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販売商品

※季節商品のため、お取り寄せとなりますので、お早めの発注をお願いします。季節商品のため、お取り寄せとなりますので、お早めの発注をお願いします。※季節商品のため、お取り寄せとなりますので、お早めの発注をお願いします。

夏の暑さ対策商品販売キャンペーン夏の暑さ対策商品販売キャンペーン
今年の夏の準備はできていますか？今年の夏の準備はできていますか？今年の夏の準備はできていますか？

グループでは夏の作業を爽快にするための爽やかグッズが揃っています！グループでは夏の作業を爽快にするための爽やかグッズが揃っています！グループでは夏の作業を爽快にするための爽やかグッズが揃っています！

　熱中症とは、室温や気温が高い中での作業や運動により、体内の水分や塩分（ナトリウム）などのバランスが崩れ、体温の
調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体がだるい、ひどいときにはけいれんや意識の異常など、様々な症状をおこす
病気です。
家の中でじっとしていても室温や湿度が高いために、熱中症になる場合がありますので、注意
が必要です。

熱中症とは？

熱中症の分類と対処方法
重症度 症　状 対　処 医療機関への受診

めまい・立ちくらみ・こむら
返り・大量の汗

涼しい場所へ移動・安静
・水分補給

症状が改善すれば受診の必要
なし

頭痛・吐き気・体がだるい・
体に力が入らない・集中力や
判断力の低下

涼しい場所へ移動・体を冷や
す・安静・十分な水分と塩分
の補給

口から飲めない場合や症状の
改善が見られない場合は受診
が必要

意識障害（呼びかけに対し反応
がおかしい・会話がおかしいな
ど）・けいれん・運動障害（普段
通りに歩けないなど）

涼しい場所への移動・安静・
体が熱ければ保冷剤などで冷
やす

ためらうことなく救急車
（１１９）を要請

消防庁のホームページより抜粋

販売価格【1セット】：￥3,900 －（税別）
熱中症対策汗ムレ防止セット58 59

60

62

61

クールスプレー

快適な作業環境を応援します。

酸素O2スプレー
販売価格【1ケース】：￥24,000 －（税別）

販売価格【1ケース】：￥26,400 －（税別）

にオススメ！にオススメ！

薬用NMハンドソープマイルド
販売価格【1ケース】：￥28,000 －（税別）

テピュア ジェルポンプタイプ 260㎖ 販売価格【1ケース】：￥28,800 －（税別）
ハンディータイプ　 25㎖ 販売価格【1ケース】：￥38,400 －（税別）
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熱中症予防対策について

1袋 2g×50本入り

さわやかな
グレープ
フルーツ味

1箱 10袋入り

12リットルボトル

つぶせる
ボトルだから
かさばらない！

「AW・ウォーター　北アルプスの天然水」は、
●熱中症対策として、
●災害時の備蓄水として、
●配管老朽化対策として、
皆様にご利用いただいています。

①ご利用に便利な1回使い切りタイプ
　（1本で1杯分）
②冷水にも溶けやすい顆粒状粉末
③さわやかで飽きのこない
　グレープフルーツ味

（配送エリア）沖縄・離島、海外を除く全国対応
　　　　　　　 （北海道、四国は仕様が変わります。）
（詳しくは担当者までお問い合わせください）
※ご契約後1年未満で途中解約された場合はサーバー撤去手数料として
5,000円（税抜）を申し受けます。

●適度なナトリウムと糖分
のバランスが良いポカリ
スエットは水分と電解質
をスムーズに補給でき、
すばやく吸収されます。

●水に溶かして飲むパ
ウダータイプの経口
補水液
●飲みやすいグレープ
フルーツ味。カロリー
オフ。
●ビタミンＢ１・Ｃ、クエン
酸を配合

AW・ウォーターサーバーAW・ウォーターサーバー① AW・ウォータープラスSAW・ウォータープラスS②

経口補水レスキューパウダー経口補水レスキューパウダー③

職場での熱中症対策に！

失われた体内塩分等を
補給する粉末飲料

高温多湿の
工場内作業の
体調管理に!!

ポカリスエットパウダーポカリスエットパウダー④

●赤穂の天塩を使用
●汗で失う成分に近いミネ
ラルバランスを再現した
パウダー飲料。
●グレープフルーツ味
●水1Rに対して本品1袋
（41g）を溶かしてお召
し上がりいただけます。
●クエン酸 400mg含有

熱中対策水パウダータイプ グレープフルーツ味熱中対策水パウダータイプ グレープフルーツ味⑤

※高血圧症の方でも作業によって汗で失われる塩分補給は重要です。水分補給の際には電解質（塩分）を忘れずに摂りましょう。ただし、『摂り過ぎ』には注意して下さい。

特徴

熱中対策応急キット
販売価格【1セット】：￥4,980 －（税別）

熱中対策応急キットDX
販売価格【1セット】DX：￥9,800 －（税別）

販売価格【1セット】：￥14,000 －（税別）熱中症応急キット

53 54

販売価格【1セット】：￥165,000 －（税別）ポータブル冷凍冷蔵庫

55

販売価格【1セット】：￥20,000 －（税別）高速製氷機57

56

2

ポカリスエットパウダー
販売価格１ℓ用粉末【１ケース】：販売価格１ℓ用粉末【１ケース】：￥13,000￥13,000 － －（税別）（税別）
販売価格10ℓ用粉末【1ケース】：販売価格10ℓ用粉末【1ケース】：￥6,500￥6,500 － －（税別）（税別）
販売価格１ℓ用粉末【１ケース】：￥13,000 －（税別）
販売価格10ℓ用粉末【1ケース】：￥6,500 －（税別）

販売価格【12Lボトル】：販売価格【12Lボトル】：￥1,400￥1,400 － －（税別）（税別）販売価格【12Lボトル】：￥1,400 －（税別） 販売価格【1箱】：販売価格【1箱】：￥10,000￥10,000 － －（税別）（税別）販売価格【1箱】：￥10,000 －（税別）
ウォーターサーバー：￥800/1カ月 －（税別）

サーバーはレンタルとなります※

④
販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥11,400￥11,400 － －（税別）（税別）

熱中対策水パウダータイプ グレープフルーツ味
販売価格【1ケース】：￥11,400 －（税別）

1ケース 100袋入り

500ml用 1ケース 14袋×30箱入り　1ℓ用 1ケース 7袋×30箱入り

1ℓ用 1ケース 100袋入り
10ℓ用 1ケース 10袋入り

⑤

AW・ウォーターサーバー① AW・ウォータープラスS②

販売価格500ml用【１ケース】：販売価格500ml用【１ケース】：￥45,000￥45,000 － －（税別）（税別）
販売価格１ℓ用【１ケース】：販売価格１ℓ用【１ケース】：￥36,000￥36,000 － －（税別）（税別）

販売価格500ml用【１ケース】：￥45,000 －（税別）
販売価格１ℓ用【１ケース】：￥36,000 －（税別）

経口補水レスキューパウダー③

１ 作業環境管理

２ 作業管理

　（１）ＷＢＧＴ値の低減など 
●ＷＢＧＴ値が、ＷＢＧＴ基準値を超える（おそれのある）作業場所（→「高温多湿
作業場所」といいま す。）においては、「熱を遮る遮へい物」、「直射日光・照り返
しを遮ることができる簡易な屋根」、「通風・冷房の設備」の設置などに努めてく
ださい。 
※通風が悪い場所での散水については、散水後の湿度の上昇に注意してくださ
い。 

　（２）休憩場所の整備など 
●高温多湿作業場所の近隣に、冷房を備えた休憩場所・日陰などの涼しい休憩
場所を設けるよう努めてください。
●高温多湿作業場所やその近隣に、氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワーなどの、
身体を適度に冷やすことのできる物品や設備を設けるよう努めてください。 
●水分・塩分の補給を、定期的、かつ容易に行えるよう、高温多湿作業場所に、飲
料水の備え付け などを行うよう努めてください。 

　（１）作業時間の短縮など
●作業の状況などに応じて、「作業の休止時間・休憩時間の確保と、高温多湿作
業場所での連続作業時間の短縮」、「身体作業強度（代謝率レベル）が高い作
業を避けること」、「作業場所の変更」に努めてください。 

　（２）熱への順化
●計画的に、熱への順化期間を設けるよう努めてください。 
※例：作業者が順化していない状態から、7日以上かけて熱へのばく露時間を
次第に長くします。
（ただし、熱へのばく露を中断すると、4日後には順化の喪失が始まり、3～ 4週
間後には完全に失われます。）

　（３）水分・塩分の摂取
●自覚症状の有無に関わらず、作業の前後、作業中の定期的な水・塩分の摂取を
指導してください。摂取を確認する表の作成、作業中の巡視における確認など
により、その摂取の徹底を図ってください。
※作業場所のＷＢＧＴ値がＷＢＧＴ基準値を超える場合、少なくとも、0.1～ 0.2
％の食塩水、または、ナトリウム40～ 80ｍｇ/100ｍｌのスポーツドリンク・経口補
水液などを、20～ 30分ごとに、カップ１～２杯程度摂取することが望ましいとこ
ろです。（ただし、身体作業強度などに応じて、必要な摂取量は異なります。）

　（４）服装など
●熱を吸収する服装、保熱しやすい服装は避け、クールジャケットなどの、透湿性・
通気性の良い服装を着用させてください。
●直射日光下では、通気性の良い帽子（クールヘルメット）などを着用させてくださ
い。

　（５）作業中の巡視
●高温多湿作業場所の作業中は、巡視を頻繁に行い、作業者が定期的な水分・
塩分を摂取しているかどうか、作業者の健康状態に異常はないかを確認してく
ださい。なお、熱中症を疑わせる兆候が表れた場合においては、速やかに、作業
の中断などの必要な措置を講じてください。



やはり、今年の夏も暑い！　熱中症にご用心！

消費者庁許可
個別評価型
病者用食品

経口補水液　ＯＳ-1　500ml経口補水液　ＯＳ-1　500ml
● 過度の発汗による脱水状態に最適！
● 体から奪われた水分・塩分をすばやく補給！

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した経口補水液です。また、体液
（285±5mOsm/L）に比べて260mOsm/Lと低浸透圧（ハイポトニ
ック）であるため、身体へすばやく補給できます。

● 水分・電解質をスムーズ補給。
● 大切な身体のために。
● 発汗時に！発熱時に！
● お子さまでも美味しいグレープフルーツ味。

販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥4,800￥4,800 － －（税別）（税別）販売価格【1ケース】：￥4,800 －（税別）販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥3,600￥3,600 － －（税別）（税別）販売価格【1ケース】：￥3,600 －（税別）

1ケース 24本入り
1ケース
24本入り

⑩スムーズイオン 経口補水液スムーズイオン 経口補水液

※高血圧症の方でも作業によって汗で失われる塩分補給は重要です。水分補給の際には電解質（塩分）を忘れずに摂りましょう。ただし、『摂り過ぎ』には注意して下さい。

⑨

熱中対策水 レモン味　500ml熱中対策水 レモン味　500ml

●赤穂の天塩を使用
●いつでも手軽に、簡単に
熱中症予防ができます。
●汗によって失われる成分
に近いミネラル組成を再
現。
ナトリウム：カリウム：カルシウム＝
33：10：1
（※カルシウムを1とした指数）
●夏バテには嬉しいクエン
酸を1,500mg含有
●カロリーゼロ
（ペットボトル症候群の心配も
 ありません）

販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥3,360￥3,360 － －（税別）（税別）販売価格【1ケース】：￥3,360 －（税別）

1ケース 24本入り

⑥
販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥3,360￥3,360 － －（税別）（税別）

●水分・塩分を美味しく
補給できる熱中対策飲
料。汗に近いイオンバ
ランスで美味しい日向
夏味。さらにビタミ
ン・健康系オルニチン
配合で熱中症対策と疲
労回復をサポート

熱中対策水 日向夏味　500ml熱中対策水 日向夏味　500ml
販売価格【1ケース】：￥3,360 －（税別）

1ケース 24本入り

⑦
販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥3,360￥3,360 － －（税別）（税別）

●赤穂の天塩を使用
●カロリーゼロ
（ペットボトル症候群の心配も
ありません）
●いつでも手軽に、簡単
に熱中症予防ができま
す。
●汗によって失われる成分
に近いミネラル組成を
再現。
ナトリウム：カリウム：カルシウム
＝33：10：1
（※カルシウムを1とした指数）

熱中対策ソーダ 青りんご味　500ml熱中対策ソーダ 青りんご味　500ml
販売価格【1ケース】：￥3,360 －（税別）

1ケース 24本入り

数量限定

⑧

◆平成27年の建設業等における熱中症の死亡災害は、19名（速報値）（内訳は建設業12名、警備業7名）となり、近年の発生状
況と比べてみても非常に高い発生状況となっているそうです。

◆厚生労働省では。建設業に対してWBGT値の活用と低減、休憩場所の整備、水分・塩
分の定期補給、作業時間の短縮、熱への順化、服装、作業中の巡視、健康管理、教育
などのポイントをあげて、資料を公開しています。これらについても建災防（建設業
労働災害防止協会）のホームページ等でご覧いただけますので、企業をあげて取り組
んでください。

参考：WBGT値の目安：•31℃以上＝危険、•28～31℃＝厳重警戒、•25～28℃＝警戒、•25℃未満＝注意

◆ご承知のように熱中症は、適切な処置を怠り手遅れになると、現代の最先端医療でも手の施しようがなく死に至ることもありま
す。
　そこで、建災防では、平成23年から熱中症予防の教育を開催されています。企業、現場をあげての取組みとするために受講さ
れたらいかがでしょうか？（建災防　各支部までお問い合わせください）

出典・参考：建設業労働災害防止協会　ホームページより

スッキリ洗顔シート　激爽快

サラサラデオドラントシート ひえっぺデラックス

49 ひさしくん 50

5251

清涼ファン 風雅ボディー 清涼ファン 風雅ヘッド4847

スムーズイオン 経口補水液⑨ 経口補水液　ＯＳ-1　500ml⑩

米国小児科学会
推奨組成

スムーズイオン
経口補水液

WHO推奨組成
2002

成分

※　　　　　　　　　　本品と合致する値。空欄は非公開。

経口補水液の成分表

40～60

48
（48mmol/L）

75

Na+
（ｍEq/L)

20

19

20

K+
（ｍEq/L)

48

65

Cl-
（ｍEq/L)

2

－

Mg2+
（ｍEq/L)

－

リン
（ｍmol/L)

30

クエン酸
イオン
（ｍEq/L)

2.0～2.25

2.3（1.6）
（89mmol/L）

1.35

炭水化物
（ブドウ糖）
（g/100ml)

「陰イオン添加」「糖質とNaモル比は2：1を越えない」

熱中対策水 レモン味　500ml⑥ 熱中対策水 日向夏味　500ml⑦ 熱中対策ソーダ 青りんご味　500ml⑧

27年
32
12

26年
12
6

25年
30
9

24年
21
11

23年
18
7

22年
47
17

21年
8
5

20年
17
9

19年
18
10

18年
17
14

全産業
建設業

熱中症による死亡災害発生状況
（平成18年～平成27年）　　（人）

出所：建災防発刊　平成27年度版　建設業安全衛生早わかり

販売価格【1ケース：120ヶ入り】：￥18,000 －（税別）

販売価格【1ケース：400ヶ入り】：￥40,000 －（税別） 販売価格【1箱】：￥3,600 －（税別）

販売価格【1個】：￥33,000 －（税別）

販売価格【1個】：￥2,600 －（税別）

販売価格【1個】：￥23,000 －（税別）

3



水分と電解質の補給!汗をかいたら…

※高血圧症の方でも作業によって汗で失われる塩分補給は重要です。水分補給の際には電解質（塩分）を忘れずに摂りましょう。ただし、『摂り過ぎ』には注意して下さい。

⑮
販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥18,900￥18,900 － －（税別）（税別）

そ～かいな味でありながらコクのある美味しい飴。

そ～かいくん飴そ～かいくん飴

ミネラル成分を豊富に含んだ屋我地島の塩を使用し、
辛みだけでなく、甘みや旨味があります。

販売価格【1ケース】：￥18,900 －（税別）

1ケース 10袋入り

1袋260g（約100粒）

種が無い! 食べやすいカリカリ梅。さっぱ
りとした梅本来の美味しさが楽しめます。
梅の丸い形を残したまま、ひとつひとつ
丁寧に種をぬいたカリカリ梅を、梅の美
味しさを活かし、さっぱりとした味に仕
上げました。携帯に便利なチャック付き
小袋です。種を捨てる必要が無いので、
作業中のお供にもオススメです。

国内産 種なし かりかり梅国内産 種なし かりかり梅
販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥14,000￥14,000 －（税別）（税別）販売価格【1ケース】：￥14,000 －（税別）

1ケース 120袋入り
チャック付小袋

1袋50g（約6粒）

⑯

販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥3,900￥3,900 － －（税別）（税別）販売価格【1ケース】：￥3,900 －（税別）

1ケース 300g×30個入り

⑫

●赤穂の天塩を使用
●熱中症対策に適した飲料。
　汗で失う成分に近いミネラルバランスを再現
しているのでしっかりと体を守ってくれます。
●すっきりさわやかなレモン味。カロリーゼロ。
●凍らせて持ち運びができるパウチ飲料。
　レジャーやスポーツのお供に！
●クエン酸 550mg含有
●カロリーゼロ

販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥5,700￥5,700 － －（税別）（税別）
経口補水液OS-1ゼリー ソフトパウチ経口補水液OS-1ゼリー ソフトパウチ

販売価格【1ケース】：￥5,700 －（税別）

1ケース 200g×30袋入り

⑪

●激しい発汗をともなう職場の脱水
対策のために『OS-1』であらかじ
め十分な電解質の補給を！

販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥3,900￥3,900 － －（税別）（税別）
熱中対策水日向夏味 ソフトパウチ熱中対策水日向夏味 ソフトパウチ

販売価格【1ケース】：￥3,900 －（税別）

1ケース 300g×30個入り

⑬

●凍らせて持ち運びOK!
●疲労回復をサポートするクエン酸
を900mg/個配合
●家庭で親しまれている赤穂の天
塩を使用。塩味と相性の良い日向
夏味

販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥3,600￥3,600 － －（税別）（税別）
熱中対策ゼリーライチ味 ソフトパウチ熱中対策ゼリーライチ味 ソフトパウチ

販売価格【1ケース】：￥3,600 －（税別）

1ケース 150g×24個入り

⑭

●空腹を満たすゼリー飲料。凍ら
せるとシャーベットに大変身！
さらに環境省･文部科学省が熱
中症予防として推奨する塩分濃
度で水分と塩分を美味しく補給
できます。
●喉ごし爽やか、後味スッキリ！

汗をかくと、水分と同時に「電解質」が失われます。水分だけを補給すると体内の電解質濃度が下がり、
自発的脱水をおこす危険があるため、水分とあわせて電解質を摂ることがとても重要です。

電解質って何？
人間の体内にはナトリウム、カリウム、マグネシウムといって電解質が含まれています。
その電解質の濃度によって細胞の浸透圧の調節や、筋肉収縮、神経の伝達などの生命活動
を支えています。電解質は、人が生きるために欠かせない重要な物質です。

汗をかいて電解質が不足すると？
体内の電解質（塩分）濃度が下がると、筋肉の収縮を引き起こし、手足のけいれんや筋肉痛、
こむら返りなどが起こります。

数量限定

数量限定 数量限定

4

そ～かいくん飴⑮ ⑯ 国内産 種なし かりかり梅

熱中対策水レモン味ソフトパウチ熱中対策水レモン味ソフトパウチ-S熱中対策水レモン味ソフトパウチ-S⑫経口補水液OS-1ゼリー ソフトパウチ⑪

熱中対策水日向夏味 ソフトパウチ⑬ 熱中対策ゼリーライチ味 ソフトパウチ⑭

取扱終了取扱終了取扱終了



水だけを飲むとさらに脱水を起こす!?

● 屋外での保管、持ち運びが多い作業に。

● あらゆる職場の塩分・電解質補給に。

●炉前作業等、大量に汗をかく酷暑作業に。
●経口補水理論に基づいた電解質組成の水分補
給サポートキャンディーです。
●ただの塩味ではない、しっかりとした「電解
質補給」を目指しています。

● 幅広い年齢の職場、女性の多い職場に。

販売価格【1袋】：販売価格【1袋】：￥2,000￥2,000 － －（税別）（税別）
塩熱サプリ塩熱サプリ

1袋 120粒入り

1袋 約200粒入り

販売価格【1袋】：￥2,000 －（税別）

販売価格【1袋1kg入り】：販売価格【1袋1kg入り】：￥2,100￥2,100 － －（税別）（税別）販売価格【1袋1kg入り】：￥2,100 －（税別）

栄養機能食品

栄養機能食品

168g

680g

さっぱりレモン味

販売価格【1袋】：販売価格【1袋】：￥1,600￥1,600 － －（税別）（税別）
栄養機能食品塩熱グミ塩熱グミ

1袋 430g入り

販売価格【1袋】：￥1,600 －（税別）

約80粒入

経口補水 塩熱飴経口補水 塩熱飴

※高血圧症の方でも作業によって汗で失われる塩分補給は重要です。水分補給の際には電解質（塩分）を忘れずに摂りましょう。ただし、『摂り過ぎ』には注意して下さい。

⑱

●噛んでも舐めてもすばやく摂れるさわや
かなくちどけ。
●レモンジンジャー
　青りんごジンジャー
　グレープジンジャー
　一袋に3種類のくちどけが入っています。

塩熱サプリ くちどけ塩熱サプリ くちどけ
販売価格【1袋】：販売価格【1袋】：￥3,000￥3,000 －（税別）（税別）販売価格【1袋】：￥3,000 －（税別）

⑳

⑰

㉑

⑲

汗をかいた身体に、すばやく電解質補給。
定番レモン味。

塩 熱 飴塩 熱 飴

1粒あたり電解質である塩化ナトリウム（食
塩）や塩化カリウムなどを約0.3g配合、さら
に水分と電解質の吸収を高めるためにグルコー
ス（ブドウ糖）とクエン酸、糖質からのエネル
ギー産生などに必要なビタミンB1、抗酸化作
用をもつビタミンCなどを配合しています。

販売価格【1kg入り】販売価格【1kg入り】：￥2,000￥2,000 －（税別）（税別）販売価格【1kg入り】：￥2,000 －（税別）

1kg入
約185粒入

1kg入
約185粒入

㉒ アミノプラス 塩熱飴アミノプラス 塩熱飴

●筋肉を酷使するハードワークの作業に。
●水分補給サポートキャンディ
　塩熱飴アミノプラス１粒＋お水100ｃｃ

販売価格【1kg入り】：販売価格【1kg入り】：￥2,000￥2,000 － －（税別）（税別）販売価格【1kg入り】：￥2,000 －（税別）

1kg入
約195粒入

レモン味増強

大量に汗をかいて電解質が失われた時、水だけを飲むと、血液の電解質濃度が薄ま
ります。
すると、電解質濃度を下げないために水を飲む気持ちがなくなり、同時に体液の塩
分濃度を戻そうとして余分な水分を尿として排泄します。これが「自発的脱水」です。
この状態になると汗をかく前の体液の量を回復できなくなり、運動能力が低下し、
体温が上昇して、熱中症の原因となります。

作業中の定期的な水分および塩分の摂取について
身体作業強度等に応じて必要な摂取量等は異なるが、作業場所のWBGT値がWBGT
基準値を超える場合には、少なくとも、0.1～0.2%の食塩水、ナトリウム40～
80mg／ 100㎖のスポーツドリンク又は経口補水液等を、20～30分ごとにカッ
プ1～2杯程度摂取することが望ましいこと。
厚生労働省通達「平成27年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について」
（平成27年5月14日基安発0514第1号）より抜粋

販売価格【1着】：￥12,000 －（税別） 風のみち クール保冷材入り
追加保冷材クールゼクス 販売価格【1着】：￥5,800 －（税別）

販売価格【3個】：   ￥900 －（税別）

特　

長

37 38

3Ｍ コンフォート グリップグローブ
販売価格【1セット】：￥4,500 －（税別）

41 ドライアイスベスト42

ピターッとアイスボディなら
首、脇の下を効果的に
しかも同時に冷却出来ます！

ピターッとアイスボディ39 アイスバックⅡ40

塩熱サプリ⑱

塩熱サプリ くちどけ⑳

⑰ 塩熱グミ

経口補水 塩熱飴㉑

塩分電解質 機
能
成
分（
ビ
タ
ミ
ン
増
強
）

摂取スピード暑さで
溶けにくい

食
べ
や
す
さ

塩分電解質

機
能
成
分

摂取スピード暑さで
溶けにくい

食
べ
や
す
さ

塩分電解質

機
能
成
分

摂取スピード
暑さで
溶けにくい

食
べ
や
す
さ

塩分電解質 機
能
成
分（
ク
エ
ン
酸
増
強
）

摂取スピード暑さで
溶けにくい

食
べ
や
す
さ

塩 熱 飴⑲

塩分電解質

機
能
成
分

摂取スピード暑さで
溶けにくい

食
べ
や
す
さ

バランスの良い
スタンダードタイプ
バランスの良い
スタンダードタイプ
バランスの良い
スタンダードタイプ

アミノプラス 塩熱飴㉒

塩分電解質 機
能
成
分（
ア
ミ
ノ
酸
）

摂取スピード暑さで
溶けにくい

食
べ
や
す
さ

販売価格 レギュラー【1着】：￥18,000 －（税別）
販売価格 オール難燃性【1着】：￥28,000 －（税別）

販売価格【1個】：￥4,500 －（税別）
取替保冷剤 販売価格【1セット（3本入り）】：￥1,650 －（税別）

販売価格【1着】：￥2,980 －（税別）
取替え用保冷剤 販売価格【1セット】：￥1,050 －（税別）
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●赤穂の天塩を使用。
●にがりを含んだ天塩の塩味とレモン
風味の組合せで、すっきりとした味わ
いです。
●汗によって失われる成分に近いミネラ
ルバランスです。塩分補給にどうぞ。

●岩塩を原料とした食塩を使用。暑
い夏でも後味がすっきりするレモ
ン味。
●2粒あたりナトリウム65mg、カ
リウム20mgを配合しています。
●水とともにお召し上がりいただく
と、効率的に水分と電解質の両方
を補給できます。

●沖縄の塩「シママース」1粒に250mg
　　　　　　　　＋
　　「クエン酸」1粒に120mg
●梅・レモン・ブルーベリー・
　グレープフルーツ

※高血圧症の方でも作業によって汗で失われる塩分補給は重要です。水分補給の際には電解質（塩分）を忘れずに摂りましょう。ただし、『摂り過ぎ』には注意して下さい。

天塩の塩あめ レモン味天塩の塩あめ レモン味
販売価格【1kg入り】：販売価格【1kg入り】：￥2,000￥2,000 －（税別）（税別）販売価格【1kg入り】：￥2,000 －（税別）

レモン味
1kg入り

㉕

●3種の味を楽しめるアソートタイプ
（レモン味・パイン味・カシス味）
●タブレットを噛むと素早く溶けるの
でスキマ時間にサッと食べられま
す。

灼熱対策 塩タブレットミックス灼熱対策 塩タブレットミックス
販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥24,000￥24,000 － －（税別）（税別）販売価格【1ケース】：￥24,000 －（税別）

㉗

販売価格【1kg入り】：販売価格【1kg入り】：￥2,000￥2,000 － －（税別）（税別）

●3種の味で飽きずに熱中症対策。
　サイダー味・ライチ味・トマト味
●にがりを含んだ「赤穗の天塩」使用し、
まろやかな味わい

天塩の塩あめ ミックス天塩の塩あめ ミックス
販売価格【1kg入り】：￥2,000 －（税別）

1kg入り

㉖

㉘

㉔

約200粒入
4味ミックス

1袋300g
（約200粒）

塩分・ミネラル補給

猛暑de塩飴猛暑de塩飴
販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥2,000￥2,000 － －（税別）（税別）販売価格【1ケース】：￥2,000 －（税別）

販売価格【1袋】：販売価格【1袋】：￥3,200￥3,200 － －（税別）（税別）販売価格【1袋】：￥3,200 －（税別）
塩レモン（タブレット）塩レモン（タブレット）

ソルトサプリ　梅味ソルトサプリ　梅味

●赤穂の天塩を使用しています。
●適度な塩分を含み、汗で失った塩分を
補う、熱中症対策商品。

●粒状だからいつでも手
軽に食べられます。
●どこでも気軽に携帯し
やすい（屋外・街中・作
業場でも）
●誰でも食べやすい、さ
わやかな味（塩味は隠
し味程度です）

1ケース 72個入り

販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥12,960￥12,960 － －（税別）（税別）販売価格【1ケース】：￥12,960 －（税別）
㉙

●幅73×奥33×高11mm（1箱 … 7g入り）

クールダウングミ　ネッツビークールダウングミ　ネッツビー

1瓶 45粒入り

1ケース 500g（約220粒入り）×12袋入り

●携帯タブレットで簡単に持ち
運び可能。
●讃岐の海水100％。安心の
国産海水塩です。じっくり結
晶化した4mm以上の丸い大
粒で扱いやすく飲みやすい形
状です

ポケットソルトポケットソルト
販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥9,600￥9,600 － －（税別）（税別）販売価格【1ケース】：￥9,600 －（税別）

㉚

１ケース 96個入り

１箱…12g入り

1kg入り

約250粒入り 約250粒入り

台湾スイーツで熱中症対策！
日本国産

＋

仙草
台湾では暑気あたり防止デザート
として古くから食べられています。

はちみつレモン
おいしく栄養補給

㉓ アイスメットフラップ
販売価格【10コ入り】：￥15,000 －（税別）販売価格【10コ入り】：￥22,000 －（税別）

販売価格【1個】：￥1,200 －（税別）そ～かいくん 販売価格：￥1,200 －（税別）そ～かいくんⅡ

㉛ 32

33 34

販売価格：￥1,200 －（税別）冷やっくんⅡ 販売価格【1個】：￥2,200 －（税別）coolbit35 36

数量限定
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天塩の塩あめ レモン味㉕

灼熱対策 塩タブレットミックス㉗

ポケットソルト㉚

天塩の塩あめ ミックス㉖

猛暑de塩飴㉘

塩レモン（タブレット）㉔

㉙ ソルトサプリ　梅味

クールダウングミ　ネッツビー㉓
販売価格【1瓶】：販売価格【1瓶】：￥2,200￥2,200 － －（税別）（税別）

販売価格【1kg入り袋】：販売価格【1kg入り袋】：￥8,000￥8,000 － －（税別）（税別）
販売価格【1瓶】：￥2,200 －（税別）

販売価格【1kg入り袋】：￥8,000 －（税別）

アイスメットライトⅡ



天塩の塩あめ レモン味
販売価格【1kg入り】：￥2,000 －（税別）

㉕

灼熱対策 塩タブレットミックス
販売価格【1ケース】：￥24,000 －（税別）

㉗

販売価格【1kg入り】：￥2,000 －（税別）
天塩の塩あめ ミックス㉖

㉘

㉔

猛暑de塩飴
販売価格【1ケース】：￥2,000 －（税別）

販売価格【1袋】：￥3,200 －（税別）
塩レモン（タブレット）

ソルトサプリ　梅味
販売価格【1ケース】：￥12,960 －（税別）

㉙

クールダウングミ　ネッツビー

ポケットソルト
販売価格【1ケース】：￥9,600 －（税別）

㉚

㉓ アイスメットフラップアイスメットフラップ
販売価格【10コ入り】：販売価格【10コ入り】：￥15,000￥15,000 － －（税別）（税別）販売価格【10コ入り】：販売価格【10コ入り】：￥22,000￥22,000 － －（税別）（税別） 販売価格【10コ入り】：￥15,000 －（税別）販売価格【10コ入り】：￥22,000 －（税別）

販売価格【1個】：販売価格【1個】：￥1,200￥1,200 － －（税別）（税別）販売価格【1個】：￥1,200 －（税別）

水分が蒸発する際に周囲の熱を奪
っていく『気化熱の作用』により、
首から頭部にかけての熱を取り除
いていきます。
ドット柄が薄くなってきたら吸水
サイン。
再度、水に浸すことにより、繰り返
し使用が可能です。

クール
ネック そ～かいくんそ～かいくん

熱を奪う！夏を乗り切る！
水に浸すとドット柄（水玉）が浮かび上がる不思議な繊維！

■ 特徴

外張り断熱になってますます
快適性が向上！
水に2分浸すだけ！

お仕事前に、水に浸す
だけで使用できます

販売価格：販売価格：￥1,200￥1,200 － －（税別）（税別）販売価格：￥1,200 －（税別）

＜特許出願中＞

グレー ブルー

冷却部がワイドに、
そして中の冷却部も
面積が広がり、首元
までいっそう涼しく
作業が出来るように
なりました。
紫外線を60％もカッ
トする新素材を採用
し、強い日差しでも
安心です。

そ～かいくんそ～かいくんⅡ

㉛ 32

33 34

頭部と額をひんやり・クールに！
汗取り用として通年使用もできます。

※写真のヘルメットは中が見やすい
　ように画像処理してあります

頭部周辺を、覆うように特殊吸
水体の面積が広くなりました。

販売価格：販売価格：￥1,200￥1,200 － －（税別）（税別）販売価格：￥1,200 －（税別）

特殊吸収体を2分間水に浸し、ヘルメットの中に入れ、すっぽりとかぶ
るだけで頭部をひんやりさせます。
サイズはフリーサイズで、どなたにもピッタリとフィットします。

冷やっくん冷やっくんⅡ 販売価格【1個】：販売価格【1個】：￥2,200￥2,200 － －（税別）（税別）販売価格【1個】：￥2,200 －（税別）

約１分間、ヘッドカバー
部分を水に浸します。

①

水がたれない程度に
軽くしぼって帽子に
取り付けてかぶります。

②

日に当たると気化熱作用
により涼しさ最高！
冷涼感が低下して場合は
再び水に浸して下さい。

③

1. 強い日差し！
2. ヘッドカバーの部分から徐々に水分が蒸発、気化！
3. 内側から熱を奪い運動神経を司る後頭部をクールダウン！

coolbitcoolbit

COOL!冷水なら
さらに
涼しさUP!

ヘッドカバー部を帽子から取り外し
水に浸け絞るだけでUVカット、クーリング効果抜群！

35 36

7

販売価格【1瓶】：￥2,200 －（税別）
販売価格【1kg入り袋】：￥8,000 －（税別）

アイスメットライトアイスメットライトⅡアイスメットライトⅡ㉛ アイスメットフラップ32

そ～かいくん33 そ～かいくんⅡ34

保冷材入れポケット付

ヘルメットに取り付けるだけで作業効率も大幅アップ！

凍らせた保冷剤を使えばより涼しく快適に
一度の保水で冷涼効果は約1時間
水に浸し直すだけで効果は復活
汗をかいても素早く吸収＆放出
頭頂部がメッシュでムレません

炎天下の猛暑対策に！

冷やっくんⅡ35 coolbit36



冷却材材 抗菌菌 防臭

販売価格【1袋】：￥2,000 －（税別）
塩熱サプリ

販売価格【1袋1kg入り】：￥2,100 －（税別）

販売価格【1袋】：￥1,600 －（税別）
塩熱グミ

経口補水 塩熱飴

⑱

塩熱サプリ くちどけ
販売価格【1袋】：￥3,000 －（税別）

⑳

⑰

㉑

⑲ 塩 熱 飴 販売価格【1kg入り】：￥2,000 －（税別）

㉒ アミノプラス 塩熱飴
販売価格【1kg入り】：￥2,000 －（税別）

販売価格【1着】：販売価格【1着】：￥12,000￥12,000 － －（税別）（税別）

アンダーベスト

風のみち風のみち クール保冷材入りクール保冷材入り
追加保冷材追加保冷材
クール保冷材入り
追加保冷材

保冷材を背中側に入れて使用しま
す。通気性の高いベストと保冷材の
ダブル効果で熱中症を予防します。
保冷材は特殊構造により、凍ってい
るのに屈曲し体にフィットします。
保冷材は繰り返し使用できます。

注水ベスト

クールゼクスクールゼクス 販売価格【1着】：販売価格【1着】：￥5,800￥5,800 － －（税別）（税別）
販売価格【3個】販売価格【3個】：   ：   ￥900￥900 － －（税別）（税別）
販売価格【1着】：￥5,800 －（税別）

販売価格【1着】：￥12,000 －（税別） 販売価格【3個】：   ￥900 －（税別）

防水透湿布を使った独自の気化熱冷却方
式。従来の吸水材が肌に直接つくようなベト
ツキ感がなく、温度差１０度で３～５時間の
冷却効果を持続します。

「ベスト」に水を500ｍｌ注水！
冷水を注水してさらに涼しさＵＰ！

快適さを追求した機能デザイン

特殊な織物形状と弾性を持った素材で
夏場の蒸し暑い作業現場に
快適な環境を提供します！

肌着(Tシャツ)

上着(作業着)

アンダーベスト

● 重量わずか165g。
　 作業の邪魔にならず軽快な装着感。
● 吸汗速乾仕上げでベタ付き解消。
● 作業による身体の動きが風を呼び込み、
 　作業着内に風を循環。
● 短時間で洗濯乾燥が出来、休憩時間後
 　すぐに再装着が可能。
● 繰り返し水洗いが出来、衛生的。
● フリーサイズで身体にジャストフィット。
● クッション性能があり、身体へのダメージ保護にも。

ベスト全体をこの織物で覆い、肌
着（Tシャツ）と作業着の間に着
用することで、身体全体に風が通
るみちを作ることができます。

特　

長

特　

長

特　

長

37 38

快適作業グローブ新登場!
手にフィットするのにム
レにくい!
手袋したまま細かい作業
ができる!
洗って繰り返し使える!
サイズ：S・M・L
カラー：ブルー
　　　　イエロー
　　　　グリーン
　　　　オレンジ

3Ｍ コンフォート グリップグローブ3Ｍ コンフォート グリップグローブ
販売価格【1セット】：販売価格【1セット】：￥4,500￥4,500 －（税別）（税別）販売価格【1セット】：￥4,500 －（税別）

10双セット

41

ドライアイスを冷媒とするので、蓄冷剤のように
凍らせる手間をとりません。

オール難燃性は高炉・電炉、溶接等
酷暑環境に限ります。

サイズ・色
組合せ自由

ドライアイスベストドライアイスベスト

製鉄所製鉄所 鉄工所鉄工所

各種プラント工場内各種プラント工場内

工事現場等工事現場等

42

サイズ
L・LL

ピターッとアイスボディならピターッとアイスボディなら
首、脇の下を効果的に首、脇の下を効果的に
しかも同時に冷却出来ます！しかも同時に冷却出来ます！

ピターッとアイスボディなら
首、脇の下を効果的に
しかも同時に冷却出来ます！

ピターッとアイスボディピターッとアイスボディ39

気化熱効果＋速乾効果＋保冷剤の
相乗効果で背中を冷やす！

アイスバックⅡアイスバックⅡ40

保冷剤
1ヶ付属

・背中に速乾素材クールマック
スを使用しさらさら快適なつ
け心地です。
・背中のポケットに専用保冷剤
が縦に入り、効率よく冷やし
ます。
・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。

・使い捨てカイロを入れれば
　冬でも大活躍！

バランスの良い
スタンダードタイプ

クールゼクス37 風のみち38

3Ｍ コンフォート グリップグローブ41
販売価格 レギュラー【1着】：販売価格 レギュラー【1着】：￥18,000￥18,000 － －（税別）（税別）

販売価格 オール難燃性【1着】：販売価格 オール難燃性【1着】：￥28,000￥28,000 － －（税別）（税別）
販売価格 レギュラー【1着】：￥18,000 －（税別）

販売価格 オール難燃性【1着】：￥28,000 －（税別）

ドライアイスベスト42

販売価格【1個】：販売価格【1個】：￥4,500￥4,500 － －（税別）（税別）
取替保冷剤 販売価格【1セット（3本入り）】：取替保冷剤 販売価格【1セット（3本入り）】：￥1,650￥1,650 － －（税別）（税別）

販売価格【1個】：￥4,500 －（税別）
取替保冷剤 販売価格【1セット（3本入り）】：￥1,650 －（税別）

ピターッとアイスボディ39
販売価格【1着】：販売価格【1着】：￥2,980￥2,980 － －（税別）（税別）販売価格【1着】：￥2,980 －（税別）

取替え用保冷剤 販売価格【1セット】：取替え用保冷剤 販売価格【1セット】：￥1,050￥1,050 － －（税別）（税別）取替え用保冷剤 販売価格【1セット】：￥1,050 －（税別）

アイスバックⅡ40
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⑮
販売価格【1ケース】：￥18,900 －（税別）

そ～かいくん飴 国内産 種なし かりかり梅
販売価格【1ケース】：￥14,000 －（税別）

⑯

販売価格【1ケース】：￥3,900 －（税別）
⑫

販売価格【1ケース】：￥5,700 －（税別）
経口補水液OS-1ゼリー ソフトパウチ⑪

販売価格【1ケース】：￥3,900 －（税別）
熱中対策水日向夏味 ソフトパウチ⑬

販売価格【1ケース】：￥3,600 －（税別）
熱中対策ゼリーライチ味 ソフトパウチ⑭

クールベスト風風クールベスト風風
販売価格 予備バッテリー【2本入り】：販売価格 予備バッテリー【2本入り】：￥3,600￥3,600 －（税別）（税別）販売価格 予備バッテリー【2本入り】：￥3,600 －（税別）

販売価格 予備バッテリー【2本入り】：販売価格 予備バッテリー【2本入り】：￥3,600￥3,600 －（税別）（税別）販売価格 予備バッテリー【2本入り】：￥3,600 －（税別）

販売価格【1セット】：販売価格【1セット】：￥16,000￥16,000 －（税別）（税別）販売価格【1セット】：￥16,000 －（税別）43

46オアシスウェア Ｍ～ＸＬ寸オアシスウェア Ｍ～ＸＬ寸 ライトメッシュベスト（蛍光イエロー）（蛍光オレンジ）ライトメッシュベスト（蛍光イエロー）（蛍光オレンジ）45

クールベストに取り付けられた2個の送風機と、それに接続された導風パイプ、それに開けられた片側6
カ所（合計12カ所）の噴出口を通じて、人体の首又は顔方面、胸や背中に広い範囲で風を送るシステム
です。体温の上昇を防ぐ目的で開発された暑さ対策商品です。
動作スイッチが胸元にあるため、ON、OFF操作が簡単にできます。充電式のバッテリーを用いるため
大変経済的です。

●柔軟性と通気性がとても良いパンチングメッシュを採用しました。
●ISO20471適合の高輝度反射クロスに穴加工を施し、反射材の熱を放
出します。
●蛍光色メッシュにより昼夜の視認性が高い。

体にしっかりと固定できるので、ファ
ンや部品が落下する危険がありま
せん。また重さも気になりません。

ファンの風をパイプを用いて首元
や背中、胸元の広い範囲にダイレク
トに送ることで熱中症になるリスク
を軽減します。

従来のファンを用いた対策製品は専用のジャケットを使
う必要がありましたが、現場指定や会社指定の作業着
の下に簡単に装着することができます。

セーフティベスト風セーフティベスト風 販売価格【1セット】：販売価格【1セット】：￥28,000￥28,000 －（税別）（税別）販売価格【1セット】：￥28,000 －（税別）44

クールベスト風風の機能はそのままに安全チョッキ（反射材付き）が登場！
屋外作業時に是非活用ください。
カラー：蛍光イエロー・蛍光オレンジ

9

熱中対策水レモン味ソフトパウチ-S クールベスト風風43

46
販売価格【1着】：販売価格【1着】：￥25,000￥25,000 － －（税別）（税別）販売価格【1着】：￥25,000 －（税別）

オアシスウェア Ｍ～ＸＬ寸
販売価格【1着】：販売価格【1着】：￥5,500￥5,500 － －（税別）（税別）販売価格【1着】：￥5,500 －（税別）

ライトメッシュベスト（蛍光イエロー）（蛍光オレンジ）45

クールベスト「風風」はご使用になる作業服の上や、作業服の中にも着用できます。

セーフティベスト風44

通気性が良い涼しいベストです

（クールメッシュ）

（蛍光イエロー）

（蛍光オレンジ）

商品質量
電圧
風量
騒音
使用寿命
防水・防塵
容量
質量
フル充電
充電回数
連続使用時間

送
風
機

バ
ッ
テ
リ

●仕様

●セット内容

●商品特長

約700g
5V
12.6CFM
37±2dBA
約65,000時間（※）
iP55
3000ｍAh
約75g
約4時間
約500回
約3時間

※1　温度25±5℃、湿度65±5%の環境下において

※2　予備のバッテリ（別売り）を購入
　　　していただき、午前と午後で取り
　　　替えて頂くことを推奨いたします。

本体
専用バッテリ※2
充電器
充電用コード
取扱い説明書

一式
2本
1個
2本
1冊

商品質量
電圧
風量
騒音
使用寿命
防水・防塵
容量
質量
フル充電
充電回数
連続使用時間

送
風
機

バ
ッ
テ
リ

●仕様

●セット内容

●商品特長

約700g
5V
12.6CFM
37±2dBA
約65,000時間（※）
iP55
3000ｍAh
約75g
約4時間
約500回
約3時間

※1　温度25±5℃、湿度65±5%の環境下において

※2　予備のバッテリ（別売り）を購入
　　　していただき、午前と午後で取り
　　　替えて頂くことを推奨いたします。

本体
専用バッテリ※2
充電器
充電用コード
取扱い説明書

一式
2本
1個
2本
1冊

●リチウムイオンバッテリー
電圧・電池容量
目安電池使用
時間
風量
充電器
充電時間

7.2V　4400mah
約6時間（7.2V） 10時間（6V）
15時間（4.5V） 24時間以上（3V）
弱3V、中4.5V、中強6V、強7.2Vの4段階
AC100V-240V  50/60Hz・出力8.4V  1.2A
約6～8時間

●サイズ表（cm）
サイズ
M
L
LL
XL

着丈
約64
約66
約68
約70

肩幅
約50
約52
約54
約56

袖丈
約54
約56
約58
約60

胸囲
約116
約120
約124
約132

裾廻
約77
約82
約87
約92

裾廻最大
約108
約113
約118
約123



経口補水液　ＯＳ-1　500ml
販売価格【1ケース】：￥4,800 －（税別）販売価格【1ケース】：￥3,600 －（税別）

⑩スムーズイオン 経口補水液⑨

熱中対策水 レモン味　500ml
販売価格【1ケース】：￥3,360 －（税別）
⑥

販売価格【1ケース】：￥3,360 －（税別）
熱中対策水 日向夏味　500ml⑦

販売価格【1ケース】：￥3,360 －（税別）
熱中対策ソーダ 青りんご味　500ml⑧

ワンタッチで急速氷点下　瞬間冷却パック
従来の叩けば冷える瞬間冷却剤の
約3倍の持続時間

激爽快！COOL!
洗顔シート20枚入り

ヘルメット装着用ルーバーハット

スッキリ洗顔シート　激爽快スッキリ洗顔シート　激爽快

サラサラデオドラントシートサラサラデオドラントシート ひえっぺデラックスひえっぺデラックス

49 ひさしくんひさしくん 50

・保冷時間は使用状態や周囲の温度により異なります。
・使用開始から10度に上昇するまでは室温30度で約100分間
持続します。

・激爽快！シャキッと爽快！
　すっきり洗顔シート
　（シートサイズ150×200mm）
・汗のべたつき、テカリをしっかり
　取り除き、さっぱり清潔に！
・パウダーインでさらさら素肌に
　保ちます！

・かんたん装着
　ヘルメットに被せるだけ
・外断熱効果
外断熱効果を発揮し頭部の
温度上昇を約5℃抑えます。
・雨の日にも
　雨しずくが襟もとに落ちません。
・折りたたみ自由自在
　しわになりません。
・カラーバリエーション
イエロー・グリーン・ブルー・
レッド・ホワイト

さらさらデオドラントシート

・汗をかいた顔や首筋の汚れをさっぱりと落とす、メンソール配合のク
ールなデオドラントシートです。（シートサイズ145×200mm）
・ポケットに入れておきやすいコンパクトサイズ（80×140×10mm） 1箱 12個入り

8枚入り

5251

¡サイズ ： 640×580×140㎜（L×W×H）　厚み5㎜　約100g
¡適応ヘルメット周長 ： 660㎜～740㎜
¡素材 ： 発泡ポリエチレン15倍発泡

清涼ファン 風雅ボディー清涼ファン 風雅ボディー 清涼ファン 風雅ヘッド清涼ファン 風雅ヘッド4847

●動いても外れにくい取り付けアタッチメント付。
●脇腹部など、腰ベルトの好きな位置に装着可能。
●強力ファンで汗をすばやく蒸発させて気化熱を促進。
●中風、強風と、衣服内のこもった熱気を一気に吹き飛ばすターボモード。
●中風で8.5時間、強風でも6.3時間と長時間使用可能。

●強力なファンがさわやかな外気を取り込みヘルメット内の暑い空気を吹
き飛ばす。
●首筋にも吹き出し口があり清涼感アップ。
●強風で8.5時間も持続するスタミナバッテリー。

販売価格【1ケース：120ヶ入り】：販売価格【1ケース：120ヶ入り】：￥18,000￥18,000 － －（税別）（税別）販売価格【1ケース：120ヶ入り】：￥18,000 －（税別）

販売価格【1ケース：400ヶ入り】：販売価格【1ケース：400ヶ入り】：￥40,000￥40,000 － －（税別）（税別）販売価格【1ケース：400ヶ入り】：￥40,000 －（税別） 販売価格【1箱】：販売価格【1箱】：￥3,600￥3,600 － －（税別）（税別）販売価格【1箱】：￥3,600 －（税別）

スッキリ洗顔シート　激爽快49 ひさしくん

サラサラデオドラントシート

50

ひえっぺデラックス5251

販売価格【1個】：販売価格【1個】：￥33,000￥33,000 － －（税別）（税別）販売価格【1個】：￥33,000 －（税別）

販売価格【1個】：販売価格【1個】：￥2,600￥2,600 － －（税別）（税別）販売価格【1個】：￥2,600 －（税別）

清涼ファン 風雅ボディー
販売価格【1個】：販売価格【1個】：￥23,000￥23,000 － －（税別）（税別）販売価格【1個】：￥23,000 －（税別）

清涼ファン 風雅ヘッド4847

背面ファンから強力送風分離型ファンで作業服を選ばない ヘルメット内のこもった熱を吹き飛ばす清涼ファン

送風イメージ 送風イメージ

10



●冷蔵10℃～冷凍－18℃まで、1℃きざみで温度設定が可能。
●DC12V・24V（車載用）またはAC100V（室内用）電源のある
ところならどんな場所でも使用可能。
●大容量128ℓ。サビや腐食に強いステンレスボディ。

AW・ウォーターサーバー① AW・ウォータープラスS②

経口補水レスキューパウダー③

ポカリスエットパウダー④ 熱中対策水パウダータイプ グレープフルーツ味⑤

¡収納バッグ（ショルダータイプ） ： 1個　¡飲料水125p（賞味期限5年） ： 
4袋　¡食塩（深層水塩10g・賞味期限3年） ： 1袋

¡叩けば冷える瞬間冷却剤（保存期間3年） ： 4袋　¡液晶体温計　ミニチ
ェック ： 2個　¡圧縮タオル ： 2枚　¡扇子 ： 1個

¡働く人の熱中症予防「暑さから身を守ろう」：1冊（中央労働災害防止協会）

〔セット内容〕

〔セット内容〕

〔セット内容〕

熱中対策応急キット熱中対策応急キット
販売価格【1セット】：販売価格【1セット】：￥4,980￥4,980 － －（税別）（税別）販売価格【1セット】：￥4,980 －（税別）

熱中対策応急キットDX熱中対策応急キットDX
販売価格【1セット】DX：販売価格【1セット】DX：￥9,800￥9,800 － －（税別）（税別）販売価格【1セット】DX：￥9,800 －（税別）

販売価格【1セット】：販売価格【1セット】：￥14,000￥14,000 － －（税別）（税別）熱中症応急キット熱中症応急キット 販売価格【1セット】：￥14,000 －（税別）
★順天堂大学スポーツ医学研究室監修 取扱い説明DVD付

大容量ながら車載もできる冷凍冷蔵庫
業務用ポータブル冷凍冷蔵庫128ℓ

53 54

販売価格【1セット】：販売価格【1セット】：￥165,000￥165,000 － －（税別）（税別）ポータブル冷凍冷蔵庫ポータブル冷凍冷蔵庫 販売価格【1セット】：￥165,000 －（税別）

55

熱中対策用に事務所・現場での応急常備用としてご活用ください。 応急処置等をイラスト入でわかりやすく解説した小冊子付。

¡保冷バッグ（フィールドチャン
プ） ： 1個

¡安心保存水500p（賞味期
限5年） ： 2本

¡経口捕水液 OS-1　500p
　（賞味期限9ヶ月） ： 2本
¡瞬間冷却パック ひえっぺDX
　（連続使用時間約100分・保
存期間3年） ： 5袋

¡食塩（深層水塩10g・賞味期
限3年） ： 5袋

¡体温計　オムロンけんおんくん ： 1個
¡液晶体温計　ミニチェック ： 2個　¡瞬間冷却スプレー　500p ： 1本
¡圧縮タオル ： 3枚　¡扇子 ： 1個
¡働く人の熱中症予防　「暑さから身を守ろう」 ： 
　1冊　（中央労働災害防止協会）

¡専用バッグ＋貯水バッグ
¡専用瞬間冷却剤×8個　（うち予備2個）
¡冷却剤装着用ベルト×4本
¡チタン三角巾×1枚
¡頸動脈ポケット

¡送風用うちわ（バッグ底板）×2枚
¡熱中症小冊子×１冊
¡応急マニュアルポスター（携行分）×1枚
¡掲示用ポスター×1枚
¡管理カード（両面マグネット式）×1枚

¡本体寸法：W840×H705×D500mm
¡重量：約31kg　¡電源：単相100V、DC12V、DC24V
¡消費電力：75W　¡庫内容量：128ℓ
¡設定可能温度：10～－18℃　¡使用環境温度：10～43℃

●短時間でほしい時にすぐに氷が作れる。
●水を入れてボタンを押すだけの、簡単操作。
●用途に合わせて、大小2種類の氷が作れる。

水を入れてボタンを押すだけ
約6～13分ですぐに氷ができる！

販売価格【1セット】：販売価格【1セット】：￥20,000￥20,000 － －（税別）（税別）高速製氷機高速製氷機 販売価格【1セット】：￥20,000 －（税別）57

56

¡本体寸法：W245×H325×D365mm
¡重量：約8.8kg　¡電源：AC100V  50/60Hz
¡消費電力：110W　¡貯水タンク容量：約2.2ℓ
¡氷保管量：約800g　¡材質：ABS、PP他

出し入れがしやすく、
冷気が逃げにくい
上開きタイプ

車両のシガーソケットに
接続すれば車載可能

穴あき型氷のサイズ：
大／約20φ×25mm
小／約25φ×30mm

11

販売価格１ℓ用粉末【１ケース】：￥13,000 －（税別）
販売価格10ℓ用粉末【1ケース】：￥6,500 －（税別）

販売価格【12Lボトル】：￥1,400 －（税別） 販売価格【1箱】：￥10,000 －（税別）

販売価格【1ケース】：￥11,400 －（税別）

販売価格500ml用【１ケース】：￥45,000 －（税別）
販売価格１ℓ用【１ケース】：￥36,000 －（税別）

熱中対策応急キット 熱中対策応急キットDX53 54

熱中症応急キット

ポータブル冷凍冷蔵庫

55

高速製氷機57

56

1日に
約12kg
製氷!
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※季節商品のため、お取り寄せとなりますので、お早めの発注をお願いします。

夏の暑さ対策商品販売キャンペーン
今年の夏の準備はできていますか？

グループでは夏の作業を爽快にするための爽やかグッズが揃っています！

2016.4.25,000◯Ｉ

販売価格【1セット】：販売価格【1セット】：￥3,900￥3,900 － －（税別）（税別）
熱中症対策汗ムレ防止セット熱中症対策汗ムレ防止セット

販売価格【1セット】：￥3,900 －（税別）
58 59

60

62

61

問い合せ先

●濡らしたタオルを軽く絞ったあと、
　スプレーし凍らせて使用。
●現場で熱中症患者が発生した場合、
　氷の代わりに使用。

熱中症対策冷却スプレー
－42℃の冷気で爽快冷却！
瞬間冷却スプレー
衣類の上から素早くクールダウン！

※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため火気および
　着火源のある場所では使用しないでください。

無香料

暑い現場を
爽快に！

クールスプレークールスプレー

◆ハードなスポーツをする前に
◆長時間の運転で「疲れたなー」と感
じた時
◆疲れた頭をリフレッシュさせたい時
◆一日中、たばこの煙に囲まれて過ご
された時

酸素補給でカラダリフレッシュ！

真夏の蒸れた体　額に流れる汗は、もうイヤだ
快適な作業環境を応援します。快適な作業環境を応援します。快適な作業環境を応援します。

※本品は医薬品（医療用酸素）ではありません。

酸素酸素O2スプレースプレー

内容量 480P

内容量 5R

販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥24,000￥24,000 － －（税別）（税別）販売価格【1ケース】：￥24,000 －（税別）

販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥26,400￥26,400 － －（税別）（税別）販売価格【1ケース】：￥26,400 －（税別）

1ケース 24本入り

1ケース 40本入り

【ケース単位購入以外でご検討される際は担当営業マンにご相談下さい】

にオススメ！オススメ！にオススメ！オススメ！にオススメ！

◆うるおい成分
　（オーシャンコラーゲン）配合
◆殺菌成分
　（イソブロビルメチルフェノール）配合

薬用NMハンドソープマイルド薬用NMハンドソープマイルド
販売価格【1ケース】：販売価格【1ケース】：￥28,000￥28,000 － －（税別）（税別）販売価格【1ケース】：￥28,000 －（税別）

1ケース 24本入り

テピュアテピュア
●水を使わずに簡単に手指の洗浄・消毒が
　できます。
●お肌にやさしい、うるおい成分配合です。
●べたつかず、手にすりこむだけで簡単に
　消毒・洗浄ができます。

●ジェルタイプ
●ヒアルロン酸配合

内容量 25P

ジェルポンプタイプ 260㎖ 販売価格【1ケース】：ジェルポンプタイプ 260㎖ 販売価格【1ケース】：￥28,800￥28,800 － －（税別）（税別）
ハンディータイハンディータイプ　 プ　 25㎖ 販売価格【1ケース】：25㎖ 販売価格【1ケース】：￥38,400￥38,400 － －（税別）（税別）
ジェルポンプタイプ 260㎖ 販売価格【1ケース】：￥28,800 －（税別）
ハンディータイプ　 25㎖ 販売価格【1ケース】：￥38,400 －（税別）

1ケース 48本入り
内容量 260P

内容量 260P

1ケース 24本入り
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クールスプレー

酸素O2スプレー 薬用NMハンドソープマイルド

テピュア

商品名
靴下3足組（クールマックス）
ワンダークリップブレス（手袋）
コットンタオルキャップ
Gミスト（消臭スプレー）
紙袋
●色・サイズは選べます。

色
ホワイト・ブラック
パープル・蛍光イエロー
ブラック・ブルー・ホワイト・ネイビー

ホワイト

サイズ
フリーのみ（24.5～27.5cm）
M/L/XL
フリーのみ
30ml
W220×H350×D60（mm）

価格
1,500円
500円
700円
900円
300円
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