HEATSTROKE COUNTERMEASURE CATALOG

猛暑対策用品

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。

カタログ2022
猛暑の現場や、熱中症の危険がある屋内で活躍する商品のご紹介。

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】

猛暑に活躍する
アイテムを厳選いたしました！
※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。
※カタログの内容は予告なく変更する場合がございます。
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みんなで気付こう！
全員で熱中症を防ごう！！

03
熱中症を予防するにはどうしたらよいか？
日中の気温が上がると作業現場の危険度が増します！そんな時に役立つ商品を多数掲載しております。

●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

熱中症とは？

体調管理

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。

●栄養失調・食欲不振
●糖尿病・高血圧症などの持病

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

●通気性の悪い衣服や保護具を着用して行う作業

●直射日光が当る場所

●炎天下での屋外作業

●エアコンや扇風機が無く、風が吹かない場所

●気温・湿度の高い室内での作業

●猛暑日

●体を酷使する激しい運動、慣れていない作業

水分・塩分をこまめに補給する。

涼しい服装に着替える。

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。
症状を悪化させないためにも、
こまめに水分をとりましょう。
自覚症状以上に脱水状態が進行していることもあるので、
自覚症状の有無にかかわらず、作業前後の水分と塩分の摂
取及び作業中の定期的な接種が大切です。

熱中症予防には、熱を吸収しやすい服装は避け、透 湿
性及び通 気性の良い服装を着用することが望ましいと
されています。
そのため、通気性を確保したヘルメットやインナー、空
調服などを多数掲載しております。

掲載ページ: 塩分・水分補給用品(P5)
熱中症対策用品(P9)

掲載ページ: 熱中症対策装着品(P11)
猛暑対策装着品(P15)

屋内の温度管理をしっかりと。

適度な休憩を心がける。

●初夏の急に暑くなる時期

上記の要因から引き起こされる熱中症の主な症状
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
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
※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。
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温湿度計で、室温を正しく測定し、冷房使用時の室温
「28°
C」を目安に、適切な温度となるようにしましょう。
室温が高い時だけでなく、湿度が高い時も熱中症に注
意が必要です。
冷房機器や除湿器などを使用して、快適な環境を保つ
ようにしましょう。
掲載ページ: 熱中症計・指数モニター(P22)
ミストキット・工場扇・スポットクーラー(P25)

熱 中 症 の 怖 さは 、自 覚しな い ままで 症 状 が 進 行 する
ケースが少なくないことです。なので、定期的に休憩し
日差しを避けて水分を補給しましょう。
屋外での熱中症対策には簡単に日蔭を作ることができ
るテントが効果的です。
掲載ページ: 熱中症対策標識(P20)
テント(P30)
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索引

塩分・水分補給用食品

Index

Salt and food for hydration

INDEX

P18

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

P05

塩分・水分補給用食品
熱中飴／仕事人の飴／天塩の塩飴4種ミックス／
熱中対策塩飴ボトルミックス／アメノミクス2 ほか

P19

猛暑対策装着品（作業用ベスト／インナーベスト）
エアリージャケット TOUGH ベスト／
エアーメッシュ反射ベスト50／アイスバックDX ほか

P06

塩分・水分補給用食品
熱中タブレット／ミネラル塩飴／塩スポーツキャンディ／
塩タブレット5兄弟ポット／灼熱対策塩タブレット500g ほか

P20

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

P07

塩分・水分補給用食品
カムカム熱中タブレッツ ／灼熱対策ソルトサプリレモン味／
都こんぶ／熱中カリカリ梅／ポカリスエット（粉末タイプ） ほか

P21

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

P08

P09

塩分・水分補給用食品
オーエスワン／スムーズイオン／熱中対策水／
グリーンDAKARA／熱中対策ゼリー ほか

P22

熱中症対策用品
熱中症対策応急セット２／熱中対策ボックス／
熱中対策キット(スケルトンバック)／瞬間冷却パック ほか

P23

携帯型熱中症計／熱中症指数モニター／温湿度計
熱中症指数データロガー／黒球熱中症指数モニター／
熱中症みはりん坊／熱中症みはりん坊プロ ほか

携帯型熱中症計／温湿度計／アルコールセンサー
携帯型熱中症指数モニター／熱中症対策ウォッチ／
熱中症レベル表示温湿度計／アルコールセンサー ほか
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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

1ケースの入り数は
10袋となります。

CNA- 4（3味ミックス）595214
●レモン・梅・夏みかん

8％

仕事人の飴4味ミックス
過酷な現場の熱中症対策に！
4つの味が楽しめます。

４種類の味が楽しめる
アソートタイプ。

●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

●内容量：約1kｇ※１袋に約２5０粒入り。
（日向夏・パイン・ぶどう・レモンの4味）
●ニガリを含んだ「赤穂の天塩」を使用。
日向夏・パイン・ぶどう・レモンの４種類の味
が楽しめるアソートタイプ。
※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

120

8％

天塩の塩あめ４種ミックス １kg
約

250
粒入り

粒入り

P10

熱中症対策用品
クールシート／冷感タオル(カラビナボトル入り)／
ネッククーラー&ヒーター(充電式) ほか

P24

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／スーパーエコミスト ほか

P11

熱中症対策装着品（ヘルメット用品）
ヘルメット／送風機内蔵ヘルメット／WindyⅢ／
清涼ファン優雅ヘッド２フルセット ほか

P25

ミストキット／工場扇／スポットクーラー
工場扇／遠心分離式ミストファン／
エアー・サーキュレーター／スポットクーラー ほか

P12

熱中症対策装着品（ヘルメット用品）
ヘルクール／ひえたれハイパーファン／
モバイルバッテリー／そーかいくん２／サンガード ほか

P26

パラソル／ヘルメット洗浄機／日除けスクリーン／担架
ブルーパラソル／全自動ヘルメット洗浄機／
日除けスクリーン／レスキューベンチ ほか

熱中対策塩飴ボトルミックス（100 粒入）

8％

P13

P14

熱中症対策装着品（ヘッドキャップ／アンダーウェア）
冷感+消臭ヘッドキャップ／冷感+消臭フルフェイスマスク／
コンプレッションハイネックシャツ／半袖Vネックシャツ ほか

P28

P15

猛暑対策装着品（COOLING BLAST）
フルハーネス対応ブルゾン／フルハーネス対応ベスト／
F-H-V-CフルハーネスベストCOOL ほか

P16

猛暑対策装着品（空調風神服）
空調風神服KU91400／KU90550／
KU91400G

P17
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P27

猛暑対策装着品（空調風神服）
空調風神服KU90470／KU90470G／
パワーファンセット／リチウムイオンバッテリーセット

担架／救急キット
レスキューボードベンチ／万能ソフト担架／
neos FDコット DX-AH／救急セット 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
ハイパー氷点下クーラー／クーラーバッグ／
ウォータージャグ&クーラー ほか

P29

コードレス冷温庫／ポータブル冷蔵庫／製氷機
コードレス冷温庫／高速製氷機／
２WAY電源冷蔵庫

P30

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(デラックスアルミタイプ)

P31

テント
ワンタッチテントスチール／
ワンタッチテントスチールアルミ／スタックウェイト

8％

アメノミクス2

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。

大人数でシェアできるたっぷりサイズ、塩分とクエン酸を補給
３種の塩飴+塩タブレットを１つのボトルにミックス

●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＜各25粒＞入り
（レモン・オレンジ・すいか・ヨーグルトの４味）
※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：約1kｇ※１袋に約２8０粒入り。
（エナジードリンク・カシス・キウイ・日向夏の4味）
●生産国:日本
※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

280
粒入り

エナジー
ドリンク味

約

熱中症対策装着品（ヘルメット用品）
日よけ／メッシュクールキャップ／あたま爽快パッド／
クールヘッド+／汗取りシート汗水吸 ほか

CNA-7 595201

NBR-S5000 595171

100
粒入り

カシス味

NBR-A100-U（100個入）

594881

俺の塩飴 ボトルミックス／俺の塩タブ ボトルミックス

キウイ味

8％

日向夏味

N21-10 954817

8％

塩キャラメル＆塩タブレット

ボトルミックスタイプの塩飴と大粒タブレットです。

100粒５味で飽きない

●クエン酸入り ●長期保管が可能です（製造から７２０日）
●内容：
（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）

●内容量：（塩キャラメル味・塩タブレット味）
※１袋に10０粒入り
●内容：塩キャラメル20粒・
塩レモンキャラメル20粒
塩タブレット：塩レモン20粒・
塩ヨーグルト20粒・塩オレンジ20粒
●生産国：日本

約

100
粒入り

約

約

200

160
粒入り

粒入り

OSA-200（塩飴）595121

OST-160（塩タブ）595211

●塩キャラメル(２味)

●塩タブレット(3味)

BRーCT100 595123

※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

8％

熱中飴タブレット

8％

カムカム熱中タブレッツ／カムカム熱中タブレッツBIG

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。

約500粒入のBIGが新登場！
！
（吊るせるバケツパッケージ）

●内容量：
（レモン味・梅味・夏みかん・3味ミックス）約620ｇ※１袋に約20０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）
●１ケースの入り数は１０袋となります。 ※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（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

約

約

約

200

200

200

粒入り

約

200

約

200

粒入り

粒入り

500

粒入り

粒入り

人気のレモン味！携帯しやすい
ケース入りのタブレット。
●暑さ対策に重要な「塩分」をこまめに
補給できる小粒のタブレットです。
塩は「天塩」を使用し、
酸味のある爽やかなレモン味です。
●12個入り1セットとなります。

AKK-B12S 594805

CNT- 1（レモン味） 594816

CNT- 2（梅味）595215

8％

CNT-5（夏みかん味）595251

塩スポーツキャンディ

8％

CNT-7（3味ミックス）595252

塩タブレット5兄弟ポット

8％

手軽に塩分ミネラル補給できる
グレープフルーツ味の塩飴。

暑い季節の塩分・ミネラル補給を
スマートにサポート！

梅やレモンなど5種類入り！
ブドウ糖でエネルギー補給！
！

●内容量：104g×6袋※１袋に約22粒入り
●原材料:砂糖
（国内製造）
、水飴、食塩、植物油脂、
グレープフルーツ濃縮果汁／酸味料、塩化カリウム、
トレハロース、貝殻未焼成カルシウム、香料、
酸化マグネシウム、着色料（クチナシ）、
甘味料（アセスルファムＫ、
スクラロース）
、乳化剤（大豆由来）

●キャンディには伯方の塩を使用。
●内容量：約80ｇ×6袋※１袋に約22粒入り
●原材料:砂糖（国内製造）、水飴、食塩、
ショートニング（大豆を含む）、
ドロマイト、
トレハロース、酸味料、香料、
塩化カリウム、乳化剤

●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※1袋に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種)
●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

8％

灼熱対策ソルトサプリ レモン味

1個の中に

約50粒
入っています。

粒入り

KNT-500（BIG）595212

KNT-200（ボトル）595122

ミネラル塩飴
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塩分・水分補給用食品

Salt and food for hydration

8％

都こんぶ130g

※3個イメージ

●約50粒×12個入

熱中カリカリ梅（種あり）／種とりカリカリ梅（種なし）

8％

ミネラル&クエン酸を簡単チャージ

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：130g※１袋に約62枚入り
●原材料名：昆布（北海道産）、醸造酒、かつおエキス、発酵調味料、
たんぱく加水分解物（大豆）、調味料（アミノ酸等）、
ソルビット、酸味料、
甘味料（ステビア抽出物）
●１ケースの入り数は10袋となります。

●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

約

40

約

155

粒入り

NMK- 130

595256

粒入り

約

30
粒入り

KKU- 50T（種あり）595174

KKU- 35N（種なし）595175

NBR-072
YBS- 100 595253

595172

YPS- 80 595254

8％

灼熱対策塩タブレット 500g

約

220
粒入り

CNT-4 595203

8％

塩分チャージタブレッツ
塩分補給菓子シェアNo.1のタブレッツです。

●100mlに対して、1〜2粒で推奨される水分と塩分をバランス良く補給することができます。
●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)

30
粒入り

06

スポーツドリンクパウダー日向夏味

8％

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。

水1ℓに対して本品１袋を溶かして飲むパウダー飲料です。

●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。
※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：41ｇ×5袋
●原材料名：砂糖、塩/酸味料(クエン酸、クエン酸Na)、微粒二酸化ケイ素、香料、
塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳酸カルシウム

●内容量：約33ｇ×8袋
●十分な水と共にお召し上がり下さい。
●手軽な塩分補給にオススメ。
汗に近いイオン比率(Na,K,Ca)。
甘酸っぱいトロピカルなパイン味

CNT-3 595202

約

8％

塩分・クエン酸・ブドウ糖の
補給にオススメ。

すばやく溶けて手軽に塩分補給
できる塩タブレット。
●内容量：約500ｇ※１袋に約２2０粒入り。
(レモン・パイン・カシスの３種)
●レモン・パイン・カシスの３種類の味が
楽しめるアソートタイプ。
※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。

灼熱対策塩タブレット パイン味

8％

タブソルト

約

236

80g inタブレット塩分プラス
暑い季節の様々なシーンで、塩分補給に
とても便利なタブレットキャンディです。
●内容量：約80ｇ(約30粒入り)×6袋
●原材料:ぶどう糖、食塩／酸味料、
乳化剤、香料、乳酸Ｃａ、
甘味料（アセスルファムＫ）、
Ｖ．
Ｃ、
着色料（Ｖ．
Ｂ２）、ナイアシン、
パントテン酸Ｃａ、
Ｖ．
Ｂ６、
Ｖ．
Ｂ２、
Ｖ．
Ｂ１、葉酸、
Ｖ．
Ｂ１２、
（一部にゼラチンを含む）

8％

TBS-100 594801

TBS-400 594802

TBS-360 594803

●100粒入

●400粒入

●（分包）3粒×120包入

ポカリスエット（粉末タイプ）

8％

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。

ECT- 90

ECT- 700

595124

595173
※各商品の粒入り表記は、おおよその数です。

595255

※1ℓ用粉末・5袋入
（41g×5袋）

DAKARAスピードイン10ℓ用パウダータイプ

8％

発汗により失われる水分と塩分を手軽に補給できます。

●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。

粒入り

YMT- 80

NTP-100H 595257

●内容量：123g(10袋)/箱
●原材料名：ぶどう糖、デキストリン、食塩、でん粉、酸味料、香料、
甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、
アセスルファムK)、
リン酸Ca
●１袋で10ℓ分の飲料を作れます

SDS-10L 595258
PS-100L 594557
※1ℓ用粉末・100袋入

イメージ写真

※10ℓ用粉末・10袋入
（123g×10袋×1箱）

※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

経口補水液 オーエスワン（OS-1）

Anti-heat stroke products

8％

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。
●内容量：500mℓ
●入数：24本 ※ケース単位の販売
●消費者庁許可・特別用途食品個別評価型病者用食品
●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。

8％

熱中対策スパークリングレモン

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。

強炭酸・無糖・カロリーゼロ
の熱中対策飲料

●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。

●いつでも手軽にあつさ対策ができる
●強炭酸でスッキリリフレッシュ
●爽やかレモンフレーバー
●無糖＆カロリーゼロ
●「赤穂の天塩」を使用
●内容量：490mℓ
●入数：24本
※ケース単位の販売

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。

※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。

OS-1 954558

8％

熱中症対策応急セット2

FRISK爽快クールキット

軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利な人気商品！
！

大人気の清涼菓子ブランドの猛暑対策グッズ！
！

●サイズ（バッグ）
：約 幅250×奥行140×高さ150㎜

●サイズ：
（バッグ）約幅240×奥行140×高さ160㎜
(タオル)約幅815×縦250㎜
●重量：約1.1kg

●重量：約1.5kg

AKK-S50R

595178

AKK-S50 595176

QSD-C8

LXF-SKN

594556

8％

熱中対策水

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。
●赤穂の天塩を使用。 ●内容量：500mℓ ●入数：24本 ※ケース単位の販売

GREEN DA・KA・RA

【セット内容】

やさしい麦茶

すっきりと、飲みやすい、
水分補給飲料

すっきり香ばしい、やさしい
味わいの麦茶

2.叩けば冷える瞬間冷却剤×4袋（保存期限：3年）

●毎日の水分補給に！
●内容量：600mℓ
●入数：24本
●食塩相当量:
0.1g/100ml
※ケース単位の販売

●アレルギー特定原材料等
28品目不使用
●カフェインゼロ
●内容量：680mℓ
●入数：24本
※ケース単位の販売

5.圧縮タオル×2枚

8％

AKK-W50H 594883

AKK-W50B 595177

●レモン味

●日向夏味

●ぶどう味

8％

熱中対策ゼリー

SGD-600L

8％

4.経口補水レスキューパウダー×1袋（保存期限：3年）
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：5年）

●サイズ（バッグ）
：
約 幅280×奥行180
×高さ200㎜

595261

ゼリー飲料は凍らせるとシャーベットに大変身！

●内容量：(サイダー)150g×30個、(ぶどう)150g×24個

●内容量：300g×30個入り ●赤穂の天塩・海洋深層水を使用。

●汗に近いイオンを補給し暑さから体を守る、空腹も満たすゼリー飲料
●凍らせるとシャーベットになるので、シャリシャリ食感を楽しめます。
●賞味期限:製造日を含む10ヶ月

●持つ運びOK、手軽に熱中症対策ができる飲料です。汗に近いイオンバランスで体を守ります。
●アルミパウチにリニューアル！賞味期限が８ヶ月から1年になりました。

3.熱中対策水（500ml）
×1本 4.タオル（色指定不可）
×1枚

●サイダー味

595208

8％

ワンプッシュゼリー塩ぷるレモン・ウメ

持ち運びやすい少量タイプのゼリーで、手軽に＋αの塩分補給！
●内容量：90ｇ
（15ｇ×6本）
×8袋 ●クエン酸と塩分が同時に補給できる
●シチリア産レモン果汁6%レモンと国産ウメ果汁4%ウメを配合
●ミネラル分が豊富な沖縄の海塩「ぬちまーす®」を配合
● そのままでも、冷やしても、凍らせてもおいしい！

YIZ-90L

YIZ-90U

●レモン味

●ウメ味
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透明なポーチなので中身が見える。
●収納ポーチは中身が見える透明タイプ。
名刺大のカードが入る透明ポケット付き。
●サイズ：横225×縦140×厚さ140㎜ ●重量:約2.1kg

【セット内容】

5.瞬間冷却パック×5個

1.透明ポーチ×1個

2.熱中対策水（500ml）
×1本

6.5年保存防災用ウェットボディタオル（約90×30cm）
×1枚

3.5年保存水（500ml）
×1本

7.シール×1枚 8.塩タブレット×2袋

5.熱中症予防カード×１枚

●レモン味

●日向夏味

9.熱中症予防カード×2枚

7.クールタオル×1枚

※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。

※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。

ハイカーボ300(ゼリー)

8

●内容量：180g×6個
％
●原材料名：パラチノース、
マルトオリゴ糖、寒天、
味料、ゲル化剤（増粘多糖類）、
香料、乳酸Ca

595263

エナジックウォーター

8

●内容量：500ml
％
●入数：24本
●原材料名：パラチノース、
食塩、L−カルニチン、酸味料、香料、
乳酸Ca、塩化K、塩化Mg、
甘味料（アセスルファムK）

YBE-500L
YBH-180 595264

595265

●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：約横170×縦110×厚さ約20㎜
※涼しい所で保管して下さい。

594887

AKK-S30H

595205

中の水袋を叩いて
割ると冷たくなる！
夏の新しい定番商品です！
！

BR-210

AKK-S30L

595204

●ぶどう味

瞬間冷却パック

594884

1.アルミクーラーバッグ×1個 2.保存水（500ml）
×2本

595207

熱中対策キット(スケルトンバッグ)

3.冷却スプレー
(容量480ml)×1本

QSD-610

【セット内容】

AKK-Z15B

2.携帯用クールボディーシート
(30枚入り)×1枚

8％

熱中対策パウチ

失われた「水分」と「塩分」を簡単に補給できるゼリー飲料。

AKK-Z15S

1.冷感タオル/スライド式
専用ケース入り×2個

8.扇子×1本

SYM-680L

595259

【セット内容】

3.液晶体温計 ミニチェック×2個

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。
AKK-W50 920165

594562

1.収納バッグ（ショルダータイプ）
×1個

熱中対策ボックス

595262
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熱中症対策用品

Salt and food for hydration

スピードクーラー 瞬間冷却スプレー
タオルの上が一瞬でシャーベット状態に！
！
●濡れたタオルにスプレーするだけで氷ができます。
●痛めた部位（打撲、捻挫等）の
応急処置にも使えます。
●目的部位から約２０ｃｍ位離し、
衣服やタオルの上から
スプレーしてください。
●内容量：420mℓ

TGN18-09 594813

4.塩タブレット×1個

HEP-1C 594548

6.瞬間冷却パック×４個

クールリフレ コールドスプレー

● ひえっぺ

涼感スプレー

タオルや服の上から冷やす
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。

●フローラルウッディの香り
●内容量：450mℓ
●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。

●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

CS-42420 595129

SS50 594561
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熱中症対策用品

熱中症対策装着品（ヘルメット用品）

Anti-heat stroke products

Anti-heat stroke wearing products

クールシート（70枚入り／70枚詰め替え用）

冷感ロングタオル

ヘルメット

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。

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。

●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。
●清涼成分メントールを配合しています。
●サイズ：φ210×高さ210㎜

●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㎜

11

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

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

CS-42412

954844

CS-42411 954843

●詰め替え用（70枚入り）

CLT-B 595131

●70枚入り

涼感タオル（カラビナボトル入り）

送風機内蔵ヘルメット

冷感クールドットタオル(カラビナボトル入り)

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。

熱伝導率に優れたアルミ製チップ付き冷感タオル

●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。

●熱伝導率に優れたアルミニウム製のクールドット(チップ)を、メッシュ調の生地に
熱圧着させることで、
「 吸熱効果」と「気化熱効果」のダブルの冷感効果がある、
洗って何度も使える冷感タオルです。
●材質：(タオル)ナイロン、ポリエステル、(ドット部分)アルミニウム
●サイズ：
（タオル）約 横860×縦290㎜、
（ボトル）約φ66×高さ187㎜

厚生労働省保護帽検定合格品

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

●使用例
●使用例
サイズ：860×290mm（1枚入り）

サイズ：860×290mm（1枚入り）

NBR-561 595219
●使用例

●取り付け例

ネッククーラー&ヒーター(充電式)

BR-608 594888

ヘルメット取付式送風機 WindyⅢ

WindyⅢ専用防暑タレ

後頭部から帽内部まで風を送り込む作業効率の向上に！
！

日差しをカット！遮熱率44.2％、UVカット率98.6％！
！

●電源：単3乾電池×3本（電池別売）
●サイズ:約横120×縦143×厚さ60㎜
●重量：約190g(乾電池含む)
●風量：(強)約400L/min、(弱)約372L/min
●作動時間:(強)約8時間、(弱)約13時間

●防暑タレを併用することで風を逃さず、効果的に帽体内に風を送り込みます。
●サイズ:約横400×縦290㎜
●重量：約35g(乾電池含む)
●材料：ポリエステル100％

ハイブリッドネックファン

スイッチを入れて約２秒の高速発熱&冷却。

首もとにペルチェプレート搭載、スタイリッシュなデザイン。

●ヒーターとクーラーを兼ねている２WAY仕様。
●本体サイドのディスプレイに現在の温度表示。
●首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで
「ヒーターモード」
「クーラーモード」の切り替えが簡単にできます。
●バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。
●材 質：ABS+PCBA、アルミ、
シリコン
●サイズ：約横170×縦147×厚さ40㎜ ●重量:約230g ●充電時間:約３時間
●連続作動時間:[ヒーターモード]45℃(約2.5時間)/42℃(約3.5時間)/39℃(約5時間)
[クーラーモード]25℃(約2.5時間)/20℃(約2.2時間)/15℃(約2時間)
●電源:リチウム電池バッテリー2600mAh
●付属:充電用USBコード(ACアダプターは付属しません)
●カラー:ホワイト、
ブラック

●ファンが見えず、髪の毛が巻き込みにくいデザイン。
●折りたたんでコンパクト。バッテリー内蔵のポータブルタイプ。
●ペルチェプレートは「冷」だけでなく、スイッチで「温」に切り替えることが
できるため、冬場の寒さ対策としてもご使用いただけます。
●ペルチェプレートとファンスイッチは独立しているため、ファンのみ使用や
プレートのみ使用など状況に応じた使い分けができます。
●サイズ：約横172×縦185×厚さ56㎜(折りたたみ時の縦:125㎜)
●重量:約270g
●連続稼働時間:ファンのみ使用時約2〜7時間
●電源:リチウムイオン電池バッテリー1800mAh
●付属品:Type-C USBケーブル(ACアダプターは付属しません)、収納袋
●カラー：ブラック

接続用ホルダー

送風機本体

ヘルメット取付部品4種類

No.7703 594844

No.7704 594845

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。

「ヒーターモード」
「クーラーモード」の
切り替えが簡単にできます。
ファンが見えず、髪の毛を
巻き込みにくいデザイン。
●ブラック

PCFW-01BBK 594891
BR-781 594889
●ホワイト
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スイッチで「冷/温」と
切り替えが可能。

●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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熱中症対策装着品（ヘルメット用品）

熱中症対策装着品（ヘルメット用品）

Anti-heat stroke wearing products

Anti-heat stroke wearing products

ヘルクール

ヘルクール

USBタイプ

日よけ

この1台でムレを知らない爽やかなヘルメットに。

ヘルメット内部の蒸れた空気を気化熱として利用し頭部を冷却。

作業用ヘルメットにはめ込むだけで簡単に日除けができます。

●ほとんどのヘルメットに取付可能で不要時は簡単に外せます。
●超小型のファンが外気をヘルメットの中に取り込み
ヘルメット内を協力換気。
●マジックテープで簡単取付
●サイズ：幅98×奥行60×高さ112㎜
●電源：単3乾電池×２本(別売)
●重量：約118g（本体のみ）、
約165g（電池含む）
●材質：ABS樹脂
●連続作動時間：9時間

●ほとんどのヘルメットに取付可能で不要時は簡単に外せます。
●超小型のファンが外気をヘルメットの中に取り込みヘルメット内を協力換気。
●サイズ：幅80×奥行45×高さ128㎜
●電源：モバイルバッテリー(別売)
●重量：約91g
●材質：ABS樹脂
●連続作動時間：約8時間
●付属品:シリコンバンド、
USBケーブル

●保護帽に取り付けて日差しから顔や首筋を守る！
●重量:No.70(ビニール)約80g、No.71(竹)約98g、No.72(メッシュ)約68g、
No.7070(スポンジ)約19g、No.7071(竹)約90g

N21-01 594846

No.70（ビニール）594854

No.7070(スポンジ) 594838

No.71（竹）

No.7071(麦わら)

594837

No.70（ビニール）

シリコンバンド

594855

装着例
※ヘルメットは別売です。

No.71（竹）

メッシュクールキャップ

首元への送風で効果的に体を冷却
乾電池タイプ

風力調整

2 段階

N18-72 594851
●電源：単3乾電池×4本(別売)
●風量：2.4V・約4.8L/秒、4.8V・約8L/秒
●材質：(たれ)綿・ポリエステル
（ファン）ABS樹脂
●付属品:電池ボックス、接続ケーブル

USBタイプ

あたま爽快パッド

【ひえたれハイパーファンタイプ本体】 【風量調節付USBケーブル】

クールヘッド+(プラス)

メッシュ素材のヘルメットインナー

保冷剤付きのアンダーキャップです。

垂れを出しても使える熱中対策ヘッドウェア

●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。

●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。

●帽子全体に速乾素材クールマックスを使用し、汗のベトベトを軽減し
サラッと快適にご使用いただけます。
●後頭部のファスナーを開けると、垂れが出てくる仕組み。
●首筋への直射日光を防ぎます。
●垂れには保冷剤(別売)を入れられるポケット付き。
●サイズ：フリーサイズ頭廻り55〜59㎝ ●重量：約60g
●材質:ポリエステル100%(クールマックス)、
指定外繊維(ベルオアシス)

N19-25 594852
●電源：モバイルバッテリー5V/2.5A(別売)
●風量：3段階風量調節（強：5V・中：4.2V・弱：3.4V）
●材質：(たれ)綿・ポリエステル
（ファン）ABS樹脂
●付属品:風量調整付USBケーブル

NBR-533

586745

NBR-562

595179

※ヘルメットは別売

● ブルー

汗取りシート汗水吸(あせすいすい)
汎用性のあるリチウムイオン電池

外側がメタリック加工なので太陽光を反射します。
●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

HH2-1157

595223
※ヘルメットは別売

影ぼうし（ヘルメット装着タイプ）

サンガード

首への直射日光をひんやりカット！

直射日光から首筋を守るカバーです。

●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。

●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。

PRP-S2 594542
※ヘルメットは別売
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●吸った汗を内部でゼリー状に固めるポリマー内蔵なので汗が流れ出しません。
●肌にやさしい不織布を使用していますので、嫌なベタつきもありません。
●汗で眼鏡が曇る場合もこれさえ貼れば安心です。
●汗の量にもよりますが数日間はご使用になれます。
●重量：約5g(1枚)

SGD-400 594871

●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。

KB-WB 595136

594856

水に濡らして気化熱で冷やす！
軽量で薄く、通気性・柔軟性に優れた生地。
●後頭部の日除けは取り外し可能
●サイズ:フリーサイズ頭廻り55〜61㎝
●重量：約36g ●カラー：青、黒

No.66 594857
●4枚入り

No.66-B 594858

N20-29 594853

BR-558

アクアインナーキャップ

おでこから流れる汗を素早くキャッチ！おもしろいほど汗を吸い取ります。

ひえたれハイパーⅡ

●USB出力のモバイルバッテリー
●さまざまな機器に使える5V-5,200mAh
●便利なON/OFFスイッチ
●サイズ：幅100×奥行22×高さ45㎜
●重量：125g
●出力：DC5V/2A
●入力:DC5V/1A
●容量:5,200mAh
●充電時間:約５時間
●付属品:充電用USBケーブル
※ACアダプターは付属しません。

そーかいくん2

No.7071（麦わら）

風力調整

3 段階

推奨機種
・ヘルクールUSBタイプ
・ひえたれハイパーファン

No.7070（スポンジ）

No.72（メッシュ） 594819

ひえたれハイパーファン

POWER BANK モバイルバッテリー

No.72（メッシュ）

USBケーブル

N21-02 594847

●ファン+メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります。
●重要な血管が集まる首の汗を気化熱で冷却、効果的に体を冷却します。
●ヘルメットに装着するだけ大量の外気を後頭部から首筋に送風
●サイズ：約220×奥行25×高さ160㎜ ファンφ75㎜
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No.7185 594859

●100枚入り

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
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熱中症対策装着品（ヘッドキャップ・アンダーウェア）

猛暑対策装着品（COOLING BLAST）

Anti-heat stroke wearing products

Hot summer wearing products

冷感+消臭 ヘッドキャップ

フルハーネス対応ブルゾン LX-6700WFH

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

JW-611B

JW-611W

586721

586722

より広く風が流れるように設計された服地、
高い襟でヘルメットの内部まで風を送ります。

●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
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ブルー

●資材等の運搬時に役立つ肩パットを両肩に設けてました。
●YKKのロック式ファスナーを採用。
●２丁掛けランヤードに対応。
●裏地コーティング
●カラー：ブルー、ホワイト
●材質：綿100％(高密度綿使用)
●サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

ファン、バッテリーは別売です。
下記のファンセットと、
バッテリーセットの品番を
別途ご指定下さい。

コンプレッションハイネックシャツ
汗をかきやすい脇と背中をメッシュ切り替えに、通気性をアップさせた
コンプレッションシャツ

２丁掛けランヤードに対応

LX-6700WFHB 595271

シルバーグレー

LX-6700WFHS 595272

フルハーネス対応ベスト LX-6700WHV

●背中と脇にメッシュ素材を採用 ●カラー：ホワイト、ブラック、ネイビー
●材質：ポリエステル84％･ポリウレタン16％
（メッシュ部はポリエステル87％･ポリウレタン13％）
●サイズ：M・L・XL ●ベトナム製・タイ製

ベストタイプで動きやすく、
ウェアとの組み合わせでさらに涼しく。

ネイビー

シルバー

●YKKのロック式ファスナーを採用。
●風抜け防止
●２丁掛けランヤードに対応。
●カラー：ネイビー、シルバー
●材質：ポリエステル100％
●サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

C2-JJ818201

C2-JJ818209

C2-JJ818214

C2-JJ818301

C2-JJ818309

C2-JJ818314

586751

586752

586753

586754

586755

586756

●ホワイト<半袖>

●ブラック<半袖>

●ネイビー<半袖>

●ホワイト<長袖>

●ブラック<長袖>

●ネイビー<長袖>

フリーズテック 長袖Vネックインナーシャツ

ファン、バッテリーは別売です。
下記のファンセットと、
バッテリーセットの品番を
別途ご指定下さい。

２丁掛けランヤードに対応

LX-6700WHVN 595273

クーリングブラスト高性能ファン

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

クーリングブラスト高性能バッテリーセット

省エネ出力モーターで１３V出力でも長時間・長寿命を実現。

最大出力13Vの高性能タイプ、さらなる風を求める方に。

●新設計のファンで効率的に風を衣服に取り込み快適さをアップ！
業界トップクラスの大風量を実現しました。
●お手入れカンタン！取り外しできるネジ式のファンカバーで
羽根周りの掃除が可能です。
●ケーブルはコネクタに断線の防止加工を採用。
●重量:230g（ファン2個分）
●セット内容:LX-6700BIV(13Vバッテリー)、
LX-6700A(充電器)、
バッテリーケース

●サイズ:約幅108×縦72×厚さ25㎜ ●重量:約240g
●最高出力：13V ●電池容量：6360mAh・45.79Wh
●入力電圧:DC8.4V・1500mA
●連続稼働時間:13V(約6時間)、10V(約8時間)、
8V(11時間以上)、6V(24時間以上)
●充電時間：約５時間
●セット内容:LX-6700FIV(ファン×2個)
LX-6700C(ケーブル)

数量限定

LX-6700FCⅡ 595275

YG-0908B

595227
●ブラック

JW-622B

586727

●ブラック

JW-622W

586728
●ホワイト

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。

半袖タイプも
ございます。

●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

JW-625B

586725
●ブラック

数量限定

LX-6700BAⅡ 595276

F-H-V-CフルハーネスベストCOOL

フルハーネスベストCOOL専用保冷剤

アルミ保冷剤４個付き、フルハーネス対応クールベスト。

●４個セットの保冷剤です。
●材質：
（保冷剤）アルミ、
（保冷剤ゲル化剤内容）
カルボキシメチルセルロースナトリウム、
防腐剤、調整剤、水
●内容:首元用×１、両脇用×２、
腰用２連保冷剤×１
●冷却持続時間:約3時間
※持続時間は環境に左右されます。

●背中の中央部分が空いているため、X型・Y型、両方のフルハーネスに対応。
●体にフルハーネスを密着させた状態で着用するため高い安全性を確保。
●フルハーネスを外さず着脱可能。保冷剤の交換がスムーズに。
●フルハーネス対応ファン付作業着との併用が可能。
●材質：
（本体）ポリエステル、
（ 保冷剤）アルミ、
（保冷剤ゲル化剤内容）カルボキシメチルセルロースナトリウム、
防腐剤、調整剤、水
●サイズ：フリー
●着丈:415㎜
●重量:約665g(保冷剤込み)

JW-625W

586726
●ホワイト

FHV-CST 595278

FHV-COL 595277
前面
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LX-6700WHVS 595274

後面
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猛暑対策装着品（空調風神服）

猛暑対策装着品（空調風神服）

Hot summer wearing products

Hot summer wearing products

空調風神服 KU91400（コットンブロード）

空調風神服 KU90470（交織トロピカル）

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

17

シルバー

●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

キャメル

キャメル

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。

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！

チャコール

ブルー

シルバー

シルバー

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。

ネイビー

KU91400（参考品番）

595181

KU90470（参考品番）

595184

空調風神服 KU90550（コットンブロード）

フルハーネス用 空調風神服 KU90470G（交織トロピカル）

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

ダークブルー

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。

モスグリーン

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
●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

ブルー

シルバー

ネイビー

シルバー

KU90550（参考品番）

595182
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。

フルハーネス用 空調風神服 KU91400G（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%）
（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

キャメル

KU90470G（参考品番）

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。

595198
シルバー

チャコール

ハイパワーファン

キャメル

フラットハイパワーファン

風向きを変えられるななめ設計

ウェアから飛び出ないフラット設計

●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）
φ102×厚さ38㎜
●重 量：
（1個あたり）100g
●最大風力：
（2個の合計値）4.1㎥/min
●動作時間：
（強）約4.5時間

●ファン×2個、ファンケーブル×1本
●業界最薄。さらに軽量化。
●サイズ：
（ファン）
φ102×厚さ38㎜
●重 量：
（1個あたり）95g
●最大風力：
（2個の合計値）4.1㎥/min
●動作時間：
（強）約4.5時間

リチウムイオンバッテリーセット
業界初！ Bluetooth通信による
スマホでの遠隔操作が可能に！
●風量は3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。
●付属品：4セルバッテリー、充電器、
バッテリーソフトケース

ランヤード取り出し口が
背面にあります。

KU91400G（参考品番）

595197
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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。

RD9210H 595191

RD9220H 595192

※互換性についての注意。2020年以降のファンと2019以前のバッテリーとは組み合わせて使用できません。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーを互換性をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

RD9290J 595193
※互換性についての注意。2020年以降のバッテリーと
2019以前のファンとは組み合わせて使用できません。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーを互換性を
ご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
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猛暑対策装着品（エアリージャケット）

猛暑対策装着品（作業用ベスト・インナーベスト）

Hot summer wearing products

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

【スポーツブランド・MIZUNO社製】

手軽に着用でき、腕を動かしやすいベストタイプ
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。

●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100％
(バインダー部はポリエステル96％・ポリウレタン4％）
●カラー :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
●ベトナム製

F2JE0190（参考品番）

586757

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・ベトナム製

エアリージャケット TOUGH ベスト
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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

バックスタイル

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㎜

ドレスネイビー
×サーフブルー

50㎜

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。

反射イメージ

内部イメージ

F2JE9190（参考品番）595229

紺メッシュ
装着例

50㎜
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

FSD-AM50BW

585541

FSD-AM50RW

585542

●オレンジメッシュ

●紺メッシュ

FSD-AM50TGW

585545

●緑メッシュ

着丈
570

黄メッシュ
装着例

mm

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

【スポーツブランド・MIZUNO社製】

FSD-AM50GW

585543

FSD-AM50YW

●黄緑メッシュ

585544

●黄メッシュ

FSD-AM50SBW

585546

●青メッシュ

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。
●QuickFreeファスナー採用。
●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 :ドレスネイビー・アロイグレー
●サイズ : S・M・L・XL・2XL・3XL-8・4ＸＬ-8
●ベトナム製

F2JE0182（参考品番）595230

エアリージャケット(フルハーネス仕様)
本商品の取扱い方法
【安全上のご注意】

ランヤード
取り出し口

再帰反射プリント
メッシュ構造

本商品は「墜落制止用器具の規格」に適合したフル
ハーネス向けのウエアですが、落下時や作業時の
いかなる安全を保証するものではありません。
ハーネスのタイプ、形状によっては着用できない場
合や、安全を保証できない場合があります。

！
【△警告】

万が一落下の際、一定以上の負荷が
掛かるとエレメントが
自動開放される機能です。
QuickFree は
ＹＫＫ株式会社の登録商標です。

！ 高所作業安全帯の装着においては、その商品の
取扱説明書に従い必ず正しく装置してください。
！ ルーズに装着したり、誤った装着をした際には
危険をともなう場合がありますので、絶対にしな
いでください。
！ 本商品の着用方法は同梱のパッケージ、または
弊社お客様相談センターホームページをご覧の
上、正しく装着してください。

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。

ファン脱落防止ネット

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。
●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®）

●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％

サイズ調整が
可能です。

！
【△注意】

逆玉縁ポケット

ドレスネイビー
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爽快くんメッシュベスト（アルミ保冷剤6個付き）

アイスバックDX（保冷剤4個付き）

！ 対応するハーネスの仕様（特に背中部 D リング・
ランヤードとの接続部）については着合わせに
おける装着異常がないか、事前に形状サイズを
ご確認ください。また接続時は開閉部分のファ
スナーは全開で仕様してください。

アロイグレー

NBR-551BG（ベージュ） 595232

NBR-536

586742

●裏面
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熱中症対策標識／熱中症対策のぼり旗

熱中症対策看板／携帯型温度計（カード型）

Anti-heat stroke signboard / Anti-heat stroke measures flag

Anti-heat stroke signboard / Portable thermometer(Card type)

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）
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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！

熱中症対策標識

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。

●材質：PP（穴4スミ）

名入れも可能です。
お問い合わせ下さい。

NTK-MG1 676544

NTK-MG2 676545

●サイズ：横450×縦600 ㎜

●サイズ：横600×縦900 ㎜

たれ幕（450×1800タイプ）

NTK-SL1 676533

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

●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

KMT-35 267561

NTK-SL2 676534

●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）
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。

熱中症対策温湿度計

●サイズ：横515×縦728㎜

●材質：紙

NTK-P1

●サイズ：φ156×厚さ30 ㎜

676541

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。

TNT-F3 594814

熱中症対策のぼり旗
オリジナルのぼりです。
●サイズ：横450×縦1800㎜
●材質：テトロンポンジ製
※旗竿は別売り

OSK-F3 676518

注水型 ポール台

N13-10
（10 枚セット）

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

594842

裏面

中面

熱中症予防カード

コンディションカード
●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）

●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）

276311
NFG-001

NP-W

951221

276512

HCK-10
（10 枚セット）

594806

N11-10
（10 枚セット）

586807

●差込み口
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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／温湿度計／アルコールセンサー

Portable heatstroke meter / Heatstroke exponential monitor / Thermo-hygro meter

熱中症指数データロガー（AD-5695DL）

Portable heatstroke meter / Thermo-hygro meter products / Alcohol sensor

黒球型熱中症指数モニター（AD-5695A）

内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。
WBGT指数のアラーム設定が可能。
（20.0〜50.0℃）

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。

●記録間隔1分の場合、連続 約8日間の測定データを記録して
保存することができます。
●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（直径75mm）
を使用。

●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。

●サイズ:約 幅75×高さ301×奥行75㎜
●重 量:約290g（電池・アタッチメント・カラビナ含む）
●材 質:ABS樹脂（本体、センサ保護カバー）、
ラバー（操作ボタン）、アクリル（LCDパネル）、
SUS304（三脚穴）
●内 容: 取扱説明書、電池（モニタ用）、保護フィルタ、
通信ケーブル、ハードケース、ネックストラップ、
熱中症予防指針ラベル
●電 源:単4形アルカリ乾電池4個
●使用時間:約700時間
（アルカリ乾電池使用、周囲温度25℃、
記録間隔1時間毎、アラーム動作なし、
バックライト非点灯時）

携帯型熱中症指数モニター

熱中症対策ウォッチ
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カナリア

インフルエンザ対応なので、1年通して使えます。

人それぞれに潜む暑熱下でのリスクを直前にお知らせする

●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）

●身体の熱のこもり具合から深部体温の上昇を推定し、
アラームとLED表示でお知らせします。
●電源をオンにしてから約３ヶ月使い切り、充電不要、通信不要。
●アラーム音で通知します。 ●屋外などの現場作業でも使用可能なIP67
●NETIS登録(登録番号:KT-200121-A)
●サイズ：27×13×43㎜ ●重量：約20g
●材質:(筐体)ABS、(バンド部分)66ナイロン
●耐熱性能:〜60℃ ●振動耐性:JIS B7001 ●アラーム音量:74db
●バッテリー寿命：３ヶ月連続作動（３ヶ月の間に９０回以下のアラームを想定）
※想定以上のアラームが発生した場合、バッテリー寿命が短くなる可能性がございます。

AD-5694A

676514

●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）

●裏面はクリップとフック孔があります。

デジタル温湿度計（SDデータロガー）
AD-5695A 595133

AD-5695DL 595243
取付用電池蓋を使用すれば、様々な場所に取付できます。

熱中症みはりん坊

黒球付き熱中症指数モニター みはりん坊プロ

●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。

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。
●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: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

●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。
●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

ワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計

デジタル音湿度計（卓上・壁掛型）

●子機から送信された温度・湿度・WBGT値の最高値/最低値を自動メモリー。
●赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ(親機)

●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。

(親機)
●サイズ：幅120×高さ134×奥行30㎜
●重量:約325g（電池含む）
●電源:単3乾電池×4本（付属）
※ACアダプタ(別売)

AD-5688 676517

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

ご家庭や日常生活における熱中症の危険性を知るために。
気温・湿度に加え、黒球温度（WBGT）も表示します。
●電池を入れるだけ、設定のいらない自動アラーム
●熱中症指数（WBGT）
を数値で表示
●熱中症指数（WBGT）の危険レベルを表示
（注意､警戒､厳重警戒､危険 の4つのレベル表示）
●熱中症指数（WBGT）のアラームをブザーでお知らせします
●サイズ:約 幅62×高さ12.5×奥行40㎜
●材 質:ABS樹脂、アクリル樹脂
●重 量:約26g
●内 容:取扱説明書、
電池（モニタ用）､ストラップ
●電 源:CR2032形リチウム電池1個
●使用時間:約1年（周囲温度25℃､
アラーム動作なしの場合）

AD-5690

595244
スタンドがあるので、立てて計測することができます。
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熱中症みはりん坊ミニ
●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）

●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）

(子機)
●サイズ：幅66×高さ112×奥行31㎜
●重量:約165g（電池含む）
●電源:単3乾電池×2本（付属）

AD-5664SET 676501

みはりん坊ジュニア

親機

676504

AD-5693 676513

子機

熱中症レベル表示温湿度計

アルコールセンサー ALC-C2

熱中症レベルアイコン（5段階表示）付きで解りやすい！
！

アルコール濃度をボタン1つで簡単チェック！

●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）

●サイズ：幅37×奥行17×高100㎜
●最新半導体式アルコールセンサーにより、
呼気中のアルコール濃度を的確に測定します。
●測定範囲：0.0〜1.9g/ℓ(0.00〜0.19% BAC)
●測定精度：0.01% BAC(0.1g/ℓ)
●起動時間：15〜30秒
●検知時間：5秒以下
●電源：単4乾電池×2本（別売）
AG13 ボタン電池×1個（付属）

スタンドが
あるので、自立
できます。

AD-5689

N21-32S 676502

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

ALC-C2 594569
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ミストキット

ミストキット／工場扇／スポットクーラー

Mist kit

Mist kit / Factory fan / Spot cooler

ミストキット

遠心分離式ミストファン

工場扇

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。 ※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 水道直圧タイプ

電源不要

冷房・暑さ対策

ノズル部拡大

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）

暑さ・粉塵対策

涼しい霧を手軽に導入できます。水道につなぐだけでOK!
●ノズルセット数：5個

●送水ホース：10m

●水道給水ホースセット：2m

ミストキット 低圧ポンプ（タンク付）タイプ
●ノズルセット数：6個

●送水ホース：10m

全閉モーター採用で防塵・防水性UP！
●ノズルを使用しない遠心分離式で
水あかによる目詰まりの心配なし！
●フィルター付き水タンク。
●移動もらくらくの大型キャスターと
ストッパー付き
●3段階(弱、中、強)の風量調節機能。
●サイズ：幅710×高1750×奥行610㎜
●水タンク:41ℓ(満水時約9時間)
●羽根径：φ660㎜
●電源：AC単相100V（50/60Hz）
●重量：24.4kg（空水時）
●消費電力：115〜120W
●風量：216〜246m（毎分）

100V

タンク付きのため設置場所を選びません。
MTK-SD105 594564
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ノズルを使用しない
遠心分離式

●タンク付ポンプ：1台

フィルター付き
水タンク

※送水ホース10m以上の物は別途お問い合わせ下さい。

HX-112 736112

ミストキット 低圧ポンプ・水道直結タイプ

エアー・サーキュレーター

水道に直結していますので、交換が不要です。
MTK-PU208C 594565
●渇水センサー付き

低圧ポンプ（タンク付）
タイプの仕様
●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

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。

軽量コンパクトで分割可能なシンプル設計で持ち運び
が簡単。ミストの噴霧量をバルブで調節可能！
●ミスト飛距離最大8m
●3段階(弱、中、強)の風量調節機能。
●自動首振り機能。
●ノズルがないので目詰まりの心配がありません。
●キャスター付き。
●噴霧量:00〜46cc(50Hz)、
00〜76cc(60Hz)
●定格消費電力:250W
●サイズ：幅680×奥行63０×高さ１75０㎜
●水タンク:20ℓ(水道直結可)
●重 量：28kg
●単相１００Ｖ
（50/60Hz）
●満水状態で、
60Hz地域で約4.5時間
50Hz地域で約7.2時間
の連続運転が可能です。

スタンドタイプ・サーキュレーター

お部屋の空気を素早く循環

上下左右自動首振り機能でお部屋の空気を循環

●上下手動ファン角度調と左右自動首振り機能。
●3段階(弱、中、強)の風量調節機能。
●サイズ：約幅270×奥行270×高さ340㎜
●重 量：約2kg
●消費電力：45W
●電 源：AC100V 50/60Hz
●風量：10.58m（毎分）
●風到達距離:約4〜5m
●首振り機能:左右70度/上下90度

●3段階(弱、中、強)の風量調節機能。
●サイズ：約幅280×奥行280×高さ700〜800㎜
●重 量：約2.8kg
●消費電力：45W
●電 源：AC100V 50/60Hz
●風量：10.58m（毎分）
●風到達距離:約4〜5m
●首振り機能:左右70度/上下90度
●オフタイマー:15時間

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。
●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°
）

HC-927 736122

運転切り替えダイヤル

スポットクーラー

MSC25

作業現場や展示会場などの暑さ対策に！
使いやすさと堅牢性を備えた
スポットクーラーです。
●吹出口は左右210度まで首振り可能(手動式)。
●切/弱/強のシンプルスイッチで
ダイレクトに簡単操作
●取り外しが簡単な前面エアフィルター採用。
●吊り下げフック装備。
●排水が少ない省ドレン設計(タンク容量:5ℓ)。
●タンクは持ち運びやメンテナンスが楽な
コンパクト設計。
●丈夫なオール板金筐体。
●熱を外へ排出する排熱ダクト付き。

CLJ-S450C 594575
●渇水センサー付き

●サイズ：幅405×奥行430×高さ855㎜
●重 量：約42kg
●冷房能力：2.2kW(50Hz)、
2.5kW(60Hz)
●電 源：100V 50/60Hz
●付属品：排熱ダクト、
ドレンホース
MSC-25

SFC-104 736116
設置イメージ
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PM-660MFZ 736121

100V

●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

スーパーエコミスト

TKS-450 736115

運転切り替えパネル

リモコン付き

HC-935 736123

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

736118
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パラソル／ヘルメット洗浄機／日除けスクリーン／担架

担架／救急キット

Umbrella / Helmet washer / Folding bed / Stretcher

ブルーパラソル1800
●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

Stretcher / First aid kit

ブルーパラソル2000

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

レスキューボートベンチ

●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 595152

FOF-P240 595153

※パラソルスタンドは
別売です。

※パラソルスタンドは
別売です。

※パラソルスタンドは
別売です。

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

裏面に要救助者を固定するベルトが付いています。

BC-309B-OR 599575

万能ソフト担架

FCT-120S

595154

neos FDコット DX-AH（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！
アルミ製で軽量・コンパクトに収納！

●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 長さ1900×奥行740×高さ460㎜
（収納時）約 長さ950×幅110×奥行175㎜
●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
●収納バッグ付き。

●パラソルスタンド

全自動ヘルメット洗浄機 マスカット

日除け省エネスクリーン

ヘルメットを洗って？！ まっ、スカット！
ワンプッシュ45秒で洗浄！
！

遮光率 約60％！
！アルミの表面が光をシャットアウト！
！
●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。

●水と洗剤を高圧エアーで押し出したたき洗いをします。
●250mℓの洗浄を搭載し約800回の洗浄が可能です。
●45秒で洗浄できます。
●新習慣でさわやかな毎日を
●サイズ：幅360×奥行400×高さ850㎜
●重量：約29kg ●電源：AC100V
●消費電力：380W ●洗剤タンク容量:1.5/2sq
●給水：一般水道水(接続口径16mホースニップル)
●水使用量：約3.3L ●洗剤使用量：0.3ml
●洗浄タンク1本の洗浄回数：1250回
※洗剤は付属しません。

収納時

●サイズ：
（アルミ製中型ケース）幅333×奥行195×高215㎜

QSD-20L 830127
NBR-528
（ワイドタイプ）

594885

NBR-518

594886

様々な場所に設置されているベンチがワンタッチで担架になり、迅速な救助活動が可能になります。

「ベンチ」から「担架」にワンタッチでチェンジする事ができます。
●急病人や災害発生時、自力移動が困難な人々の避難・救助には担架が必要です。
●様々な場所に設置されているベンチがその役割を果たすことで、迅速な救助活動が可能になります。
●サイズ：
（ベンチ時）約 幅1805×奥行465×高さ400㎜ （担架時）約 幅2090×奥行465×高さ190㎜
●重 量：約17kg ●耐荷重（目安）
：約100kg（担架時）
●材 質：
（座面）硬質塩化ビニール（脚）スチールパイプに粉体塗装（ベルト）ポリプロピレン（バックル）POM樹脂

【セット内容】
１．
ＩＣボトル
2．止血帯
3．清浄綿（20包入1箱）
4．医療用救急絆創膏（大3枚、小3枚）
5．紙絆創膏
6．救急絆創膏（10枚入3箱）
7．三角巾（8枚入）
8．伸縮包帯（6裂6個）
9．ガーゼ（3枚入）
１0．脱脂綿（5ｇ入3袋）

１1．副木（大中小 各１本）
１2．綿棒（10本入10袋）
１3．簡易マスク
（1袋）
１4．簡易手袋（10枚入1袋）
１5．体温計
１6．災害用ハサミ
１7．とげ抜き兼用ピンセット
１8．救急お手当法
１9．アルミ製中型ケース

救急セット（中）5〜10人用

救急セット（小）

●サイズ：
（ナイロン製バック）幅290×奥行135×高150㎜

BC-309-OR 599574
普段は一般的なベンチと同じように
ご使用ができます。

●サイズ：
（ナイロン製ベルトポーチ）幅175×奥行70×高100㎜

QSD-1L

QSD-10L

本体を裏返し、土台をしっかり押さえながら手前に倒す
だけで担架に変わります。

830129

１．
ＩＣボトル
2．救急三角巾（3枚入）
3．伸縮包帯（3個入）
4．ガーゼ（3枚入）
5．救急絆創膏（10枚入2箱）

830126

【セット内容】

【セット内容】
●座面両端は安全カバー付 ●必ず管理者のいる場所に設置してください。
●ご使用の際は、製品の取扱説明・注意事項をよくお読みの上、お使いください。
●定期的に使用に不都合がないか 安全点検を行ってください。
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FD-DX-G 811114

NST-1997 599571

救急セット（大）20人用

SGW-1901 736119

レスキューベンチ
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6．脱脂綿（5ｇ入3袋）
7．紙絆創膏
8．清浄綿（5枚入）
9．綿棒（10本入3袋）
１0．体温計

１1．災害用ハサミ
１2．とげ抜き兼用ピンセット
１3．救急お手当法
１4．ナイロン製バック

１．コットンガーゼ（8枚入）
2．救急絆創膏（10枚入）
3．伸縮包帯
4．綿棒（10本入）
5．清浄綿（3枚入）

6．ハサミ
7．ピンセット
8．脱脂綿（5g）
9．ナイロン製ベルトポーチ

27

28

クーラーバッグ／クーラーボックス／ウォータージャグ

コードレス冷温庫／ポータブル冷蔵庫／製氷機

Cooler box / Cooler box / Water carry

Cordless cold and hot storage / Portable refrigerator / Ice machine

コードレス冷温庫

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

高速製氷機

冷蔵・冷凍が同時にできるオールシーズン使える冷温庫。
●仕切板で庫内を分割できるので２部屋を個別に温度設定できる。
●-18℃、および-15℃〜60℃の5℃単位(17段階)で設定可能。 ●バッテリ1個または2個で長時間使用できる。
●サイズ:約幅653×奥行340×高さ450㎜ ●重量：約16.6kg ●容量:約25L
●電源:マルチボルト蓄電池、BSL36B18(4.0Ah)、AC100V、
シガーソケット
●防塵防水IPX4 ●カラー:フォレストグリーン

UL-18DB 595281

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）

水を入れてスイッチを押すだけで
簡単に氷が作れる！
！
●２種類の大きさの氷ができる。
●製氷時間6〜１３分
●サイズ:約幅245×奥行365×高さ325㎜
●重量：約8.1kg ●容量:約2.2L
●電源:AC100V
●アイススコップ付

BR-570 595285

オプション

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
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●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

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

●マルチボルト蓄電池対応の機種なら18V・36Vどちらも使える。

BSL36A18 595282

●マルチボルト蓄電池(36V 2.5Ah)

BSL36B18 595283

●マルチボルト蓄電池(36V 4.0Ah)

UC18YDL2 595284

マルチボルト蓄電池
(36V 2.5Ah)

●急速充電器

マルチボルト蓄電池
(36V 4.0Ah)

２WAY電源冷蔵庫

UE-562（43L）595233

UE-76（51L）595234

AC/DCの２WAY電源なので車内や現場など様々なシーンで活躍。
冷蔵はもちろん冷凍保存もOK！

UE-67（66L）595235

●たっぷり入って持ち運びに便利なコンパクト設計。
●温度設定は-20℃〜20℃なので冷蔵はもちろん、冷凍保存もOK。
●AC電源とDC電源(12V・24V)に対応。
●ポータブル電源対応。
●本体にはスマホなどの充電ができるUSBポート付き
●付属品:電源コード、ACアダプタ(約2m)、シガーソケット用コード(約3.4m)

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

２WAY電源冷蔵庫(20L)
●サイズ:約 幅600×奥行320×高さ320㎜
●重量：約10kg
●容量:約20L
ペットボトル500mℓが
15本は入ります

UE-2018（青）

２WAY電源冷蔵庫(30L)
●サイズ:約 幅640×奥行390×高さ375㎜
●重量：約12kg
●容量:約30L
ペットボトル500mℓが
●キャスターハンドル付き
21本は入ります

２WAY電源冷蔵庫(40L)
●サイズ:約 幅640×奥行390×高さ480㎜
●重量：約14kg
●容量:約40L
ペットボトル500mℓが
●キャスターハンドル付き
28本は入ります

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
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IPD-2A-B 595286

IPD-3A-B 595287

IPD-4A-B 595288

●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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テント

テント

Tent

Tent

クイックテント
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ワンタッチテント（FST-250）スチール

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！
！

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。

●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

●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。

鋳製おもり
TW-S1（10kg）

738515

付属品

●サイズ：φ250×高さ40㎜

TW-S2（20kg）

FST-250 738574

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㎜

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。

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。

●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

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。

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。

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

付属品

FAL-H250W 738576

●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㎜

スタックウェイト

DXA60 738512

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：3×6m ●重量：40kg
●収納サイズ：290×430×1590㎜

天 幕 色
4500㎜

DXA45

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。

●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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