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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/
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