


：N21-08品番

氷の山ができるスプレー プレミアムガス瞬間冷却スプレー

：N18-10品番

身体の冷却

タオルや服の上からスプレーして
-20℃の氷をいつでもつくれます

氷の山ができる
スプレー

プレミアムガスで瞬間に-40℃

プレミアムガス
瞬問冷却スプレー

身体の冷却

●

●
●

燃えにくいプレミアムガスを使用

3秒ほど噴射すると凍ります
スプレーするだけで簡単しっかり
冷却

●
●
●

猛暑対策に
炎天下の屋外作業に
アウトドアやスポーツに

サイズ ： φ50X225mm 
重量 ： 345g 
内容量 ： 220ml
成分 ： LPG 
箱入数 ： 12 本
使用回数の目安 ：約 2秒の噴射で50回使用可能

サイズ :φ41X164mm 
重量 ： 142g
内容量 ： 85ml
成分 ： HF0-1234ze 
箱入数 ： 24 本

※アメリカ、欧州では不燃認定

※直接お肌にはお使いにならないでく
ださい。

布やタオルにスプレーして氷をつくり
肌にあてたり、服の上に直接スプレー
して体を冷やします。



身体の冷却

超強力な保冷剤で効果的にクールダウン

保冷剤クールベストストロング

サイズ
カラー
材質
重さ
セット内容

箱入数

：フリー（胸囲目安： 100-130cm)
：シルバー
：ポリエステル
：920g
：ベスト本体X1 、保冷剤 200gX2、
保冷剤300gX1

：20着

：N18-05品番

サイズ

重さ
セット内容
箱入数

： 200g ：約 13X13X2cm
300g ：約 18X13X2cm 

： 700g 
：保冷剤 200gX2、保冷剤300gX1 
： 20 セット

●
●
●

●

身体の冷却に効果的な背中と両脇部分に保冷剤を装着可能
動きやすさを考慮した材質と形状
付属の保冷剤は約4時間冷却効果が持続します
（使用環境により異なります）

胸と脇の調整ベルトで様々な体型にも対応

超強力な保冷剤で効果的にクールダウン
●身体の冷却に効果的な背中と両脇部分に保冷剤を装着可能
●動きやすさを考慮した材質と形状
●付属の保冷剤は約4時間冷却効果が持続します（使用環境により異なります）
●胸と脇の調整ベルトで様々な体型にも対応
胸と背中に高視認反射テープを配置
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一 ~SHOWA オリジナル両脇と背中に̶ 5℃の強力保冷剤
5pg旦 l[ooler．保冷剤クールベストストロング
●サイズ：フリー（胸囲目安： 100-130cm) ●カラー：シルバー●材質：ポリエステル●重さ： 920g
●セット内容：ベスト本体X1 、保冷剤 200gX2、保冷剤300gX1 ●箱入数： 20 鶉
4時 間後でも強力な保冷効果を実証
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<4時間後＞
保冷剤クールベストストロング用保冷剤セット
●サイズ： 200g ：約 13X13X2cm 、300g ：約 18X13X2cm ●重さ： 700g ●セット内容：保冷剤200gX2、保冷剤300gX1 ●箱入数： 20 セット
園
園

保冷剤クールベストストロング 保冷剤クールベストストロング用 保冷剤セット
：N18-44品番



：N21-32品番

暑熱下でのリスクを、事前に知らせる

人それぞれに潜む暑熱下でのリスクを事前にお知らせする。

●
●
●
●
●
●

3ヶ月使い切り
通信不要
操作簡単、手首につけるだけ
暑熱下の過酷な作業現場でも使用可能
管理コスト不要
NETIS 登録技術 (NETEIS 登録番号： KT-200121-A)

熱中症対策ウォッチ カナリア

サイズ ： 27X13X43mm 
重量 ： 20g 
材質 ：（筐体） ABS, （バンド部分） 66ナイロン
耐熱性能 ：～ 60℃ 
振動耐性 ： JIS B7001 
アラーム音量 ： 74db
バッテリー寿命 ： 3 ヶ月連続動作

※3ヶ月の間に90 回以下のアラームが発生することを想定　
※想定以上の回数のアラームが発生した場合、バッテリー寿命が短くなる可能性がございます。

製造国 ：日本



：N18-72品番

ひえたれハイパーファン 電池タイプ ひえたれハイパーファン USBタイプ

：N19-25品番

首筋の冷却

首元への送風で効果的に身体を冷却！

ひえたれハイパーファンタイプ
●
●
●

ファン＋メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります！
重要な血管が集まる首を汗の気化熱で冷却！効果的に身体を冷却します！
ヘルメットに装渚するだけ大量の外気を後頭部から首筋に送風

サイズ ： 220X160X25mm 、ファンφ75mm
風量 ： 3 段階風量調節（強： 5V ・中： 4.2V· 弱： 

3.4V)
材質 ：たれ・綿：ポリエステル、ファン： ABS 樹脂
セット内容 ：本体、風量調節付USB ケーブル
対応モバイルバッテリー ：出力： 5V/2.5A まで対応
箱入数 ： 10 セット

サイズ ： 220X160X25mm 、ファンφ75mm
風量 ： 2.4V ・約 4.8ℓ/ 秒、4.8V· 約 82ℓ/ 秒

※エネループ1,900mAh使用時

連続運転時間 ： 2.4V· 約 18時問、4.8V ・約 9時問
※エネループ1,900mAh使用時

材質 ：たれ・綿：ポリエステル、ファン： ABS樹脂
使用電池 ：単 3電池X4本（別売） ※エネループを推奨
セット内容 ：本体、電池ボックス、接続ケーブル
箱入数 ： 10 セット



首回りの冷却

360度、風を感じる新デザインネックファン

●
●
●

首回り全体から風を感じるアラウンド設計
フレキシブルな可動部により自由な角度調節が可能
髪の毛を巻き込みにくい設計

：N21-15品番

サイズ ： 208X 196X60mm 
重量 ： 250g 
材質 ： ABS、PP 
入力電源 ： DC5V/1A 
内蔵電池 ：リチウムイオン電池900mAhX2 
充電時間 ：約 3 時間
使用時問 ：約（弱） 8.5 時問（中） 5時問（強） 3時間
消費電力 ： 3W 
付属品 ：本体、充電用USB ケーブル、取扱説明書／保証書
製造国 ：中国
箱入数 ： 20 個

ウェアラブルネックファンEX



ヘルメット内部の温度上昇を防ぐ

反射率98％の遮熱材で輻射熱をカット！

シャネボウ メットクーリング

JAN
サイズ
形状
材質

：4580661870014
：厚さ 2mm×縦 23cm×横 23cm
：6葉型
：アルミニウム、ポリエチレン

：N21-57品番

ヘルメットの中に
入れるだけ！

●
●
●
●

反射率98％の遮熱材で侵入した二次輻射熱をカット！
面ファスナーで取付簡単、取り外しもワンタッチ！
水洗いができるので衛生的。
ヘルメットの内部に装着するので、強度に影響はありません。



：N21-11品番

身体の冷却

ベルトに首掛けに、2WAY仕様のポータブルファン

ボディクールタイフーン2WAY
●
●
●
●

2WAY仕様のUSB扇風機
ベルトに掛けて服の中に風を送る
ストラップをかけて首掛けファンとしても使える
USBポート付きでモバイルバッテリーとしても使用可能。
（スマホ充電約2回分）

サイズ ：約 109X80X49mm 
重量 ：約 220g 
電源 ：タイプC:5V 2.0A、マイクロ :5V 1.7A、USB:5V 2.1A 
内蔵電池 ：リチウムイオン電池 (4,000mAh)
充電時間 ：約 4時間
連続使用時間 ：約（弱） 16 時間、（中） 5 時間、（強） 3 時間
材質 ： ABS 、TPU 
付属品 ：充電ケーブル
生産国 ：中国




