
工業用

工業用
アルミ羽根

2019 夏 特集
暑くなる前に対策を！工場や現場など早めに環境を整えて、夏本番を快適に！

スタンド式工場扇

工場扇（スタンド式）工場扇（スタンド式）

全閉型モーター
粉塵やミストの多い
工場でも安心

鋼板製ネック
主要部分を支える
丈夫な鋼板製ネック

スピンナー固定式 押しボタン式スイッチ

折り畳み式三脚
ワンプッシュピンを押すと
簡単に折り畳めます

ワンプッシュピン

EA897AF-1AEA897AF-1A
税込価格 (8%)税込価格 (8%) 円円16,20016,200円円15,00015,000

品番
価格
● 電源…100V（50/60Hz）　● 消費電力（50/60Hz）…120/160W
● サイズ…840（W）×725（D）×1170～1280（H）ｍｍ　● 重量…11kg　● ファン径…45cｍ　
● コード長…1.7m（アース付、耐トラッキング）　● 材質…本体：アルミダイカスト、ファン：プラスチック
● 3 段速調式（強・中・弱）　● 最大風量（50/60Hz）…165/186ｍ³/ 分　● ワンプッシュ折畳三脚　
● 全閉型モーター　● 首振角度…75度　● 首折角度…－5・0・20・35度（4段階調節）

● 電源…100V（50/60Hz）　● 消費電力（50/60Hz）…120/160W
● サイズ…840（W）×725（D）×1170～1280（H）ｍｍ　● 重量…11kg　● ファン径…45cｍ　
● コード長…1.7m（アース付、耐トラッキング）　● 材質…本体：アルミダイカスト、ファン：プラスチック
● 3 段速調式（強・中・弱）　● 最大風量（50/60Hz）…165/186ｍ³/ 分　● ワンプッシュ折畳三脚　
● 全閉型モーター　● 首振角度…75度　● 首折角度…－5・0・20・35度（4段階調節）

工場扇（スタンド式）工場扇（スタンド式）

開放型

全閉型
100V

100V

ファン径

45cm
首振角度

75度
風量調整

3段階
首折角度

4段階
三脚
折畳式

EA897AN-200EA897AN-200
税込価格 (8%)税込価格 (8%) 円円8,4248,424円円7,8007,800

品番
価格
● 電源…100V（50/60Hz）　● 消費電力（50/60Hz）…140/150W
● サイズ…770（W）×630（D）×1200～ 1370（H）mm　● 重量…6.8kg　
● ファン径…45cｍ　● コード長…2.4ｍ　● 3 段速調式（強・中・弱）　
● 最大風量（50/60Hz）…120/138ｍ³/ 分　● 騒音値（50/60Hz）…66/70dB　
● 折り畳み式三脚　● 開放型モーター　● 首振角度…80度　
● 首折角度…5段階調節

● 電源…100V（50/60Hz）　● 消費電力（50/60Hz）…140/150W
● サイズ…770（W）×630（D）×1200～ 1370（H）mm　● 重量…6.8kg　
● ファン径…45cｍ　● コード長…2.4ｍ　● 3 段速調式（強・中・弱）　
● 最大風量（50/60Hz）…120/138ｍ³/ 分　● 騒音値（50/60Hz）…66/70dB　
● 折り畳み式三脚　● 開放型モーター　● 首振角度…80度　
● 首折角度…5段階調節

ファン径

45cm
首振角度

80度
風量調整

3段階
首折角度

5段階
三脚
折畳式

簡単におりたためるので
移動・保管に便利です

折り畳み式三脚
溝付きで

不意の落下を防止します

高さ調節可能

NEW!NEW!



移動楽々
キャスター

風量調整

3段階

風量調整

2段階

大型送風機【ビッグファン】

ポータブル型スポットエアコン

ファン径

60cm

ファン径

75cm

ファン径

100cm

全閉型
100V
工業用

100V
工業用

100V
工業用

アルミ羽根

【ファン径60cｍ】【ファン径60cｍ】
EA897AN-11EA897AN-11

税込価格 (8%)税込価格 (8%) 円円28,08028,080
円円26,00026,000

品番
価格

● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…144/189W
● サイズ…730（W）×350（D）×820（H）mm　
● 重量…20.5kg　● ファン径…60cｍ　
● コード長…2.4ｍ　● 3 段速調式（強・中・弱）　
● 最大風量（50/60Hz）…334/348ｍ³/ 分　
● 騒音値（50/60Hz）…68/71dB　● キャスター付

● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…144/189W
● サイズ…730（W）×350（D）×820（H）mm　
● 重量…20.5kg　● ファン径…60cｍ　
● コード長…2.4ｍ　● 3 段速調式（強・中・弱）　
● 最大風量（50/60Hz）…334/348ｍ³/ 分　
● 騒音値（50/60Hz）…68/71dB　● キャスター付

スポットエアコン
（ポータブル型）
スポットエアコン
（ポータブル型）

EA897TC-1EA897TC-1

税込価格 (8%)税込価格 (8%) 円円60,48060,480
円円56,00056,000

品番
価格

【ファン径75cｍ】【ファン径75cｍ】
EA897AN-12EA897AN-12

税込価格 (8%)税込価格 (8%) 円円37,69237,692
円円34,90034,900

品番
価格

● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…257/346W
● サイズ…895（W）×350（D）×970（H）mm　
● 重量…28kg　● ファン径…75cｍ　
● コード長…2.4ｍ　● 2 段速調式（強・弱）　
● 最大風量（50/60Hz）…341/365ｍ³/ 分　
● 騒音値（50/60Hz）…74/78dB　● キャスター付

● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…257/346W
● サイズ…895（W）×350（D）×970（H）mm　
● 重量…28kg　● ファン径…75cｍ　
● コード長…2.4ｍ　● 2 段速調式（強・弱）　
● 最大風量（50/60Hz）…341/365ｍ³/ 分　
● 騒音値（50/60Hz）…74/78dB　● キャスター付

【ファン径100cｍ】【ファン径100cｍ】
EA897AN-13EA897AN-13

税込価格 (8%)税込価格 (8%) 円円59,40059,400
円円55,00055,000

品番
価格

● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…316/384W
● サイズ…1130（W）×370（D）×1250（H）mm　
● 重量…38.5kg　● ファン径…100cｍ　
● コード長…2.4ｍ
● 最大風量（50/60Hz）…508/516ｍ³/ 分　
● 騒音値（50/60Hz）…76/78dB　● キャスター付

● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…316/384W
● サイズ…1130（W）×370（D）×1250（H）mm　
● 重量…38.5kg　● ファン径…100cｍ　
● コード長…2.4ｍ
● 最大風量（50/60Hz）…508/516ｍ³/ 分　
● 騒音値（50/60Hz）…76/78dB　● キャスター付

上下方向の風向角度を
調整できます
上下方向の風向角度を
調整できます首折角度

調整可能

● 電源…100V（50/60Hz）　● 消費電力（50/60Hz）…600/675W
● サイズ…475（W）×275（D）×610（H）mm　● 重量…23kg　
● コード長…1.8ｍ　●2段速調式（強・弱）　● 最大風量（50/60Hz）…120/140ｍ³/ 分　
● 騒音値（50/60Hz）…60/62dB　● キャスター付　● ドレンタンク容量…3ℓ　
● 新冷媒（R407C）採用　● 圧縮機…全閉型ロータリー
● 冷風ダクトはワンタッチで取付け・取外しができるので、メンテナンスや保管に便利です。

● 電源…100V（50/60Hz）　● 消費電力（50/60Hz）…600/675W
● サイズ…475（W）×275（D）×610（H）mm　● 重量…23kg　
● コード長…1.8ｍ　●2段速調式（強・弱）　● 最大風量（50/60Hz）…120/140ｍ³/ 分　
● 騒音値（50/60Hz）…60/62dB　● キャスター付　● ドレンタンク容量…3ℓ　
● 新冷媒（R407C）採用　● 圧縮機…全閉型ロータリー
● 冷風ダクトはワンタッチで取付け・取外しができるので、メンテナンスや保管に便利です。

スポットエアコン
（ポータブル型）
スポットエアコン
（ポータブル型）

EA897SC-1EA897SC-1

税込価格 (8%)税込価格 (8%) 円円66,96066,960
円円62,00062,000

品番
価格

● 電源…100V（50/60Hz）　● 消費電力（50/60Hz）…450/560W
● サイズ…225（W）×519（D）×675（H）mm　● 重量…22kg　
● コード長…2ｍ　● キャスター付　● ドレンタンク容量…3ℓ　
● 新冷媒（R407C）採用　● 圧縮機…全閉型ロータリー
● 満水時自動ストップ機能により、水が溢れて床が濡れる心配はありません。
● 前面以外の三面を壁にピタリと寄せられます。
● 設置場所や使用方法に合わせて、排気の方向を上方向と横方向から選べます。

● 電源…100V（50/60Hz）　● 消費電力（50/60Hz）…450/560W
● サイズ…225（W）×519（D）×675（H）mm　● 重量…22kg　
● コード長…2ｍ　● キャスター付　● ドレンタンク容量…3ℓ　
● 新冷媒（R407C）採用　● 圧縮機…全閉型ロータリー
● 満水時自動ストップ機能により、水が溢れて床が濡れる心配はありません。
● 前面以外の三面を壁にピタリと寄せられます。
● 設置場所や使用方法に合わせて、排気の方向を上方向と横方向から選べます。

据付工事
不要

除湿

タンク容量

3ℓ
風量調整

2段階
移動楽々
キャスター

360度
冷風ダクト

R407C
冷媒

R407C
冷媒 タンク容量

3ℓ
運転切替
冷風/送風

移動楽々
キャスター

据付工事
不要

360度
冷風ダクト 切り忘れ防止

タイマー

壁面ピッタリ
設置可能

排気の向きが選べます

横方向上方向



据付工事
不要

壁面ピッタリ
設置可能

スポットエアコン
100V
工業用

100V
工業用

スポットエアコン
（自動首振機能付）
スポットエアコン
（自動首振機能付）

リトルドレン構造による小型ドレンタンク採用！
ドレンホース付で直接排水も可能！
リトルドレン構造による小型ドレンタンク採用！
ドレンホース付で直接排水も可能！

熱交換器一体型の
ミニドレンタンク採用！
熱交換器一体型の
ミニドレンタンク採用！

「自動首振機能」「自動首振機能」
追加！追加！

スペックはそのまま、スペックはそのまま、

「自動首振機能」「自動首振機能」
追加！追加！

スペックはそのまま、スペックはそのまま、

EA897TE-1AEA897TE-1A

税込価格 (8%)税込価格 (8%) 円円95,47295,472
円円88,40088,400

品番
価格

● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…強：810/1005W、弱：770/945W
● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…強：810/1005W、弱：770/945W

<共通仕様>
● サイズ…400（W）×430（D）×820（H）mm　● 重量…40kg　● コード長…2ｍ　●2段速調式（強・弱）　● 騒音値（50/60Hz）…強：66/68dB、弱：64/65dB　
● キャスター・ドレンホース付　● ドレンタンク容量…5ℓ　● 新冷媒（R407C）採用　● 圧縮機…全閉型ロータリー　
● サーマルプロテクター (復帰式加熱保護装置 )内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。 

<共通仕様>
● サイズ…400（W）×430（D）×820（H）mm　● 重量…40kg　● コード長…2ｍ　●2段速調式（強・弱）　● 騒音値（50/60Hz）…強：66/68dB、弱：64/65dB　
● キャスター・ドレンホース付　● ドレンタンク容量…5ℓ　● 新冷媒（R407C）採用　● 圧縮機…全閉型ロータリー　
● サーマルプロテクター (復帰式加熱保護装置 )内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。 

スポットエアコン
（スタンダードタイプ）
スポットエアコン
（スタンダードタイプ）

EA897TE-2EA897TE-2

税込価格 (8%)税込価格 (8%) 円円90,07290,072
円円83,40083,400

品番
価格

● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…強：805/1000W、弱：765/940W
● 自動首振機能なし

● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…強：805/1000W、弱：765/940W
● 自動首振機能なし

スポットエアコン
（自動首振機能付）
スポットエアコン
（自動首振機能付）

EA897SB-100CEA897SB-100C

税込価格 (8%)税込価格 (8%) 円円113,400113,400
105,000105,000

品番
価格

<共通仕様>
● 電源…100V（50/60Hz）　● 消費電力（50/60Hz）…700/870W　● サイズ…430（W）×390（D）×860（H）mm　● 重量…40kg　● コード長…2ｍ　●2段速調式（強・弱）
● キャスター付　● ドレンタンク容量…5ℓ　● 新冷媒（R407C）採用　● 圧縮機…全閉型ロータリー　● ドレンホースは別売です。

<共通仕様>
● 電源…100V（50/60Hz）　● 消費電力（50/60Hz）…700/870W　● サイズ…430（W）×390（D）×860（H）mm　● 重量…40kg　● コード長…2ｍ　●2段速調式（強・弱）
● キャスター付　● ドレンタンク容量…5ℓ　● 新冷媒（R407C）採用　● 圧縮機…全閉型ロータリー　● ドレンホースは別売です。

● 自動首振機能なし● 自動首振機能なし

運転切替
冷風/送風

自動首振

45度

タンク容量

5ℓ
風量調整

2段階
移動楽々
キャスター

据付工事
不要

タンク容量

5ℓ
風量調整

2段階
移動楽々
キャスター

円円

スポットエアコンスポットエアコン
EA897SA-100CEA897SA-100C

税込価格 (8%)税込価格 (8%) 円円98,28098,280
91,00091,000

品番
価格 円円

R407C
冷媒

R407C
冷媒

200度
冷風ダクト 壁面ピッタリ

設置可能

自動首振

75度



救命救急専門医との
共同開発！
救命救急専門医との
共同開発！

※本製品は熱中症の応急処置を目的とした製品で、熱中症を治すものではありません。
※熱中症を疑った場合は、すぐに応急処置を行い、医療機関を受診しましょう。

節電・省エネ
対策

熱中症
対策

環境に
優しい 粉塵

対策
加湿
対策

熱中症
対策

工業用
アルミ羽根

工業用
移動楽々
キャスター

移動楽々
キャスター

大型冷風機 ミストファン
100V

大型冷風機大型冷風機
EA897TG-1AEA897TG-1A

税込価格 (8%)税込価格 (8%) 円円66,63666,636円円61,70061,700
品番
価格
● 電源…100V（50/60Hz）　● 消費電力（50/60Hz）…170/210W
● サイズ…680（W）×500（D）×1090（H）mm　● 重量…20kg　
● ファン径…40cｍ　● コード長…3ｍ　● 主材質…樹脂　● 3 段速調式（強・中・弱）　
● 最大風量（50/60Hz）…120/140ｍ³/ 分　● 騒音値…55dB　● キャスター付
● ドレンタンク容量…50ℓ　● 満タン時連続使用時間（50/60Hz）…8/6 時間
● 左右50度オートスイング機能　● 据付工事不要

● 電源…100V（50/60Hz）　● 消費電力（50/60Hz）…170/210W
● サイズ…680（W）×500（D）×1090（H）mm　● 重量…20kg　
● ファン径…40cｍ　● コード長…3ｍ　● 主材質…樹脂　● 3 段速調式（強・中・弱）　
● 最大風量（50/60Hz）…120/140ｍ³/ 分　● 騒音値…55dB　● キャスター付
● ドレンタンク容量…50ℓ　● 満タン時連続使用時間（50/60Hz）…8/6 時間
● 左右50度オートスイング機能　● 据付工事不要

ファン径

40cm
左右スイング

50度
風量調整

3段階
据付工事
不要

ミストファン
（ミスト発生機）
ミストファン
（ミスト発生機）

EA897AN-31EA897AN-31
税込価格 (8%)税込価格 (8%) 円円62,64062,640円円58,00058,000

品番
価格
● 電源…100V（50/60Hz）　● 消費電力（50/60Hz）…90/118W
● サイズ…本体：1150（W）×1000（D）×1345～ 1510（H）mm
　　　　  タンク：395（W）×435（D）×735（H）mm
● 重量…本体：12.9kg、タンク：8kg　● ファン径…45cｍ　
● コード長…本体：2.4m、タンク：5.0ｍ　● 3 段速調式（強・中・弱）　
● 最大風量（50/60Hz）…141/161ｍ³/ 分　● 騒音値（50/60Hz）…66/70dB　
● 全閉型モーター　● ドレンタンク容量…30ℓ　● 首振角度…75度　
● 首折角度…3段階調節

● 電源…100V（50/60Hz）　● 消費電力（50/60Hz）…90/118W
● サイズ…本体：1150（W）×1000（D）×1345～ 1510（H）mm
　　　　  タンク：395（W）×435（D）×735（H）mm
● 重量…本体：12.9kg、タンク：8kg　● ファン径…45cｍ　
● コード長…本体：2.4m、タンク：5.0ｍ　● 3 段速調式（強・中・弱）　
● 最大風量（50/60Hz）…141/161ｍ³/ 分　● 騒音値（50/60Hz）…66/70dB　
● 全閉型モーター　● ドレンタンク容量…30ℓ　● 首振角度…75度　
● 首折角度…3段階調節

熱中症応急処置キット熱中症応急処置キット
EA998AX-200EA998AX-200

税込価格 (8%)税込価格 (8%) 円円6,0486,048円円5,6005,600
品番
価格
<ショルダーバッグ>
● サイズ…340（W）×135（D）×270（H）mm　● 重量…2.8kg
● 材質…ポリエステル、発砲ポリエチレン、ポリプロピレン
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ファン径

45cm
自動首振

75度
風量調整

3段階
全閉型
100V

タンク容量

30ℓ
タンク容量

50ℓ

スイッチを入れると
左右にオートスイング

給水口から注ぐだけの
カンタン給水！

ドリンクホルダーなど
物を置けるスペース付き

ファンによるミスト噴射

移動に便利なハンドル、
キャスター付き

信州大学医学部付属病院
高度救命救急センター 監修

3段階
首折角度

熱中症応急処置キット

<セット内容>
● ショルダーバッグ×1　● 温度チェッカー×1　
● 折畳マット×1　　　 　● 冷却帯×5
● 冷却用ガーゼ×2　　   ● エアクッション×1
● 瞬間冷却材×12個　　● 折畳うちわ×2
● 給水バッグ×1            ● フェイスタオル×1　　
● 霧吹き×1   　　　　　● 小物ケース×1
● 応急マニュアル大・小×各 1
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NEW!NEW!

左右50°

早い対応と
処置が

命を救います

#SP19-046※表示価格は、2019年度カタログ価格となります。

お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226

まるごと1冊に！
「 」万11 点 を

おかげさまで通算50号


