
お気軽にご用命ください。

数量
限定

季節商品のため全て数量限定とさせて頂きます。欠品・完売の際はご容赦ください。

熱中症
セール期間

4月21日
▼

7月20日
夏の暑さと戦うあな

たに！

　熱中症は予防が大
切！

お気軽にご用命ください。

１４

Ａ－１

Ａ－４

クーリングブラスト

Ａ－２ 充電式ファンベスト

清涼ファン風雅ベスト フルセットＡ－３ －胸スイッチ式空調ベストセット ＢＲ－０６０

風の流出を防ぐゴム仕様の肩口。 裏地は、空気漏れ対策のための
コーティング加工済み。

フルハーネス対応！

M コードNo. 355533
L コードNo. 355534
LL コードNo. 355535
3L コードNo. 355536
4L コードNo. 355537
5L  コードNo. 355538

M コードNo. 355539
L コードNo. 355540
LL コードNo. 355541
3L コードNo. 355542
4L コードNo. 355543
5L  コードNo. 355544

ベスト型服地 シルバー
ＬＸ－６７００ＷＨＶＳ

ベスト型服地 ネイビー
ＬＸ－６７００ＷＨＶＮ

M コードNo. 325704
L コードNo. 325705
LL コードNo. 325706
3L コードNo. 325707
4L コードNo. 325708
5L  コードNo. 325709

ブルゾン服地 シルバーグレー
ＬＸ－６７００ＷＦＨＳ

M コードNo. 325711
L コードNo. 325712
LL コードNo. 325713
3L コードNo. 325714
4L コードNo. 325715
5L  コードNo. 325716

ブルゾン服地 ブルー
ＬＸ－６７００ＷＦＨＢ

着丈 ６６ ６８ ７０

肩幅 ４５ ４７ ４９

胸囲 １１８ １２２ １２６

７２ ７４
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着丈 ６３ ６６ ６９

肩幅 ５０ ５２ ５４

袖丈 ５６ ５８ ５９

胸囲 １１８ １２４ １３０

７２ ７２

サイズ（ｃｍ） Ｍ Ｌ ＬＬ ３Ｌ ４Ｌ

５６ ５８

６０ ６０

１３６ １４２

７２

５Ｌ

６０

６０

１４８

※服地のみ（ファン等別売）※服地のみ（ファン等別売）
標準価格 各オープン標準価格 各オープン

YKKのロック式ファスナーを採用。
スライダーを倒すとファスナーが
固定されます。

ランヤード取り出し口

フック掛け

左右のフック掛けで2丁掛け
ランヤードに対応しています。

コードNo. 330914

フルユニットセット
ＬＸ－６７００ＦＳＸ

服地と合わせて使用する
ファンとバッテリーのセットです。

ファン×２個 大容量バッテリー×1個

ケーブル×1個

バッテリーケース×1個 充電器×1個

標準価格 オープン

高撥水＋浸湿性生地 コンデニア ® 伸縮性生地 エルゴライト ® デニム調のカジュアルベスト

S コードNo.353150  
M コードNo.353151
L コードNo.353152 
LL コードNo.353153 
3L コードNo.353154 
4L コードNo.353155

S コードNo.353156
M コードNo.353157
L コードNo.353158
LL コードNo.353159
3L コードNo.353160
4L コードNo.353161

ＦＶ２１２ＤＺ（グレー）

ＦＶ２１２ＤＺＭ（紺）

S コードNo.353162  
M コードNo.353163  
L コードNo.353164  
LL コードNo.353165  
3L コードNo.353166  
4L コードNo.353167

ＦＶ２１３ＤＺ（グレー）

S コードNo.353168  
M コードNo.353169  
L コードNo.353170  
LL コードNo.353171  
3L コードNo.353172  
4L コードNo.353173

ＦＶ２１３ＤＺＮ（紺）

コードNo.362206  
コードNo.362207  
コードNo.362208  
コードNo.362209  
コードNo.362210  
コードNo.362211
コードNo.362212
コードNo.362213
コードNo.362214
コードNo.362215

ホワイト（M-L）

ホワイト（LL-XL）

モスグリーン（M-L）

モスグリーン（LL-XL）

ネイビー（M-L）

ネイビー（LL-XL）

デジタル迷彩グレー（M-L）

デジタル迷彩グレー（LL-XL）

ピンク（女性子供用 S）

ピンク（女性子供用 M）

※ファンユニットセット・バッテリ・ 
    バッテリホルダ・充電器は別売です。

※ファンユニットセット・バッテリ・ 
    バッテリホルダ・充電器は別売です。

標準価格 各￥36,300（税込）／タジマツール

標準価格 各￥18,150（税込）／ブレイン

Ｌサイズ ＦＶ－ＡＡ１８ＳＥＢＷＬ
ＬＬサイズ　 ＦＶ－ＡＡ１８ＳＥＢＷＬＬ
３Ｌサイズ　 ＦＶ－ＡＡ１８ＳＥＢＷ３Ｌ

コードNo. 329217
コードNo. 329219
コードNo. 329221

【セット内容】
ベスト、インナーパッド、ファンユニット（2個）
コントローラー、バッテリー、アダプター

【セット内容】
服＋BR-283
（7.4Vファン×2個、7.4Vバッテリー、充電器）

風雅ベストのサイズは、胸囲寸法を目安に普段の
服サイズより1～2サイズ大きめのゆとりある
サイズを試着してお選びください。

胸囲 １１６ １２０ １２４

身長の目安 ～１６５ １６５～１７５ １７５～

サイズ（ｃｍ） Ｌ ＬＬ ３Ｌ

女性・子供用Ｓ
ピンクのみ ６１ ４０ １１０

女性・子供用Ｍ
ピンクのみ ６３ ４２ １１４

サイズ 着丈 肩幅 胸囲

Ｍ-Ｌ ６５ ４４ １１８

ＬＬ-ＸＬ ６７ ４６ １２２

単位：cm

ハーネスの下に着る清涼ファン！ＯＮ／ＯＦＦ／風量切替 胸スイッチですべて操作できる！

夏の現場にパワフル涼風！

●動きやすいベストタイプ
●ポケット内操作可能
●抗菌防臭加工
●保冷剤ポケット付き

●ワンタッチでON/OFF、風量3段階切替
●撥水性があり風を逃がさず、色落ちがしにくい裏
　 アクリルコーティング
●フルハーネス対応。背面に両開きファスナー付き
●立ち襟で風がより抜けるように設計
●腕部分と裾のゴムが風をウェア内に循環させます
●材質：ポリエステル

●伸縮性生地で動きやすさを追求
●ポケット内操作可能
●抗菌防臭加工
●保冷剤ポケット付き

●ポケット内操作可能
●防菌防臭加工
●保冷剤ポケット付き

標準価格 各￥9,350（税込） 標準価格 各￥10,340（税込）

コードNo. 352972
薄型バッテリ ＢＬ１０５５Ｂ Ａ－７２１２６

標準価格 ￥15,400（税込）
・充電式 ACアダプタ付属
・ファンジャケット、 暖房シリーズに共通で使用できます。

コードNo. 352969
ファンユニットセット Ａ－７２１３２

標準価格 ￥6,270（税込）

・最大風量（2.7m³/min）で
  10 時間使用可能。

各￥21,500
（税込各￥23,650）

特
価

各￥4,500 （税込各￥4,950）
特
価

各￥6,380
（税込各￥7,018）

特
価 各￥7,050

（税込各￥7,755）

特
価

S コードNo.362188
M コードNo.362189
L コードNo.362190
LL コードNo.362192
3L コードNo.362193
4L コードNo.362194

ＦＶ２１５ＤＺ
※ファンユニットセット・バッテリ・ 
    バッテリホルダ・充電器は別売です。

標準価格 各￥12,870（税込）

各￥8,780
（税込各￥9,658）

特
価

各￥6,200 （税込各￥6,820）
特
価

￥12,000
（税込￥13,200）

特
価

￥4,390
（税込￥4,829）

特
価

各￥14,800
（税込各￥16,280）

特
価

強 中 弱

￥10,780
（税込￥11,858）

特
価

サイズ

ベストサイズ表（単位：cm）

Ｓ

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

３Ｌ

４Ｌ

着丈
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７１
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2022年
新モデル

ネイビー

モスグリーン ホワイト デジタル迷彩グレー ピンク

コードNo. 326394 標準価格 オープン／プロモート

風量を３段に調節可能！
工具レスで素早く簡単に
組み立て可能！

・風速：288/360m/min
・風量：163/184m³/min
・電源コード：約 2.2m
・質量：約 6.5kg

・三脚：ワンタッチ折りたたみ脚
・電源コード：1.8m
・本体寸法：W800×D700×H1100~1350mm
・重量：約 4.6kg

スタンダード工場扇 Ｐ－４５０Ｓ

サーキュレーター ＫＪ－４７８１Ｗ
コードNo. 355557 標準価格￥4,400（税込）／ツインバード

●風量は強・中・弱３段階切替。
   環境にあわせて調節できます。
●角度は水平から真上９０°まで
   ５段階角度調節。
●コンパクト＆省スペースなので
   一年中使えます。

・羽根径：約18cm
・寸法：約280×160×280mm
・質量：約1.7kg
・電源：AC100V 50/60Hz

お部屋の空気を効率よく循環！

￥2,880
（税込￥3,168）

特
価

￥7,000
（税込￥7,700）

特
価

コードNo. 362185 標準価格 オープン／広電
４３.５ｃｍ三脚型工業扇 ＣＦＦ４３１ＴＰＡ

キャスター付きで移動もラクラク！

コードNo. 361626 標準価格 オープン／プロモート

・電源コード：2mアース付き
・外形寸法：H695×D365×W396mm
・質量：37kg

パワフル除湿器 ＰＪＳ－５３

●簡単で使いやすいデジタル表示の操作パネル。
●ドレンタンクまたはホース排水の選択が可能。
●使用範囲目安( 鉄筋 )：約６０畳

●エコノミータイプ
●スピンナ―固定式

￥90,000 （税込￥99,000）
特
価

移動式クーラー 標準価格 各オープン／広電

●送風 / 冷風 / 除湿機能の３モード搭載
●手動ルーバ（上下、左右）

ノンドレン方式の移動式クーラー！

コードNo. 355424 コードNo. 355425
ＫＥＰ２０２Ｒ（２．０ｋＷ） ＫＥＰ２５２Ｒ（２．５ｋＷ）

・本体サイズ：W315×D310×H700mm
・質量：約 20kg

・本体サイズ：W317×D402×H770mm
・質量：約 21kg

￥43,000 （税込￥47,300）
特
価￥40,000 （税込￥44,000）

特
価

首振り機能付スポットクーラー　Ｐ４０７ＴＣ
コードNo. 355552 標準価格 オープン／プロモート

環境にやさしい冷媒Ｒ４０７Ｃ採用。
排気ダクト標準装備。

ドレンホースで
直接配水可能！

・本体サイズ：W400×D430×H820mm
・質量：約 40kg

首振り機能付き！

￥78,000 （税込￥85,800）
特
価

移動式冷暖エアコン ＫＥＰ２０１ＲＨ
コードNo. 355426 標準価格 オープン／広電

●排水がいらないノンドレン方式（※温風時除く）
●冷風 / 温風 / 送風 / 除湿の４モード搭載。

・排気ダクト（ダクト長：約 24~160cm）及び
  窓パネル（取付幅：約 72~144.5cm）付属。
・サイズ：約W350×D348×H701mm
・質量：約 22kg

スタイリッシュな移動式エアコン！

￥45,000
（税込￥49,500）

特
価

￥238,000
（税込￥261,800）

特
価￥128,000

（税込￥140,800）

特
価

コードNo. 355551 標準価格 オープン／プロモート

環境にやさしい冷媒�４０７�を採用。
オゾン破壊係数ゼロ。

・本体サイズ：W400×D430×H820mm
・質量：約 40kg

ドレンホースで
直接配水可能！

スポットクーラー Ｐ４０７Ｒ

￥73,500 （税込￥80,850）
特
価

スポットクーラー　Ｐ４０７ＮＤ
コードNo. 355550 標準価格 オープン／プロモート

オゾン層を破壊しない冷媒を採用。
排気ダクト標準装備。

環境にやさしい！

・本体サイズ：W400×D470×H855mm
・質量：約 43kg

ドレンホースで
直接配水可能！

￥70,000 （税込￥77,000）
特
価

ミニスポットクーラー ＮＤ－１８０
コードNo. 362205 標準価格 オープン／ナカトミ

らくらく移動！ミニタイプ！２０２２最新モデル

すっきりデザインのエコノミーモデル！

・本体サイズ：W475×D275×H555mm
・質量：約 23kg

￥43,800 （税込￥48,180）
特
価

遠心分離式ミストファン
ＰＭ－６６０ＭＦＺ

コードNo. 325790 標準価格 オープン／プロモート

●全閉モーター採用で防塵、防水性アップ！
●暑気対策、熱中対策、ホコリ除去、加湿に！

・タンク容量：41L（満水時約9時間）
・本体サイズ：W710×D610×H1750mm
・質量：24.4kg

らくらく移動

大型キャスター！

￥61,500
（税込￥67,650）

特
価

床置扇 Ｐ－４５０Ｙ
コードNo. 355547 標準価格 オープン／プロモート

机や作業台の上に置ける床置型！ 消費電力を抑えた省エネ仕様！

￥9,500（税込￥10,450）
特
価 ￥5,900（税込￥6,490）

特
価

充電式ファン

夏の作業現場やレジャーに涼風！

※バッテリー・充電器は別売です。

コンパクトでも大風量！

ＣＦ１０２ＤＺ（羽根径１８０ｍｍ）

コードNo. 321725

ＣＦ２０３ＤＺＷ（羽根径２３５ｍｍ・白）

コードNo. 326196
標準価格 各￥12,980（税込）

ＣＦ２０３ＤＺ（羽根径２３５ｍｍ・青）

コードNo. 326195

標準価格 ￥10,890（税込）／マキタ

￥7,920（税込￥8,712）
特
価 ￥9,450（税込￥10,395）

特
価

￥12,000
（税込￥13,200）

特
価

￥36,000
（税込￥39,600）

特
価

￥58,800
（税込￥64,680）

特
価￥16,000

（税込￥17,600）

特
価

アルミ充電ファン

コードNo. 362186 標準価格 オープン／ナカトミ

いつでもどこでも使えるコードレスタイプ！

屋内・屋外どこでも涼しく快適！

・風速：120m/min
・充電時間：約 3時間
・連続運転：強約 6時間・弱約 40時間
・本体寸法：W440×D200×H420mm
・質量：約 2.9kg

アルミ羽根３０ｃｍタイプ ＲＣＦ－３０ＡＳ（Ｋ）

コードNo. 362187 標準価格 オープン／ナカトミ

・風速：150m/min
・充電時間：約 3時間
・連続運転：強約 4時間・弱約 30時間
・本体寸法：W610×D220×H570mm
・質量：約 4.0kg

アルミ羽根４５ｃｍタイプ ＲＣＦ－４５ＡＳ

※本機使用時はアース線の
　接地が必要です。

気化式送風機 ＣＦ－２００Ｉ－ＯＺ
コードNo. 362203 標準価格 ￥148,500（税込）／日動工業

オゾン（Ｏ３）で消臭・除菌機能が
プラスされた気化式冷風機・加湿機です。

・サイズ：W610×D410×H1012mm
・質量：18.5kg

オゾンで消臭・除菌！

￥81,000 （税込￥89,100）
特
価

●夏場は、吹出口で周囲より－４℃の冷却効果。
●トレイを開ければアイスボックス。
   繰り返し使える保冷パック３個付属
●フロンを使用せず、排熱を出さない環境に優しい機器です。

ビッグファン

上下方向の風向き角度調整が
可能なキャスター付き大型ファン。

標準価格 各オープン／ナカトミ

コードNo. 352891

コードNo. 352892

・75cmアルミ製 3枚羽根
・風量 2段階調整可能
・最大風速 (50/60Hz)：228/267 m/min
・本体サイズ：W895×D350×H970mm
・質量：約 28kg

・100cmアルミ製 3枚羽根
・全閉式
・風速 (50/60Hz)：162/171 m/min
・本体サイズ：W1130×D370×H1250mm
・質量：約 38.5kg

ＢＦ－７５Ｖ

ＢＦ－１００Ｖ

ハイパワー作業扇！

気化式冷風機
標準価格 各オープン／静岡製機

消費電力はスポットエアコン比
わずか１／７！

●イヤなにおいを抑制する消臭パック付
●本体とタンクが分離できます（掃除・メンテが楽）

体感温度を

大きく下げる

エコな冷風機！

※送料別途 ※送料別途

コードNo. 321355 コードNo. 321356ＲＫＦ４０６ ＲＫＦ５０６

移動式エアコン　ＭＡＣ－２０
コードNo. 352899 標準価格 オープン／ナカトミ

どこでも置ける移動式！

・本体サイズ：W370×D345×H705mm
・質量：約 22kg

●３種類（冷風・除湿・送風）の運転切替で快適に。
●付属の排熱ダクトと窓枠パネルで
   背面から出る排熱を室外に逃すことができます。

￥42,000 （税込￥46,200）
特
価

鈑金アース付きスポットクーラー ＫＥＳ２５２ＳＭＦＣ
コードNo. 362226 標準価格 オープン／広電

頑丈なオール鈑金ボディ！

・サイズ：約 405×D430×H855mm
・質量：約 42kg

●吊り下げ金具採用
●アース可動電源プラグ採用（４ｍ）
●手動首振りタイプ

￥59,800 （税込￥65,780）
特
価

電源

周波数

風速

風量

消費電力

本体寸法

重量

電源コード

単相100V

50/60Hz

288/360 m/min

163/184 m3/min

130/150W

W520×D380×H630mm

約5.0kg

約2.2m

開放式

４５ｃｍアルミ工場扇 ＱＳＥ－４５Ａ
コードNo. 362217 標準価格 オープン／ナカトミ

油煙などに耐性のあるアルミ羽根タイプ！

￥7,800（税込￥8,580）
特
価

電流

消費電力

風速

風量

騒音値

電源コード

本体寸法

質量

0.94/1.00A

83/97W

216/249m/min

150/173m3/min

62/66dB

約2.4m

W790×D690×H1150～1330mm
約6.5kg

開放式

３００台
限定



季節商品のため全て数量限定とさせて頂きます。欠品・完売の際はご容赦ください。 ３２

コードNo. 331001 標準価格 オープン／リンクサス

標準価格 各オープン

標準価格 各オープン

コードNo. 320895 標準価格 ￥26,400（税込）／タジマツール

ベルト簡単装着！腰付けファン。

【セット内容】
ファンユニット・ベルト・リチウムイオン充電池・
充電池用ホルダー・ACアダプター
※作業服はセット品には含まれておりません。

コードNo. 327509 標準価格 ￥26,400（税込）／タジマツール

パワフル送風で丸一日涼しい！
旧モデルと比べ、
風速３０～５０％アップ！

※ヘルメットはセット品には
含まれておりません。

モード

強

中

弱

風速

６.２

５.４

４.６

可動時間

５

８

１２

適合ヘルメット
本製品は一般的なヘルメットに
取り付けることができますが、
ヘルメット後部のツバが19mmの
範囲に収まるものを使用してください。

【セット内容】
・清涼ファン風雅ヘッド2
・バンド付ファンユニット
・リチウムイオン充電池
・ACアダプターPU2

コードNo.  313987 標準価格 オープン／サンコーテクノ

【付属品】
お試し用電池（CR2032）1個

●熱中症予防指数をアラーム音と数値で
   お知らせ
●黒球式だから、日射や輻射熱も測定
●暗い場所でも見やすいバックライト付き

色々なスタイルで携帯可能！

コードNo.  361607

コードNo.  361622

標準価格 オープン／富士倉

標準価格 オープン／昭和商会

どこにでも持ち運べ自由に使える

冷蔵冷凍庫！

角度調整が自在な現場用パラソル！ コンパクトながらテント内部は広々！

コードNo.  361652
標準価格 オープン／ブレイン

氷が溶けてもまた製氷しなおす！

ヘルメットに

カラビナで備品に

コードNo. 327752 標準価格 ￥6,600（税込）／マザーツール

熱中症の要因である気温・湿度の
測定、日射や輻射熱も考慮できる
黒球式を採用した熱中症対策温
度計です。

・寸法：（本体）W65×H117×D25mm （黒球）φ40mm
・質量：80g
・電源：単4形アルカリ電池×2

熱中症予防対策、労働環境等の安

全管理に！

３種類のアラームを選択できます。

①身体作業強度（厚生労働省）
②日常生活の予防指針（日本生気象学会）
③運動の予防指針（日本体育協会）

標準価格 各オープン／おたふく手袋

接触冷感＋吸汗速乾！

胸囲 ７６～８４ ８４～９４ ９４～１０４

身長 １６５～１７５ １７５～１８５ １７５～１８５

サイズ（ｃｍ） Ｍ Ｌ ＬＬ

ブラック 迷彩

●優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。
●消臭コアーミシンイトを首まわりと脇部に使用。
     気になる臭いをスピード消臭。

●小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用。
●サイズ調整可能。大人から子供まで対応。

ブラック
M コードNo. 321863
L コードNo. 321864
LL コードNo. 321865

迷彩
M コードNo. 321860
L コードNo. 321861
LL コードNo. 321862

胸囲 ８８～９６ ９６～１０４ １０４～１１２

身長 １６５～１７５ １７５～１８５ １７５～１８５

サイズ（ｃｍ） Ｍ Ｌ ＬＬ

《半袖》ＪＷ－６２４

白

黒

高い冷感機能を誇る「Ｘ－ＣＯＯＬ」の採用！
ひんやり涼しい着心地を実現！

M コードNo. 301107
L コードNo. 301108
LL コードNo. 301109

M コードNo. 301110
L コードNo. 301111
LL コードNo. 301112

白

黒

M コードNo. 301113
L コードNo. 301114
LL コードNo. 301115

M コードNo. 301116
L コードNo. 301117
LL コードNo. 301118

標準価格 各オープン／おたふく手袋

《長袖》ＪＷ－６２５

標準価格 各オープン

スピード消臭
消臭効果は洗濯
するたびに回復！

接触冷感

両脇メッシュで更にＣＯＯＬ！

首元を急速冷却！ 標準価格 各オープン／サラヤ

作業後の汗や汚れをガッツリふき取る
爽快クールシート。

新開発の高速回転式洗浄ヘッドを採用。
ヘルメット内装部全面に均一に洗剤、水流が当たります。
毎日５０秒の洗浄でヘルメットの内装が白く蘇ります。

メットエースの洗浄効率ＵＰ！

清涼成分メントール配合で、使った後は爽快感が持続します。

バケツ入り本体
コードNo. 313985

詰替用
コードNo. 313986

コードNo. 321595 標準価格 オープン／ランドアート

おいしくたのしく

塩分補給！

梅味

レモン味

ミックスフルーツ味

グレープ味

ピーチ味

コードNo. 313964 標準価格 オープン／トーアン

人数が多い現場向けの

大容量タイプ！

【セット内容】
１． ミネラルウォーター
       500ml×4本
２． 経口補水液OS-1 
       500ml×2本
３． コールドスプレー
       450ml×1本
４． 叩けば冷える！瞬間冷却材×10個
５． 扇子×1本
６． 緊急連絡用紙×1枚
７． 冊子「働く人の熱中症予防」×1冊
８． デジタル体温計×1本
９． 塩（粒状小分けタイプ）2g×5袋
１0． プレスタオル×3個
１1． 設置場所ポスターA5×1枚
12.ブルーシート1.8×1.8m×1枚

標準価格 各￥1,078（税込）／大作商事

水を含ますだけで冷感が長時間持続する
ネッククーラー。
繰り返し使えるのでエコで経済的！

※使用イメージ

水だけで冷感持続！

ＭＣＦＴ６－ＮＢＬ（ネイビー）

コードNo. 317856
ＭＣＦＴ６－ＬＢＬ（ライトブルー）

コードNo. 317857

製品サイズ：幅5.5×全長57cm
首回りサイズ：約37～45cm

標準価格 各オープン／おたふく手袋

あらゆるシーンで大活躍！

Ｌサイズ 黒
コードNo. 311205

Ｌサイズ 迷彩　
コードNo. 311206

Ｌサイズ 白　
コードNo. 326814 黒 迷彩 白

接触冷感
●日焼けを防止するUVカット性能を発揮し、紫外線による疲労、
     体力の消耗から体を守ります。
●半袖シャツ、ノースリーブなどの組み合わせに最適！

コードNo. 355434 標準価格 オープン／昭和商会

暑熱下でのリスクを事前にお知らせ！

・大事になる前にアラーム＆LED表示でお知らせ
・サイズ：W27×H13×D43mm
・質量：20g

コードNo. 361651 標準価格 ￥5,478（税込）

胸ベルトで固定が可能！

●背中に２か所、両脇の合計４か所を
    冷却することが可能です。
・サイズ：フリーサイズ
（胸囲100cmまで）

・サイズ：φ1,750×1,200～2,100mm
・重量：約1.6kg

・設営サイズ：約290×290cm
・頂点高さ（2段階）：260・270cm
・収納サイズ：20×23×130cm
・重量：12.6kg

体感温度 外気温より最大 -16℃

上記ネッククーラーに最適なポータブルバッテリー。
ホワイト

ネッククーラー ＰＬＮＣ－０１ＢＫ

コードNo. 361649
ブラック コードNo. 361650
標準価格 ￥8,800（税込）／ブレイン

寒い冬にも暑い夏にも使える２ WAY！

・サイズ（外寸）：最小 縦141×横136mm 
　　　　　　    最大 縦164×横179mm
・サイズ（内寸）：最小 縦115×横87mm 
　　　　　　    最大 縦140×横120mm
・質量：約190g

冷感タイプのフェイスマスク！

口元は息がしやすいメッシュ素材を使用。
（ホコリの侵入や飛沫の軽減用の付属生地付）

クールフェイスマスク　ＪＷ－７１９クールウェットフェイスマスク　ＪＷ－６００

コードNo.  355439
標準価格 オープン

コードNo.  355440
標準価格 オープン／おたふく手袋

高冷感タイプ

保温［７段階］ 30℃～60℃

保冷［７段階］ -18℃～10℃

耐久ナイロン繊維「コーデュ
ラ®」を使用。耐久性だけでな
く接触冷感機能や速乾機能
にも優れます。

濡らして使う

接触冷感生地を使用している
のでひんやりします。お好みで
濡らして使用すると2層構造
の生地の気化熱冷却効果でさ
らにひんやりします。

全面消臭タイプ

製品生地での洗濯10回後の
試験でも高い消臭機能を誇
ります。
※メッシュ部分を除く

フレームは総アルミタイプで、軽くてサビに強い！

水を入れて使用する
イージーアップテント用ウェイト

２人でわずか６０秒の簡単設営！
豊富なカラーバリエーションで、あらゆるシーンに合わせて、
ぴったりのものをお選びいただけます。折り畳みできるスタンドでコンパクトに

収納できるので、持ち運びに便利な
パラソルです。

※２色使い等は納期が掛かる場合がございます。

［使用例］ ※スタンドは別売です。

※バッテリ・充電器は別売です。

※キャリーバッグ付

ＴＡ-２４
コードNo. 301236
標準価格￥163,900（税込）

ＴＡ-２２
コードNo. 301235
標準価格￥101,200（税込）

ＴＡ- ３６
コードNo. 301238
標準価格￥205,700（税込）

ＴＡ- ３３
コードNo. 301237
標準価格￥152,900（税込）

ＴＡ-１１
コードNo. 301234
標準価格 ￥80,300（税込）

※写真は見本です。

※上記以外のサイズもあります。お問い合わせ下さい。
※天幕・横幕に、ロゴマーク・文字のプリントができます。（料金別途）

の単色の他、2色使い等もございます。白 青 緑 黄 赤
※送料別途

※送料別途

コードNo. 311292 標準価格 オープン／トーアン

手軽に美味しく塩分補給！

塩すいか飴

塩エナジー飴

塩コーラ飴

塩はちみつ
レモン飴

パインアメ

ボトルタイプの元祖！

※軽減税率対象商品

標準価格 各オープン／昭和商会

すばやく塩分補給！おいしく熱中症対策！

Ｎ１５－１１（約２００粒入）
コードNo.355429

Ｎ１６－０６（約５００粒入）
コードNo. 355430

コーラ味 レモン味 ライチ味 マスカット味 ※軽減税率対象商品

※軽減税率対象商品

コードNo. 355438 コードNo. 362221標準価格 オープン／昭和商会

・サイズ：φ50×225mm
・質量：345g
・内容量：220ml
・成分：LPG

－２０℃の氷が作れる！

布やタオルにスプレーして氷をつくり肌にあてたり
服の上に直接スプレーして体を冷やします。

服の上から使用可能！

コードNo. 355431 標準価格 オープン／昭和商会

コードNo. 362222

標準価格 各オープン

コンパクトなレギュラーセット！

ヘルメットを簡単に洗浄！

【セット内容】
1.専用バッグ
2.パンチクールロング
3.オーエスワン（500ml）
4.純水（500ml）
5.ガーゼタオル
6.液晶体温計ミニチェック
7.扇子
8.ペットボトルスプレー
9.塩（2g）
10.マニュアル

クーリングブラストと併用可能！

アルミ保冷剤付クールベスト

ベスト本体：サイズフリー
（肩幅×着丈 約340×415mm)
※クーリングブラストは表紙面A-1をご参照ください。

首元、腰、両脇部分の４箇所に保冷剤を
収納できるポケット付き。クーリングブラストと
併用することで、更に冷却効果が得られます。

コードNo. 354351
標準価格 オープン／PLATA

モバイルバッテリー ＭＰ０３９－ＧＲ

・バッテリー容量：10000mAh　
・ネッククーラー可動時間：強モード約3時間/弱モード約5時間

コードNo. 354353 標準価格 オープン／PLATA

・定格電圧：シガープラグ電源ケーブルDC12V/24V
・専用電源アダプターAC100V 50/60Hz
・温度管理設定：20℃～マイナス20℃　
・温度調整：1℃ずつ可能
・収納容量：18L（350ml缶：24本 /500ml缶：16本 /2Lペットボトル：4本）
・付属品：DCシガーコンセント、ACコンセント
・サイズ：W586×D330×H290mm
・質量：11.2kg

紹介動画

●２種類の大きさの氷をつくることが可能です。
●アイススコップ付き

材質

表面：ポリエステル（ダブルラッセル）

裏面：ポリエステル（クールマックス®）
セット内容

本体（ウェア）

アルミ保冷剤×４個

貯水容量

氷保管量

製氷時間（目安）

製氷量（目安）

サイズ（約）

重量（約）

電源

コード長

約2.2L（貯水タンク）

約800g（氷ケース）

6～13分

12kg/日

W245×D365×H325mm

8.1kg

AC100V 50/60Hz

約1.8m

※必ず定期的に3カ月に一度は充電してください。
　完全放電すると使用できません。（保証対象外）

サイズ

重量

付属品

バッテリー

充電時間

約170×40×147mm

約230g

充電用USBコード、取扱説明書

リチウム電池2600mAh

約3時間

使用可能時間(約)

[ヒーターモード] 45℃（2.5時間）/42℃（3.5時間）/39℃（5時間）

[クーラーモード] 25℃（2.5時間）/20℃（2.2時間）/15℃（2時間）

￥14,400（税込￥15,840）
特
価

￥140,000 （税込￥154,000）
特
価

￥104,000 （税込￥114,400）
特
価

￥111,000（税込￥122,100）
特
価

￥69,000 （税込￥75,900）
特
価

￥54,000（税込￥59,400）
特
価

￥3,750（税込￥4,125）
特
価

￥360,000 （税込￥396,000）
特
価￥830 （税込￥913）

特
価

コードNo. 233156 標準価格 ￥1,100（税込）

【材質】
・カバー/ポリエステル100％
・内容物/ベルオアシス、
   アクリル繊維、その他の繊維

・サイズ：380×500×920mm
・電源：AC100V 50/60Hz
・重量：約30kg
・定格電流：8.5A
・消費電力：最大830W

・サイズ：360×360×200mm
・重量：約2.7kg

水分の蒸発でひ～んやり！

吸汗、通気性に優れ爽快です！

￥700（税込￥770）
特
価

￥9,800（税込￥10,780）
特
価

￥37,800（税込￥41,580）
特
価

マキタバッテリで、

どこでも冷やす・温める！

紹介動画

各￥57,200（税込各￥62,920）
特
価

￥1,900 （税込￥2,052）
特
価 ￥2,400 （税込￥2,592）

特
価

￥1,980
（税込￥2,138）

特
価

￥3,200
（税込￥3,520）

特
価 ￥2,000

（税込￥2,200）

特
価

￥4,850
（税込￥5,238）

特
価

￥23,800
（税込￥26,180）

特
価 ￥6,350

（税込￥6,985）

特
価

￥6,300
（税込￥6,804）

特
価

￥3,980 （税込￥4,378）
特
価

￥5,000（税込￥5,500）
特
価

各￥840（税込各￥924）
特
価

各￥520（税込各￥572）
特
価各￥1,200（税込各￥1,320）

特
価各￥1,100（税込各￥1,210）

特
価各￥980（税込各￥1,078）

特
価

各￥6,400 （税込各￥7,040）
特
価 ￥850（税込￥935）

特
価 ￥820（税込￥902）

特
価￥680（税込￥748）

特
価

￥6,800（税込￥7,480）
特
価￥4,980（税込￥5,478）

特
価

コードNo. 355560 標準価格 オープン

ヘルメットに後付け！

※ヘルメットは別売です。

●作業用ヘルメットに麦わら帽子のひさしだけを
    後付けする日よけ商品です。
●内周についているゴムパッドで
    ヘルメットとの密着を高めます。

・サイズ：外径450×内径210×つば長さ120mm
・適応ヘルメット外周目安：640～670mm
・材質：天然草
・あご紐付き

￥1,000 （税込￥1,100）
特
価

￥3,680（税込￥4,048）
特
価

￥14,400
（税込￥15,840）

特
価

￥2,500（税込￥2,750）
特
価

￥4,380
（税込￥4,818）

特
価

繰り返し使用できます。

そ～かいくんⅡ そ～かいくんＷ

●表面は紫外線を99.9％カットする
     特殊素材！
●内側のメッシュ部は抗菌消臭効果
     があり、衛生的！
●そ～かいくんＷは吸水パッドと紫
     外線カットの生地が分離し、吸水
     パッドは常に首元に密着します。

２分間水に浸すだけ！

標準価格 ￥1,485（税込）

そ～かいくんⅡ ＴＢ３０６０
コードNo. 311195
標準価格 ￥1,320（税込）／谷沢製作所

そ～かいくんＷ ＴＢ３０６８
コードNo. 317860

※ヘルメットは別売です。【装着例】

￥900
（税込￥990）

特
価 ￥1,080

（税込￥1,188）

特
価

袖を外してベストとしても使用できます。
高撥水＋透湿性生地 コンデニア ®

ベストでも長袖でも使えるポケットタイプ！
●ポケット内操作可能
●抗菌防臭加工
●保冷剤ポケット付き

※ファンユニットセット・バッテリ・
　バッテリホルダ・充電器別売

標準価格 各￥11,550（税込）

各￥7,880 （税込各￥8,668）特
価

コードNo. 352972
薄型バッテリ ＢＬ１０５５Ｂ Ａ－７２１２６

標準価格 ￥15,400（税込）
・充電式 ACアダプタ付属
・ファンジャケット、 暖房シリーズに共通で使用できます。

コードNo. 352969
ファンユニットセット Ａ－７２１３２

標準価格 ￥6,270（税込）

・最大風量（2.7m³/min）で
  10 時間使用可能。

￥4,390
（税込￥4,829）

特
価

￥3,000 （税込￥3,300）
特
価

￥3,400 （税込￥3,740）
特
価

￥10,780
（税込￥11,858）

特
価

コードNo.

No.353184

No.353185

No.353186

No.353187

No.353188

No.353189

単位：cm
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帯電防止性に優れた高密度ブロードで、洗濯耐久性が高くお手入れが簡単な人気商品です。

綿・ポリ混紡のベストセラーモデル！

※この素材は火気に弱いので、火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他オプションは別売です。
※服地のみの価格です。

各￥6,500 （税込各￥7,150）
特
価 各￥16,000 （税込各￥17,600）

特
価

コードNo. 362228
ＳＫＳＰ０２Ｂ（ファン色ブラック）

コードNo. 362229
ＳＫＳＰ０２Ｇ（ファン色グレー）

標準価格 各オープン

サイズ（ｃｍ）

着丈
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コードNo. 321707 標準価格 オープン／キャプテンスタッグ

・サイズ：240×270×425mm
・質量：1.7kg

折り畳める三脚スタンド付き！

●暑い屋外でも冷た～い水が
   何時でも飲める！
●粉末タイプのドリンクと一緒に！

※軽減税率対象商品水分補給の定番！

ＨＯ１９１－Ａ ＨＯ－１９２

標準価格 ￥1,870（税込）
コードNo. 233683
標準価格 ￥1,485（税込）／大塚製薬

コードNo. 233684

コードNo. 326332 標準価格 オープン／大塚製薬

過度発汗時の水分補給に！

※軽減税率対象商品

※塩分・糖分の摂取を制限されてる方、
　持病のある方はご注意ください。

￥820
（税込￥886）

特
価 ￥1,050

（税込￥1,134）

特
価

コードNo. 355561 標準価格 オープン／昭和商会

●高機能冷感生地採用
●濡らして、絞って、振ってから使用することで、さらに効果UP
●吸水性抜群で、長時間保水
●肌触りのいい生地でストレスなく、いつでもどこでも使用可能
●サイズ：900×300mm

首に巻くだけ冷っと氷感！

拡大イメージ

￥400 （税込￥440）
特
価

コードNo. 362223 標準価格 オープン

●茶エキス・柿タンニンのダブル消臭成分配合！
●さわやかなミント＆グレープフルーツの香り！

超ＣＯＯＬ！

まるでシャワーを浴びたリフレッシュ感！

パラソルのみ �２２�２３

コードNo.  318676
標準価格 オープン／イージーアップ

￥31,800 （税込￥34,980）
特
価

イージーアップテント ビスタ ＤＭＪ２９�１８

コードNo.  361623

標準価格 オープン

・サイズ：130×130×410mm
・重量：約1.5kg

パラソル用折り畳みスタンド �２２�２４

￥11,000 （税込￥12,100）
特
価

コードNo.  361624
標準価格 オープン

カンタンウェイト１０㎏用［４個セット］

●たっぷり入る容量20L
●USB機器充電可能
●AC100V・自動車シガーソケット対応

コードNo.  358132

標準価格 各￥78,650（税込）／マキタ

ＣＷ００１ＧＺ（青）
コードNo.  358133ＣＷ００１ＧＺＯ（オリーブ）

※周囲の温度や内容物により異なります

氷を最大３日間キープ可能！

●ワンタッチ開閉、抗菌・防水素材
●疲れにくいショルダーストラップ

●取り外し可能なカート付属（60缶タイプのみ）

背面
前面

コードNo. 361625 標準価格 オープン／昭和商会

ペルチェデバイスを搭載したクールベスト！

バッテリーポケット
背中上部・両脇の後ろに
3つのペルチェデバイスを配置し
効率的に身体を冷却します。

［保冷剤ポケット］
保冷剤を組み合わせて使うことで、
より広範囲を冷却できます。
※保冷剤は別売です。

【セット内容】【セット内容】ベスト・ペルチェデバイス・モバイルバッテリー10,000mAh

￥24,000 （税込￥26,400）
特
価

●環境温度41℃の状態で冷却面約-20℃をキープします。※メーカー試験環境に基づく
●ファン付きウェアと組み合わせて着用することでより快適に。
※ファン付ウェア以外の衣服を上から着用しないでください。ペルチェの排熱がこもり
温度上昇、破損の原因になります。

コードNo. 362202 標準価格 ￥12,650（税込）／京セラ

体感マイナス 10℃の清涼感！

￥8,500（税込￥9,350）
特
価

●質量180gの超軽量設計
●首にフィットする開閉機構で年齢、性別を問わず使える
●市販バッテリーが使える、USB端子 TYPEA
●USB端子 TYPECへの変換アダプター付き

ペルチェ素子の冷却プレート（2 枚）と
左右の小型高性能ファンで、効率よく
クールダウン！

※モバイルバッテリーは別売です。
出力電圧5Vで出力電流2.1A以上の
モバイルバッテリーやパソコンに
接続してご使用ください。

・本体寸法：L195×W110×H60mm

ファンの風量調節
5段階

静音→弱→中→強→パワー

※使用例
（ヘルメット別売）

《フリーサイズ》

洗濯
ＯＫ！

全関東電気工事協会
推奨認定品

空調服を起動するために必要なスターターキット（ファン、ケーブル、バッテリーのセット）

ネイビー
M コードNo. 355505
L コードNo. 355506
LL コードNo. 355507
3L コードNo. 355508
4L コードNo. 355509

シルバー
M コードNo. 355523
L コードNo. 355524
LL コードNo. 355525
3L コードNo. 355526
4L コードNo. 355527

洗濯
可能

￥9,500（税込￥10,450）
特
価

コードNo.  362218３０缶 Ｎ２１－３３
・サイズ：419×279×324mm　・重さ：1,530g
・容量：約16L　・カラー：ブルー

￥10,800（税込￥11,880）
特
価

コードNo.  362219４８缶 Ｎ２１－３４
・サイズ：508×330×318mm　・重さ：1,900g
・容量：約25L　・カラー：ブルー

￥13,200 （税込￥14,520）
特
価

コードNo.  362220６０缶 Ｎ２１－３５
・サイズ：375×394×483mm　・重さ：3,170g
・容量：約40L　・カラー：モス　・材質：300Dポリエステル

シートサイズ：300×320mm

３０缶

４８缶

６０缶

約
40L

約
25L

約
16L

紹介動画

※工事・作業用ヘルメット専用です

メットエースα専用 
水しぶき防止カバー Ｎ２０－４３

￥27,000
（税込￥29,700）

特
価

コードNo. 362225
メットエース専用洗剤 ４Ｌ Ｎ２０－７１

￥10,500
（税込￥11,550）

特
価

●動作状況が分かりやすい視認
性の優れたスイッチを採用
●防水・耐衝撃・高寿命
●内蔵コンプレッサーはオート
ドレン機能付き
●AC100V の電源、給水用の水
道、排水口の環境が必要です


