
商品・サービスの名称 製品の特長
Nクールウェア

企業名
（株）エヌ・エス・ピー

購入先／標準小売価格
各種通販サイト
8,107円(ウェアのみ)

熱中症対策
アイテム集

身体を冷やす服装 ・・・ ６
ファン付ウェア ・・・ ６

冷却ベスト・冷感インナー ・・・ ８

体温調整をサポートする装備 ・・・ ９
ヘルメット・帽子 ・・・ ９

ネッククーラー ・・・ 11

身体をモニタリングする機器 ・・・ 12
ウェアラブル端末 ・・・ 12

応急措置・冷却グッズ ・・・ 13
作業場の改善、休憩の質的向上 ・・・ 14

作業環境の把握 ・・・ 14

作業場の改善 ・・・ 15

休憩の質的向上 ・・・ 16

服地裏側に施したスーパーチタン
コーティングは、業界最高水準の
遮熱性能
 ウェア内部に独自のスペー
サーを備えており、常時、
ウェアと体の間に空間を確保
する事で首筋に大量の風が流
れ、段違いの涼しさを実現

 バッテリー、ファンは㈱空調
服に対応。

視認性に優れたオレンジ＋反射材仕様。
林業現場にオススメです。
型番：NC-1071

商品・サービスの名称 製品の特長
充電式ファンジャケット
FJ422DZ
企業名
（株）マキタ

購入先／標準小売価格

草刈機・刈払機対応
 マキタ独自の「内圧式インナー」。
風がジャケットの表地と裏地の間
を吹き抜け、様々な姿勢をとって
も風が行き渡る。膨らみにくく、
狭い場所でも快適な作業性。

 保冷剤収納ポケット付（保冷剤は
別販売品）。

 ウエア内からケーブルを通せる
構造を採用。

 ポケット内でスイッチ操作可能。
 抗菌防臭加工。ファスナ式半袖切
替。裾ドローコード、名札用ルー
プ、ペンポケット付。

商品・サービスの名称 製品の特長
充電式スマートファンベスト
FV214DZ
企業名
（株）マキタ

購入先／標準小売価格

制服を確認しやすく、上から着脱しやすい
 マキタ独自の「内圧式インナー」
 撥水性と透湿性に優れた生地
コンデニア®を採用。抗菌防臭加工。

 膨らみにくく、狭い場所でも快適
な作業性。バックル留めなので、
素早く着脱。

 保冷剤収納ポケット付（保冷剤は
別販売品）。

 ウエア内からケーブルを通せる構
造を採用。

 ポケット内でスイッチ操作可能。専用保冷剤を併用
して、涼感アップ
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標準小売価格についてはいずれも税込です。
標準小売価格がない場合などは記載していませんので、販売サイトをご確認ください。

https://www.nsp-kuchofuku.jp/
https://www.nsp-kuchofuku.jp/
https://www.nsp-kuchofuku.jp/
https://www.makita.co.jp/product/index.html
https://www.makita.co.jp/product/index.html
https://www.makita.co.jp/product/index.html
https://www.makita.co.jp/product/index.html
https://www.makita.co.jp/product/index.html
https://www.makita.co.jp/product/index.html
https://www.makita.co.jp/product/index.html
https://www.makita.co.jp/product/index.html


商品・サービスの名称 製品の特長
空調服™ベスト
Z-DRAGON 74060
企業名
（株）自重堂

購入先／標準小売価格
自社サイト
17,540円
（標準サイズ、バッテリー(7.2V)、ファンセット)

スプリットファスナーが
際立つ空調服™ベスト
 作業以外でのアウト
ドア、スポーツ観戦
でもスタイリッシュ
に着こなすベストタ
イプ。

 バッテリー、ファン
は（株）空調服に対
応。同じ販売サイト
で販売中。

商品・サービスの名称 製品の特長
ホップスコット HOP-SCOT
9862／9869
企業名
中国産業（株）

購入先／標準小売価格
各種通販サイト
4,928円（ベスト）
5,478円（長袖）

空調服で嫌がられていた
「汗の匂い」の拡散を抑止
 新素材グラフェン
（炭素繊維）を使用

 UVカット機能も搭載し
たハイスペックモデル、
また空気循環も良い首
元タック式で冷却効果
もアップ

ベスト
9862

長袖
9869

電熱ウェアなどにもマルチに使える
別売バッテリーもあります。

商品・サービスの名称 製品の特長
ファンベルデ フルセット
FV-01
企業名
ミドリ安全（株）

購入先／標準小売価格
自社サイト
11,770円

作業服をファン付きにできる「後付けファン」
 ベルトにファンとバッテリーを取付
け、上着を被せれば汗を爽やかに気
化します。軽量コンパクトでもパワ
フルな送風。

 手持ちの服に着けられるので専用の
作業服が不要。短期アルバイトの方
への貸出などにおすすめ。ベルトに
装着するクリップは金属製の高耐久
素材なので外れにくく丈夫。
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商品・サービスの名称 製品の特長
BeeCool（ビークール）

企業名
ミドリ安全（株）

購入先／標準小売価格
自社サイト
162,800円

ファン付きのハチ対策防護服
 背面にファンを装備したハチ
防護服

 ハチが滑りやすい特殊加工生
地を使用

 肘・膝などハチに刺されやす
い部位には十分な厚みと柔軟
性のあるパットを採用

商品・サービスの名称 製品の特長
胸スイッチ式空調ベスト™
BR-060
企業名
（株）ブレイン

購入先／標準小売価格
自社サイト
13,613円

空調ベストの
胸スイッチタイプが登場！
 フルハーネス着用にも対応。
 背中部分はチャック式に
なっており、安全帯ラン
ヤードを通せるようになっ
ています。

 使用しない時はチャックが
隠れる仕様。長袖を着用し
ない現場におすすめです。

 ゴールドチタン加工もあり
ます。

商品・サービスの名称 製品の特長
空調ウェア自作キットⅡBR-672
ファンユニット7.4V BR-282
企業名
（株）ブレイン

購入先／標準小売価格
自社サイト
2,376円/11,303円

今持っている作業服・制服を空調ウェアにしたい！
 この手助けをするのが、爽快くん空調ウェア自作キット。
特許取得済の完全オリジナル商品。

 ウェアはお好きなものをご用意して加工。ウェアとのセット購入
よりも経済的です。

養蜂家の皆さん
注目‼

https://www.jcd-online.jp/
https://www.jcd-online.jp/
https://www.jcd-online.jp/
https://www.jcd-online.jp/
http://cuc.co.jp/
http://cuc.co.jp/
http://cuc.co.jp/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
http://cuc.co.jp/
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商品・サービスの名称 製品の特長
アイスマンプロ

企業名
山真製鋸（株）

購入先／標準小売価格
令和４年シーズン販売予定

身体を直接冷やし、水分補給も可能な
コンパクト水冷服
 背中・肩にあるチューブホース
にモーターで冷水を循環させ、
直接身体を冷やすコンパクト・
軽量タイプの水冷服

 タイマーモード付バッテリー使
用して凍らせたペットボトル1本
で約４時間の冷却可能

 空調ウェアが着用不可能な埃の
舞う現場や、社名入ウェアの内
側の着用に最適

商品・サービスの名称 製品の特長
Nクールひんやりベスト

企業名
（株）エヌ・エス・ピー

購入先／標準小売価格
令和４年シーズン販売予定
8,107円

背中、脇、胸の3方向から長時間冷却
 ６個の保冷剤が背中、脇、胸を効
果的に冷却。ベスト本体は、胸囲
と腕周りが自在に調整でき身体に
フィットするため、より冷たく感
じ、作業性も抜群。また保冷剤は
40度の環境で５時間以上冷却効果
が持続する特別仕様。

 ファン付きウェアが使いにくい、
農薬散布作業や、水に濡れる環境
等でも問題無く使用できます。
ファン付きウェアと併用する事で
ハウス内等の酷暑環境でも冷却効
果を発揮。

商品・サービスの名称 製品の特長
Speed Cooler
保冷剤クールベストストロング

企業名
（株）昭和商会

購入先／標準小売価格
自社サイト

マイナス5℃保冷剤で効果的にクール
ダウン
 背中と両脇部分に保冷剤を装着
し、効果的に冷却

 付属の保冷剤は、一般的な保冷
剤よりも低いマイナス5℃を維持

 約4時間冷却効果が持続（使用環
境により異なります）

 胸と脇の調整ベルトで様々な体
型にも対応

商品・サービスの名称 製品の特長
アイスバック®Wダブル
BR-556
企業名
（株）ブレイン

購入先／標準小売価格
自社サイト
3,284円

熱中症対策に最も重要な背中と脇
を同時に冷却！
 生地には速乾素材クールマッ
クスを使用しさらさら快適な
着け心地

 表側は蜂の巣状のハニカム構
造の通気性の良い生地ダブル
ラッセルを使用

背中と脇に加え、
前部も冷やせる
メッシュベストタイプ
もあります

商品・サービスの名称 製品の特長
クールホルダー 1dayセットCH-
001／ハーフdayセットCH-002
企業名
ミドリ安全（株）

購入先／標準小売価格
自社サイト
20,900円/12,210円

保冷剤交換頻度が最小限
 40℃環境で約4時間、35℃環
境で約6時間冷たさが持続する
長時間タイプ

 冷たさがゆるやかに伝わり、
冷やし過ぎを防ぎます（15℃
～25℃をキープ）

 湿度の高い現場の作業におす
すめ。ファン付きウェアの中
に着用すると服内の風が冷え
て効果的。

商品・サービスの名称 製品の特長
涼神服（水冷シャツ）
WS10100（半袖）／
WS10200（長袖）

企業名
（株）サンエス

購入先／標準小売価格
各種通販サイト
16,280円（半袖）～

持続する冷却体感
 腰のパウチ内の水を電動ポン
プで中空糸膜を縫い付けた生
地へ送り、服に浸透した水が
蒸発する際の気化熱で冷却

 ファン付きウェアとの相互作
用で約－5℃の涼しさ

 単三電池２本で駆動し、重量
は約1㎏と他社商品に比べ軽
量設計

替えの保冷剤も
用意し、冷たさ
１日キープ

https://yamashinseikyo.com/
https://yamashinseikyo.com/
https://www.nsp-kuchofuku.jp/
https://www.nsp-kuchofuku.jp/
https://super-nobunaga.com/SHOP/10160.html
https://super-nobunaga.com/SHOP/10160.html
https://super-nobunaga.com/SHOP/10160.html
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://suns-shec.com/
https://suns-shec.com/
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商品・サービスの名称 製品の特長
キシリフリーズクロス
長袖Vネックインナー/アームカバー
企業名
（株）ブレイン

購入先／標準小売価格
自社サイト
3,465円/1,485円

キシリトールとメントールの
ひんやりW効果！
 キシリトールに汗が
反応し涼感をゲット

 人の皮膚から発生す
る水分(汗)を吸収し、
その吸熱特性により
繊維の温度が下がり、
優れた冷感効果を実
感。

商品・サービスの名称 製品の特長
遮熱ヘルメット ヒートバリア／
エアロメッシュ
企業名
DICプラスチック（株）

購入先／標準小売価格
各種通販サイト

 遮熱性能と低コストを両立した「ヒートバリア」。遮熱樹脂を帽
体に練りこんでいるためキズがついても遮熱性能はそのまま。

 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした「エアロメッ
シュ」。通気性が格段に向上。

商品・サービスの名称 製品の特長
遮熱ヘルメット windflow
SCH-11PCLVRA3-UP
企業名
ミドリ安全（株）

購入先／標準小売価格
自社サイト
7,810円

ヘルメットに快適をプラス
 遮熱材を練り込んだPC製。
塗装に比べ性能が均一で性能
アップ。

 衝撃吸収材を変更することに
より、ヘルメット内部の空間
が広がり、通気性が向上。

色付きが選べるのは
林業にも嬉しい

商品・サービスの名称 製品の特長
エアーパット SW-BSF

企業名
（株）昭和商会

購入先／標準小売価格
自社サイト

高性能ファンによりヘルメット内
部の蒸れた空気を外へ排出！
 空気を排出することより、
内部湿度・温度の上昇を
抑え、快適さをUP

 髪の毛巻き込みを防止す
る保護パット付

 厚生労働省の「保護帽の
規格」に適合

せっかく、ヘルメットを調達するなら

◀通気性に優れた商品の中にも、シールド
を付けることが可能なものがあります。
草刈時の目の保護対策などにも貢献。
DICプラスチック（株）AA11EVO

作業時の負担軽減には軽さも重視。▶
業界最軽量の270グラム。
DICプラスチック（株）AA17-V軽神

商品・サービスの名称 製品の特長
爽快くん®ファンセット BR-852

企業名
（株）ブレイン

購入先／標準小売価格
自社サイト
9,075円

暑いヘルメットの蒸れを電動ファンで
爽快に！
 ヘルメットにシリコンゴムで
直接取り付け、しっかり固定

 ウェア本体のほか、ファン1
個、リチウムイオンバッテ
リー1個、ケーブル1本、充
電器1個がセット

 穴径は約90mmで、他社の
ファンにも対応

https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://www.dic-plas.co.jp/products/helmet/index.html
https://www.dic-plas.co.jp/products/helmet/index.html
https://www.dic-plas.co.jp/products/helmet/index.html
https://www.dic-plas.co.jp/products/helmet/index.html
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://super-nobunaga.com/SHOP/10344.html
https://super-nobunaga.com/SHOP/10344.html
https://super-nobunaga.com/SHOP/10344.html
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
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商品・サービスの名称 製品の特長
ひえたれハイパーファン
電池タイプ
企業名
（株）昭和商会

購入先／標準小売価格
自社サイト

首元への送風で効果的に身体を冷却
 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。

 大量の外気を後頭部から重要な血管が
集まる首筋にかけて送風し、汗の気化
熱で冷却。

商品・サービスの名称 製品の特長
マイファンプラス
ヘルメットキット
企業名
大作商事（株）

購入先／標準小売価格
令和４年シーズン販売予定
5,478円～

大風量を首裏に送風。ヘルメット
に簡単装着
 USB充電式のハンディファ
ンをヘルメットに簡単に装
着

 バッテリー付属により、12
時間以上の作動時間を確保。
軽量設計で、作業の邪魔に
なりません。

 別売のネッククーラー(マジ
クール)との併用でさらに冷
涼感UP‼

商品・サービスの名称 製品の特長
汗流帽Ⅱ（かんりゅうぼうⅡ）／
汗流帽（かんりゅうぼう）
企業名
（株）つくし工房

購入先／標準小売価格
自社サイト
1,595円（汗流帽Ⅱ）
1,210円（汗流帽）

流れる汗で気化熱効果！
 額から流れる汗を軽量の吸
汗速乾素材の日よけが吸
収・発散し、気化熱により
冷却効果をもたらします。

 汗を利用した気化熱作用な
ので、あらかじめ水に濡ら
して使用する必要がありま
せん（もちろん、水で濡ら
しても使用可能）。

 30ｇと軽量です。水洗い可。
日よけ無しタイプもあり。

商品・サービスの名称 製品の特長
ミドリクールヘッドⅡ

企業名
ミドリ安全（株）

購入先／標準小売価格
自社サイト
1,540円

気化熱＆保冷剤で後頭部を集中
冷却
 水に浸して装着すれば気化熱
で長時間体温の上昇を抑えま
す。

 より冷涼感が欲しい時は付属
の保冷剤を装着

 保冷剤は3個付属しているの
で、予備を冷やしながら使用
可能

商品・サービスの名称 製品の特長
クールヘッド+プラス BR-558

企業名
（株）ブレイン

購入先／標準小売価格
自社サイト
1,815円

汗のベトベトを軽減しサラッと快適
 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

 蒸発する際の気化熱でひんや
り効果

商品・サービスの名称 製品の特長
マイファンプラス マルチクリップ

企業名

購入先／標準小売価格
令和４年シーズン販売予定
3,289円

 USB充電式ハンディファンを
キャップに簡単装着。大風量
で首裏に送風。

 4段階の風量設定、角度も調
節でき気候に応じた送風を実
現。軽量設計で作業の邪魔に
なりません。

 市販のシリコンバンドを使え
ば、帽子（ハットタイプ）も
着用可能。

 別売りのネッククーラー（マ
ジクール）との併用でさらに
冷涼感UP‼

https://super-nobunaga.com/SHOP/10226.html
https://super-nobunaga.com/SHOP/10226.html
https://super-nobunaga.com/SHOP/10226.html
https://www.daisaku-shoji.co.jp/helmet_cool.html
https://www.daisaku-shoji.co.jp/helmet_cool.html
https://www.daisaku-shoji.co.jp/helmet_cool.html
https://www.tukusi.co.jp/
https://www.tukusi.co.jp/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://www.daisaku-shoji.co.jp/cap_cool.html
https://www.daisaku-shoji.co.jp/cap_cool.html
https://www.daisaku-shoji.co.jp/cap_cool.html
https://www.tukusi.co.jp/


商品・サービスの名称 製品の特長
マジクール®

スカーフ／EX／REGULAR
企業名
大作商事（株）

購入先／標準小売価格
自社サイト
1,078円～

商品・サービスの名称 製品の特長
竹糸くん®

首用COOLバンド
企業名
ミドリ安全（株）

購入先／標準小売価格
自社サイト
626円

水に浸して首に巻くだけ！シンプル
で使いやすい
 高吸水繊維「ベルオアシ
ス」を採用し保水力に優れ
たネッククーラー

 竹糸由来のレーヨン素材で
ヒンヤリ、サラサラ、絹の
ような肌触り

 吸水素材は繊維のみ。吸水
ポリマー未使用なので、か
ぶれ易い方でも安心な商品
です。

商品・サービスの名称 製品の特長
ハイブリッド式ネックファン
Tempo Breeze
企業名
（株）ドウシシャ

購入先／標準小売価格
自社サイト
9,900円

風だけじゃ、もの足りない。
 ネックファンとネッククー
ラーを組み合わせた商品。

 同時運転だけでなくどちら
か一方のみを使用すること
も可能。
折り畳み式でコンパクト。
ファンは3段階、プレート
は温冷切り替え可能。

 電源はUSB電源と充電式の
2方式で利用可。

※画像は、実際のカラーと異
なります。

商品・サービスの名称 製品の特長
ICEG
アイスジー3.0
企業名
山真製鋸（株）

購入先／標準小売価格
各種通販サイト

首元を冷やし、快適、爽快！
 新素材PCMは安心・安全の植物性
パーム油を使用（化学物質のパラ
フィンではありません）。

 保冷剤と異なり、22度を約3時間維
持。冷えすぎないので、敏感肌の方、
お子様でもご使用可能。

 22度以下の気温や水でも冷却固体化
するので、クーラーボックスに保冷
剤や氷を入れておけば冷却可能。

 2個を交互に冷やせば長時間の持続
使用が可能。

商品・サービスの名称 製品の特長
ウェアラブルネックファンEX

企業名
（株）昭和商会

購入先／標準小売価格
自社サイト

360度、風を感じるアラウンド設
計のネックファン
 ファン付きウェアなどと比
較するとコスト的に手軽に
導入

 首回り全体から風を感じる
アラウンド設計

 フレキシブルな可動部によ
り自由な角度調節が可能

 髪の毛を巻き込みにくい設
計

商品・サービスの名称 製品の特長
ハンズフリーファン hooop

企業名
（株）ドウシシャ

購入先／標準小売価格
自社サイト
4,380円

未来的デザインの
首掛けハンズフリーファン
 ファンで周囲の空気を吸い
込み、首の周りに空気を吹
き出す。
マグネットでワンタッチ装
着のため、手袋や帽子の脱
着を妨げない。

 風量は3段階で、電源は
USB電源と充電式の2方式
が利用可。
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スカーフ REGULAR

EX

水を含ませるだけ。気化熱作用で
ひんやり持続20時間。
 水を含ませ約2分で吸水完了。
首に巻くだけで気化熱作用
で首周りを冷却。繰り返し
使えて経済的。

 一度吸水すれば20時間保水
しているので、何度も水を
含ませる煩わしさもありま
せん。

 サイズもカラーバリエー
ションも豊富。

https://www.magicool.jp/neck-cooler/index.html
https://www.magicool.jp/neck-cooler/index.html
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://www.doshisha-marche.jp/
https://www.doshisha-marche.jp/
https://www.doshisha-marche.jp/
https://yamashinseikyo.com/
https://yamashinseikyo.com/
https://super-nobunaga.com/SHOP/22810.html
https://super-nobunaga.com/SHOP/22810.html
https://super-nobunaga.com/SHOP/22810.html
https://www.doshisha-marche.jp/
https://www.doshisha-marche.jp/
https://www.magicool.jp/neck-cooler/index.html
https://www.magicool.jp/neck-cooler/index.html
https://www.magicool.jp/neck-cooler/index.html
https://yamashinseikyo.com/
https://yamashinseikyo.com/


商品・サービスの名称 製品の特長
ネッククーラー&ヒーター(充電式) 
BR-781 
企業名
（株）ブレイン

購入先／標準小売価格
自社サイト
6,600円

寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”
ひんやり”の2WAY仕様
 夏冬ともどちらの現場作業に
も使用可能

 本体サイドのディスプレイに
現在の温度が表示され便利

 首の左右にあるボタンで
「ヒーターモード」と「クー
ラーモード」の切替が簡単

 バッテリー搭載の充電式。
コードがないのですっきり。

商品・サービスの名称 製品の特長
熱中対策ウォッチ カナリア

企業名
HEATVANCE（株）

購入先／標準小売価格
各種通販サイト
4,950円

リスクを事前に知る、熱中症対策
の新しいスタンダード！
 特許取得済み技術により深部
体温の上昇を検知し、アラー
ムとLEDでお知らせ。休憩や
水分補給を行う目安を把握。

 通信・充電不要。一度入電す
れば、手首に巻くだけで気軽
に使用可能。難しい操作や充
電忘れの心配がなく、老若男
女問わず使いやすい製品。

 バンド部分は取り外して洗う
ことが可能。

 防塵・防水仕様：IP67

商品・サービスの名称 製品の特長
hamon band（ハモンバンド）

企業名
ミツフジ（株）

購入先／標準小売価格
自社サイト
9,900円

危険な状態になる前にリスクを3色
のLEDと振動で可視化するバンド
型デバイス
 着衣型ウェアラブルで培った
技術と産業医科大学と共同開
発したアルゴリズムを応用し、
脈拍をもとに深部体温上昇の
変化を事前に検知。

 ディスプレイが見られない環
境下でもリスクをLEDと振動
で通知。

 手首に巻くだけで難しい操作
も通信も不要。充電式で繰り
返し使用可能。防塵・防水
（IP67）仕様で、バンド部
分は洗うことができます。

商品・サービスの名称 製品の特長
HEALBE GoBe3
スマートウォッチ
企業名
（株）ドウシシャ

購入先／標準小売価格
自社サイト
29,700円

身体の変化を自動で追跡・計測する
次世代ウェアラブルウオッチ
 身体が保持している水分量を
自動計測して水分補給を促す
ため、自分では気づかない水
分不足を未然に防ぎます。

 水分補給が必要なタイミング
で画面表示＆バイブで通知し
ます。着用中は無休で水分バ
ランス計測し、現在の体内水
分量を表示。

 防塵・防水仕様（IP68）
充電式（1日1回が目安）

商品・サービスの名称 製品の特長
hitoe® 暑さ対策サービス for 
Cloud
企業名
NTTテクノクロス（株）

購入先／使用料金
同社に問合せ
月額料金 3,300円/人

＋機器料金等

着るだけ！かんたん・シンプルな暑さ対策
 心拍数と衣服内の温度、湿度を計測できるセンサーとウェアを組
合せ、活動中の心拍数と独自技術で推定した体内温度により「体
調不良の予兆」を検知。

 クラウド管理機能のため作業従事者20名以上の大規模農家や食品
工場におすすめ。

商品・サービスの名称 製品の特長
みまもりがじゅ丸®

企業名
（株）NTTPCｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

購入先／使用料金
同社に問合せ
月額料金 22,000円～

＋機器料金等

働く人の安全と健康をみまもるウェアラブルIoTサービス
 働く人の脈拍情報と位置情報を専用の活動量計と中継機器から取
得し、体調の変化をリアルタイムに把握。いつもとの違いを検知
した場合は管理者にアラート情報として通知し、早期の対応が可
能です。
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https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://heatvance.com/product/
https://heatvance.com/product/
https://mitsufujishop.jp/lpc/hamonband/
https://mitsufujishop.jp/lpc/hamonband/
https://mitsufujishop.jp/lpc/hamonband/
https://www.doshisha-marche.jp/c/fashion/watch/FS004/WJ-4550283844595
https://www.doshisha-marche.jp/c/fashion/watch/FS004/WJ-4550283844595
https://www.doshisha-marche.jp/c/fashion/watch/FS004/WJ-4550283844595
https://www.ntt-tx.co.jp/products/lifesupport_solution/
https://www.ntt-tx.co.jp/products/lifesupport_solution/
https://www.ntt-tx.co.jp/products/lifesupport_solution/
https://www.nttpc.co.jp/service/gajumaru/
https://www.nttpc.co.jp/service/gajumaru/
https://www.nttpc.co.jp/service/gajumaru/


商品・サービスの名称 製品の特長
熱中対策キット BR-510
熱中対策キットDX BR-610
企業名
（株）ブレイン

購入先／標準小売価格
自社サイト
3,630円/5,775円  軽量・コンパクトで常備・持ち運びが便利収納バッグは目

立つオレンジ色。熱中予防はもちろんのこと、緊急時にも
役立つグッズを揃えています。（熱中対策キットBR-510）

商品・サービスの名称 製品の特長
熱中対策応急キット
熱中対策応急キットDX
企業名
ミドリ安全（株）

購入先／標準小売価格
自社サイト
5,280円/12,650円

 熱中対策応急キット：収納ポーチ、瞬間冷却材、液晶体温計、経口
補水パウダー、圧縮タオル、熱中対策ガイドブック、保存水、扇子

 熱中対策応急キットDX：クーラーバック、瞬間冷却材、液晶体温計、
瞬間冷却スプレー、保存水、経口補水液OS-1パウダー、冷感タオ
ル、熱中対策ガイドブック、電子体温計、扇子

商品・サービスの名称 製品の特長
高機能冷感タオル ビタクール
BR-555NC
企業名
（株）ブレイン

購入先／標準小売価格
自社サイト
1,403円

水に浸して軽く振るだけ。気化熱効果でひんや
りゲット。
 汗を吸収し上昇する体温を抑え、濡ら
して絞って振ると心地よい冷たさへ
クールダウン！

 生地に水分が含まれていれば振れば何
度でも冷感が復活します。

商品・サービスの名称 製品の特長
マジクール® クイッククール
ミスト機能付ハンディファン
企業名
大作商事（株）

購入先／標準小売価格
自社サイト
1,078円

超微細ミストとファンの合わせ技で、
たった5秒で5℃下がる！
 ミスト付きの小型ファン。超
微細ミストを顔や体に吹きか
けて、気化熱で身体を冷却す
る商品です。

 小型ながらもミストは約100
回だせます。

 カラビナで、ベルトループ等
につけて持ち運び。

 電池式なので使用場所を選び
ません。

商品・サービスの名称 製品の特長
マジクール® マイファンモバイル
ハンズフリー首掛け扇風機
企業名
大作商事（株）

購入先／標準小売価格
自社サイト
1,320円

首にかける大風量のハンズフリー
扇風機
 首にかけ、ハンズフリーで
使用できる扇風機。

 薄型・軽量設計により、作
業しながら首元～顔に送風。

 単三電池２本で最大連続稼
働30時間。電池が切れても
電池交換ですぐに使用でき
ます。
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商品・サービスの名称 製品の特長
氷の山ができるスプレー

企業名
（株）昭和商会

購入先／標準小売価格
自社サイト

タオルにスプレーするだけで
－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。

 火照った体を瞬間冷却
や痛めた部位（打撲、
捻挫等）の応急処置に
も使えます。

https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://www.magicool.jp/quickcool_n/index.html
https://www.magicool.jp/quickcool_n/index.html
https://www.magicool.jp/quickcool_n/index.html
https://www.magicool.jp/myfanmobile/index.html
https://www.magicool.jp/myfanmobile/index.html
https://www.magicool.jp/myfanmobile/index.html
https://www.daisaku-ec.net/
https://super-nobunaga.com/SHOP/22749.html
https://super-nobunaga.com/SHOP/22749.html
https://super-nobunaga.com/SHOP/22749.html


商品・サービスの名称 製品の特長
お出かけファン

企業名
（株）ドウシシャ

購入先／標準小売価格
自社サイト
3,080円

商品・サービスの名称 製品の特長
ボディクールタイフーン 2WAY

企業名
（株）昭和商会

購入先／標準小売価格
自社サイト

ベルトに、首掛けに、2WAY仕様
のポータブルファン
 2WAY仕様のUSB扇風機
 ベルトに掛けて服の中に風
を送る。ストラップをかけ
て首掛けファンとしても使
える。

 USBポート付きでモバイル
バッテリーとしても使用可
能。

商品・サービスの名称 製品の特長
エアーブーセット

企業名
山真製鋸（株）

購入先／標準小売価格
各種通販サイト

モーター搭載の小型ファン付きマ
スク。クリーンな風をマスク内へ
 日本製のPM2.5対応フィル
ター採用。光触媒レーヨ
ン15ミクロンを40％使用
した冷感素材マスク。

 マスク内の蒸れを軽減し
て、快適作業。

 夏の作業時でもマスクを
付けなければならない場
面で活躍。

商品・サービスの名称 製品の特長
アイスマンプラス

企業名
山真製鋸（株）

購入先／標準小売価格
令和４年シーズン販売予定

身体を直接冷し、水分補給も可能
なリュック装着用水冷パーツ
 コンパクト・軽量でリュック
に装着可能な水冷パーツ。お
持ちのリュックに装着できる。

 モーターで背中にあるチュー
ブホースに冷水を循環させ、
直接身体を冷やす。移動時間
も爽快！

 凍らせたペットボトル1本で
約４時間の冷却可能。タイ
マーモード付バッテリーを使
用。

持ち運びやすく、様々なところに
固定
 フレキシブルアーム、ハン
ディ用ハンドル付属の選べ
る２WAY。

 フレキシブルアームは様々
な場所に固定できる。

 風量は3段階、電源はUSB
電源と充電池の2通りから
選べる。

※画像は、実際のカラーと異
なります。

商品・サービスの名称 製品の特長
熱中症指標計
WBGT-213AN/213BN
企業名
ミドリ安全（株）

購入先／標準小売価格
自社サイト
36,300円/55,000円 213AN 213BN

アクセサリーを使う場
合は213BNを

JIS適合の黒球付きWBGT計
 より正確・安心なJIS適合

WBGT計
 簡単操作で素早く測定。その
場で値を確認するスタンダー
ドタイプ。

 電池式ハンディタイプで携帯
性に優れます。

商品・サービスの名称 製品の特長
DNP電子ペーパー熱中症注意
喚起ボード／IoT無線ユニット
企業名
ミドリ安全（株）

購入先／標準小売価格
自社サイト
399,300円/65,780円

測定したWBGT値を周知する２種
類の便利なオプション
 WBGT-213BN専用オプショ
ン

 WBGT計を利用し、暑さ指数
を現場に表示し、注意喚起す
る「熱中症注意喚起ボード」

 WBGT計で取得したデータを
事務所等に共有する通信ユ
ニット「WBGT-213BN用IoT
無線ユニット」

※WBGT-213BN本体は別売で
す。

◀注意喚起
ボード

無線ユニット▲
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https://www.doshisha-marche.jp/
https://super-nobunaga.com/SHOP/22806.html
https://super-nobunaga.com/SHOP/22806.html
https://super-nobunaga.com/SHOP/22806.html
https://yamashinseikyo.com/
https://yamashinseikyo.com/
https://yamashinseikyo.com/
https://www.doshisha-marche.jp/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea054_100/
https://yamashinseikyo.com/
https://yamashinseikyo.com/


商品・サービスの名称 製品の特長
熱中症予防カード
BR-500
企業名
（株）ブレイン

購入先／標準小売価格
自社サイト
165円

商品・サービスの名称 製品の特長
みまわり伝書鳩

企業名
ITbookテクノロジー（株）

購入先／標準小売価格
同社に問合せ

各種農業シーンに必要な計測
データを簡単閲覧
 観測した気象情報をクラウ
ドにアップし、PC・スマ
ホ・タブレットから熱中症
指数も閲覧できます。

 警報メールでのプッシュ通
知も対応しています。

 電源はAC、ソーラーに対
応。

 熱中症指数以外にも、日照、
雨量、風速、土壌、水位と
いった日常の農業に必要な
データを計測できます。

携帯に便利な名刺大のカード型
温度計
 表面にフィルム状の温度計
が貼ってあり、2℃刻みで
温度を把握できます。

 26℃で「注意」、28～
30℃で「警戒」、32～
44℃で「危険」を示します。

 外で作業する際の熱中症危
険度の目安となります。持
ち運びに便利です。

商品・サービスの名称 製品の特長
Arctic Cove
コードレスミストファンMBF0183J
企業名
ETG Japan（株）

購入先／標準小売価格
各種通販サイト
33,000円

冷水シャワーのようなミストファン！
充電式でどこでも使用可能！
 今までミストファンを使うことがで
きなかった電源のない環境において、
ミストを発生させ、暑さ対策するこ
とができます。

 小型軽量（2.7㎏）なので、持ち運
びが楽。

 バケツに水を入れ、ボタンを押すだ
けでミストが出るので操作も簡単。

商品・サービスの名称 製品の特長
簡単装着ウォーターミスト

企業名
（株）結一産業

購入先／標準小売価格
同社に問合せ

誰でも簡単に後付け
できるウォーターミスト
 自在クリップで
誰でも簡単に取
り付け取り外し

 長さも簡単カス
タマイズ

 部品一式をセッ
トで販売。すぐ
使える。

商品・サービスの名称 製品の特長
工場扇取付タイプ
エヴァポ・クーラー EC-F
企業名
ETG Japan（株）

購入先／標準小売価格
同社に問合せ

お持ちの工場扇・業務用扇風機
をワンタッチでミストファンに！
 ミスト量が調節可能なの
で、濡れないミストから
濡れるミストまで状況に
応じて調整

 ノズルケースに磁石が付
いており、ワンタッチで
工場扇のファンガードに
取付け・取外し

 送風機にも取り付け可能
同社はコードレス工場
扇も取り扱ってます
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https://anzen110.shop/
https://anzen110.shop/
https://www.mimawari.info/mimawari.html
https://www.mimawari.info/mimawari.html
https://anzen110.shop/
https://www.etg-japan.com/products/cordless-fan/misting-fan/
https://www.etg-japan.com/products/cordless-fan/misting-fan/
https://www.etg-japan.com/products/cordless-fan/misting-fan/
http://yuy.co.jp/
http://yuy.co.jp/
https://www.etg-japan.com/products/evaporative-cooler/
https://www.etg-japan.com/products/evaporative-cooler/
https://www.etg-japan.com/products/evaporative-cooler/


商品・サービスの名称 製品の特長
18V コードレス冷温庫
UL18DB
企業名
工機ホールディングスジャパン(株)

購入先／標準小売価格
各種通販サイト

商品・サービスの名称 製品の特長
マジクール® ドリンクミストSS
ミスト機能付き真空ボトル
企業名
大作商事（株）

購入先／標準小売価格
自社サイト
3,520円

冷却ミスト機能付
真空断熱ドリンクボトル
 超微細冷却ミスト噴射ノズルが
付いた真空断熱ステンレスボト
ル。

 ミストは専用タンクから噴射さ
れるので飲み物とは別に噴射で
きます。

 真空断熱構造なのでドリンクと
ミストの冷たさを長く保つこと
ができます。580mlの大容量で、
氷も楽々入る広々間口。

25リットルの大容量の冷温庫
 電源のない環境において、冷凍、
冷却、保温を電池2個を利用す
ることで7時間～20時間弱持続
可能。

 2部屋に分けて使うことができ
るため、冷凍と冷蔵などに分け
て利用可能。

 車載電源からも電源取得可能。
USBケーブルを直接挿せるため、
スマホなどの充電も可能。

商品・サービスの名称 製品の特長
充電式保冷温庫 CW001GZ

企業名
（株）マキタ

購入先／標準小売価格

40Vmax ＆ 18V 対応、
－18～60℃まで保冷＆保温
 炎天下の現場でいつでもキンキ
ンに冷えた水分を補給できる。

 AC100V、シガーソケットでも
使用可能。

 容量20Ｌ。保冷調整７段階、保
温調整７段階。

 防水保護等級IPX4（バッテリ使
用時）。選べる２色。

商品・サービスの名称 製品の特長
充電式ファン CF001GZ

企業名
（株）マキタ

購入先／標準小売価格

静かな運転音+パワフルな風、
40V max 充電式ファン
 電源がとれない場所での猛
暑対策に最適

 現場に持ち運びやすいサイ
ズかつ、低騒音で強力送風。
首振り機能付。

 ACアダプター付のため、
バッテリーが無くても使用
可能

 バッテリ・充電器別売
 選べる３色。羽根径（サイ
ズ）違いも商品展開。

商品・サービスの名称 製品の特長
エヴァポ・クーラー
EC-V-03／EC-V-04S
企業名
ETG Japan（株）

購入先／標準小売価格
同社に問合せ

商品・サービスの名称 製品の特長
可動式すずミスト
企業名
（株）環境デザインラボ

購入先／標準小売価格
同社に問合せ

冷却したい場所に「ポン」と置ける濡れないミスト
 水道水圧で濡れないミストを発生する独自
方式ノズルで、周囲を気化熱冷却。

 軽量、キャスター付で、ポンと置くだけ。
AC100Vと水道蛇口があれば、移動も可能。

 ハウス冷却をはじめ、作業場の熱中症対策
としてもよく導入されています。

濡れないミストでフォークリフト等
の車両作業者の熱中症対策
 暑熱対策の難しいフォーク
リフトや農機のオペレー
ターのための後付けミスト
クーラー

 ミストが気化し最大8℃冷
却された風が首筋を冷却

 車両のバッテリーから電源
を取得
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https://www.koki-holdings-japan.co.jp/
https://www.koki-holdings-japan.co.jp/
https://www.magicool.jp/drinkmist_ss/index.html
https://www.magicool.jp/drinkmist_ss/index.html
https://www.koki-holdings-japan.co.jp/
https://www.koki-holdings-japan.co.jp/
https://www.makita.co.jp/product/index.html
https://www.makita.co.jp/product/index.html
https://www.makita.co.jp/product/index.html
https://www.makita.co.jp/product/index.html
https://www.etg-japan.com/products/evaporative-cooler/
https://www.etg-japan.com/products/evaporative-cooler/
http://www.ecology-lab.co.jp/
http://www.ecology-lab.co.jp/
https://www.etg-japan.com/products/evaporative-cooler/
https://www.etg-japan.com/products/evaporative-cooler/
https://www.magicool.jp/drinkmist_ss/index.html

	熱中症カタログ_P6
	スライド番号 6

	熱中症カタログ_P7
	スライド番号 7

	熱中症カタログ_P8
	スライド番号 8

	熱中症カタログ_P9
	スライド番号 9

	熱中症カタログ_P10
	スライド番号 10

	熱中症カタログ_P11
	スライド番号 11

	熱中症カタログ_P12
	スライド番号 12

	熱中症カタログ_P13
	スライド番号 13

	熱中症カタログ_P14
	スライド番号 14

	熱中症カタログ_P15
	スライド番号 15

	熱中症カタログ_P16
	スライド番号 16


