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 2020

塩分・水分補給用食品（P5）

熱中症対策用品（P8）

を補給
水 分 ・塩 分
をとる
適度な休憩
日よけ対策
をする

猛暑対策装着品［ヘルメット用品］
（P11）

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）

しよう
熱中症に注意

熱中症計・指数モニター（P10）

！
注意！

猛暑対策装着品［エアリージャケット］
（P18）

熱中症対策標識（P20）

02

みんなで気付こう！
全員で熱中症を防ごう！！

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。）
※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。

熱中症とは？

●寝不足・風邪気味・二日酔い

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。

●下痢・嘔吐・発熱などによる脱水状態

●水分・塩分の不足

体調管理

●栄養失調・食欲不振
●糖尿病・高血圧症などの持病

めまい・立ちくらみ
顔のほてり

筋肉痛や
筋肉のけいれん（こむら返り）

からだのだるさ
吐き気・頭痛

熱中症を引き起こす
大まかな３つの要因
※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。

生活環境

作業内容

●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行う作業
●炎天下での屋外作業
●気温・湿度の高い室内での作業
●体を酷使する激しい運動、慣れていない作業

めまいや立ちくらみ、顔 がほてるな

手足の筋肉がつるなどの症状が出る

体がぐったりし、力が入らない。吐き

どの症 状が出たら、熱中症のサイン

場合があり、筋肉がピクピクとけいれ

気やおう吐 、頭 痛 などを伴う場 合も

です。一 時 的に意 識 が 遠のいたり、

んしたり、硬くなることもあります。

あります。意識はあっても体が思うよ

腹 痛 な どの 症 状 が 出 る 場 合 も あり

けいれんしている部分をマッサージ

うに動かず、熱射病に進行してしまう

ま す。症 状 を 悪 化 さ せ な い た め に

し、体の特定の部分が冷えているな

事も少なくありません。体がぐったり

も、上手な 水分補 給・塩 分補 給を行

らそこもマッサージし、水分（経口補

して 力 が 入ら な い 状 態 に なった 時

い ましょう。

水液など）を補給しましょう。

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

異常な体温（40℃以上）
皮膚の異常

呼びかけに応じない
まっすぐ歩けない

熱中症を予防するにはどうしたらよいか？
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。
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。
日よけ対策をおこなう。
02

ふいてもふいても汗が でる、もしく

体温が 高くて触るととても熱い、皮

声をかけても反 応しなかったり、お

40

はまったく汗をかいていないなど、

ふ が 赤く乾 いて い るな どの 症 状 も

かしな返 答をする。体 がガクガクと

30

汗 のかきかたに異常 が ある 場 は、

熱中症のサインです。直ちに病院 へ

ひ きつけを 起こしたり、ひとりで 水

熱 中 症 に か かって い る危 険 性 が あ

搬 送 して 下 さ い 。（ 大 量 の 汗 を か

分補 給 ができない、まっすぐ歩けな

り ま す。

き、体 内 の 水 分 が 失われると、それ

い な どの 異 常 が あ る とき は 、重 度

早 め に 応 急 処 置 を 行 い ましょう。

以 上 汗をかくことが できず、体温 が

の熱中症（熱 射 病）の疑いがありま

上 が って い く 場 合 が あ り ま す。）

す。無 理に水分を口から飲ませるこ

50

20
10
0
10
20

と は 止 め 、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

Salt and food for hydration

INDEX
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

8％

仕事人の飴 4味ミックス

17

06

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

ボトルミックスタイプの塩飴と大粒タブレットです。

●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

08

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／ウェアラブルネックファン 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

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

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2 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／ユニバーサルミスト

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／ミストファン
／スポットクーラー／ミニスポットクーラー

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

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

26

27

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α
レスキューボートベンチ／万能ソフト担架 ほか

クーラーバッグ／クーラーボックス
／ウォータージャグ

粒入り

粒入り

NBR-S5000
OSA-200（塩飴）595121

8％

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

155

約

500

粒入り

NBR-072 595172

8％

塩分チャージタブレッツ

8％

約

200

粒入り

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）40粒、
（種なし）30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

30

236
粒入り

8％

40

30

KKU- 50T（種あり）595174

KKU- 35N（種なし）595175

粒入り

粒入り

粒入り

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

ECT- 90 595124

04

160

200

約

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

約

約

595171

熱中症対策用品
熱中症対策応急セット2／瞬間冷却パック／涼感
スプレー／スピードクーラー 瞬間冷却スプレーほか

8％

過酷な現場の熱中症対策に！4つの味が楽しめます。
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

塩分・水分補給用食品
熱中飴／塩キャラメル＆塩タブレット／
熱中対策塩飴ボトルミックス／アメノミクス

俺の塩飴 ボトルミックス／俺の塩タブ ボトルミックス

●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

粒入り

14

05

塩分・水分補給用食品

Index

ECT- 700 595173

※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。

05

08

熱中症対策用品

熱中症対策用品／日除けスクリーン／電撃殺虫器

Anti-heat stroke products

Anti-heat stroke products / Light shielding screen / Electric shock insecticide

熱中症対策応急セット2

熱中症対策応急セット DX2

軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利な人気商品！
！

クールリフレ コールドスプレー

より充実した応急セットです。
（保冷バック仕様）

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。

QSD-C8

1.収納バッグ（ショルダータイプ）
×1個
2.叩けば冷える瞬間冷却剤×4袋（保存期限：2〜3年）
3.液晶体温計 ミニチェック×2個
4.経口補水レスキューパウダー×1袋（保存期限：2〜3年）
5.圧縮タオル×2枚
6.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
7.あんしん保存水500ml・
・
・1本（保存期限：4〜5年）
8.扇子×1本

●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㎜

594812

【セット内容】
1.クーラーバッグ×1個 2.瞬間冷却パック ひえっぺデラックス×5袋
3.液晶体温計ミニチェック×2個 4.瞬間冷却スプレー ５００ｍｌ×2本
5.あんしん保存水 ５００ｍｌ×4本 6.経口補水液ＯＳ−１パウダー ５００ｍｌ用×４袋
7.冷感タオル×2枚
8.『暑さから身を守ろう 働く人の熱中症予防』
（ 中央労働災害防止協会）
×１冊
9.扇子×1個
※写真と内容物は一部異なります。

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
熱中対策ボックス

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。

QSD-C11

594556

【セット内容】

09

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。

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

使用例

QSD-610

594884

サイズ：860×290mm（1枚入り）

NBR-561 595219

CLT-B 595131

【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

●取り付け例

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

スピードクーラー 瞬間冷却スプレー

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

●濡れたタオルにスプレーするだけで氷ができます。
●火照った体を瞬間冷却。
●痛めた部位（打撲、捻挫等）の応急処置にも使えます。
●内容量：420mℓ

日除け省エネスクリーン

ウェアラブルネックファン

遮光率 約60％！
！アルミの表面が光をシャットアウト！
！

首から下げるタイプのハンズフリー扇風機

●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190×奥行36×高さ250㎜ ●重量:200g
●材質:（本体）ABS、
（ 羽根）PP ●充電時間:約5時間
●使用時間:(弱）約7.5時間 (中）約7時間 (強）約6時間
●内蔵電池:リチウムイオン電池2000mAh
●入力電圧/電流:5V/0.5A ●消費電力:1.5W
●付属品:充電用USBケーブル、髪の毛巻き込み防止ネット、取扱説明書

SS50

594561

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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TGN18-09 594813

NBR-528（ワイドタイプ） 594885

NBR-518 594886

TGN20-04 595217
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携帯型熱中症計／熱中症指数モニター／温湿度計

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 / Heatstroke exponential monitor / Thermo-hygro meter

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム（TT-562）

Portable heatstroke meter / Anti-heat stroke wearing products

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

熱中症みはりん坊

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）

●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）

熱中症指数を
音や光でも
お知らせします。

スタンドが
あるので、自立
できます。

AD-5689

AD-5688

676504

676517

×1個（テスト用付属）
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●使用時間:約3ヶ月
（1日4時間使用時）

AD-5696（SDデータロガー）

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

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2 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。
●従来モデルからファンを大口径にすることで風量アップ
●サイズ：153×176×94㎜（ケーブルを除く）
●重 量：約205g（充電池除く）
●電 源:リチウムイオン充電池
●作動時間：
（弱）約12時間
（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。）

FH-BA18SEGW 954523
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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。

トーグホームページアドレス

https://www.tougu.co.jp

●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

【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。

