を冷やします！
●安全装置(サーモスタット)を内蔵しています。
●風量切り替え(3段階)、到達距離の調整が可能です
●付属のタンク容量は20ℓで、約3時間連続運転が可能です。
●すでにファンをお持ちの方には、噴霧装置だけのご注文をお奨めします。
●サイズ：幅840×高1300×奥行710㎜ ●羽根径：φ450㎜
●電源：AC100V ●噴霧量：7.2ℓ/hr(1.3MPa時） ●重量：12.5kg（空水時）
●ノズル数：6個 ●首振り機能付き
（振り角90°
）
※工業用水、井戸水は使用しないで下さい。目詰まりを起こす原因となります。

CLJ-S450C 594575
●渇水センサー付き
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設置イメージ

ミストキット／工場扇／スポットクーラー
Mist kit / Factory fan / Spot cooler
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工場扇

レインボーミスト
水の気化熱を利用して周囲の気温を下げるミストファン
●６６Ｌの水タンクを搭載しており
約４時間の連続運転が可能です。
●３パターンのタイマーによる
間欠運転ができます。
●水道直結運転も可能です。
●渇水時自動停止機能付き。
●サイズ：幅530×奥行５９０
×高さ１６８０〜1910㎜
●重 量：４３．
７kg
●単相１００Ｖ
（50Hz/50Hz）
●首振り機能、上下３段調節
●風量３段切換

工場扇（キャスター型 ）

工 場 扇（ 三 脚 型 ）

●高さ：670㎜（取っ手込810㎜）
●重量：7.3kg
●消費電力：114〜123W
●風速：240〜277m（毎分）

●高さ：1165〜1365㎜
●重量：6kg
●消費電力：70〜150W
●風速：180〜280m（毎分）

（登録番号 CG-120014-A）

NETIS
登録済み製品

WM-560 586325

HX-112 736112

TKS-450 736115

ミニミスト（工場扇用ミストユニット）
お手持の扇風機がミストマシーンに！
！お手持ちの扇風機に簡単に取付けができ、
水が気化する時にまわりの熱を奪う気化熱の原理で温度を効率的に下げます。
●噴射量（水流量/h）
：780mℓ
●ミストノズル：5〜7ミクロン
●消費電源：本体（ボディ）
：208W
●電源：100V 50Hz／60Hz
●コードの長さ：2m
●結束バンド：6本
●重量（乾燥時）
：8.2kg
●チューブの長さ：水色（水）
・黒（空気）共に
ミストノズルから本体まで2m、径6㎜
●給水タンク：別売
（またはお客様にてご用意してください）
●使用可能時間：タンク容量にて変動
（2ℓ容器で約5時間）
●給水タンクからミストノズル
までの高さ：約1.5m
(上記以下の範囲にてご使用ください）

ミスト噴射イメージ

MNT-213
ミストノズル
コンプレッサー

排熱ダクト付スポットクーラー
据付工事不要で屋内どこでも使用できるクーラーです。
●キャスター付きで移動が簡単です。
●サーマルプロテクター（復帰式過熱
保護装置）内蔵で、モーターを過負荷
や異常電流から保護します。
●冷風ダクトが200度回転（手動）できる
ので、お好みの場所で使用できます。
●サイズ：幅400×奥行430×高さ820㎜
●重 量：約40kg
●冷房能力：2.2kW(50Hz)、
2.5kW(60Hz)
●電 源：100V 50/60Hz
●付属品：ドレンホース×１
排熱ダクト×1
（外径185㎜ 350〜450㎜）
冷風ダクト×1
（外径125㎜ 450〜550㎜）
電源コード×1
（約2m）
N407-R 794155

594576
※工場扇、タンク、台車は別売

ミニスポットクーラー
新採用のワンタッチ着脱リングにより、冷風ダクト用
エルボの取り外しが簡単です。
●据付工事が不要です。
●キャスター付きで移動が簡単。
●サーマルプロテクター内蔵。
●移動に便利な取っ手付き。
●サイズ：幅475×奥行275×高さ610㎜
●重 量：約23kg
●冷房能力：1.7kW(50Hz)、
1.8kW(60Hz)
●電 源：100V 50/60Hz
●付属品：電源コード×1（約1.8m）

SAC-1800N 794156
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パラソル／ヘルメット洗浄機／担架／折り畳みベッド
Umbrella / Helmet washer / Stretcher / Folding bed

ブルーパラソル1800

ブルーパラソル2000

●ビーチパラソルとしても使用できます。
●サイズ：
（本体）約φ1800㎜、
（スチールパイプ）約φ19/22㎜
●材 質：
（生地）ポリエステル、
（支柱）スチール

ブルーパラソル2400

●サイズ：
（本体）約φ2000㎜、
（スチールパイプ）約φ22/25㎜
●材 質：
（生地）ポリエステル（UVコート）、
（支柱）スチール

●サイズ：
（本体）約φ2400㎜、
（スチールパイプ）約φ32/32㎜
●材 質：
（生地）ポリエステル（UVコート）、
（支柱）スチール

FOF-P180

595151

FOF-P200

FOF-P240

595152

●パラソルスタンドは
別売です。

595153

※パラソルスタンドは
別売です。

FCT-120S 595154

※パラソルスタンドは
別売です。

全自動ヘルメット洗浄機 メットエース4
へルメットを置いてスイッチを押すだけ！汗やニオイを徹底的に洗い落します。
●メットエースは今まであまり洗う習慣のなかったヘルメットを簡単に洗浄する装置です。
●洗浄時間わずか45秒 ●可動部を持たないシステムで「メンテナンスフリー」
●設置も簡単！洗濯機を設置する感覚で接続可能です。 ●女性の働きやすい環境をお手伝い
●洗剤は別売になります。
「メットエース専用洗剤」をご利用ください。
※本機で洗浄できないヘルメットがありますのでご確認ください。
（オートバイ・野球・自転車用ヘルメットなど）
●サイズ：360×400×高さ800㎜
●重量：27g ●電源：AC100V
●給水：一般水道水 ●排水：一般排水
●洗剤タンク容量：250ml
●定格電流：800W ●洗浄時間：45秒
●水使用量：3.3L ●洗剤使用量：0.3ml
●洗浄タンク1本の洗浄回数：800回

前モデルよりも
さらに洗浄コストが
低減しました。

SW-MA4

595161

※メットエース専用洗剤は別売です。

簡単に洗浄でき、わずか45秒でとても綺麗になります。
（写真はイメージ）

レスキューボートベンチ
普段はベンチとして使用でき、緊急時は担架として活躍します。
●サイズ：
（ベンチ時）約 幅1780×奥行460×高さ380㎜
●重 量：
（ベンチ時）約22.5kg、
（ 担架時）約7.5kg ●耐荷重（目安）
：
（担架時）約100kg
●材 質：
（座面）ポリエチレン、
（ 脚）スチール粉体塗装

BC-309B-OR 599575

万能ソフト担架

FDコットDX（グリーン）

災害時にも介護にも使用できる折りたたみ式担架。
本体が二重になっているため、大変丈夫です。

組立て簡単 ワイドサイズ のベッドです。アルミ製で
軽量 なうえ、コンパクトに収納できます。

●コンパクトに折りたためて楽に収納が可能です。
●サイズ：幅1980×奥行970㎜ ●耐荷重：159kg
●重量：1.7kg ●収納袋付です。

●サイズ：
（組立時）約 幅1900×奥行740×高さ460㎜
（収納時）約 幅175×奥行110×長さ950㎜
●総重量：約6kg ●耐荷重目安：約100kg
●素 材：
（フレーム）アルミ、
（生地）ポリエステル（PVCコーティング）
●収納バッグ付き。

NST-1997 599571
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裏面に要救助者を固定するベルトが付いています。

FD-AH-G 811113

●使用イメージ

クーラーバッグ／クーラーボックス／ウォータージャグ
Cooler box / Cooler box / Water carry
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ハイパー氷点下クーラー
驚異の保冷力。氷点下パック（別売）を使用すればアイスクリーム等が約7時間保存可能！
！折りたたむとコンパクトに！
！
ハイパー氷点下クーラーM（12Lサイズ）

ハイパー氷点下クーラーL（20Lサイズ）

●サイズ:約 幅300×奥行240×高さ240㎜
●内寸サイズ:約 幅260×奥行210×高さ220㎜
●折り畳み時 :約 幅305×奥行110×高さ245㎜
●容量:約12L

●サイズ:約 幅390×奥行300×高さ290㎜
●内寸サイズ:約 幅330×奥行260×高さ240㎜
●折り畳み時 :約 幅390×奥行125×高さ300㎜
●容量:約20L

ハイパー氷点下クーラーXL（40Lサイズ）
●サイズ:約 幅430×奥行350×高さ350㎜
●内寸サイズ:約 幅410×奥行315×高さ310㎜
●折り畳み時 :約 幅440×奥行125×高さ350㎜
●容量:約40L

HHC-12L

HHC-20L

HHC-40L

595157

595158

595159

クーラーバッグ（43L）／クーラーボックス（51L・66L）
スーパーコールドクーラーバッグ（43L）

ステンレスフォーム クーラーボックス（51L）

●サイズ：約 幅425×奥行345×高さ345㎜
●折り畳み時：約 幅425×奥行345×高さ125㎜
●容量：約43L

●サイズ:約 幅600×奥行410×高さ415㎜
●材質:（本体・蓋）ステンレス鋼・ポリプロピレン
（断熱材）ウレタンフォーム
●重量：約6.9kg ●容量:約51L

UE-562（43L）595233

UE-76（51L）595234

グランドフリーズ クーラーボックス（66L）
●サイズ:約 幅770×奥行490×高さ460㎜
●材質:（本体・蓋）高密度ポリエチレン
（断熱材）ウレタンフォーム
●重量：約15.7kg
●容量:約66L

UE-67（66L）595235

ウォータージャグ＆クーラー（13L）
丈夫でタフに使える大容量ウォータージャグです。クーラーボックスとしても使用できます。
（保冷専用）
●サイズ:約 幅370×奥行340×高さ370㎜
●材質:（本体・蓋）ポリエチレン、
（ ハンドル・内容器）ポリプロピレン、
（断熱材）ウレタンフォーム
●重量：約2.2kg
●容量:約13L

UE-2018（青）

UE-2019（白）

595236

595237
すいかがまるごと入る大きさです。冷やしながら持ち運べます。

ウォータージャグ（3L・6L）

抗菌伸縮ウォータージャグ（5L・10L）

●サイズ:（M-5085）約 180×220×高さ280㎜
（M-5026）約 240×280×高さ315㎜
●容量:（M-5085）約2.9L
（M-5026）約5.5L
●コップ2個付き

M-5085
（3L）

595238

●材質：ポリエチレン

M-5026
（6L）

595239

M-1430（5L）595241
●サイズ:約 幅200×奥行245×高さ200㎜
●折畳時 :約 幅215×奥行250×高さ60㎜
●容量:約5L

M-1429（10L）595242
●サイズ:約 幅230×奥行255×高さ315㎜
●折畳時 :約 幅270×奥行270×高さ90㎜
●容量:約10L
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QRコードを
読み込めば、
スマートフォンで
見れます！
！

トーグ安全工業の商品を、全て確認することができる

総合カタログがございます。
ご希望の方は、お近くのトーグ安全工業 営業所へお問い合わせいただくか、
トーグ安全工業公式ホームページよりご請求ください。

パソコンやスマートフォンでご確認いただけるWEBカタログもございます。
http://www.tougu.co.jp/webcatalog/vol4/html5.html
●動作環境（パソコン）Windows7、8 、
10以上（スマートフォン）iOS9以上、Android4.4.4以上

トーグ ホームページアドレス

http://www.tougu.co.jp

【最寄りの代理店名又は販売店】

※安全を願うニーズ、開発（研究・技術）のため、製品を予告なく改良、変更することがあります。 ※写真はイメージです。 ※各製品に工業所有権を取得しています。
※各製品の色は、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。 ※品切れの際はご容赦下さい。 ※無断転載を禁じます。

