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便利カタログ
暑い夏を快適に！暑い夏を快適に！

工具、機器、部品、消耗品、備品など工具、機器、部品、消耗品、備品など

約149,000点掲載！約149,000点掲載！

毎年発行

ーー

ーー



P.01 P.02

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！

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

（税抜）（税抜）円円75,00075,000
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

気化式
大型冷風機
気化式
大型冷風機

EA897TA-1EA897TA-1
（税抜）（税抜）円円115,000115,000

品番
価格
● 屋内型　● サイズ…850(W)×510(D)×1380(H)mm　
● 重量…36kg　● 貯水量…60ℓ
● 消費電力 (50/60Hz)…295/325W　
● 風量3段階切替(弱・中・強 )
● 風向調節…上下手動、左右自動 (スイング60°)　
● 連続使用時間…7～ 10.5 時間
● 吹出口で外気温より-4℃の冷却効果があります
● ファン径…52cm
● 冷却範囲…30～50m²

● 屋内型　● サイズ…850(W)×510(D)×1380(H)mm　
● 重量…36kg　● 貯水量…60ℓ
● 消費電力 (50/60Hz)…295/325W　
● 風量3段階切替(弱・中・強 )
● 風向調節…上下手動、左右自動 (スイング60°)　
● 連続使用時間…7～ 10.5 時間
● 吹出口で外気温より-4℃の冷却効果があります
● ファン径…52cm
● 冷却範囲…30～50m²

ファン径

40cm
左右スイング

50度
風量調整

3段階

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
（税抜）（税抜）円円64,30064,300

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

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

節電・省エネ
対策

熱中症
対策

環境に
優しい

工業用
移動楽々
キャスター

大型冷風機
100V ファン径

52cm
左右スイング

60度
風量調整

3段階
タンク容量

60ℓ

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

3段階
首折角度

左右50°

「外気－4℃」
氷を入れれば
さらに涼しく

冷却
エレメント

受け皿

外
気
の
取
込
み

ポンプ

スポットエアコン
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！

排水作業不要の
ドレンレス構造
排水作業不要の
ドレンレス構造

「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
円円96,50096,500

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
(税抜)(税抜)

(税抜)(税抜)

円円80,00080,000
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

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

100V
工業用
100V
工業用

100V
工業用
冷暖両用でオールシーズン
使用可能！排水作業不要の
ドレンレス構造

冷暖両用でオールシーズン
使用可能！排水作業不要の
ドレンレス構造

100V
工業用

冷暖スポットエアコン
（ドレンレス）
冷暖スポットエアコン
（ドレンレス）

EA897TE-11EA897TE-11
円円148,000148,000

品番
価格
● 電源…100V（50/60Hz）
● 消費電力（50/60Hz）…冷房（強）：920/1150W
　　　　　　　　　　　冷房（弱）：900/1120W
　　　　　　　　　　　暖房（弱）：710/890W
● サイズ…390（W）×475（D）×910（H）mm
● 重量…49kg　● コード長…2ｍ
● 騒音値（50/60Hz）…62/64dB　● キャスター付
● 新冷媒（R410A）採用 ● 圧縮機…全閉型ロータリー
● 夏は冷房として、冬は補助暖房として、オール
　 シーズン使用できる便利なスポットエアコン !
● 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。
● 温度制御機能…冷房：17～ 28℃、暖房：10～ 22℃
　 ※設定温度に達すると送風運転に替わります。

● 電源…100V（50/60Hz）
● 消費電力（50/60Hz）…冷房（強）：920/1150W
　　　　　　　　　　　冷房（弱）：900/1120W
　　　　　　　　　　　暖房（弱）：710/890W
● サイズ…390（W）×475（D）×910（H）mm
● 重量…49kg　● コード長…2ｍ
● 騒音値（50/60Hz）…62/64dB　● キャスター付
● 新冷媒（R410A）採用　● 圧縮機…全閉型ロータリー
● 夏は冷房として、冬は補助暖房として、オール
　 シーズン使用できる便利なスポットエアコン !
● 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。
● 温度制御機能…冷房：17～ 28℃、暖房：10～ 22℃
　 ※設定温度に達すると送風運転に替わります。

スポットエアコン
（ドレンレス）
スポットエアコン
（ドレンレス）

EA897TE-12EA897TE-12
円円95,00095,000

品番
価格
● 電源…100V（50/60Hz）
● 消費電力（50/60Hz）…強：935/1135W
　　　　　　　　　　　弱：890/1100W
● サイズ…400（W）×430（D）×845（H）mm
● 重量…36.5kg　● コード長…2ｍ
● 騒音値（50/60Hz）…強：63/63dB
　　　　　　　　　 弱：62/60dB　
● キャスター・ドレンホース付
● ドレンタンク容量…4ℓ　
● 新冷媒（R410A）採用
● 圧縮機…全閉型ロータリー
● ドレン水を蒸発させることができる構造のため、
　 面倒なタンクの水を捨てる作業が不要です
● サーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置）内蔵で、
　 モーターを過負荷や異常電流から保護します

● 電源…100V（50/60Hz）
● 消費電力（50/60Hz）…強：935/1135W
　　　　　　　　　　　弱：890/1100W
● サイズ…400（W）×430（D）×845（H）mm
● 重量…36.5kg　● コード長…2ｍ
● 騒音値（50/60Hz）…強：63/63dB
　　　　　　　　　 弱：62/60dB　
● キャスター・ドレンホース付
● ドレンタンク容量…4ℓ　
● 新冷媒（R410A）採用
● 圧縮機…全閉型ロータリー
● ドレン水を蒸発させることができる構造のため、
　 面倒なタンクの水を捨てる作業が不要です
● サーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置）内蔵で、
　 モーターを過負荷や異常電流から保護します

(税抜)(税抜) (税抜)(税抜)

あると便利！スポットエアコン関連用品

EA897AZ-22EA897AZ-22
円円1,0501,050

品番抗菌・防臭タイプ
価格

＜共通仕様＞
● 入数…5枚　● サイズ…400×700mm　● 取付テープ付属（12枚）
● 付属の取付テープをスポットエアコンの筐体に貼付け、その上からフィルターを取り付けます
● お使いのスポットクーラーに合わせてカットして取り付けできます

＜共通仕様＞
● 入数…5枚　● サイズ…400×700mm　● 取付テープ付属（12枚）
● 付属の取付テープをスポットエアコンの筐体に貼付け、その上からフィルターを取り付けます
● お使いのスポットクーラーに合わせてカットして取り付けできます

(税抜)(税抜)
EA897AZ-21EA897AZ-21

円円885885
品番難燃タイプ

５枚 ５枚価格 (税抜)(税抜)

吸気口に取り付けることで、
ホコリや油汚れの
侵入を防ぎます！

吸気口に取り付けることで、
ホコリや油汚れの
侵入を防ぎます！

タンク容量

4ℓ
風量調整

2段階
移動楽々
キャスター

据付工事
不要

R410A
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
風量調整

2段階
移動楽々
キャスター

据付工事
不要

R410A
冷媒 壁面ピッタリ

設置可能
自動首振

95度200度
冷風ダクト

スポットエアコン用フィルター

● 材質…難燃性不織布
● カラー…白色

● 材質…抗菌・防臭不織布
● カラー…薄青色

-21

※チャーター便の為、2～3日余分に納期がかかる場合がございます。
   又、車上渡しが基本となっております。

※チャーター便の為、2～3日余分に納期がかかる場合がございます。
   又、車上渡しが基本となっております。



P.01 P.02

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！

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

（税抜）（税抜）円円75,00075,000
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

気化式
大型冷風機
気化式
大型冷風機

EA897TA-1EA897TA-1
（税抜）（税抜）円円115,000115,000

品番
価格
● 屋内型　● サイズ…850(W)×510(D)×1380(H)mm　
● 重量…36kg　● 貯水量…60ℓ
● 消費電力 (50/60Hz)…295/325W　
● 風量3段階切替(弱・中・強 )
● 風向調節…上下手動、左右自動 (スイング60°)　
● 連続使用時間…7～ 10.5 時間
● 吹出口で外気温より-4℃の冷却効果があります
● ファン径…52cm
● 冷却範囲…30～50m²

● 屋内型　● サイズ…850(W)×510(D)×1380(H)mm　
● 重量…36kg　● 貯水量…60ℓ
● 消費電力 (50/60Hz)…295/325W　
● 風量3段階切替(弱・中・強 )
● 風向調節…上下手動、左右自動 (スイング60°)　
● 連続使用時間…7～ 10.5 時間
● 吹出口で外気温より-4℃の冷却効果があります
● ファン径…52cm
● 冷却範囲…30～50m²

ファン径

40cm
左右スイング

50度
風量調整

3段階

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
（税抜）（税抜）円円64,30064,300

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

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

節電・省エネ
対策

熱中症
対策

環境に
優しい

工業用
移動楽々
キャスター

大型冷風機
100V ファン径

52cm
左右スイング

60度
風量調整

3段階
タンク容量

60ℓ

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

3段階
首折角度

左右50°

「外気－4℃」
氷を入れれば
さらに涼しく

冷却
エレメント

受け皿

外
気
の
取
込
み

ポンプ

スポットエアコン
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！

排水作業不要の
ドレンレス構造
排水作業不要の
ドレンレス構造

「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
円円96,50096,500

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
(税抜)(税抜)

(税抜)(税抜)

円円80,00080,000
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

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

100V
工業用
100V
工業用

100V
工業用
冷暖両用でオールシーズン
使用可能！排水作業不要の
ドレンレス構造

冷暖両用でオールシーズン
使用可能！排水作業不要の
ドレンレス構造

100V
工業用

冷暖スポットエアコン
（ドレンレス）
冷暖スポットエアコン
（ドレンレス）

EA897TE-11EA897TE-11
円円148,000148,000

品番
価格
● 電源…100V（50/60Hz）
● 消費電力（50/60Hz）…冷房（強）：920/1150W
　　　　　　　　　　　冷房（弱）：900/1120W
　　　　　　　　　　　暖房（弱）：710/890W
● サイズ…390（W）×475（D）×910（H）mm
● 重量…49kg　● コード長…2ｍ
● 騒音値（50/60Hz）…62/64dB　● キャスター付
● 新冷媒（R410A）採用 ● 圧縮機…全閉型ロータリー
● 夏は冷房として、冬は補助暖房として、オール
　 シーズン使用できる便利なスポットエアコン !
● 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。
● 温度制御機能…冷房：17～ 28℃、暖房：10～ 22℃
　 ※設定温度に達すると送風運転に替わります。

● 電源…100V（50/60Hz）
● 消費電力（50/60Hz）…冷房（強）：920/1150W
　　　　　　　　　　　冷房（弱）：900/1120W
　　　　　　　　　　　暖房（弱）：710/890W
● サイズ…390（W）×475（D）×910（H）mm
● 重量…49kg　● コード長…2ｍ
● 騒音値（50/60Hz）…62/64dB　● キャスター付
● 新冷媒（R410A）採用　● 圧縮機…全閉型ロータリー
● 夏は冷房として、冬は補助暖房として、オール
　 シーズン使用できる便利なスポットエアコン !
● 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。
● 温度制御機能…冷房：17～ 28℃、暖房：10～ 22℃
　 ※設定温度に達すると送風運転に替わります。

スポットエアコン
（ドレンレス）
スポットエアコン
（ドレンレス）

EA897TE-12EA897TE-12
円円95,00095,000

品番
価格
● 電源…100V（50/60Hz）
● 消費電力（50/60Hz）…強：935/1135W
　　　　　　　　　　　弱：890/1100W
● サイズ…400（W）×430（D）×845（H）mm
● 重量…36.5kg　● コード長…2ｍ
● 騒音値（50/60Hz）…強：63/63dB
　　　　　　　　　 弱：62/60dB　
● キャスター・ドレンホース付
● ドレンタンク容量…4ℓ　
● 新冷媒（R410A）採用
● 圧縮機…全閉型ロータリー
● ドレン水を蒸発させることができる構造のため、
　 面倒なタンクの水を捨てる作業が不要です
● サーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置）内蔵で、
　 モーターを過負荷や異常電流から保護します

● 電源…100V（50/60Hz）
● 消費電力（50/60Hz）…強：935/1135W
　　　　　　　　　　　弱：890/1100W
● サイズ…400（W）×430（D）×845（H）mm
● 重量…36.5kg　● コード長…2ｍ
● 騒音値（50/60Hz）…強：63/63dB
　　　　　　　　　 弱：62/60dB　
● キャスター・ドレンホース付
● ドレンタンク容量…4ℓ　
● 新冷媒（R410A）採用
● 圧縮機…全閉型ロータリー
● ドレン水を蒸発させることができる構造のため、
　 面倒なタンクの水を捨てる作業が不要です
● サーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置）内蔵で、
　 モーターを過負荷や異常電流から保護します

(税抜)(税抜) (税抜)(税抜)

あると便利！スポットエアコン関連用品

EA897AZ-22EA897AZ-22
円円1,0501,050

品番抗菌・防臭タイプ
価格

＜共通仕様＞
● 入数…5枚　● サイズ…400×700mm　● 取付テープ付属（12枚）
● 付属の取付テープをスポットエアコンの筐体に貼付け、その上からフィルターを取り付けます
● お使いのスポットクーラーに合わせてカットして取り付けできます

＜共通仕様＞
● 入数…5枚　● サイズ…400×700mm　● 取付テープ付属（12枚）
● 付属の取付テープをスポットエアコンの筐体に貼付け、その上からフィルターを取り付けます
● お使いのスポットクーラーに合わせてカットして取り付けできます

(税抜)(税抜)
EA897AZ-21EA897AZ-21

円円885885
品番難燃タイプ

５枚 ５枚価格 (税抜)(税抜)

吸気口に取り付けることで、
ホコリや油汚れの
侵入を防ぎます！

吸気口に取り付けることで、
ホコリや油汚れの
侵入を防ぎます！

タンク容量

4ℓ
風量調整

2段階
移動楽々
キャスター

据付工事
不要

R410A
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
風量調整

2段階
移動楽々
キャスター

据付工事
不要

R410A
冷媒 壁面ピッタリ

設置可能
自動首振

95度200度
冷風ダクト

スポットエアコン用フィルター

● 材質…難燃性不織布
● カラー…白色

● 材質…抗菌・防臭不織布
● カラー…薄青色
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※チャーター便の為、2～3日余分に納期がかかる場合がございます。
   又、車上渡しが基本となっております。

※チャーター便の為、2～3日余分に納期がかかる場合がございます。
   又、車上渡しが基本となっております。



P.03 P.04

工場・倉庫・作業場・体育館などの広い空間への
送風・換気・循環に！大風量で広範囲に送風可能！
工場・倉庫・作業場・体育館などの広い空間への
送風・換気・循環に！大風量で広範囲に送風可能！

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】

ファン径

60cm
ファン径

75cm

ファン径

100cm

全閉型
100V
工業用
アルミ羽根

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

（税抜）（税抜）円円28,60028,600
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

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

（税抜）（税抜）円円38,40038,400
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

（税抜）（税抜）円円64,00064,000
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

オススメ商品

排水作業不要の
ノンドレン方式

ポータブル型
ミニクーラー

小型DCスポットエアコン

100V

ミニスポットクーラー
（ポータブル型）
ミニスポットクーラー
（ポータブル型）

EA897TC-6EA897TC-6
（税抜）（税抜）円円34,00034,000

品番
価格
● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…132/158W
● 冷房能力（50/60Hz）…0.33/0.37kW
● サイズ…215（W）×610（D）×280（H）mm
● 重量…11.5kg　● コード長…2ｍ
● 圧縮機…全閉型レシプロ　
● 騒音値（50/60Hz）…54/56dB　
● 冷媒封入量…80ｇ
● ノンドレン方式
● 付属品･･･ドレンホース（150cm、ホースクリップ付）×1本
● 2WAY仕様の横型ミニクーラー！ダクト標準装備で操作も簡単

● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…132/158W
● 冷房能力（50/60Hz）…0.33/0.37kW
● サイズ…215（W）×610（D）×280（H）mm
● 重量…11.5kg　● コード長…2ｍ
● 圧縮機…全閉型レシプロ　
● 騒音値（50/60Hz）…54/56dB　
● 冷媒封入量…80ｇ
● ノンドレン方式
● 付属品･･･ドレンホース（150cm、ホースクリップ付）×1本　
● 2WAY仕様の横型ミニクーラー！ダクト標準装備で操作も簡単

タンク容量

1.6ℓ

据付工事
不要

移動楽々
キャスター

R134a
冷媒

ポータブルクーラー
100V 風量調整

3段階

フォークリフトに是非！
バッテリーで動く
小型スポットエアコン

フォークリフトに是非！
バッテリーで動く
小型スポットエアコン

DC12・24・36・48V 据付工事
不要

タンク容量

1.6ℓ360度
冷風ダクト

R134a
冷媒

ポータブルクーラー
（窓パネルセット付）
ポータブルクーラー
（窓パネルセット付）

EA897TF-1EA897TF-1
円円49,50049,500

品番
価格
● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…690/770W
● サイズ…370（W）×345（D）×705（H）mm
●コード長…1.8ｍ　● 重量…22kg　
● 冷風能力（50/60Hz）…2.0/2.3kW
● 排気ダクト長…約30～ 120cm　
● モード…冷風・送風・除湿
● 2段風量切替（強・弱）　● 運転音（50/60Hz）…56/57dB
● ルーバー角度…上下手動調整　● タイマー…1～24時間（切/入）　
● 付属品…リモコン、排気ダクト、窓パネルセット　
● 新冷媒（R410A）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。

● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…690/770W
● サイズ…370（W）×345（D）×705（H）mm
●コード長…1.8ｍ　● 重量…22kg　
● 冷風能力（50/60Hz）…2.0/2.3kW
● 排気ダクト長…約30～ 120cm　
● モード…冷風・送風・除湿
● 2段風量切替（強・弱）　● 運転音（50/60Hz）…56/57dB
● ルーバー角度…上下手動調整　● タイマー…1～24時間（切/入）　
● 付属品…リモコン、排気ダクト、窓パネルセット　
● 新冷媒（R410A）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。

【エンジン式車両用】【エンジン式車両用】
EA897TH-1EA897TH-1

（税抜）（税抜）円円169,700169,700
品番
価格

【電気式車両用】【電気式車両用】
EA897TH-2EA897TH-2

（税抜）（税抜）円円169,700169,700
品番
価格

＜共通仕様＞
● 電源…DC12/24/36/48V　● サイズ…210（W）×580（D）×350～390（H）mm　● 重量…11kg　
● コード長…本体側コード：約 1.5m、バッテリー側コード：約 2m、高温用直結コード：約 3m
● 騒音値…60dB　● ドレンタンク容量…1.6ℓ　● 新冷媒（R134a）採用
● 圧縮機…全閉型ロータリー　● 電源はバッテリー+/- 端子へ直接接続するだけ！
● 伸縮ダクト　● 電圧を自動で検知する為、入力電圧切替が不要です。
● 脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。
● 用途に合わせた 2種類の電源コード付。高温下での使用には直結コードを、取付や取外しを優先
　 する場合は連結コードを使用してください。

＜共通仕様＞
● 電源…DC12/24/36/48V　● サイズ…210（W）×580（D）×350～390（H）mm　● 重量…11kg　
● コード長…本体側コード：約 1.5m、バッテリー側コード：約 2m、高温用直結コード：約 3m
● 騒音値…60dB　● ドレンタンク容量…1.6ℓ　● 新冷媒（R134a）採用
● 圧縮機…全閉型ロータリー　● 電源はバッテリー+/- 端子へ直接接続するだけ！
● 伸縮ダクト　● 電圧を自動で検知する為、入力電圧切替が不要です。
● 脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。
● 用途に合わせた 2種類の電源コード付。高温下での使用には直結コードを、取付や取外しを優先
　 する場合は連結コードを使用してください。

据付工事
不要

移動楽々
キャスター

100V
R410A

風量調整

2段階

● 低電圧保護あり：各電圧に定電圧保護があるため、
　 万が一スイッチの切り忘れがあっても、エンジンが
　 かかる電気容量を残して運転を停止することができます

● 低電圧保護なし：電気式車両の移動時に発生する
　 モーターの大幅な電圧降下の影響を受けずに使用し
　 続けることができます

ポータブルクーラー
（窓パネルセット付）
ポータブルクーラー
（窓パネルセット付）

EA897SJ-1AEA897SJ-1A
（税抜）（税抜）

（税抜）（税抜）

円円55,70055,700
品番
価格
● 電源…100V（50/60Hz）
● 消費電力（50/60Hz）…755/870W
● サイズ…286（W）×320（D）×700（H）mm　●コード長…1.9ｍ　
● 重量…22kg　● 冷風能力（50/60Hz）…2.0/2.2kW　● 排気ダクト長…約30～ 150cm　
● モード…冷風・送風・除湿　● 3 段風量切替（強・中・弱）　
● 運転音…前方：51db、後方：57db  ● ルーバー角度…上下手動調整　
● タイマー…0.5 ～24時間（切/入）　● 付属品…リモコン、排気ダクト、窓パネルセット　
● 排水作業不要のノンドレン方式　● 新冷媒（R410A）採用

● 電源…100V（50/60Hz）
● 消費電力（50/60Hz）…755/870W
● サイズ…286（W）×320（D）×700（H）mm　●コード長…1.9ｍ　
● 重量…22kg　● 冷風能力（50/60Hz）…2.0/2.2kW　● 排気ダクト長…約30～ 150cm　
● モード…冷風・送風・除湿　● 3 段風量切替（強・中・弱）　
● 運転音…前方：51db、後方：57db  ● ルーバー角度…上下手動調整　
● タイマー…0.5 ～24時間（切/入）　● 付属品…リモコン、排気ダクト、窓パネルセット　
● 排水作業不要のノンドレン方式　● 新冷媒（R410A）採用

簡単取付「窓パネル」設置工事不要
エアコン設置が難しい場所に！

そのまま使える！

屋外に排熱！冷房効率アップに！

様々なサイズの窓に対応！

排熱冷風

窓パネル

R410A
冷媒 冷媒

工業用

後付けウォーターミスト

EA897AP-11EA897AP-11
（税抜）（税抜）円円5,6005,600

品番
価格
● セット内容…ミストホース 5m、ホース 10m、
                     蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、
                    予備パーツ (ミスト部 1個 )
● 重量…500ｇ
● 材質…ミスト：PE＋真鍮、 止水キャップ：PE
           ホース：PE、 蛇口セット：PP＋鉄＋ゴム
           分岐蛇口：PP＋ゴム、 結束バンド：PP

● セット内容…ミストホース 5m、ホース 10m、
                     蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、
                    予備パーツ (ミスト部 1個 )
● 重量…500ｇ
● 材質…ミスト：PE＋真鍮、 止水キャップ：PE
           ホース：PE、 蛇口セット：PP＋鉄＋ゴム
           分岐蛇口：PP＋ゴム、 結束バンド：PP

冷風ダクトを付けて
ピンポイント冷風！
冷風ダクトを付けて
ピンポイント冷風！

装着ミスト装着ミスト
EA897AP-1EA897AP-1

（税抜）（税抜）円円5,4005,400
品番
価格
● セット内容…自在クリップ、ミストリングφ300mm、
  蛇口セット、ホース 10m、分岐蛇口、
  予備パーツ (ミスト部 1個、自在クリップ 1個 )　
● 重量…450ｇ
● 材質…ミスト：PE真鍮、
           ホースジョイント、ホース：PE
           蛇口セット：PP＋鉄＋ゴム
           自在クリップ：PP＋アクリル＋鉄
           分岐蛇口：PP＋ゴム

● セット内容…自在クリップ、ミストリングφ300mm、
  蛇口セット、ホース 10m、分岐蛇口、
  予備パーツ (ミスト部 1個、自在クリップ 1個 )　
● 重量…450ｇ
● 材質…ミスト：PE真鍮、
           ホースジョイント、ホース：PE
           蛇口セット：PP＋鉄＋ゴム
           自在クリップ：PP＋アクリル＋鉄
           分岐蛇口：PP＋ゴム

工場扇用

マルチ現場用

お手持ちの工場扇に簡単に取り付け可能！お手持ちの工場扇に簡単に取り付け可能！

フェンス・壁・軒・単管などに！フェンス・壁・軒・単管などに！

装着ミスト装着ミスト

詳しくは

ご覧ください！
を

check!

エアコン設置工事不要！
簡単取付「窓パネル」タイプ

エアコン設置工事不要！
簡単取付「窓パネル」タイプ

※チャーター便の為、2～3日余分に納期がかかる場合がございます。
   又、車上渡しが基本となっております。



P.03 P.04

工場・倉庫・作業場・体育館などの広い空間への
送風・換気・循環に！大風量で広範囲に送風可能！
工場・倉庫・作業場・体育館などの広い空間への
送風・換気・循環に！大風量で広範囲に送風可能！

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】

ファン径

60cm
ファン径

75cm

ファン径

100cm

全閉型
100V
工業用
アルミ羽根

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

（税抜）（税抜）円円28,60028,600
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

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

（税抜）（税抜）円円38,40038,400
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

（税抜）（税抜）円円64,00064,000
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

オススメ商品

排水作業不要の
ノンドレン方式

ポータブル型
ミニクーラー

小型DCスポットエアコン

100V

ミニスポットクーラー
（ポータブル型）
ミニスポットクーラー
（ポータブル型）

EA897TC-6EA897TC-6
（税抜）（税抜）円円34,00034,000

品番
価格
● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…132/158W
● 冷房能力（50/60Hz）…0.33/0.37kW
● サイズ…215（W）×610（D）×280（H）mm
● 重量…11.5kg　● コード長…2ｍ
● 圧縮機…全閉型レシプロ　
● 騒音値（50/60Hz）…54/56dB　
● 冷媒封入量…80ｇ
● ノンドレン方式
● 付属品･･･ドレンホース（150cm、ホースクリップ付）×1本
● 2WAY仕様の横型ミニクーラー！ダクト標準装備で操作も簡単

● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…132/158W
● 冷房能力（50/60Hz）…0.33/0.37kW
● サイズ…215（W）×610（D）×280（H）mm
● 重量…11.5kg　● コード長…2ｍ
● 圧縮機…全閉型レシプロ　
● 騒音値（50/60Hz）…54/56dB　
● 冷媒封入量…80ｇ
● ノンドレン方式
● 付属品･･･ドレンホース（150cm、ホースクリップ付）×1本　
● 2WAY仕様の横型ミニクーラー！ダクト標準装備で操作も簡単

タンク容量

1.6ℓ

据付工事
不要

移動楽々
キャスター

R134a
冷媒

ポータブルクーラー
100V 風量調整

3段階

フォークリフトに是非！
バッテリーで動く
小型スポットエアコン

フォークリフトに是非！
バッテリーで動く
小型スポットエアコン

DC12・24・36・48V 据付工事
不要

タンク容量

1.6ℓ360度
冷風ダクト

R134a
冷媒

ポータブルクーラー
（窓パネルセット付）
ポータブルクーラー
（窓パネルセット付）

EA897TF-1EA897TF-1
円円49,50049,500

品番
価格
● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…690/770W
● サイズ…370（W）×345（D）×705（H）mm
●コード長…1.8ｍ　● 重量…22kg　
● 冷風能力（50/60Hz）…2.0/2.3kW
● 排気ダクト長…約30～ 120cm　
● モード…冷風・送風・除湿
● 2段風量切替（強・弱）　● 運転音（50/60Hz）…56/57dB
● ルーバー角度…上下手動調整　● タイマー…1～24時間（切/入）　
● 付属品…リモコン、排気ダクト、窓パネルセット　
● 新冷媒（R410A）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。

● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…690/770W
● サイズ…370（W）×345（D）×705（H）mm
●コード長…1.8ｍ　● 重量…22kg　
● 冷風能力（50/60Hz）…2.0/2.3kW
● 排気ダクト長…約30～ 120cm　
● モード…冷風・送風・除湿
● 2段風量切替（強・弱）　● 運転音（50/60Hz）…56/57dB
● ルーバー角度…上下手動調整　● タイマー…1～24時間（切/入）　
● 付属品…リモコン、排気ダクト、窓パネルセット　
● 新冷媒（R410A）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。

【エンジン式車両用】【エンジン式車両用】
EA897TH-1EA897TH-1

（税抜）（税抜）円円169,700169,700
品番
価格

【電気式車両用】【電気式車両用】
EA897TH-2EA897TH-2

（税抜）（税抜）円円169,700169,700
品番
価格

＜共通仕様＞
● 電源…DC12/24/36/48V　● サイズ…210（W）×580（D）×350～390（H）mm　● 重量…11kg　
● コード長…本体側コード：約 1.5m、バッテリー側コード：約 2m、高温用直結コード：約 3m
● 騒音値…60dB　● ドレンタンク容量…1.6ℓ　● 新冷媒（R134a）採用
● 圧縮機…全閉型ロータリー　● 電源はバッテリー+/- 端子へ直接接続するだけ！
● 伸縮ダクト　● 電圧を自動で検知する為、入力電圧切替が不要です。
● 脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。
● 用途に合わせた 2種類の電源コード付。高温下での使用には直結コードを、取付や取外しを優先
　 する場合は連結コードを使用してください。

＜共通仕様＞
● 電源…DC12/24/36/48V　● サイズ…210（W）×580（D）×350～390（H）mm　● 重量…11kg　
● コード長…本体側コード：約 1.5m、バッテリー側コード：約 2m、高温用直結コード：約 3m
● 騒音値…60dB　● ドレンタンク容量…1.6ℓ　● 新冷媒（R134a）採用
● 圧縮機…全閉型ロータリー　● 電源はバッテリー+/- 端子へ直接接続するだけ！
● 伸縮ダクト　● 電圧を自動で検知する為、入力電圧切替が不要です。
● 脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。
● 用途に合わせた 2種類の電源コード付。高温下での使用には直結コードを、取付や取外しを優先
　 する場合は連結コードを使用してください。

据付工事
不要

移動楽々
キャスター

100V
R410A

風量調整

2段階

● 低電圧保護あり：各電圧に定電圧保護があるため、
　 万が一スイッチの切り忘れがあっても、エンジンが
　 かかる電気容量を残して運転を停止することができます

● 低電圧保護なし：電気式車両の移動時に発生する
　 モーターの大幅な電圧降下の影響を受けずに使用し
　 続けることができます

ポータブルクーラー
（窓パネルセット付）
ポータブルクーラー
（窓パネルセット付）

EA897SJ-1AEA897SJ-1A
（税抜）（税抜）

（税抜）（税抜）

円円55,70055,700
品番
価格
● 電源…100V（50/60Hz）
● 消費電力（50/60Hz）…755/870W
● サイズ…286（W）×320（D）×700（H）mm　●コード長…1.9ｍ　
● 重量…22kg　● 冷風能力（50/60Hz）…2.0/2.2kW　● 排気ダクト長…約30～ 150cm　
● モード…冷風・送風・除湿　● 3 段風量切替（強・中・弱）　
● 運転音…前方：51db、後方：57db  ● ルーバー角度…上下手動調整　
● タイマー…0.5 ～24時間（切/入）　● 付属品…リモコン、排気ダクト、窓パネルセット　
● 排水作業不要のノンドレン方式　● 新冷媒（R410A）採用

● 電源…100V（50/60Hz）
● 消費電力（50/60Hz）…755/870W
● サイズ…286（W）×320（D）×700（H）mm　●コード長…1.9ｍ　
● 重量…22kg　● 冷風能力（50/60Hz）…2.0/2.2kW　● 排気ダクト長…約30～ 150cm　
● モード…冷風・送風・除湿　● 3 段風量切替（強・中・弱）　
● 運転音…前方：51db、後方：57db  ● ルーバー角度…上下手動調整　
● タイマー…0.5 ～24時間（切/入）　● 付属品…リモコン、排気ダクト、窓パネルセット　
● 排水作業不要のノンドレン方式　● 新冷媒（R410A）採用

簡単取付「窓パネル」設置工事不要
エアコン設置が難しい場所に！

そのまま使える！

屋外に排熱！冷房効率アップに！

様々なサイズの窓に対応！

排熱冷風

窓パネル

R410A
冷媒 冷媒

工業用

後付けウォーターミスト

EA897AP-11EA897AP-11
（税抜）（税抜）円円5,6005,600

品番
価格
● セット内容…ミストホース 5m、ホース 10m、
                     蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、
                    予備パーツ (ミスト部 1個 )
● 重量…500ｇ
● 材質…ミスト：PE＋真鍮、 止水キャップ：PE
           ホース：PE、 蛇口セット：PP＋鉄＋ゴム
           分岐蛇口：PP＋ゴム、 結束バンド：PP

● セット内容…ミストホース 5m、ホース 10m、
                     蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、
                    予備パーツ (ミスト部 1個 )
● 重量…500ｇ
● 材質…ミスト：PE＋真鍮、 止水キャップ：PE
           ホース：PE、 蛇口セット：PP＋鉄＋ゴム
           分岐蛇口：PP＋ゴム、 結束バンド：PP

冷風ダクトを付けて
ピンポイント冷風！
冷風ダクトを付けて
ピンポイント冷風！

装着ミスト装着ミスト
EA897AP-1EA897AP-1

（税抜）（税抜）円円5,4005,400
品番
価格
● セット内容…自在クリップ、ミストリングφ300mm、
  蛇口セット、ホース 10m、分岐蛇口、
  予備パーツ (ミスト部 1個、自在クリップ 1個 )　
● 重量…450ｇ
● 材質…ミスト：PE真鍮、
           ホースジョイント、ホース：PE
           蛇口セット：PP＋鉄＋ゴム
           自在クリップ：PP＋アクリル＋鉄
           分岐蛇口：PP＋ゴム

● セット内容…自在クリップ、ミストリングφ300mm、
  蛇口セット、ホース 10m、分岐蛇口、
  予備パーツ (ミスト部 1個、自在クリップ 1個 )　
● 重量…450ｇ
● 材質…ミスト：PE真鍮、
           ホースジョイント、ホース：PE
           蛇口セット：PP＋鉄＋ゴム
           自在クリップ：PP＋アクリル＋鉄
           分岐蛇口：PP＋ゴム

工場扇用

マルチ現場用

お手持ちの工場扇に簡単に取り付け可能！お手持ちの工場扇に簡単に取り付け可能！

フェンス・壁・軒・単管などに！フェンス・壁・軒・単管などに！

装着ミスト装着ミスト

詳しくは
動画
ご覧ください！

を
check!

エアコン設置工事不要！
簡単取付「窓パネル」タイプ

エアコン設置工事不要！
簡単取付「窓パネル」タイプ

※チャーター便の為、2～3日余分に納期がかかる場合がございます。
   又、車上渡しが基本となっております。



約25ℓ/日
[50Hzは約21ℓ/日]

（60Hz）

１日で２ℓペットボトル１日で２ℓペットボトル
約12.5本分の約12.5本分の
除湿能力除湿能力

お好みの湿度に設定できます。

※湿度は30%～90%の間で5%きざみで設定が可能。

幅広い湿度設定可能範囲 9090 %%
高

3030 %%
低

さらに湿度調節

除湿能力

P.05 P.06

ファン径

43.5㎝
風量調整

3段階

うず形状の前パネルを取り付ける事でサーキュレーターのようなスパイラル気流を再現。
より空気循環に適した直進性の風を送ります。前パネルを外して、通常の工場扇としても使用できます！

スパイラル気流強力
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弱
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4.1

風速 [ｍ/ｓ] ■：従来品　■：前パネル付

中 強

約2割
風速UP !

前パネル付
取り外せる

より遠くまで届く！

で

そのままの使用で、通常の工場扇と同様に広範囲に強い風を送ります。
さらに取外し可能な前パネルを付けることでスパイラル気流を再現し、より遠くまで届く
直進性の風を送ることが可能な工場扇シリーズ。

工場扇
三脚型 スタンドタイプ
工場扇
三脚型 スタンドタイプ

EA897AS-1EA897AS-1
（税抜）（税抜）円円12,20012,200

品番
価格
● お客様組立品　● 電源…AC100V(50/60Hz 共用 )
● 消費電力 (50/60Hz)…80/95W　● 首振角度…左右約 75度
● 俯仰角度…3段階調節　● 3 段速調式 (強・中・弱 )
● サイズ…800×700×1120～ 1430(H)mm　
● 重量…5.0kg　● 付属品…前パネル
● ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、移動や片付けが楽に行えます。
● ファン径…43.5cm　● コード…約 1.8m 

● お客様組立品　● 電源…AC100V(50/60Hz 共用 )
● 消費電力 (50/60Hz)…80/95W　● 首振角度…左右約 75度
● 俯仰角度…3段階調節　● 3 段速調式 (強・中・弱 )
● サイズ…800×700×1120～ 1430(H)mm　
● 重量…5.0kg　● 付属品…前パネル
● ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、移動や片付けが楽に行えます。
● ファン径…43.5cm　● コード…約 1.8m 

スパイラル気流

約2割
風速UP !

折りたたみ式三脚

3段階風量調整

左右自動首振り機能

工場扇
据置タイプ
工場扇
据置タイプ

EA897AS-3AEA897AS-3A
（税抜）（税抜）円円12,20012,200

品番
価格
● お客様組立品　● 電源…AC100V(50/60 共用 )　● 消費電力 (50/60Hz)…80/95W
● 首振角度…左右約 75度　● 俯仰角度…3段階調節　● 3 段速調式 (強・中・弱 )
● サイズ…480×310×600(H)mm　● 重量…4.3kg　● 付属品…前パネル
● コンパクトサイズの為、通常の工場扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
● ファン径…43.5cm　● コード…約 1.8m 

● お客様組立品　● 電源…AC100V(50/60 共用 )　● 消費電力 (50/60Hz)…80/95W
● 首振角度…左右約 75度　● 俯仰角度…3段階調節　● 3 段速調式 (強・中・弱 )
● サイズ…480×310×600(H)mm　● 重量…4.3kg　● 付属品…前パネル
● コンパクトサイズの為、通常の工場扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
● ファン径…43.5cm　● コード…約 1.8m 

工場扇
壁掛けタイプ
工場扇
壁掛けタイプ

EA897AS-4EA897AS-4
（税抜）（税抜）円円12,20012,200

品番
価格
● お客様組立品　● 電源…AC100V(50/60 共用 )　● 消費電力 (50/60Hz)…80/95W
● 首振角度…左右約 75度　● 俯仰角度…4段階調節　● 3 段速調式 (強・中・弱 )
● サイズ…500×300×530(H)mm　● 重量…4.0kg　● 付属品…前パネル
● 更衣室や保育園など様々な用途に合わせて使用頂けます。
● ファン径…43.5cm　● コード…約 1.8m 

● お客様組立品　● 電源…AC100V(50/60 共用 )　● 消費電力 (50/60Hz)…80/95W
● 首振角度…左右約 75度　● 俯仰角度…4段階調節　● 3 段速調式 (強・中・弱 )
● サイズ…500×300×530(H)mm　● 重量…4.0kg　● 付属品…前パネル
● 更衣室や保育園など様々な用途に合わせて使用頂けます。
● ファン径…43.5cm　● コード…約 1.8m 

スパイラル気流

約2割
風速UP !

3段階風量調整

左右自動首振り機能

スパイラル気流

約2割
風速UP !

3段階風量調整

左右自動首振り機能

オススメ
POINT

工場扇 除湿機 湿気対策の必需品！オフィス用から工場・倉庫の除湿に最適な業務用までピックアップ！

除湿機

102,000
● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…700/820W
● 風量（50/60Hz）…10/11m³/min　
● 騒音値…63dB　
● 除湿能力（50/60Hz）…1.2/1.4ℓ
　 　　　　　　　　　　（1時間あたり）
● サイズ…390（W）×430（D）×835（H）mm　
● 重量…33kg
● 冷媒…R407C
● タンク容量…15ℓ
● 安全装置…サーマルプロテクター、
 高圧圧力スイッチ、フロート式満水停止装置
● 自動霜取り機能付
● ドレンホース（別売）で直接排水が可能です。
 （内径15mm）

冷却時に霜が発生するとセンサーが
働き、自動霜取機能が作動します

移動に便利なキャスター付フィルターの取り外しも簡単

（税抜）（税抜）円

EA763AY-81品番
価格

約30畳木　造

約 45畳プレハブ

約 55畳鉄　筋

除湿機

除湿

約 20畳木　造

約 31畳プレハブ

約 40畳鉄　筋

大型ドレンタンクで
排水作業が少なく便利︕

自動霜取機能
センサー搭載業務用

パワフル除湿

15ℓ
タンク容量

8ℓ
タンク容量

工場や倉庫の除湿に
大型で広範囲に対応︕

衣類乾燥除湿機

39,600
● 消費電力…670W（衣類乾燥時） ● 除湿能力…7.7ℓ（1日あたり）
● サイズ…290（W）×175（D）×475（H）mm ● 重量…5.5kg
● 衣類乾燥時間…約 69分（目安） ● タイマー機能付（2・4・8時間）
● 送風範囲調節可能 
● 洗濯物の乾燥に便利な「衣類乾燥運転」、湿度をコントロールする
  「自動除湿運転」、結露を抑える「結露セーブ運転」機能
● キャッチした菌や花粉の活動を抑制するアレルブロック除菌
  フィルター搭載

（税抜）（税抜）円

EA763AY-58A品番
価格

約9畳木　造

約 14畳プレハブ

約 19畳鉄　筋

除湿 乾燥

衣類乾燥除湿機

20,100
● 消費電力…300W
● 除湿能力…2.2ℓ（1日あたり）
● サイズ…325(W)×165(D)×510(H)mm　● 重量…4.4kg　
● タンク容量…2.0ℓ　● 衣類乾燥時間…約 117分（洗濯 2kg 目安）
● 季節や気温に左右されず一年中安定した除湿ができる、
コンパクトなデシカント式衣類乾燥除湿機です。

● フラップの角度を調整できるので、衣類に向けてダイレクトに
　送風しやすくなっています。
● 夜でも安心して使える静音 (34dB) タイプ

（税抜）（税抜）円

EA763AX-53A品番
価格

約3畳木　造

約 4畳プレハブ

約 6畳鉄　筋

除湿 乾燥

31,000
● 消費電力…590W　● 除湿能力…5ℓ（1日あたり） 
● サイズ…287（W）×234（D）×640（H）mm　● 重量…7.8kg
● タンク容量…2.5ℓ　● 切タイマー…2・4・8時間
● サーキュレーター機能・除湿機能ともに
　 3 段階強さ切替（強・中・弱）が可能
● 首振り角度…左右：50°・70°・90°（自動）、上下：水平～ 90°（手動）
● 除湿機能はヒーターを使用する「デシカント式」で衣類乾燥に最適です
● 押入れ・浴室などの湿気・カビ対策にも便利です

（税抜）（税抜）円

EA763AX-57A品番
価格

除湿 乾燥

衣類乾燥除湿機

約6畳木　造

約 10畳プレハブ

約 13畳鉄　筋

取手付きドレンタンクで
ラクラク排水︕

持ち手・キャスター付きで
持ち運びが便利︕

51,000 （税抜）（税抜）円

EA763AY-83品番
価格

● タンク容量…8ℓ（満水停止容量：6.5ℓ）

● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…500/550W　
● 騒音値…強：51dB、弱：47dB
● 除湿能力（50/60Hz）…21/25ℓ（1日あたり）
● サイズ…390（W）×280（D）×600（H）mm　
● 重量…16kg　● 冷媒…R410A
● タンク容量…8ℓ（満水停止容量：6.5ℓ）　
● 切タイマー…1～ 24時間（1時間きざみ）　
● 安全装置…フロート式満水停止装置
● 自動霜取り機能付
● ドレンホース（付属）で直接排水が可能です。
　 （ホース長：1m）

除湿



約25ℓ/日
[50Hzは約21ℓ/日]

（60Hz）

１日で２ℓペットボトル１日で２ℓペットボトル
約12.5本分の約12.5本分の
除湿能力除湿能力

お好みの湿度に設定できます。

※湿度は30%～90%の間で5%きざみで設定が可能。

幅広い湿度設定可能範囲 9090 %%
高

3030 %%
低

さらに湿度調節

除湿能力

P.05 P.06

ファン径

43.5㎝
風量調整

3段階

うず形状の前パネルを取り付ける事でサーキュレーターのようなスパイラル気流を再現。
より空気循環に適した直進性の風を送ります。前パネルを外して、通常の工場扇としても使用できます！

スパイラル気流強力
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風速 [ｍ/ｓ] ■：従来品　■：前パネル付

中 強

約2割
風速UP !

前パネル付
取り外せる

より遠くまで届く！

で

そのままの使用で、通常の工場扇と同様に広範囲に強い風を送ります。
さらに取外し可能な前パネルを付けることでスパイラル気流を再現し、より遠くまで届く
直進性の風を送ることが可能な工場扇シリーズ。

工場扇
三脚型 スタンドタイプ
工場扇
三脚型 スタンドタイプ

EA897AS-1EA897AS-1
（税抜）（税抜）円円12,20012,200

品番
価格
● お客様組立品　● 電源…AC100V(50/60Hz 共用 )
● 消費電力 (50/60Hz)…80/95W　● 首振角度…左右約 75度
● 俯仰角度…3段階調節　● 3 段速調式 (強・中・弱 )
● サイズ…800×700×1120～ 1430(H)mm　
● 重量…5.0kg　● 付属品…前パネル
● ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、移動や片付けが楽に行えます。
● ファン径…43.5cm　● コード…約 1.8m 

● お客様組立品　● 電源…AC100V(50/60Hz 共用 )
● 消費電力 (50/60Hz)…80/95W　● 首振角度…左右約 75度
● 俯仰角度…3段階調節　● 3 段速調式 (強・中・弱 )
● サイズ…800×700×1120～ 1430(H)mm　
● 重量…5.0kg　● 付属品…前パネル
● ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、移動や片付けが楽に行えます。
● ファン径…43.5cm　● コード…約 1.8m 

スパイラル気流

約2割
風速UP !

折りたたみ式三脚

3段階風量調整

左右自動首振り機能

工場扇
据置タイプ
工場扇
据置タイプ

EA897AS-3AEA897AS-3A
（税抜）（税抜）円円12,20012,200

品番
価格
● お客様組立品　● 電源…AC100V(50/60 共用 )　● 消費電力 (50/60Hz)…80/95W
● 首振角度…左右約 75度　● 俯仰角度…3段階調節　● 3 段速調式 (強・中・弱 )
● サイズ…480×310×600(H)mm　● 重量…4.3kg　● 付属品…前パネル
● コンパクトサイズの為、通常の工場扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
● ファン径…43.5cm　● コード…約 1.8m 

● お客様組立品　● 電源…AC100V(50/60 共用 )　● 消費電力 (50/60Hz)…80/95W
● 首振角度…左右約 75度　● 俯仰角度…3段階調節　● 3 段速調式 (強・中・弱 )
● サイズ…480×310×600(H)mm　● 重量…4.3kg　● 付属品…前パネル
● コンパクトサイズの為、通常の工場扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
● ファン径…43.5cm　● コード…約 1.8m 

工場扇
壁掛けタイプ
工場扇
壁掛けタイプ

EA897AS-4EA897AS-4
（税抜）（税抜）円円12,20012,200

品番
価格
● お客様組立品　● 電源…AC100V(50/60 共用 )　● 消費電力 (50/60Hz)…80/95W
● 首振角度…左右約 75度　● 俯仰角度…4段階調節　● 3 段速調式 (強・中・弱 )
● サイズ…500×300×530(H)mm　● 重量…4.0kg　● 付属品…前パネル
● 更衣室や保育園など様々な用途に合わせて使用頂けます。
● ファン径…43.5cm　● コード…約 1.8m 

● お客様組立品　● 電源…AC100V(50/60 共用 )　● 消費電力 (50/60Hz)…80/95W
● 首振角度…左右約 75度　● 俯仰角度…4段階調節　● 3 段速調式 (強・中・弱 )
● サイズ…500×300×530(H)mm　● 重量…4.0kg　● 付属品…前パネル
● 更衣室や保育園など様々な用途に合わせて使用頂けます。
● ファン径…43.5cm　● コード…約 1.8m 

スパイラル気流

約2割
風速UP !

3段階風量調整

左右自動首振り機能

スパイラル気流

約2割
風速UP !

3段階風量調整

左右自動首振り機能

オススメ
POINT

工場扇 除湿機 湿気対策の必需品！オフィス用から工場・倉庫の除湿に最適な業務用までピックアップ！

除湿機

102,000
● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…700/820W
● 風量（50/60Hz）…10/11m³/min　
● 騒音値…63dB　
● 除湿能力（50/60Hz）…1.2/1.4ℓ
　 　　　　　　　　　　（1時間あたり）
● サイズ…390（W）×430（D）×835（H）mm　
● 重量…33kg
● 冷媒…R407C
● タンク容量…15ℓ
● 安全装置…サーマルプロテクター、
 高圧圧力スイッチ、フロート式満水停止装置
● 自動霜取り機能付
● ドレンホース（別売）で直接排水が可能です。
 （内径15mm）

冷却時に霜が発生するとセンサーが
働き、自動霜取機能が作動します

移動に便利なキャスター付フィルターの取り外しも簡単

（税抜）（税抜）円

EA763AY-81品番
価格

約30畳木　造

約 45畳プレハブ

約 55畳鉄　筋

除湿機

除湿

約 20畳木　造

約 31畳プレハブ

約 40畳鉄　筋

大型ドレンタンクで
排水作業が少なく便利︕

自動霜取機能
センサー搭載業務用

パワフル除湿

15ℓ
タンク容量

8ℓ
タンク容量

工場や倉庫の除湿に
大型で広範囲に対応︕

衣類乾燥除湿機

39,600
● 消費電力…670W（衣類乾燥時） ● 除湿能力…7.7ℓ（1日あたり）
● サイズ…290（W）×175（D）×475（H）mm ● 重量…5.5kg
● 衣類乾燥時間…約 69分（目安） ● タイマー機能付（2・4・8時間）
● 送風範囲調節可能 
● 洗濯物の乾燥に便利な「衣類乾燥運転」、湿度をコントロールする
  「自動除湿運転」、結露を抑える「結露セーブ運転」機能
● キャッチした菌や花粉の活動を抑制するアレルブロック除菌
  フィルター搭載

（税抜）（税抜）円

EA763AY-58A品番
価格

約9畳木　造

約 14畳プレハブ

約 19畳鉄　筋

除湿 乾燥

衣類乾燥除湿機

20,100
● 消費電力…300W
● 除湿能力…2.2ℓ（1日あたり）
● サイズ…325(W)×165(D)×510(H)mm　● 重量…4.4kg　
● タンク容量…2.0ℓ　● 衣類乾燥時間…約 117分（洗濯 2kg 目安）
● 季節や気温に左右されず一年中安定した除湿ができる、
コンパクトなデシカント式衣類乾燥除湿機です。

● フラップの角度を調整できるので、衣類に向けてダイレクトに
　送風しやすくなっています。
● 夜でも安心して使える静音 (34dB) タイプ

（税抜）（税抜）円

EA763AX-53A品番
価格

約3畳木　造

約 4畳プレハブ

約 6畳鉄　筋

除湿 乾燥

31,000
● 消費電力…590W　● 除湿能力…5ℓ（1日あたり） 
● サイズ…287（W）×234（D）×640（H）mm　● 重量…7.8kg
● タンク容量…2.5ℓ　● 切タイマー…2・4・8時間
● サーキュレーター機能・除湿機能ともに
　 3 段階強さ切替（強・中・弱）が可能
● 首振り角度…左右：50°・70°・90°（自動）、上下：水平～ 90°（手動）
● 除湿機能はヒーターを使用する「デシカント式」で衣類乾燥に最適です
● 押入れ・浴室などの湿気・カビ対策にも便利です

（税抜）（税抜）円

EA763AX-57A品番
価格

除湿 乾燥

衣類乾燥除湿機

約6畳木　造

約 10畳プレハブ

約 13畳鉄　筋

取手付きドレンタンクで
ラクラク排水︕

持ち手・キャスター付きで
持ち運びが便利︕

51,000 （税抜）（税抜）円

EA763AY-83品番
価格

● タンク容量…8ℓ（満水停止容量：6.5ℓ）

● 電源…100V（50/60Hz）　
● 消費電力（50/60Hz）…500/550W　
● 騒音値…強：51dB、弱：47dB
● 除湿能力（50/60Hz）…21/25ℓ（1日あたり）
● サイズ…390（W）×280（D）×600（H）mm　
● 重量…16kg　● 冷媒…R410A
● タンク容量…8ℓ（満水停止容量：6.5ℓ）　
● 切タイマー…1～ 24時間（1時間きざみ）　
● 安全装置…フロート式満水停止装置
● 自動霜取り機能付
● ドレンホース（付属）で直接排水が可能です。
　 （ホース長：1m）

除湿
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サーキュレーター

サーキュレーター
[静音タイプ]
サーキュレーター
[静音タイプ]

EA763FB-4BEA763FB-4B
（税抜）（税抜）円円10,70010,700

品番
価格

● サイズ…354(W)×232(D)×400(H)mm　● 重量…約 3kg　
● 羽根径…23cm　● 適応床面積…20畳　
● 消費電力 (首振り固定時)…50Hz：20W/23W/26W(最大)
　　　　　　　　　　　　 60Hz：21W/24W/26W(最大)
● 風量 3段階切替　● 角度 6段階調整　● 首振り機能付
● 静音モード時の音は35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
● スパイラル気流でパワフル送風！扇風機に比べてより遠くに風を送ります。

● サイズ…354(W)×232(D)×400(H)mm　● 重量…約 3kg　
● 羽根径…23cm　● 適応床面積…20畳　
● 消費電力 (首振り固定時)…50Hz：20W/23W/26W(最大)
　　　　　　　　　　　　 60Hz：21W/24W/26W(最大)
● 風量 3段階切替　● 角度 6段階調整　● 首振り機能付
● 静音モード時の音は35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
● スパイラル気流でパワフル送風！扇風機に比べてより遠くに風を送ります。

EA763FB-12AEA763FB-12A
（税抜）（税抜）円円17,10017,100

品番
価格
● サイズ…210(W)×210(D)×290(H)mm
● 重量…1.3kg　● 羽根径…15cm　● 適応床面積…24畳
● 消費電力 (50/60Hz)…固定時／ 20W・首振時／ 25W　● 風量 10段階切替
● 首振り角度… 上下：60°、左右：60°・90°・120° ● 切タイマー…2・4・8時間
● 屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気で
　 ウイルス対策にも効果的です。
● 衣類乾燥モード…たくさんの洗濯物を端から端までまんべんなく乾かします。

● サイズ…210(W)×210(D)×290(H)mm
● 重量…1.3kg　● 羽根径…15cm　● 適応床面積…24畳
● 消費電力 (50/60Hz)…固定時／ 20W・首振時／ 25W　● 風量 10段階切替
● 首振り角度… 上下：60°、左右：60°・90°・120° ● 切タイマー…2・4・8時間
● 屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気で
　 ウイルス対策にも効果的です。
● 衣類乾燥モード…たくさんの洗濯物を端から端までまんべんなく乾かします。

EA763FB-13AEA763FB-13A
（税抜）（税抜）円円19,80019,800

品番
価格
● サイズ…260(W)×260(D)×362(H)mm
● 重量…1.9kg　● 羽根径…18cm　● 適応床面積…30畳
● 消費電力 (50/60Hz)…固定時／ 33W・首振時／ 35W　● 風量 10段階切替
● 首振り角度… 上下：60°、左右：60°・90°・120° ● 切タイマー…2・4・8時間
● 屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気で
　 ウイルス対策にも効果的です。
● 強制撹拌モード… 空気循環に最適な角度で、お部屋の空気を効率的に撹拌します。

● サイズ…260(W)×260(D)×362(H)mm
● 重量…1.9kg　● 羽根径…18cm　● 適応床面積…30畳
● 消費電力 (50/60Hz)…固定時／ 33W・首振時／ 35W　● 風量 10段階切替
● 首振り角度… 上下：60°、左右：60°・90°・120° ● 切タイマー…2・4・8時間
● 屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気で
　 ウイルス対策にも効果的です。
● 強制撹拌モード… 空気循環に最適な角度で、お部屋の空気を効率的に撹拌します。

サーキュレーター [静音タイプ]サーキュレーター [静音タイプ]
EA763FB-5BEA763FB-5B

（税抜）（税抜） （税抜）（税抜）円円3,9803,980
品番
価格
● サイズ…241(W)×177(D)×286(H)mm
● 重量…1.6kg　● 羽根径…15cm
● 適応床面積…8畳　● 消費電力 (50/60Hz)…33/32W
● 風量 3段階切替　● 角度 6段階調整　● 首振り機能付
● 静音モード時の音は 35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
● パワフル送風で室内の空気を循環させます。

● サイズ…241(W)×177(D)×286(H)mm
● 重量…1.6kg　● 羽根径…15cm
● 適応床面積…8畳　● 消費電力 (50/60Hz)…33/32W
● 風量 3段階切替　● 角度 6段階調整　● 首振り機能付
● 静音モード時の音は 35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
● パワフル送風で室内の空気を循環させます。

サーキュレーター [静音タイプ]サーキュレーター [静音タイプ]
EA763FB-2CEA763FB-2C

円円5,3105,310
品番
価格
● サイズ…291(W)×191(D)×310(H)mm　● 重量…2.1kg　● 羽根径…18cm
● 適応床面積…14畳　● 消費電力 (50/60Hz)…49/43W
● 風量 3段階切替　● 角度 7段階調整　● 首振り機能付
● 静音モード時の音は 35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
● 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。

● サイズ…291(W)×191(D)×310(H)mm　● 重量…2.1kg　● 羽根径…18cm
● 適応床面積…14畳　● 消費電力 (50/60Hz)…49/43W
● 風量 3段階切替　● 角度 7段階調整　● 首振り機能付
● 静音モード時の音は 35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
● 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。

扇風機 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◎

適用畳数

20畳～
※

適用畳数

8畳～ ※

左右首ふり
（自動）風量3段階

ダイヤル式 上下首ふり
（手動）

左右首ふり
（自動）風量3段階

ダイヤル式 上下首ふり
（手動）

適用畳数

14畳～ ※

左右首ふり
（自動）風量3段階

上下首ふり
（手動）ボタン式

風量10段階 切タイマー

リズム風リモコン付

上下左右自動
首ふり

強制撹拌
モード

35dB未満
静音

風量10段階 切タイマー

リズム風リモコン付

上下左右自動
首ふり

衣類乾燥
モード

35dB未満
静音

DCモーター搭載で、パワフル送風を実現
DCモーター搭載により、風量を10段階切り替えることが可能に。
パワフルな風も静かな微風もお任せ。

衣類乾燥タイプ
たくさんの洗濯物を

イマー

ム風

たくさんの洗濯物を

端にいくほど風量が大きくなります。端にいくほど風量が大きくなります。

端から端までまんべんなく乾かす！

33333333330000000°°°

強制撹拌タイプ
空気循環に最適な角度 で

、お部屋の空気を効率的に撹拌！

上向き45°固定
左右30°首ふり

ターボモード

※適用畳数は目安です。室温などの環境や建物の構造によっても異なります。

3Dランダム
送風 DCモーター

適用
畳数 24畳～

※ 適用
畳数 30畳～

※

3Dランダム
送風 DCモーター

特徴
サーキュ
レーターの

扇風機よりも
パワフル送風

サーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーター [[静音タイ静音タイ静音タイ静音タイ静音タイ静音タイ静音タイ静音タイプププププ] サーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーター
EA763FB-2CEA763FB-2CEA763FB-2CEA763FB-2CEA763FB-2CEA763FB-2CEA763FB-2CEA763FB-2C品番

左右首ふり
（自動）

上下首ふり
（手動）

適用畳数

14畳～ ※

サーキュレーター扇風機（3D送風）

●前面のカバーが簡単にとりはずせるので、お手入れが
とても簡単です。

●サイズ…
-54：240（W）×240（D）×600～700（H）㎜
-55：270（W）×270（D）×640～750（H）㎜

●重量…-54：2.4㎏、-55：2.7㎏
●消費電力…-54：25W、-55：32W
●風量10段階切替
●首振り角度調節…
上下：90°・15°（自動）
左右：60°・90°・120°（自動）

●入切タイマー…2・4・8時間
●高さ4段階調節
（-54：60～70㎝、-55：64～75㎝）
● 3D送風サーキュレーター

品番 型番 羽根径 税抜価格

EA763F-54 STF-DC15 T-W 18,400 円
EA763F-55 STF-DC18 T-W 円送風ファン（首掛け式）

品番 EA915EM-151A 税抜価格 2,000円

●電源…USB充電式
●連続運転時間…

約1時間半～2時間半
●充電時間…約4時間
●サイズ…245×285×27.5（H）㎜
●重量…約155g

● 3段階風量切替　●手ぶらで涼しい首掛けタイプ

［充電式］ハンディファン

品番 型番 羽根径 税抜価格
EA763FC-11A UA-057GY 8㎝ 3,100円

●サイズ…92（W）×44（D）×
197（H）㎜

●重量…125g（卓上スタンド
含まず）

●電源…リチウムイオン電池
（3.7V 2000mA）

●風量3段切替

●連続運転時間…弱：約7.5時間
中：約3.5時間
強：約1.5時間

●付属品…USBケーブル（80㎝）、卓上スタンド
●付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から
充電できます。

清涼ファン

2
ボディ

清涼ファン

2
ボディ

フ
ァ
ン
と
バ
ッ
テ
リ
ー
付
き
専
用
ベ
ル
ト
で
装
着

フ
ァ
ン
と
バ
ッ
テ
リ
ー
付
き
専
用
ベ
ル
ト
で
装
着

送風ファン
(風雅ボディ2用フルセット)

EA915ET-1A
（税抜）円17,000

品番
価格
<セット内容>
● 清涼ファン風雅ボディ2ファンユニット　
● 清涼ファン風雅ボディ2 ベルト
● リチウムイオン充電池　
● リチウムイオン充電池用ホルダー
● ACアダプター9V1.3A　
※作業服はセット品には含まれておりません

後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン

［マイナスイオン］扇風機（リモコン付）

品番 税抜価格
EA763F-53

羽根径サイズ
30㎝羽根 7,370円350×350×680～860（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

オフィスや店舗、工場に

43,000円

パナソニック

●重量…9.4㎏
●消費電力（50/60Hz）…57/69W
●風量3段階切替（弱・中・強）
●首振り角度調整…左右：90°（自動）

上下：20°・15°（手動）
●

扇風機

品番 税抜価格
EA763F-2

羽根径サイズ
40㎝羽根420×420×1350～1620（H）㎜

採用で

扇風機（リモコン付）

品番 税抜価格
EA763F-51B

羽根径サイズ
30㎝羽根 10,700円355×365×680～860（H）㎜

●重量…2.9㎏ ●消費電力…16W
●風量 3段階切替（弱・中・強）
●首振り角度調整…左右：75°（自動）

上下：20°・16°（手動）

●リモコン付

●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
省エネです。

●モード切替…連続運転・リズム・微風

羽根径サイズ
40㎝羽根458×352×562（H）㎜

［壁掛式］扇風機

パナソニック

品番 税抜価格
EA763F-23 23,200円

●重量…4.3㎏
●消費電力（50/60Hz）…57/69W
●風量3段切替
●引きひもスイッチ風量3段切替
●引きひも式首振り操作

サイズ
245×245×770（H）㎜

●重量…3.0㎏

●送風口サイズ…415×60mm

●消費電力…50Hz：(強)27W、(中)25W、(弱)23W
60Hz：(強)30W、(中)27W、(弱)24W

●風量 3段階切替（弱・中・強）
●首振り角度調整…左右：65°

●コード長…1.8m
騒音値…37dB（弱運転時）

●切タイマー…30・60・90・120・150・180分

●

省スペースで広範囲に送風ができる
タワーファンです。

●

タワーファン

品番 税抜価格
EA763F-71 5,720円

サイズ
230×230×560（H）㎜

●重量…2.8㎏

●送風口サイズ…295×54mm
●

●風量 3段階切替（弱・中・強）
●首振り角度調整…左右：60°（自動）
●コード長…1.8m

●持ち手付きで運びやすく軽量なので、
使いたい場所にサッと移動できます。

騒音値…35dB（弱運転時）●

手動の可動式上下ルーバーを搭載しており、
上下方向もお好みで風向きを変えることが
出来ます。

●

タワーファン

品番 税抜価格
EA763F-72 8,600円

消費電力（50/60Hz）…36/37W

品番 ファン径 税抜価格
EA897AH-1 255㎜ AC100V 11,300円

EA813HE-16 14.4V 6.0Ah 
リチウムイオンバッテリー 20,500円

EA813HF-17B 18V 5.0Ah 
リチウムイオンバッテリー 25,800円

EA813H-10B 充電器 16,000円

オプション

［AC100V/充電式］送風機
●風速…2段階

●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
●バッテリー、充電器別売

電源

（強モード190/弱モード160m/min）

●建機、重機に最適です。

●電源…DC24V（シガーソケット）
●最大消費電流（強/弱）…0.5A/0.45A
●取付クリップ最大開口…約38㎜

円

［DC24V］自動車用扇風機

品番 羽根径 税抜価格
EA897A-24A 20㎝羽

●サイズ…
225（W）×230（D）×285（H）㎜

ベルトで後付け装着だからいろいろな作業着で使える！

3段階の風力モードで快適運転

静音タイ静音タイ静音タイ静音タイ静音タイ静音タイ静音タイ静音タイ静音タイ静音タイ静音タイ静音タイ静音タイ静音タイプププププ]

左右首ふり
（自動）

上下首ふり
（手動）

15㎝羽
18㎝羽 21,300

4,810
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サーキュレーター

サーキュレーター
[静音タイプ]
サーキュレーター
[静音タイプ]

EA763FB-4BEA763FB-4B
（税抜）（税抜）円円10,70010,700

品番
価格

● サイズ…354(W)×232(D)×400(H)mm　● 重量…約 3kg　
● 羽根径…23cm　● 適応床面積…20畳　
● 消費電力 (首振り固定時)…50Hz：20W/23W/26W(最大)
　　　　　　　　　　　　 60Hz：21W/24W/26W(最大)
● 風量 3段階切替　● 角度 6段階調整　● 首振り機能付
● 静音モード時の音は35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
● スパイラル気流でパワフル送風！扇風機に比べてより遠くに風を送ります。

● サイズ…354(W)×232(D)×400(H)mm　● 重量…約 3kg　
● 羽根径…23cm　● 適応床面積…20畳　
● 消費電力 (首振り固定時)…50Hz：20W/23W/26W(最大)
　　　　　　　　　　　　 60Hz：21W/24W/26W(最大)
● 風量 3段階切替　● 角度 6段階調整　● 首振り機能付
● 静音モード時の音は35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
● スパイラル気流でパワフル送風！扇風機に比べてより遠くに風を送ります。

EA763FB-12AEA763FB-12A
（税抜）（税抜）円円17,10017,100

品番
価格
● サイズ…210(W)×210(D)×290(H)mm
● 重量…1.3kg　● 羽根径…15cm　● 適応床面積…24畳
● 消費電力 (50/60Hz)…固定時／ 20W・首振時／ 25W　● 風量 10段階切替
● 首振り角度… 上下：60°、左右：60°・90°・120° ● 切タイマー…2・4・8時間
● 屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気で
　 ウイルス対策にも効果的です。
● 衣類乾燥モード…たくさんの洗濯物を端から端までまんべんなく乾かします。

● サイズ…210(W)×210(D)×290(H)mm
● 重量…1.3kg　● 羽根径…15cm　● 適応床面積…24畳
● 消費電力 (50/60Hz)…固定時／ 20W・首振時／ 25W　● 風量 10段階切替
● 首振り角度… 上下：60°、左右：60°・90°・120° ● 切タイマー…2・4・8時間
● 屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気で
　 ウイルス対策にも効果的です。
● 衣類乾燥モード…たくさんの洗濯物を端から端までまんべんなく乾かします。

EA763FB-13AEA763FB-13A
（税抜）（税抜）円円19,80019,800

品番
価格
● サイズ…260(W)×260(D)×362(H)mm
● 重量…1.9kg　● 羽根径…18cm　● 適応床面積…30畳
● 消費電力 (50/60Hz)…固定時／ 33W・首振時／ 35W　● 風量 10段階切替
● 首振り角度… 上下：60°、左右：60°・90°・120° ● 切タイマー…2・4・8時間
● 屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気で
　 ウイルス対策にも効果的です。
● 強制撹拌モード… 空気循環に最適な角度で、お部屋の空気を効率的に撹拌します。

● サイズ…260(W)×260(D)×362(H)mm
● 重量…1.9kg　● 羽根径…18cm　● 適応床面積…30畳
● 消費電力 (50/60Hz)…固定時／ 33W・首振時／ 35W　● 風量 10段階切替
● 首振り角度… 上下：60°、左右：60°・90°・120° ● 切タイマー…2・4・8時間
● 屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気で
　 ウイルス対策にも効果的です。
● 強制撹拌モード… 空気循環に最適な角度で、お部屋の空気を効率的に撹拌します。

サーキュレーター [静音タイプ]サーキュレーター [静音タイプ]
EA763FB-5BEA763FB-5B

（税抜）（税抜） （税抜）（税抜）円円3,9803,980
品番
価格
● サイズ…241(W)×177(D)×286(H)mm
● 重量…1.6kg　● 羽根径…15cm
● 適応床面積…8畳　● 消費電力 (50/60Hz)…33/32W
● 風量 3段階切替　● 角度 6段階調整　● 首振り機能付
● 静音モード時の音は 35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
● パワフル送風で室内の空気を循環させます。

● サイズ…241(W)×177(D)×286(H)mm
● 重量…1.6kg　● 羽根径…15cm
● 適応床面積…8畳　● 消費電力 (50/60Hz)…33/32W
● 風量 3段階切替　● 角度 6段階調整　● 首振り機能付
● 静音モード時の音は 35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
● パワフル送風で室内の空気を循環させます。

サーキュレーター [静音タイプ]サーキュレーター [静音タイプ]
EA763FB-2CEA763FB-2C

円円5,3105,310
品番
価格
● サイズ…291(W)×191(D)×310(H)mm　● 重量…2.1kg　● 羽根径…18cm
● 適応床面積…14畳　● 消費電力 (50/60Hz)…49/43W
● 風量 3段階切替　● 角度 7段階調整　● 首振り機能付
● 静音モード時の音は 35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
● 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。

● サイズ…291(W)×191(D)×310(H)mm　● 重量…2.1kg　● 羽根径…18cm
● 適応床面積…14畳　● 消費電力 (50/60Hz)…49/43W
● 風量 3段階切替　● 角度 7段階調整　● 首振り機能付
● 静音モード時の音は 35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
● 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。

扇風機 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◎

適用畳数

20畳～
※

適用畳数

8畳～ ※

左右首ふり
（自動）風量3段階

ダイヤル式 上下首ふり
（手動）

左右首ふり
（自動）風量3段階

ダイヤル式 上下首ふり
（手動）

適用畳数

14畳～ ※

左右首ふり
（自動）風量3段階

上下首ふり
（手動）ボタン式

風量10段階 切タイマー

リズム風リモコン付

上下左右自動
首ふり

強制撹拌
モード

35dB未満
静音

風量10段階 切タイマー

リズム風リモコン付

上下左右自動
首ふり

衣類乾燥
モード

35dB未満
静音

DCモーター搭載で、パワフル送風を実現
DCモーター搭載により、風量を10段階切り替えることが可能に。
パワフルな風も静かな微風もお任せ。

衣類乾燥タイプ
たくさんの洗濯物を

端にいくほど風量が大きくなります。端にいくほど風量が大きくなります。

端から端までまんべんなく乾かす！

強制撹拌タイプ
空気循環に最適な角度 で

、お部屋の空気を効率的に撹拌！

上向き45°固定
左右30°首ふり

ターボモード

※適用畳数は目安です。室温などの環境や建物の構造によっても異なります。

3Dランダム
送風 DCモーター

適用
畳数 24畳～

※ 適用
畳数 30畳～

※

3Dランダム
送風 DCモーター

特徴
サーキュ
レーターの

扇風機よりも
パワフル送風

サーキュレーター扇風機（3D送風）

●前面のカバーが簡単にとりはずせるので、お手入れが
とても簡単です。

●サイズ…
-54：240（W）×240（D）×600～700（H）㎜
-55：270（W）×270（D）×640～750（H）㎜

●重量…-54：2.4㎏、-55：2.7㎏
●消費電力…-54：25W、-55：32W
●風量10段階切替
●首振り角度調節…
上下：90°・15°（自動）
左右：60°・90°・120°（自動）

●入切タイマー…2・4・8時間
●高さ4段階調節
（-54：60～70㎝、-55：64～75㎝）
● 3D送風サーキュレーター

品番 型番 羽根径 税抜価格

EA763F-54 STF-DC15 T-W 18,400 円
EA763F-55 STF-DC18 T-W 円送風ファン（首掛け式）

品番 EA915EM-151A 税抜価格 2,000円

●電源…USB充電式
●連続運転時間…

約1時間半～2時間半
●充電時間…約4時間
●サイズ…245×285×27.5（H）㎜
●重量…約155g

● 3段階風量切替　●手ぶらで涼しい首掛けタイプ

［充電式］ハンディファン

品番 型番 羽根径 税抜価格
EA763FC-11A UA-057GY 8㎝ 3,100円

●サイズ…92（W）×44（D）×
197（H）㎜

●重量…125g（卓上スタンド
含まず）

●電源…リチウムイオン電池
（3.7V 2000mA）

●風量3段切替

●連続運転時間…弱：約7.5時間
中：約3.5時間
強：約1.5時間

●付属品…USBケーブル（80㎝）、卓上スタンド
●付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から
充電できます。

清涼ファン

2
ボディ

清涼ファン

2
ボディディデ

清涼ファン

2
ボディ

フ
ァ
ン
と
バ
ッ
テ
リ
ー
付
き
専
用
ベ
ル
ト
で
装
着

フ
ァ
ン
と
バ
ッ
テ
リ
ー
付
き
専
用
ベ
ル
ト
で
装
着

送風ファン
(風雅ボディ2用フルセット)

EA915ET-1A
（税抜）円17,000

品番
価格
<セット内容>
● 清涼ファン風雅ボディ2ファンユニット　
● 清涼ファン風雅ボディ2 ベルト
● リチウムイオン充電池　
● リチウムイオン充電池用ホルダー
● ACアダプター9V1.3A　
※作業服はセット品には含まれておりません

後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン後付けタイプの暑さ対策清涼ファン

［マイナスイオン］扇風機（リモコン付）

品番 税抜価格
EA763F-53

羽根径サイズ
30㎝羽根 7,370円350×350×680～860（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

オフィスや店舗、工場に

43,000円

パナソニック

●重量…9.4㎏
●消費電力（50/60Hz）…57/69W
●風量3段階切替（弱・中・強）
●首振り角度調整…左右：90°（自動）

上下：20°・15°（手動）
●

扇風機

品番 税抜価格
EA763F-2

羽根径サイズ
40㎝羽根420×420×1350～1620（H）㎜

採用で

扇風機（リモコン付）

品番 税抜価格
EA763F-51B

羽根径サイズ
30㎝羽根 10,700円355×365×680～860（H）㎜

●重量…2.9㎏ ●消費電力…16W
●風量 3段階切替（弱・中・強）
●首振り角度調整…左右：75°（自動）

上下：20°・16°（手動）

●リモコン付

●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
省エネです。

●モード切替…連続運転・リズム・微風

羽根径サイズ
40㎝羽根458×352×562（H）㎜

［壁掛式］扇風機

パナソニック

品番 税抜価格
EA763F-23 23,200円

●重量…4.3㎏
●消費電力（50/60Hz）…57/69W
●風量3段切替
●引きひもスイッチ風量3段切替
●引きひも式首振り操作

サイズ
245×245×770（H）㎜

●重量…3.0㎏

●送風口サイズ…415×60mm

●消費電力…50Hz：(強)27W、(中)25W、(弱)23W
60Hz：(強)30W、(中)27W、(弱)24W

●風量 3段階切替（弱・中・強）
●首振り角度調整…左右：65°

●コード長…1.8m
騒音値…37dB（弱運転時）

●切タイマー…30・60・90・120・150・180分

●

省スペースで広範囲に送風ができる
タワーファンです。

●

タワーファン

品番 税抜価格
EA763F-71 5,720円

サイズ
230×230×560（H）㎜

●重量…2.8㎏

●送風口サイズ…295×54mm
●

●風量 3段階切替（弱・中・強）
●首振り角度調整…左右：60°（自動）
●コード長…1.8m

●持ち手付きで運びやすく軽量なので、
使いたい場所にサッと移動できます。

騒音値…35dB（弱運転時）●

手動の可動式上下ルーバーを搭載しており、
上下方向もお好みで風向きを変えることが
出来ます。

●

タワーファン

品番 税抜価格
EA763F-72 8,600円

消費電力（50/60Hz）…36/37W

品番 ファン径 税抜価格
EA897AH-1 255㎜ AC100V 11,300円

EA813HE-16 14.4V 6.0Ah 
リチウムイオンバッテリー 20,500円

EA813HF-17B 18V 5.0Ah 
リチウムイオンバッテリー 25,800円

EA813H-10B 充電器 16,000円

オプション

［AC100V/充電式］送風機
●風速…2段階

●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
●バッテリー、充電器別売

電源

（強モード190/弱モード160m/min）

●建機、重機に最適です。

●電源…DC24V（シガーソケット）
●最大消費電流（強/弱）…0.5A/0.45A
●取付クリップ最大開口…約38㎜

円

［DC24V］自動車用扇風機

品番 羽根径 税抜価格
EA897A-24A 20㎝羽

●サイズ…
225（W）×230（D）×285（H）㎜

ベルトで後付け装着だからいろいろな作業着で使える！

3段階の風力モードで快適運転

15㎝羽
18㎝羽 21,300

4,810



P.09 P.10

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をご紹介！

●両脇・背中の3ヶ所を保冷剤で冷
やします。

●材質…メッシュ素材
●保冷時間…6時間
●面ファスナーで調整可能、ワン
タッチバックルベルトで簡単に
着脱できます。

●安全ベストの下や空調服の中にも着
用可能。

●背面に反射テープ付
●付属品…保冷剤3個

アイスベスト（反射テープ付）

品番 名称 税抜価格
EA915EM-71 本体 2,950円
EA917H-21 替保冷剤（3個） 1,460円

背面
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安全ベスト+
アイスベスト

アイスベスト（ハニカムメッシュ）
●前面・背面に2個ずつ
保冷剤で冷やします。

●材質…メッシュ：ポリエステル
●保冷時間…約3～4時間
●空調ウェアと一緒に使

用するとさ
らに快適に

EA917H-22 替保冷剤（4個） 1,950円

品番 サイズ 着丈 税抜価格
EA915EM-191 M 53㎝ 4,630円
EA915EM-192 L 54㎝ 4,630円
EA915EM-193 LL 57㎝ 4,630円
EA915EM-194 3L 57㎝ 4,630円
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熱中症指数計（防雨型）

税抜価格 3,550円品番 EA742MK-55

●測定範囲…
　温度：－20～50℃
　湿度：10～90%

●サイズ…∅156×38㎜
●重量…160g
● 1目盛…温度：2℃、

湿度：5%

●温度・湿度・熱中症注意が同時に確認できます。
●壁掛けできるフック穴付です。

熱中症指数計

品番 EA742MK-52 税抜価格 9,380円

●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

★

熱中症指数計

税抜価格 1,600円品番 EA742MK-38

●測定項目…熱中症指数
（WBGT）、温度、湿度
●測定範囲…
熱中症指数…0～50℃、
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

●測定精度…温度：±1℃（10.0～39.9℃）
±2℃（0.0～9.9℃、40.0～50.0℃）

　　　　　湿度：±5%RH（30～69%RH）
±10%RH（20～29%RH、70～90%RH）

●電源…CR2032×1個（付属）
●サイズ…62（W）×40（D）×12.5（H）㎜
●重量…26g
●熱中症指数のアラームをブザーでお知らせします
●ストラップ付

熱中症指数計

品番 EA742MK-35 税抜価格 2,900円

●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。

熱中症指数モニター
●測定項目…WBGT指数、温度、

相対湿度、黒球温度
●測定範囲…WBG：0～50℃、

温度：0～50℃、
相対湿度：20～90%RH、
黒球温度：0～80℃

●分解能…WBGT：0.1℃、
温度：0.1℃、
相対湿度：0.1%RH、
黒球温度：0.1℃

品番EA742MK-3 税抜価格 5,000円
●精度…

WBGT（熱中症指数）：±2.0℃（INモード/OUTモード）、
温度：±0.6℃（20.0～50.0℃）、±1℃（0.0～19.9℃）、
相対湿度：±5%RH（30.0～90.0%RH）、

±10%RH（20.0～29.9%RH） 25℃時、
黒球温度：±0.6℃（20.0～60.0℃）、

±1℃（0.0～19.9℃、60.1～80.0℃）
●WBGTアラーム設定範囲…

20～50℃（0.1℃刻みで設定可能）
●電源…単4電池×2本（付属）
●サイズ…67.5（W）×47.5（D）×114.5（H）㎜
●重量…90g
●付属品…ベルト、ベルト用アタッチメント
●使用場所に合わせて屋内（室内IN）と屋外（室外

OUT）のモード選択が可能

熱中症暑さ指数計

品番EA742MK-15A 税抜価格 7,000円

●測定項目…
暑さ指数（WBGT）、温度、
湿度、黒球温度（表示なし）

●測定範囲…
暑さ指数（WBGT）：0.0～50.0℃
温度：0.0～50.0℃
湿度：10.0～95.0%RH

●分解能…0.1℃/0.1%RH

●測定精度…
暑さ指数（WBGT）：±2.0℃（20.0～40.0℃）、±0.3℃（左記以外）
温度：±0.6℃（20.0～40.0℃）、±1.0℃（左記以外）
湿度：±5.0%RH（30.0～90.0%RH、at20～30℃）、±7.0%RH（上記以外）

●電源…コイン形リチウム電池（CR2032）×2個（付属）
●サイズ…本体：60（W）×25（D）×122（H）㎜、

黒球：∅40㎜
●重量…70g
●付属品…ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、

ベルト装着部品×1個、キーリング×1個

冷却シート

品番 サイズ 入数 税抜価格

EA917HC-1 50×130㎜ 16枚
（2枚×8袋） 370円

●約10時間の間、冷却効果が持続します。
●手軽にピタッと貼れて、ズレ落ちず貼り直しも可
能です。

●水を十分に含んだジェルを使用
しているので水分が熱を吸収・発
散することで、一定の冷却効果が

得られます。

ネッククーラー
（バッテリーセット）

8,950
● 電源…USB、モバイルバッテリー　
● 使用可能時間目安…約5時間（強モード時）
● モード…5段階（パワー・強・中・弱・静音）
● サイズ…195×110×60mm
● 首回りサイズ…最大 44㎝（3L 相当）
● 重量…本体：180g、バッテリー：245g
● 材質…本体：樹脂（ボディ）、アルミニウム（冷却版）
● 付属品…Type A to C USB 変換アダプター
● 充電時間…4～ 5時間（目安）
※使用する電源アダプター自体の性能（アンペア数）や
   急速充電かどうか等で充電時間が変わります。

（税抜）円

EA915EM-120B品番
価格

冷たさ
持続
冷たさ
持続

首元
ぴったり
首元
ぴったり

冷却
プレート
タイプ

冷却
プレート
タイプ

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

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

　　　　　　　　　　  　  （湿球黒球温度：Wet Bulb Globe Temperature）は、熱中症予防を目的として
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

W
B
G
T
値

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。

冷感腕カバー

品番 全長 カラー 税抜価格
EA915EM-131 420㎜ ブラック 780円

EA915EM-132 420㎜ ブラック/グレー 870円
メッシュタイプ

（1双価格）●材質…ポリエステル90%・
ポリウレタン10%

●適度なコンプレッションが身体の動きをサポー
トします。

●紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。
●吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて
爽やかな着心地をキープします。
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クールネックバンド

品番 カラー 税抜価格
EA915EM-11 ブルー 930円
●材質…タオル地：綿、ポリエステル

保冷剤外装：抗菌ナイロンポリ
●サイズ…約75×770㎜
●重量…タオル：26g、保冷剤：165g
●保冷剤は冷凍庫で3時間以上凍らせてから
ご使用下さい。

●保冷剤持続時間…60分　●洗濯可能

保冷剤

クールネックバンド

品番 EA915EM-81 税抜価格 840円

●材質…PVA

●サイズ…210×660㎜ ●保冷時間…約5時間
●抗菌処理済みで、カビの発生や臭いを防ぎます。

（アメリカ）
●首に巻くだけで高い冷却
効果が得られます

クールヘッドバンド

品番 EA915EM-86 税抜価格 990円

（アメリカ）

●サイズ…47×850㎜
●抗菌処理済みで、カビの発生やイヤな臭いを防ぎ
ます。

●高い冷却効果が得られます
●保冷時間…5時間

●材質…
スパンデックス

ヘルメット用クールフラップ
●水の気化熱効果で涼感が得
られるヘルメットやキャッ
プ用の涼感フラップです。

●サイズ…140×220㎜

★

●材質…生地：ポリエステル
内部：OASIS SAF（高吸水シート）

●水だけで繰り返し使用でき、首元をやさしく
冷やします。

★着脱しやすいクリップ式なので、ヘルメットや
キャップに簡単に装着できます。

●ヘルメットは別売です。

品番 EA915EM-175 税抜価格 965円

ヘルメット用クールバンド

品番 EA915EM-91 税抜価格 785円
●ヘルメット内装に取り付け、高い冷却効果
が得られます

●保冷時間…5時間
●サイズ…280×145㎜ ●材質…マイクロファイバー
●抗菌処理されておりカビの発生やイヤな臭いを防ぎます。

（アメリカ）

［卓上小型］製氷機

品番 型番 製氷能力 貯水量 税抜価格
EA763AW-32 DTSMLIMA 24㎏/日 1.3ℓ 21,900円

●卓上タイプ
●電源…AC100V（50/60Hz）
●消費電力…120W
●冷媒…R134a

●サイズ…240（W）×260（D）×290（H）㎜
●重量…7㎏ ●電源コード…約1.79m
●付属品…受皿
●タンクに水を入れボタンを押すだけで最速6分、

1回で7個製氷可能
● 1日最大24㎏もできるパワフル製氷で、氷の大き
さをS・Lと選べます。

●本体の底面にある排水キャップを外せば、タンク
から水が排水され楽々交換、お手入れができます。
※保冷機能はありません。

保温・保冷庫

品番 型番 容量 税抜価格
EA763AP-123B HR-EB06W 5.5ℓ 21,400円

●電源…DC12Vまたは
AC100V

●サイズ…約235（W）×305（D）×300（H）㎜
●重量…2.8kg

●ドア開閉…右開き

●消費電力…DC12V：42W、AC100V：55W
●設定温度…保冷（強）：5℃、保冷（弱）：7℃、保温：60℃
●付属品…トレイ、AC電源コード、DC電源コード
● 500㎖ペットボトルを4本収納可能。

冷蔵庫

品番 型番 容量 税抜価格

EA763AP-210B IRSD-9B-W 90ℓ（冷蔵庫：62ℓ、
冷凍庫：28ℓ） 36,900円

●ドア開閉…右開き
●サイズ…

478（W）×509（D）×
852（H）㎜

●重量…28㎏

●トップテーブル耐熱温度…100℃
●消費電力（50/60Hz）…53/58W

保温・保冷庫

品番 型番 容量 税抜価格
EA763AP-124B HR-EB08W 20ℓ 49,300円

●電源…
DC12Vまたは
AC100V

●電子冷却方式
●サイズ…約350（W）×400（D）×465（H）㎜
●重量…約8㎏
●ドア開閉…右開き
●消費電力…DC12V：45W、AC100V：55W
●設定温度…保冷：5～15℃、保温：55℃
●付属品…棚板、AC電源コード
● 350㎖缶26本まで収納可能
●気になる冷却ファンの音をおさえた静音設計。
●付属の棚板で取り付け高さを6段階で設定できます。
●普段はAC電源でお使い頂き、休日のレジャーで
は車載の冷温ボックスとしてDC電源で使用でき
ます。（DC電源コード別売）

冷却プレート＆小型ファンで
効率良くクールダウン！
モバイルネッククーラー

［キャスター付］クーラーボックス

品番 容量 重量 税抜価格
EA917AJ-47 47ℓ 4.6㎏ 17,400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

［キャスター付］クーラーボックス

品番 容量 重量 税抜価格
EA917AH-3 60ℓ 5.8㎏ 18,500円

品番 外寸（W×D×H）㎜ 内寸（W×D×H）㎜
EA917AH-3 640×420×450 500×250×330

●材質…
本体・ふた：ポリエチレン、
ハンドル・タイヤ：ポリプロピレン、
断熱材：発泡スチロール

●キャリーハンドル、キャスター付

［OD色］クーラーボックス（積み重ね型）

品番 容量 重量 税抜価格
EA917AS-12A 66ℓ 6.2㎏ 19,800円

品番 外寸（W×D×H）㎜ 内寸（W×D×H）㎜
EA917AS-12A 607×497×352 520×410×310
●材質…本体・ふた：ポリエチレン
　　　密封材：ポリスチレン

ポリプロピレン
　　　断熱材：ポリウレタン

★積み重ねができ、横並びにして
も取手が邪魔しません。

● 72時間持続保冷

★

●材質…
上部・底部：EVA＋PVC圧着
本体生地：EVA

　断熱材：ウレタンフォーム
アルミ蒸着

●収納サイズ…
-16：380×290×130㎜
-17：425×345×130㎜

●持ち運びやすいショルダー
ベルト付

●折りたたんでコンパクトに
収納できます。

クーラーボックス［折りたたみ式］

品番 容量 重量 税抜価格
EA917AH-16 25ℓ 1.08㎏ 7,540円
EA917AH-17 43ℓ 1.4㎏ 9,080円

品番 外寸（W×D×H）㎜ 内寸（W×D×H）㎜
EA917AH-16 380×290×290 330×250×240
EA917AH-17 425×345×345 390×300×290
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ジャグ

EA917AB-118 交換用蛇口（白） 600円

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜）

重量
（㎏）税抜価格

EA917AB-18 18 ∅333×450（H） 2.5 9,500円
EA917AB-23 23 ∅333×549（H） 3.1 12,000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。

●材質…上部・底部：ポリエチレン
（PUコーティング）、
本体生地：ポリエステル（PUコーティング）

●持ち運びやすいコンパクト収納タイプ。

保冷バッグ

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜） 税抜価格

EA917AH-8 12 300×250×225（H）5,700円
EA917AH-9 25 380×290×290（H）7,980円
EA917AH-10 43 425×345×345（H）9,000円

保冷バッグ

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜） 税抜価格

EA925MF-37C 15 300×225×280（H）3,160円

●材質…ポリエステル、
アルミ膜、
EPE、PEVA、PP

●収納サイズ…
310×280×80㎜

●ジッパー部分にも断熱材
を設け、保冷力を更に高め
ます。

強力保冷剤（スピード氷結）

品番 サイズ
（㎜）

重量
（g） 税抜価格

EA917H-1A 195×137×28（T） 約550 770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

強力保冷剤

品番 サイズ
（㎜）

重量
（g） 税抜価格

EA917H-16 195×255×35（T） 1200 1,440円

●材質…容器：ポリエチレン
主原材料：天然高分子（植物）

●魚も凍る表面温度－16℃
●ドライアイスのように冷
凍食品などの保管も可能
です。

涼感スプレー（消臭タイプ）

品番 内容量 税抜価格
EA920AV-53 280㎖ 1,610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。

●消臭成分もプラスされており、暑さ
だけでなく気になる臭い対策も。

●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。

涼感スプレー（抗菌タイプ）

品番 内容量 税抜価格
EA920AV-54 280㎖ 1,610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。

●抗菌効果もプラスし、暑さだけで
なくウイルスも寄せ付けません。

●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。

アイシング用冷却材（アイスバッテリー）

品番 サイズ
（㎜）

重量
（g） 税抜価格

EA917HE-1 155×105×25（T） 185 2,310円

●材質…水、塩化ナトリウム、
ゲル化剤

●肌や身体に優しいポリウレタン使用
●首筋やほっぺたにあててのリフレッシュや
「手のひら冷却」で熱中症対策に。

●材質…竹、葦
●日光を遮断しながら風を通
すことで、室内や外壁の温
度上昇を防ぎます

特選天津すだれ

EA911CA-66 1.76×1.12 2,460円
EA911CA-67 1.76×1.57 3,080円
EA911CA-68 1.76×1.8 3,410円

品番 サイズ（W×H）m 税抜価格
EA911CA-61 0.88×1.12 1,190円
EA911CA-62 0.88×1.57 1,410円
EA911CA-63 0.88×1.8 1,600円

編み糸：28本

編み糸：16本
62 67

よしず

品番 サイズ（H×W）m 税抜価格
EA911CA-1 1.8×1.8 5,930円
EA911CA-2 1.8×3.6 10,300円
EA911CA-3 2.4×1.8 7,690円
EA911CA-4 2.7×1.8 9,670円
EA911CA-5 2.7×2.7 15,200円
EA911CA-6 2.7×3.6 18,000円
EA911CA-7 3.0×1.2 9,230円
EA911CA-8 3.0×3.6 17,600円
EA911CA-9 3.6×3.6 24,200円

●材質…本体：葦・竹、
編み糸：しゅろ

●日光を遮断しながら
風を通すことで、
室内や外壁の
温度上昇を防ぎます

パンチング瞬間冷却剤

品番 内容量 入数 税抜価格
EA917HB-21 265g 15個 3,500円
EA917HB-21B 265g 1個 240円

●サイズ…140×180×20（H）㎜
●保冷時間…60分
●グーで殴って瞬間冷却
する冷却パウチです。
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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をご紹介！

●両脇・背中の3ヶ所を保冷剤で冷
やします。

●材質…メッシュ素材
●保冷時間…6時間
●面ファスナーで調整可能、ワン
タッチバックルベルトで簡単に
着脱できます。

●安全ベストの下や空調服の中にも着
用可能。

●背面に反射テープ付
●付属品…保冷剤3個

アイスベスト（反射テープ付）

品番 名称 税抜価格
EA915EM-71 本体 2,950円
EA917H-21 替保冷剤（3個） 1,460円

背面
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安全ベスト+
アイスベスト

アイスベスト（ハニカムメッシュ）
●前面・背面に2個ずつ
保冷剤で冷やします。

●材質…メッシュ：ポリエステル
●保冷時間…約3～4時間
●空調ウェアと一緒に使

用するとさ
らに快適に

EA917H-22 替保冷剤（4個） 1,950円

品番 サイズ 着丈 税抜価格
EA915EM-191 M 53㎝ 4,630円
EA915EM-192 L 54㎝ 4,630円
EA915EM-193 LL 57㎝ 4,630円
EA915EM-194 3L 57㎝ 4,630円
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熱中症指数計（防雨型）

税抜価格 3,550円品番 EA742MK-55

●測定範囲…
　温度：－20～50℃
　湿度：10～90%

●サイズ…∅156×38㎜
●重量…160g
● 1目盛…温度：2℃、

湿度：5%

●温度・湿度・熱中症注意が同時に確認できます。
●壁掛けできるフック穴付です。

熱中症指数計

品番 EA742MK-52 税抜価格 9,380円

●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

★

熱中症指数計

税抜価格 1,600円品番 EA742MK-38

●測定項目…熱中症指数
（WBGT）、温度、湿度
●測定範囲…
熱中症指数…0～50℃、
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

●測定精度…温度：±1℃（10.0～39.9℃）
±2℃（0.0～9.9℃、40.0～50.0℃）

　　　　　湿度：±5%RH（30～69%RH）
±10%RH（20～29%RH、70～90%RH）

●電源…CR2032×1個（付属）
●サイズ…62（W）×40（D）×12.5（H）㎜
●重量…26g
●熱中症指数のアラームをブザーでお知らせします
●ストラップ付

熱中症指数計

品番 EA742MK-35 税抜価格 2,900円

●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。

熱中症指数モニター
●測定項目…WBGT指数、温度、

相対湿度、黒球温度
●測定範囲…WBG：0～50℃、

温度：0～50℃、
相対湿度：20～90%RH、
黒球温度：0～80℃

●分解能…WBGT：0.1℃、
温度：0.1℃、
相対湿度：0.1%RH、
黒球温度：0.1℃

品番EA742MK-3 税抜価格 5,000円
●精度…

WBGT（熱中症指数）：±2.0℃（INモード/OUTモード）、
温度：±0.6℃（20.0～50.0℃）、±1℃（0.0～19.9℃）、
相対湿度：±5%RH（30.0～90.0%RH）、

±10%RH（20.0～29.9%RH） 25℃時、
黒球温度：±0.6℃（20.0～60.0℃）、

±1℃（0.0～19.9℃、60.1～80.0℃）
●WBGTアラーム設定範囲…

20～50℃（0.1℃刻みで設定可能）
●電源…単4電池×2本（付属）
●サイズ…67.5（W）×47.5（D）×114.5（H）㎜
●重量…90g
●付属品…ベルト、ベルト用アタッチメント
●使用場所に合わせて屋内（室内IN）と屋外（室外

OUT）のモード選択が可能

熱中症暑さ指数計

品番EA742MK-15A 税抜価格 7,000円

●測定項目…
暑さ指数（WBGT）、温度、
湿度、黒球温度（表示なし）

●測定範囲…
暑さ指数（WBGT）：0.0～50.0℃
温度：0.0～50.0℃
湿度：10.0～95.0%RH

●分解能…0.1℃/0.1%RH

●測定精度…
暑さ指数（WBGT）：±2.0℃（20.0～40.0℃）、±0.3℃（左記以外）
温度：±0.6℃（20.0～40.0℃）、±1.0℃（左記以外）
湿度：±5.0%RH（30.0～90.0%RH、at20～30℃）、±7.0%RH（上記以外）

●電源…コイン形リチウム電池（CR2032）×2個（付属）
●サイズ…本体：60（W）×25（D）×122（H）㎜、

黒球：∅40㎜
●重量…70g
●付属品…ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、

ベルト装着部品×1個、キーリング×1個

冷却シート

品番 サイズ 入数 税抜価格

EA917HC-1 50×130㎜ 16枚
（2枚×8袋） 370円

●約10時間の間、冷却効果が持続します。
●手軽にピタッと貼れて、ズレ落ちず貼り直しも可
能です。

●水を十分に含んだジェルを使用
しているので水分が熱を吸収・発
散することで、一定の冷却効果が

得られます。

ネッククーラー
（バッテリーセット）

8,950
● 電源…USB、モバイルバッテリー　
● 使用可能時間目安…約5時間（強モード時）
● モード…5段階（パワー・強・中・弱・静音）
● サイズ…195×110×60mm
● 首回りサイズ…最大 44㎝（3L 相当）
● 重量…本体：180g、バッテリー：245g
● 材質…本体：樹脂（ボディ）、アルミニウム（冷却版）
● 付属品…Type A to C USB 変換アダプター
● 充電時間…4～ 5時間（目安）
※使用する電源アダプター自体の性能（アンペア数）や
   急速充電かどうか等で充電時間が変わります。

（税抜）円

EA915EM-120B品番
価格

冷たさ
持続
冷たさ
持続

首元
ぴったり
首元
ぴったり

冷却
プレート
タイプ

冷却
プレート
タイプ

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

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

　　　　　　　　　　  　  （湿球黒球温度：Wet Bulb Globe Temperature）は、熱中症予防を目的として
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

W
B
G
T
値

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。

冷感腕カバー

品番 全長 カラー 税抜価格
EA915EM-131 420㎜ ブラック 780円

EA915EM-132 420㎜ ブラック/グレー 870円
メッシュタイプ

（1双価格）●材質…ポリエステル90%・
ポリウレタン10%

●適度なコンプレッションが身体の動きをサポー
トします。

●紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。
●吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて
爽やかな着心地をキープします。
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クールネックバンド

品番 カラー 税抜価格
EA915EM-11 ブルー 930円
●材質…タオル地：綿、ポリエステル

保冷剤外装：抗菌ナイロンポリ
●サイズ…約75×770㎜
●重量…タオル：26g、保冷剤：165g
●保冷剤は冷凍庫で3時間以上凍らせてから
ご使用下さい。

●保冷剤持続時間…60分　●洗濯可能

保冷剤

クールネックバンド

品番 EA915EM-81 税抜価格 840円

●材質…PVA

●サイズ…210×660㎜ ●保冷時間…約5時間
●抗菌処理済みで、カビの発生や臭いを防ぎます。

（アメリカ）
●首に巻くだけで高い冷却
効果が得られます

クールヘッドバンド

品番 EA915EM-86 税抜価格 990円

（アメリカ）

●サイズ…47×850㎜
●抗菌処理済みで、カビの発生やイヤな臭いを防ぎ
ます。

●高い冷却効果が得られます
●保冷時間…5時間

●材質…
スパンデックス

ヘルメット用クールフラップ
●水の気化熱効果で涼感が得
られるヘルメットやキャッ
プ用の涼感フラップです。

●サイズ…140×220㎜

★

●材質…生地：ポリエステル
内部：OASIS SAF（高吸水シート）

●水だけで繰り返し使用でき、首元をやさしく
冷やします。

★着脱しやすいクリップ式なので、ヘルメットや
キャップに簡単に装着できます。

●ヘルメットは別売です。

品番 EA915EM-175 税抜価格 965円

ヘルメット用クールバンド

品番 EA915EM-91 税抜価格 785円
●ヘルメット内装に取り付け、高い冷却効果
が得られます

●保冷時間…5時間
●サイズ…280×145㎜ ●材質…マイクロファイバー
●抗菌処理されておりカビの発生やイヤな臭いを防ぎます。

（アメリカ）

［卓上小型］製氷機

品番 型番 製氷能力 貯水量 税抜価格
EA763AW-32 DTSMLIMA 24㎏/日 1.3ℓ 21,900円

●卓上タイプ
●電源…AC100V（50/60Hz）
●消費電力…120W
●冷媒…R134a

●サイズ…240（W）×260（D）×290（H）㎜
●重量…7㎏ ●電源コード…約1.79m
●付属品…受皿
●タンクに水を入れボタンを押すだけで最速6分、

1回で7個製氷可能
● 1日最大24㎏もできるパワフル製氷で、氷の大き
さをS・Lと選べます。

●本体の底面にある排水キャップを外せば、タンク
から水が排水され楽々交換、お手入れができます。
※保冷機能はありません。

保温・保冷庫

品番 型番 容量 税抜価格
EA763AP-123B HR-EB06W 5.5ℓ 21,400円

●電源…DC12Vまたは
AC100V

●サイズ…約235（W）×305（D）×300（H）㎜
●重量…2.8kg

●ドア開閉…右開き

●消費電力…DC12V：42W、AC100V：55W
●設定温度…保冷（強）：5℃、保冷（弱）：7℃、保温：60℃
●付属品…トレイ、AC電源コード、DC電源コード
● 500㎖ペットボトルを4本収納可能。

冷蔵庫

品番 型番 容量 税抜価格

EA763AP-210B IRSD-9B-W 90ℓ（冷蔵庫：62ℓ、
冷凍庫：28ℓ） 36,900円

●ドア開閉…右開き
●サイズ…

478（W）×509（D）×
852（H）㎜

●重量…28㎏

●トップテーブル耐熱温度…100℃
●消費電力（50/60Hz）…53/58W

保温・保冷庫

品番 型番 容量 税抜価格
EA763AP-124B HR-EB08W 20ℓ 49,300円

●電源…
DC12Vまたは
AC100V

●電子冷却方式
●サイズ…約350（W）×400（D）×465（H）㎜
●重量…約8㎏
●ドア開閉…右開き
●消費電力…DC12V：45W、AC100V：55W
●設定温度…保冷：5～15℃、保温：55℃
●付属品…棚板、AC電源コード
● 350㎖缶26本まで収納可能
●気になる冷却ファンの音をおさえた静音設計。
●付属の棚板で取り付け高さを6段階で設定できます。
●普段はAC電源でお使い頂き、休日のレジャーで
は車載の冷温ボックスとしてDC電源で使用でき
ます。（DC電源コード別売）

冷却プレート＆小型ファンで
効率良くクールダウン！
モバイルネッククーラー

［キャスター付］クーラーボックス

品番 容量 重量 税抜価格
EA917AJ-47 47ℓ 4.6㎏ 17,400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

［キャスター付］クーラーボックス

品番 容量 重量 税抜価格
EA917AH-3 60ℓ 5.8㎏ 18,500円

品番 外寸（W×D×H）㎜ 内寸（W×D×H）㎜
EA917AH-3 640×420×450 500×250×330

●材質…
本体・ふた：ポリエチレン、
ハンドル・タイヤ：ポリプロピレン、
断熱材：発泡スチロール

●キャリーハンドル、キャスター付

［OD色］クーラーボックス（積み重ね型）

品番 容量 重量 税抜価格
EA917AS-12A 66ℓ 6.2㎏ 19,800円

品番 外寸（W×D×H）㎜ 内寸（W×D×H）㎜
EA917AS-12A 607×497×352 520×410×310
●材質…本体・ふた：ポリエチレン
　　　密封材：ポリスチレン

ポリプロピレン
　　　断熱材：ポリウレタン

★積み重ねができ、横並びにして
も取手が邪魔しません。

● 72時間持続保冷

★

●材質…
上部・底部：EVA＋PVC圧着
本体生地：EVA

　断熱材：ウレタンフォーム
アルミ蒸着

●収納サイズ…
-16：380×290×130㎜
-17：425×345×130㎜

●持ち運びやすいショルダー
ベルト付

●折りたたんでコンパクトに
収納できます。

クーラーボックス［折りたたみ式］

品番 容量 重量 税抜価格
EA917AH-16 25ℓ 1.08㎏ 7,540円
EA917AH-17 43ℓ 1.4㎏ 9,080円

品番 外寸（W×D×H）㎜ 内寸（W×D×H）㎜
EA917AH-16 380×290×290 330×250×240
EA917AH-17 425×345×345 390×300×290
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ジャグ

EA917AB-118 交換用蛇口（白） 600円

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜）

重量
（㎏）税抜価格

EA917AB-18 18 ∅333×450（H） 2.5 9,500円
EA917AB-23 23 ∅333×549（H） 3.1 12,000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。

●材質…上部・底部：ポリエチレン
（PUコーティング）、
本体生地：ポリエステル（PUコーティング）

●持ち運びやすいコンパクト収納タイプ。

保冷バッグ

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜） 税抜価格

EA917AH-8 12 300×250×225（H）5,700円
EA917AH-9 25 380×290×290（H）7,980円
EA917AH-10 43 425×345×345（H）9,000円

保冷バッグ

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜） 税抜価格

EA925MF-37C 15 300×225×280（H）3,160円

●材質…ポリエステル、
アルミ膜、
EPE、PEVA、PP

●収納サイズ…
310×280×80㎜

●ジッパー部分にも断熱材
を設け、保冷力を更に高め
ます。

強力保冷剤（スピード氷結）

品番 サイズ
（㎜）

重量
（g） 税抜価格

EA917H-1A 195×137×28（T） 約550 770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

強力保冷剤

品番 サイズ
（㎜）

重量
（g） 税抜価格

EA917H-16 195×255×35（T） 1200 1,440円

●材質…容器：ポリエチレン
主原材料：天然高分子（植物）

●魚も凍る表面温度－16℃
●ドライアイスのように冷
凍食品などの保管も可能
です。

涼感スプレー（消臭タイプ）

品番 内容量 税抜価格
EA920AV-53 280㎖ 1,610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。

●消臭成分もプラスされており、暑さ
だけでなく気になる臭い対策も。

●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。

涼感スプレー（抗菌タイプ）

品番 内容量 税抜価格
EA920AV-54 280㎖ 1,610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。

●抗菌効果もプラスし、暑さだけで
なくウイルスも寄せ付けません。

●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。

アイシング用冷却材（アイスバッテリー）

品番 サイズ
（㎜）

重量
（g） 税抜価格

EA917HE-1 155×105×25（T） 185 2,310円

●材質…水、塩化ナトリウム、
ゲル化剤

●肌や身体に優しいポリウレタン使用
●首筋やほっぺたにあててのリフレッシュや
「手のひら冷却」で熱中症対策に。

●材質…竹、葦
●日光を遮断しながら風を通
すことで、室内や外壁の温
度上昇を防ぎます

特選天津すだれ

EA911CA-66 1.76×1.12 2,460円
EA911CA-67 1.76×1.57 3,080円
EA911CA-68 1.76×1.8 3,410円

品番 サイズ（W×H）m 税抜価格
EA911CA-61 0.88×1.12 1,190円
EA911CA-62 0.88×1.57 1,410円
EA911CA-63 0.88×1.8 1,600円

編み糸：28本

編み糸：16本
62 67

よしず

品番 サイズ（H×W）m 税抜価格
EA911CA-1 1.8×1.8 5,930円
EA911CA-2 1.8×3.6 10,300円
EA911CA-3 2.4×1.8 7,690円
EA911CA-4 2.7×1.8 9,670円
EA911CA-5 2.7×2.7 15,200円
EA911CA-6 2.7×3.6 18,000円
EA911CA-7 3.0×1.2 9,230円
EA911CA-8 3.0×3.6 17,600円
EA911CA-9 3.6×3.6 24,200円

●材質…本体：葦・竹、
編み糸：しゅろ

●日光を遮断しながら
風を通すことで、
室内や外壁の
温度上昇を防ぎます

パンチング瞬間冷却剤

品番 内容量 入数 税抜価格
EA917HB-21 265g 15個 3,500円
EA917HB-21B 265g 1個 240円

●サイズ…140×180×20（H）㎜
●保冷時間…60分
●グーで殴って瞬間冷却
する冷却パウチです。
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● カタログ掲載価格は、弊社特別価格です。（税抜価格）
● 表示価格、掲載内容の有効期限は2023年12月末日です。
● モデルチェンジ等により、予告なく仕様が変更となる場合が
    ありますので予めご了承願います。
● 生産中止やモデルチェンジなどの諸事情により、取扱中止と
    させていただく商品もございます。
● 本書を無断で他に転用しないようお願いします。
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　　　　　　　　　　　　　　TEL 03-5419-3481　　FAX 03-5419-3482

■ 東日本物流センター　〒346-0035　埼玉県久喜市清久町49番地3
■ 西日本物流センター　〒552-0013　大阪市港区福崎1丁目3番26号

夏便利カタログ2023

ESCO SUMMER CATALOG

夏
2023

便利カタログ
暑い夏を快適に！暑い夏を快適に！

工具、機器、部品、消耗品、備品など工具、機器、部品、消耗品、備品など

約149,000点掲載！約149,000点掲載！
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