
サーキュレーター・扇風機

熱中症指数計
平成25年建設業労働災害防止規程の改正で、熱中症を
予防する為にWBGT値の活用が努力義務化されました

空気を循環！エアコンとの併用で部屋の温度ムラを解消！省エネ効果も◎

危険（31℃～）
厳重警戒（28℃～31℃）
警戒（25℃～28℃）
注意（～25℃）

高年齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
運動や激しい作業をする際には定期的に十分に休息を取り入れる。
一般的に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

　　　　　　　　　　   　　 （湿球黒球温度：Wet Bulb Globe Temperature）は、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です
単位は摂氏度（℃）で示されますが気温とは異なり、人体と外気との熱のやりとり（熱収支）に着目した指標で、①湿度②日射・輻射③気温の3つから数値化されています
暑さ指数WBGT

サーキュレーター（静音タイプ）

品番 羽根径 適応床面積 価格 税込価格
（10%）

EA763FB-2B 18㎝ 羽根 14畳以下 5,700円 6,270円

●サイ ズ…
290（W）×190（D）
×310（H）㎜ 

●重量…2.0㎏ 
●消費電力（50/60Hz）…

 39/33W（最大）
●風量3段階切替
●角度6段階調整
●首振り機能付

●静音モード搭載で35㏈ 以下の静かなサーキュ
レーターです。

●冷暖房の効率アップにより電気代の節約ができ、
室内の空気循環以外にも洗濯物の乾燥・換気・
空気の送り込みなどにもご使用頂けます。

サーキュレーター（静音タイプ・リモコン付）

品番 羽根径 適応床面積 価格 税込価格
（10%）

EA763FB-8 15㎝ 羽根 8畳以下 8,900円 9,790円

●サイズ…
220（W）×203（D）×303（H）㎜  

●重量…約2.1㎏  
●上下・左右自動首振り

●消費電力（50/60Hz・首振り固定時）…
 強：31/29W、中：19/23W、弱：13/16W 

●風量3段階切替 
●切タイマー…1・2・4時間　●リモコン付 
●コンパクトなのにパワフル送風です。

［マイナスイオン］扇風機（リモコン付）

品番 羽根径 価格 税込価格
（10%）

EA763F-53 30㎝ 羽根 6,500円 7,150円

●サイズ…
350（W）×350（D）×680～860（H）㎜ 

●重量…3.1㎏ 
●消費電力（50/60Hz）…37/43W
●風量3段階切替（弱・中・強）
●首振り 角度調整…

左右：75°（自動）、
上下：20°・16°（手動）

●切タイマー…1・2・4時間

●モード切替… 連続運転・リズム・イオン
●  LED消灯ボタン、マイナスイオン機能付
●リモコン付
●自然界よりはるかに多い1,000,000個/㎤  の
マイナスイオン量

扇風機（リモコン付）

品番 羽根径 価格 税込価格
（10%）

EA763F-51B 30㎝ 羽根 8,950円 9,845円

●サイズ…
355（W）×365（D）×680～860（H）㎜ 

●重量…2.9㎏ 
●消費電力…16W
●風量3段階切替（弱・中・強）
●首振り 角度調節…

左右：75°（自動）、
上下：20°・16°（手動）

●入切タイマー… 入：2・4・6時間、
切：1・2・4時間

●  7枚羽根でやわらか
く自然な風を送り
ます。

●エネルギー効率のいいDCモーター採用で省エネです。

本体のみ（バッテリー・充電器別売）
品番 ファン径 電源 価格 税込価格

（10%）
EA897AH-2 140㎜ AC100V 5,800円 6,380円

セット（バッテリー・充電器樹脂ケース付）
品番 ファン径 電源 価格 税込価格

（10%）
EA897AH 140㎜ AC100V 40,600円 44,660円

EA813HE-4 14.4V 3.0Ah
リチウムイオンバッテリー 16,000円 17,600円

EA813HF-6 18V 3.0Ah
リチウムイオンバッテリー 20,000円 22,000円

EA813H-10B 充電器 15,000円 16,500円

オプション

［AC100V/充電式］送風機セット

●風速…2段階（強モード190 弱モード120m/min/ ）

●サイズ…256（W）×199（D）×252（H）㎜ 

EA897AH

●重量…0.9㎏ （本体のみ）　

●付属品…ACアダプタ　●小型×軽量
● 在自方き置」け掛壁「」げ下り吊「

タワーファン（リモコン付）

品番 EA763F-66価格9,500円 税込価格（10%）
 10,450円 

●サイズ…
 260（W）×260（D）×793（H）㎜ 
●重量…3.6㎏ 
●電源…100V
●消費電力（50Hz/6 0Hz）…

強：42W/50W、
中：35W/37W、
弱：31W/31W

●左右首振り機能
●風量…3段階切替（弱・中・強）
●切タイマー…1・2・4時間

●  上下に可動するルーパー搭載で風向きを手動で
調整できます。

●  省スペースで広範囲にパワフル送風ができる
タワーファンです。

［DC12V］自動車用小型扇風機

品番 羽根径 価格 税込価格
（10%）

EA897A-12B 150㎜ 3,000円 3,300円

●電源… DC12V
（シガーソケット）

●最大消費電流
（強 /弱）… 0.9A/0.7A
●取付クリップ
最大開口… 約38㎜  

●サイズ…175（W）×
 210（D）×260（H）㎜ 
●重量…約800g
●コード長…3m

●左右首振約60°、前後左右の角度調整が可能

［DC24V］自動車用扇風機

品番 羽根径 価格 税込価格
（10%）

EA897A-24 200㎜ 3,900円 4,290円

●電源…DC24V（シガーソケット）
●最大消費電流（強/弱）…

 0.5A/0.45A
●サイズ…

228（W）×228（D）×285（H）㎜ 
●  建機、重機に
最適です。

●取付クリップ最大開口…約38㎜ 

熱中症チェッカー

価格19,800円 税込価格（10%）
 21,780円 品番 EA742MK-12

●測定項目… WBGT指数、気温、
相対湿度、黒球温度

●測定範囲…
WBGT指数：0～50℃、気温：0～50℃、
相対湿度：0～100%RH、黒球温度：0～80℃

●分解能…0.1℃/0.1%RH
●測定精度…
気温（TA）：±1℃、黒球屋内温度（IN）：±2℃
黒球屋外温度（OUT）：±3℃（15℃～40℃の時）

●WBGTアラーム設定範囲…
 WBGT指数：21.0～31.0℃

●電源…単4電池×2本（付属）
●重量…約120g

●サイズ…本体：49（W）×29（D）×254（H）㎜ 、黒球：∅400㎜ 
●天候変化に素早いレスポンスの小型黒球を採用
●本体裏面にねじ山（UNC1/4
カメラ用三脚に取り付けることができます。

りよ面地接：置位測計奨推（ 1.2～1.5m）

熱中症指数計

価格2,900円 税込価格（10%）
 3,190円 品番 EA742MK-35

●測定項目… 熱中症指数（WBGT）、
温度、湿度

●測定範囲… 熱中症指数：0～60℃、
温度：0～50℃、
湿度：20～90%RH

●分解能… 熱中症指数：1℃、
温度：0.1℃、湿度：1%RH

●精度…
温度：±1℃（10.0～39.9℃）、±2℃（その他の範囲）、
湿度：±5%RH（30～69%RH）、±10%RH（その他の範囲、25℃時）

●機能… 熱中症指数（WBGT）危険度ランク表示
（注意、警戒、厳重警戒、危険の4つ）、
熱中症指数アラーム（28℃または31℃）

●電源…CR2032×1個（付属）
●サイズ…50（W）×14（D）×55（H）㎜ 
●重量…25g（電池含む）
●ストラップ付（壁掛け、卓上も可）
●熱中症指数のアラームをLEDとブザーでお知らせ
します。

熱中症指数計

価格3,400円 税込価格（10%）
 3,740円 品番 EA742MK-40

●測定範囲… 温度：0～50℃、
湿度：20～90%RH、
熱中症指数：0～60℃

●分解能… 温度：0.1℃、湿度：1%RH、
熱中症指数：1℃

●精度…
　 温度：±1℃（10～39.9℃）、±2℃（その他の範囲）、
湿度：±5%RH（30～69%RH）、±10%RH（その他の範囲）

●熱中症指数アラーム設定範囲…21～60℃
●機能…最高・最低値記録、タイマー、時計
●電源…CR2032×1個（付属）
●サイズ…47（W）×12.5（D）×82（H）㎜ 
●重量…40g（電池含む）　●付属品…ストラップ
●熱中症指数のアラームをブザー音とLEDランプで
お知らせ。

熱中症指数計

価格10,000円 税込価格（10%）
 11,000円 品番 EA742MK-52

●測定範囲…
温度：0～45℃
湿度：20～90%RH

●サイズ…
 ∅300×40㎜ 

●重量…900g
★ 」戒警重厳「」戒警「」意注「をルベレ意注の症中熱
「危険」の4段階で表示　●壁掛用

★

特集
オフィスも現場も涼しく働こう！

http://www.esco-net.com 商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

夏はもうすぐそこ！
　 備えあれば憂いな

し夏はもうすぐそこ！
　 備えあれば憂いな

し

本体のみ（バッテリー・充電器別売）
品番 ファン径 電源 価格 税込価格

（10%）
EA897AH-1 255㎜ AC100V 10,000円 11,000円

EA813HE-4 14.4V 3.0Ah
リチウムイオンバッテリー 16,000円 17,600円

EA813HF-6 18V 3.0Ah
リチウムイオンバッテリー 20,000円 22,000円

EA813H-10B 充電器 15,000円 16,500円

オプション

［AC100V/充電式］送風機

●風速…2段階（強モード190/弱モード160m/min）
●サイズ…370（W）×264（D）×620（H）㎜ 
●重量…3.0㎏ （本体のみ）　●付属品…ACアダプタ
●自動首振り機能搭載　●コンパクトに折り畳み可能



熱中症応急処置キット 「もしも」に備えて安心！現場や工場・オフィスに、暑い季節の必需品！

熱中症対策商品 避けられない屋外での作業時や、空調設備のない環境に！便利なクールダウンアイテム

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。

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 (10%)税込価格 (10%) 円円6,1056,105円円5,5505,550
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

<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

信州大学医学部付属病院
高度救命救急センター 監修

<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

● 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

早い対応と
処置が

命を救います

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能
を持つブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広
がり通気性UP！涼しさと安全性の両方を備えています。

エアライトの特長

<一般品とエアライト搭載品着用後の頭部温度・湿度比較>

［エアライト］ヘルメット

品番 頭サイズ カラー 価格 税込価格
（10%）

EA998BB-21 53～62㎝ ホワイト 2,750円 3,025円
EA998BB-22 53～62㎝ グリーン 2,750円 3,025円
●厚生労働省保護帽検定合格品
●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用

●材質…ABS樹脂
●あごひも付

●グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。

2221

ヘルメット用バイザー

価格1,160円 税込価格（10%）
 1,276円 品番 EA998AX-41

●サイズ…
 430×400㎜ 

●内寸…
 230×200㎜ 

●材質…麦わら

●ヘルメットにはめ込むだけで日除け効果抜群です。
●滑り止め用ゴムシート、クリップ付
●ヘルメットは別売です。

［首筋保護］ヘルメットインナー

品番 サイズ 価格 税込価格
（10%）

EA998AX-61 フリー 900円 990円

●ヘルメットは別売です。

●材質…ポリエステル90%、ポリウレタン10%
●紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付。
●高い冷感機能と吸汗速乾機能でさわやかな着心地
をキープします。

●消臭ミシン糸を使用しているので嫌な臭いを
スピード消臭。

クールネックバンド

価格1,250円 税込価格（10%）
 1,375円 品番 EA915EM-16

●材質… 表地：ポリエステル100%（特殊親水加工）、
吸水剤：特殊繊維（ベルオアシス）

●サイズ…約70×630㎜ 
●吸水剤からの水分を少しずつ放出し、気化熱の作
用により冷感を長時間持続します。

●吸水するとドット柄が浮かび上がり、ドット柄が
薄くなってきたら吸水サインです。

●抗菌・消臭効果　●繰り返し使用可能

涼感スプレー

品番 内容量 価格 税込価格
（10%）

EA920AV-52 300㎖ 1,120円 1,232円

●衣服等にスプレーするだけで体感
温度が下がります。

●こもった熱を吸収して放熱するの
で根本から熱を取り除きます。

●ナノサイズの粒子が素材の奥まで
浸透し、素材との接着面も多いので
放熱成分がしっかり密着し、
涼感効果が長持ちします。

強力保冷剤（スピード氷結）

品番 サイズ
（㎜ ）

重量
（g） 価格 税込価格

（10%）

EA917H-1A 195×135×26（T）約550 700円 770円

●  材質…
主成分：天然高分子（植物）

　容器： ポリエチレン、
ナイロン

● 魚も凍る表面温度－16℃
のスピード氷結タイプ

保冷剤

品番 サイズ
（㎜ ）

重量
（g） 価格 税込価格

（10%）

EA917H-2A 150×180×28（T） 500 280円 308円
EA917H-3A 195×288×22（T） 800 500円 550円

●材質…
水、吸水性樹脂、
防腐剤

●冷凍庫で凍結
させて繰り返
し使用するこ
とができます。

3A2A

<イメージ図>

パンチング瞬間冷却材

品番 価格 税込価格
（10%）

EA917HB-1

1

12・12

250円 275円
EA917HB-2 200円 220円
EA917HB-12 2,150円 2,365円

●叩いて瞬間冷却する
冷却パウチです。

●炎天下での作業や
アウトドアに。

●保冷時間…
　　　   約30～40分

サイズ
（㎜ ）

重量 入
数（g  ）

125×65 80 3
1
12

270
270

225×150
225×150

一般品 エアライト搭載品

頭頂部
温度：
32.5℃
湿度：
77.1％

頭頂部
温度：
24.2℃
湿度：
54.8％

コールドスプレー（冷却剤）

品番 内容量 価格 税込価格
（10%）

EA920AV-41A 420㎖ 690円 759円

●痛めた部位を瞬時に冷やし、
痛みをやわらげる応急処置用の
冷却スプレーです。

ジャグ

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜ ）

重量
（㎏ ） 価格 税込価格

（10%）

EA917AB-18 18 ∅333×450（H） 2.5 9,500円 10,450円
EA917AB-23 23 ∅333×549（H） 3.1 9,900円 10,890円
EA917AB-118 交換用蛇口（白） 480円 528円
●材 質…本体・ふた：ポリエチレン

密封材：PS/PP、断熱材：PU
●室外作業の飲料水や手洗い水用に最適
●飲み物を入れやすい全開ふた仕様
●水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、
しずくが垂れません。

［キャスター付］クーラーボックス

品番 容量 重量 価格 税込価格
（10%）

EA917AJ-47 47ℓ 4.6㎏ 16,500円 18,150円
品番 外寸（W×D×H）㎜ 内寸（W×D×H）㎜ 

EA917AJ-47 620×360×390 510×285×295
●材質…
本体：ポリエチレン
密封材：PS/PP
断熱材：PU

●キャスター
水抜き栓付

［折りたたみ式］保温・保冷コンテナ（ふた付/発泡PP）

品番 容量
（ℓ）

使用時サイズ
（収納時サイズ）
W×D×H（㎜ ）

入
数 価格 税込価格

（10%）

EA917AA-30 38 600×400×253
（600×400×115）

1 8,850円 9,735円
EA917AA-30A 38 4 33,400円 36,740円
●材質…EPP（発泡ポリプロピレン）
●重量…約1.05㎏ 
●密閉性を高めた設計で、
保温・保冷効果に優れます。

●曲げなどの変形に強く、
発泡スチロールに比べて耐久性があります。

#SP20-120※表示価格の有効期限は２０20年12月末日までとなります。

Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ！

株式会社エスコ公式

〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL：06-6535-6226  FAX：06-6541-0929
http://www.esco-net.com/　MAIL：esco-sp@esco-net.com


