
環境対策製品

製品キャンペーン

今から備える初夏・夏の労働災害対策

2022 9 30金 受注分まで

アズワン  AXEL  検 索

本パンフレット以外に、ご紹介したい商品が
　　　　 点あります。

詳しくはAXEL「暑熱対策
キャンペーン特集」へ！！
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スポットクーラー 
品番 型番 仕様 ドレンタンク容量（L）通常価格（税抜）セール価格（税抜）

3-7563-21-30 KSM250D 排熱ダクト付き 5 ¥65,700 ¥55,800
●最大風量（50/60Hz）：冷風側／4.5/5.0m3/min、排熱側／9.7/10.5m3/min　
●サイズ：390×430×810mm（ダクト含まず）　●冷風ダクト：φ120×450～600mm　
●電源：単相100V 50/60Hz

風量は冷風（強・弱）と送風の
切り替えが可能です。

¥¥55,80055,800
CR-LA電動式砕氷機 

品番 型番 氷砕能力
（kg/min）

角氷入数
（3cm角） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

3-8936-01-30 CR-GA 2.4～4.5 35個 ¥  98,000 ¥  78,400
3-8936-02-30 CR-LA 1.5～6.0 100個 ¥180,000 ¥144,000

●砕氷サイズ切替：CR-GA／2段階（細･粗）､CR-LA／4段階（細･小・中・粗）　●外寸法：CR-GA／
180×285×353mm､CR-LA／268×360×440mm　●電源：AC100V 50/60Hz

製氷機で作成した角氷から
手軽にクラッシュアイスが作れます。

CR-GA
¥¥78,40078,400〜〜
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CFF451WPC設置例

工場扇 
品番 型番 仕様 タイプ 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

3-7561-33-30 CFF4520DMA 据置型 φ45cm
アルミ羽根

¥11,500 ¥10,350
3-7561-41-30 CFF452TMA 三脚型 ¥10,400 ¥  9,360
3-7562-32-30 CFF451WPC 壁掛型 φ45cm

樹脂羽根
¥10,200 ¥  9,180

3-7562-41-30 CFF452TPA 三脚型 ¥10,000 ¥  9,000
●最大風量（50/60Hz）：アルミ羽根／144/163m3/min、樹脂羽根／141/176m3/min　
●最大風速（50/60Hz）：アルミ羽根／293/319m/min、樹脂羽根／247/273m/min　
●電源：AC100V 50/60Hz

CFF4520DMA

三脚型の脚はワンタッチ折りたたみ式のため、
工具不要で組み立てができます。

¥¥9,0009,000〜〜
CFF452TPACFF452TPA
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サーキュレーターアイminiメカ式 
品番 型番 羽根色 サイズ（mm） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

63-5580-59-30 PCF-SM12-W ホワイト
180×180×

250 ¥5,000 ¥4,50063-5580-60-30 PCF-SM12-P ピンク
63-5580-61-30 PCF-SM12-LA ブルー

●風力切替：3段階　●角度調整：上方向/約90°・下方向/約25°　●適応畳数：6/8畳（50/60Hz）　
●羽根サイズ：12cm　●電源：AC100V 50/60Hz

ホワイト ピンク ブルー¥¥4,5004,500

ジェット気流効果により、コンパクトサイズながら
パワフルな風が届きます。

オススメオススメ



にはさらに多くのキャンペーン商品を掲載中　キャンペーン期間：〜2022年9月30日受注分まで AXEL 検 索

¥¥3,3603,360

¥¥3,9603,960〜〜

虫コナーズ 
品番 仕様 タイプ 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

7-9039-01-30 150日 無臭 1個 ¥1,000 ¥　900
7-9039-02-30 250日 ¥1,220 ¥1,050

●屋内と屋外の境目に吊るだけの簡単虫よけです。

屋内と屋外の境目に吊るだけの簡単虫よけです。

¥¥900900〜〜
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アイスノン 極冷えタオル　 おトクパック  
品番 型番 色 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-9072-34-30 02478-0 ピンク 1ケース（20枚） ¥22,000 ¥19,800
●くり返し使用できます。

暑い季節のスポーツやレジャー、屋外の作業時に。

¥¥19,80019,800
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アイスノン FORSPORTS　アイシングスプレー 
品番 型番 容量(ml) 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

65-0446-36-30 02461 200 1本 ¥900 ¥860

スポーツ等で使った筋肉を即効クールダウン。

¥¥860860
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アイスノン FORSPORTS　瞬間氷結スプレー 
品番 型番 容量(ml) 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

65-0446-35-30 02462 230 1本 ¥1,030 ¥980

タオルにスプレーしてほてった体を急速クールダウン。

¥¥980980
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極冷えシートが汗・べたつき・ニオイの元をすっきりふき取ります。

¥¥560560〜〜
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水にぬらししぼって振るだけ！冷たいタオルに早変わり。

¥¥19,80019,800
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ぬった後のお肌はサラッと。べたつきにくい使用感。

¥¥16,14016,140
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顔の汗・べたつき・アブラをすっきりふき取ります。

¥¥12,15012,150
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アイスノン 極冷え洗顔シート　 おトクパック  
品番 型番 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-3992-10-30 02472-0 1ケース(20枚×2個×30パック入) ¥13,500 ¥12,150
●大判シート（20×20cm）

超強力水害対策用防水シート
品番 サイズ 材質 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-3951-51-30 1460×1m

ナイロン 
（超撥水加工） 1袋

¥   4,950 ¥   3,960
64-3951-52-30 1460×2m ¥   9,900 ¥   7,920
64-3951-53-30 1460×3m ¥14,850 ¥11,880
64-3951-54-30 1460×4m ¥19,800 ¥15,840
64-3951-55-30 1460×5m ¥24,750 ¥19,800
64-3951-60-30 1460×10m ¥49,500 ¥39,600
64-3951-70-30 1460×20m ¥99,000 ¥79,200

●材質：ナイロン（超撥水加工）

アイスノン 極冷えボディシート 
品番 型番 仕様 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

65-0446-37-30 02463 クール成分（メン
トール）高配合 1個（30枚） ¥      590 ¥      560

64-3992-09-30 02471-0 せっけんの香り 1ケース(30枚×30個入) ¥13,500 ¥12,150

最大

アイスノン 極冷え洗顔タオル　 おトクパック  
品番 型番 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-3992-11-30 02475-0 1ケース(20枚) ¥22,000 ¥19,80064-9072-34-30 02478-0/ピンク

アイスノン ぶる冷えボディジェル　 おトクパック  
品番 型番 内容量(g) 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-9072-35-30 02486-0 65 1ケース（30個） ¥17,940 ¥16,140
●ボディにぬるだけ。気持ちいい冷涼感が続き、からだ爽快クール。　　●ミントの香り。

最大

引張強度、引き裂き強度も高い防水シートです。

定番の対策セット！すぐに持ち出せるコンパクトサイズ。 熱中対策キット 
品番 型番 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

62-9215-27-30 BR-510 ¥4,400 ¥3,360
●セット内容：ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、涼感タオル(カラビナボトル入)×1、
　塩タブレット×1、熱中症対策水500mL×1、保存水500mL×1



■ご用命は信頼ある代理店へ

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

カスタマー相談センター
0120-711-875（ユーザー様用）TEL

電話受付時間 ： 午前9時～午後5時30分（土・日・祝日及び弊社休業日は除く）

アズワン　FAQ
商品の内容に関するお問い合わせは

¥¥17,10017,100
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空調エアコン®服
品番 サイズ ベスト色 サイズ セール価格（税抜）

4-3487-01-30 ブルーカモフラ M-L

¥20,000 ¥17,100

4-3487-02-30 LL-3L
4-3487-03-30 ネイビー M-L
4-3487-04-30 LL-3L
4-3487-05-30

ピンクカモフラ
S-M

4-3487-06-30 M-L
4-3487-07-30 LL-3L
4-3487-08-30

シルバーカモフラ

S-M
4-3487-09-30 M-L
4-3487-10-30 LL-3L
4-3487-11-30 4L-5L
4-3487-12-30

ホワイト

S-M
4-3487-13-30 M-L
4-3487-14-30 LL-3L
4-3487-15-30 4L-5L

●付属品：ファン×2個、胸スイッチケーブル×1本、専用バッテリー×1個

胸のスイッチ一つで、ON/OFF、風量調節ができます。

COOLCOREタオル 
品番 型番 色 サイズ（mm） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

7-4968-01-30 403031-03 ピンク
幅300×丈

1200 ¥1,800 ¥1,4407-4968-02-30 403031-10 ブルー
7-4968-03-30 403031-18 グレー

●材質：ポリエステル100％

保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。

アイスシルク素材のウイルス飛沫・ほこり・花粉をカットする、洗えるマスクです。 交織のヘリンボン柄によるカジュアル感のある空調服です。

エリマキクーラー 
品番 型番 サイズ（mm） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

7-8262-01-30 HN-120 60×600 ¥860 ¥680
●繰り返し使用可（冷凍庫で冷やすタイプ）　●セット内容：カバー×1枚・4連結保冷剤×2個

洗えるマスク 
品番 型番 仕様 色 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-8294-51-30 L-RMC3-B 小さめ ブラック ¥400 ¥360
64-8294-53-30 L-RM3-PB

標準

薄いブルー ¥400 ¥360
64-8294-54-30 L-RM3-PP ピンク ¥400 ¥360
64-8294-56-30 L-RM3-W ホワイト ¥400 ¥360
64-8294-57-30 L-RM3-CG グレー ¥400 ¥360
●入数：1袋（3枚入）　●サイズ：小さめ／縦11×横14.5×厚さ0.4cm（二つ折りにした状態）、標準／縦
12.5×横17×厚さ0.4cm（二つ折りにした状態）

空調風神服ヘリンボン長袖ジャケット 
品番 型番 仕様 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-8294-28-30 BK6067S-52-S ジャケット・S ¥  5,910 ¥  5,300
64-8294-29-30 BK6067S-52-M ジャケット・M ¥  5,910 ¥  5,300
64-8294-30-30 BK6067S-52-L ジャケット・L ¥  5,910 ¥  5,300
64-8294-31-30 BK6067S-52-LL ジャケット・LL ¥  5,910 ¥  5,300
64-8294-32-30 BK6067S-52-EL ジャケット・EL ¥  6,040 ¥  5,400
64-8294-33-30 BK6067S-52-4L ジャケット・4L ¥  6,170 ¥  5,500
64-8294-34-30 BK6067S-52-5L ジャケット・5L ¥  6,310 ¥  5,650
64-8294-35-30 RD9190J リチウムイオンバッテリーセット ¥11,520 ¥10,300
64-8294-36-30 RD9110H ハイパワーファンセット ¥  3,630 ¥  3,250
64-8294-37-30 RD9120H フラットハイパワーファンセット ¥  3,630 ¥  3,250

※ジャケットにバッテリー及びファンは付属しません。　※インディゴカラー以外にグレー・シルバー・カー
キー・ディープグリーン・ネイビーの色展開があります。AXELをご確認ください。
●色：インディゴ　●混率：ポリエステル40％、綿60％　●機能：帯電防止素材　●保冷剤収納用メッ
シュポケット付（背面部）

濡らす、絞る、パンと振る！簡単3ステップでくり返し冷却できます。

使用例 ピンク ブルー グレー

薄いブルー グレー

ブラック

ホワイト

RD9110H

RD9190J

¥¥680680
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¥¥360360
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¥¥5,3005,300〜〜
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¥¥1,4401,440
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バッテリーセット

ファン

ブルーカモフラ

シルバーカモフラ

ネイビー

ホワイト

ピンクカモフラ

株式会社ナルセ
〒990-0046
山形県山形市大手町8-20
TEL　：023-622-5052
FAX　：023-623-2873
e-mail：kagaku@naruse-co.com



にはさらに多くのキャンペーン商品を掲載中 AXEL 検 索商品詳細はQRコードを読み込んで、 をご覧ください。

環境測定製品

長距離無線接続ロガー（テレモニ） 
品番 型番 仕様 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

4-3120-01-30 TML1201 子機・長距離無線温度センサー ¥24,800 ¥22,300
4-3120-02-30 TML2101 子機・長距離無線温湿度センサー ¥29,800 ¥26,800
4-3120-03-30 TMLGW 親機・長距離無線ゲートウェイ ¥55,000 ¥49,500

※子機と親機は必ずセットでご使用ください。　※1 最大通信距離は理論上の値で、実際の通信距離は
周囲の環境に依存します。　※2 クラウドサーバーへの通信にはインターネットの接続環境が必要です。
接続環境はお客様自身でご用意する必要があります。
●測定範囲（温度）：TML1201／－55.0～＋125.0 ℃、TML2101／－30.0～＋60.0 ℃　●測定
範囲（湿度）：0.0 ～ 90.0％（TML2101のみ）　●最大通信距離：2.5km（見通し状態）※1　●無線方
式：LoRa（特定小電力）

子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。
インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します。

¥¥22,30022,300〜〜

TML1201
TML2101

TMLGW
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黒球型携帯熱中症計 
品番 型番 サイズ（mm） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

4-1659-01-30 WB-122GT 60×25×122、黒球φ40 ¥5,800 ¥4,930
●測定範囲：温度／0.0～50.0℃、湿度／10.0～95.0％rh、暑さ指数（WBGT）／0.0～50.0℃、黒球
温度（表示なし）／0.0～60.0℃　●音量：約75dB

設定した熱中症レベルに達すると、
ブザー音やLED点滅でお知らせします。

¥¥4,9304,930

%
OFF15

デジタル温湿度計 
品番 型番 測定範囲（温度/湿度） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

2-3507-01-30 PC-5400TRH 0～50℃/20～95％RH ¥7,400 ¥6,660
1-2296-01-30 SK-160GT ¥8,500 ¥7,580

●表示項目：PC-5400TRH／リアルタイムの温湿度・測定開始からの最高・最低温湿度、SK-160GT
／WBGT指数・温度・湿度・時計（電波・12/24時間表示）　●サイズ：約225×25×165mm

設定した温度・湿度の上下限（PC-5400TRH）または
WBGT指数（SK-160GT）を超えると音と光で知らせます。

¥¥6,6606,660〜〜 PC-5400TRH SK-160GT
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デジタル温湿度計 
品番 型番 色 表示範囲（温度/湿度） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

62-8553-19-30 O-282WT ホワイト －9.9～50.0℃/10～
90％ ¥1,080 ¥97062-8553-20-30 O-282BK ブラック

●サイズ：67×17×67mm

熱中症・インフルエンザ警告を表情でお知らせします。

¥¥970970
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熱中症指数モニター（みはりん坊） 
品番 型番 表示項目 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

4-2938-01-30 AD-5690 WBGT※､温度､湿度 ¥1,600 ¥1,350
4-2938-02-30 AD-5689 ¥2,900 ¥2,450
4-2938-03-30 AD-5698 WBGT※､温度､相対湿度､黒球温度 ¥5,000 ¥4,250

62-2240-59-30 AD-5688 WBGT※､温度､湿度､時刻､タイマー
（タイマー機能は設定モードのみ） ¥3,400 ¥2,860

61-4673-15-30 AD-5687 WBGT※/乾燥指数（絶対湿度）、
温度、湿度（相対湿度）、時刻 ¥3,200 ¥2,720

※WBGT＝熱中症指数
●アラーム音量（距離10cm）：AD-5690／約65dB、AD-5689・AD-5687・AD-5688／約70dB、
AD-5698／大 約70dB・小 約60dBブザーオフ

アラーム機能付きで熱中症の危険をお知らせします。

¥¥1,3501,350〜〜

AD-5690

AD-5689 AD-5698 AD-5688 AD-5687
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パーソナル快適チェッカー 
品番 型番 測定範囲（温度/湿度） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

3-1713-11-30 PC-7960GTI －9.9～＋50.0℃/20.0～90.0％RH ¥3,400 ¥3,060
●時計・LEDライト・アラーム付　●警報音付（約80dB）　●サイズ：約80×12×39mm

温度・湿度を測定でき、熱中症時は「警戒強」「危険」レベル時に
警報音でお知らせします（ON/OFF機能付）。

¥¥3,0603,060
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熱中症予防対策温湿度計 
品番 型番 仕様 サイズ（mm） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

61-3734-34-30 SN-902 温湿度計 φ300×41 ¥7,000 ¥6,250
61-3734-35-30 SN-902-10 ボールガード 400×350×

90
¥5,000 ¥4,250

63-4168-71-30 SN-902-20 サーモプロテクター ¥5,000 ¥4,500
●測定範囲：温度／0～+50℃、湿度0～100％

サーモプロテクター使用例

見やすい大型パネルで容易に判断基準を確認できます。
ボールガード・サーモプロテクターは体育館等に設置する際の
破損防止に有効です。

¥¥6,2506,250

%
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最大

熱中症・インフルエンザ警告付温湿度計 
品番 型番 表示 表示範囲（温度/湿度） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

62-9233-97-30 O-295WT デジタル －9.9～50.0℃/10～99％ ¥1,480 ¥1,330
61-3523-39-30 O-311WT アナログ 10.0～40.0℃/20～90％RH ¥1,140 ¥1,020

●サイズ：デジタル／約103×18×103mm、アナログ／約127×32×127mm

アナログタイプは熱中症・インフルエンザの危険度を7色の範囲で示します。

¥¥1,0201,020〜〜 O-295WT O-311WT
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にはさらに多くのキャンペーン商品を掲載中 AXEL 検 索商品詳細はQRコードを読み込んで、 をご覧ください。

個人対策製品

¥¥13,23013,230〜〜

汗取りパット 
品番 型番 色 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

2-9677-01-30 67青 青 ¥440 ¥3952-9677-02-30 67黒 黒
2-9677-03-30 67DX グレー ¥520 ¥465

●材質：タオル地／綿97％・ポリエステル3％、マジックテープ部／ナイロン100％

面ファスナー付きのため、ヘルメット内装に容易に取り付けできます。
DXタイプは光に当たると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプです。

¥¥395395〜〜

%
OFF10

アイスノン 首もとひんやり氷結ベルト 
品番 型番 サイズ（mm） 重量（g） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

7-7313-01-30 02441-0 165×80×
225 430 ¥890 ¥800

●首まわりサイズ：約50cm（対象年齢4歳以上）　●セット内容：氷結ゲル×2個、専用カバー×1枚

首もとをしっかり冷やして、冷たさが長持ちします。

¥¥800800

%
OFF10

クロスミント　マスク 
品番 型番 重量（g） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

65-0509-08-30 ブラック
1枚 ¥800 ¥63065-0509-09-30 ホワイト

65-0509-10-30 グレー
●ミント加工、キシリトール加工

素早い汗の吸汗と乾燥でベタつきを抑えます。

¥¥630630

%
OFF21

%
OFF10

ソフトクールン 
品番 型番 サイズ（mm） 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

0-3696-01-30 レギュラー 340×190×25 1個入 ¥1,600 ¥1,280
0-7936-01-30 ハーフ 200×160 ¥    980 ¥    780
0-1614-01-30 ミニ 160×80 2個入 ¥    880 ¥    700
0-1614-02-30 5連 470×185 1個入 ¥1,500 ¥1,440
0-5465-01-30 ディスポカバーSFT-50 レギュラー用 50枚入 ¥4,700 ¥3,750

※本商品は直接患部に当てないでください。　※本体にカバーは付属していません。
●内容量：レギュラー／1100g、ハーフ／300g、5連／500g、ミニ／100g

額・頚部・腋下などの局部クーリングに適しています。

¥¥700700〜〜 5連

ディスポカバー
使用例%

OFF20

イオニークマスク　プラス 
品番 型番 色/タイプ 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-9072-26-30 S3864-02 白/レギュラー

5枚入 ¥5,365 ¥4,82064-9072-27-30 S3864-03 白/小さめ
64-9072-28-30 S3864-04 黒/レギュラー
64-9072-29-30 S3864-05 黒/小さめ

●サイズ：18cm×14cm

お洗濯しても効果が続く、洗える浸透タイプ。

¥¥4,8204,820

%
OFF10

急速冷却パック 
品番 型番 サイズ（mm） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

8-7677-11-30 クイックフリーズRE 200×120×25 ¥270 ¥230
8-7677-12-30 クイックフリーズミニ 180×110×20 ¥140 ¥105
8-7677-13-30 クールレスキュー 140×230×30 ¥430 ¥340

●保冷時間：RE／約50～60分（25℃時）、ミニ／約15～30分（25℃時）、レスキュー／約90分（30℃時）

袋を叩くだけで氷点下まで急速冷却します。

¥¥105105〜〜

%
OFF25

最大

UVカットマスク　 おトクパック  
品番 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-9072-23-30 80袋（3枚/袋） ¥23,840 ¥21,450

夏の気になる紫外線対策に。

¥¥21,45021,450

%
OFF10

アイスノン 冷涼感マスク　 おトクパック  
品番 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-9072-25-30 1ケース（20袋×2枚/袋） ¥20,000 ¥18,000
●洗ってくり返し使用できます。

内側は接触冷感生地、外側はメッシュ生地を採用。

¥¥18,00018,000

%
OFF10

アイスノン シャツミスト 
品番 型番 仕様 内容量/入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-3992-05-30 02431-0 ミント
100ml/1ケース

（36本） ¥18,000 ¥16,20064-3992-06-30 02432-0 エキストラミント
64-3992-07-30 02433-0

せっけん64-3992-08-30 02473-0 300ml/1ケース
（15本） ¥14,700 ¥13,230

●衣類についた汗のニオイを消臭・除菌。

衣類にスプレーするだけで爽やかな冷涼感。



にはさらに多くのキャンペーン商品を掲載中　キャンペーン期間：〜2022年9月30日受注分まで AXEL 検 索

¥¥890890〜〜

アイスノン ふって極冷えスカーフ　 おトクパック  
品番 型番 サイズ 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-9072-37-30 02484-0/ネイビーチェック 首周り50cm
まで対応

1ケース
（20枚） ¥20,000 ¥18,00064-9072-38-30　02483-0/ノルディックフラワー

●くり返し使用できます。

暑い季節のおでかけやお散歩に。

¥¥18,00018,000
%
OFF10

アイスノン  マスクひんやりスプレー　 おトクパック  
品番 型番 内容量(ml) 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-9072-24-30 02481-0 28 1ケース（24本） ¥13,200 ¥11,880
●ゆずレモンの香り

布マスクにスプレーするだけでひんやり＆リフレッシュ。

¥¥11,88011,880
%
OFF10

アイスノン 瞬間爆冷スプレー 
品番 型番 内容量(ml) 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-9072-39-30 ミントの香り 380 1ケース（20本） ¥15,000 ¥13,500
64-9078-49-30 せっけんの香り 1本 ¥      900 ¥      860

●服についた汗のニオイも消臭。

服の上からスプレーするだけでマイナス30度の冷気で瞬間冷却。

¥¥860860〜〜
%
OFF10

%
OFF10

COOLCOREアームカバー 
品番 色 全長(cm) 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

7-6239-01-30 ブラック 49 1双 ¥2,300 ¥1,840
●お洗濯：洗濯機○　　●抗菌仕様

濡らさなくても冷却効果を発揮！

¥¥1,8401,840

%
OFF20

アイスノン 首もとひんやりループ　 おトクパック  
品番 型番 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-3992-12-30 02439-0 1ケース（40個入） ¥22,000 ¥19,800

引っかかっても、安全フックが外れる安心設計

¥¥19,80019,800
%
OFF10

アイスノン 瞬間氷スプレー　 おトクパック  
品番 型番 内容量(ml) 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-9072-36-30 02485-0 230 1ケース（24本） ¥18,000 ¥16,200

最大

アイスノン  シャツミスト 
品番 仕様 内容量(ml) 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

65-0446-32-30
ミント 300 1本 ¥  1,030 ¥      980

64-9072-30-30 1ケース（15本） ¥12,225 ¥11,000
64-9072-32-30 280 1ケース（20パック）　※つめかえ ¥13,000 ¥11,700
65-0446-34-30

エキストラ
ミント

300 1本 ¥  1,030 ¥      980
64-9072-31-30 1ケース（15本） ¥12,225 ¥11,000
65-0446-33-30 280 1パック　※つめかえ ¥      940 ¥      890
64-9072-33-30 1ケース（20パック）　※つめかえ ¥13,000 ¥11,700

●衣類についた汗のニオイ消臭・除菌。

最大

衣類にスプレーするだけで爽やかな冷涼感。

メッシュ生地の大判サイズで、全身をしっかりとふ
けます。作業後の体、首元などのふきとりに適し
ています。

水分補給と、電解質バランスに配慮した
ゼリー飲料です。

お口の乾燥が気になる時に、
なめてうるおいを広げるキャンディです。

アクトウォーター（ライチ風味） 
品番 型番 入数 通常価格

（税抜）
セール価格
（税抜）

7-2694-01-30 651355 1箱（24個入） ¥3,600 ¥3,360
●成分：1袋300g（30kcal）　●栄養素：ナトリウム

クールボディシート 
品番 型番 シートサイズ

（mm） 入数 通常価格
（税抜）

セール価格
（税抜）

61-3343-88-30 TBSU-70 300×350 1ケース
（70枚入） ¥2,700 ¥2,430

うるおいキャンディ 
品番 型番 容量（g） 通常価格

（税抜）
セール価格
（税抜）

7-6179-01-30 アクアミント味 57 ¥300 ¥2507-6179-02-30 レモン味

¥¥2,4302,430

%
OFF10

¥¥3,3603,360

%
OFF6

¥¥250250

%
OFF16

アイスノン 頭を冷やすスプレー　 おトクパック  
品番 型番 内容量(ml) 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

64-4046-93-30 02454-0 95 1ケース（24本） ¥13,200 ¥11,880
●メントールの香りで汗などの気になる頭のニオイを抑えます。

-30℃のジェット冷気が暑さでほてった頭をスッキリ、クールダウン。

¥¥11,88011,880
%
OFF10

ハンカチなどにスプレーすると、ミストが氷状に変化。

¥¥16,20016,200
%
OFF10

危険物


