
通電ランプ
ペルチェ

USB端子
Type-A
Type-A to C
変換アダプター付属

電源スイッチ
長押し…ON/OFF

USBケーブル長さ1.15ｍ
＊本体付属

モバイルバッテリー
＊付属ではありません。

電源接続

短押し…５段階の切換
〈モード〉静音→弱→中→強→パワー

税抜価格（1セット）

ライトインディゴ 94/ アーミーグリーン 63・M

ファンバッテリーセット
ファン付作業着

AC1034 ベスト
〔ライトインディゴ / アーミーグリーン〕

⾊ NO・サイズ

●バッテリー容量︓3350mAh
●質量︓約 310ｇ、●充電時間︓約 3.5 時間
●稼働時間︓17V/1 時間 +12V 約 5 時間、 12V/ 約 7.5 時間、
      9V/ 約 15 時間、6V/ 約 30 時間
●⾵量︓17V・80L/s、12V・61L/s、9V・46L/s、6V・32L/s

ライトインディゴ 94/ アーミーグリーン 63・L
ライトインディゴ 94/ アーミーグリーン 63・XL
ライトインディゴ 94 アーミーグリーン 63・XXL

税抜価格（1台） サイズ（㎜）

⻑さ 195× 幅 110× ⾼さ 60
⾸回サイズ︓最⼤約 44 ㎝（3L 相当）ー

ネッククーラー DNC5010 ホワイト
品番

●材質︓アルミニウム
●⾵量切換え︓5 モード（静⾳→弱→中→強→パワー）
●USB ⼊⼒︓DC5V/2.1A（USB Type A）
●冷却プレート︓外気温より -10 度
●連続使⽤時間︓パワー︓約 4 時間 / 強︓約 5 時間 / 中︓約 7 時間

（10.000mAh 電池使⽤時） / 弱︓約 8 時間 / 静⾳︓約 13 時間
●USB ケーブル⻑さ︓1.15ｍ
●質量︓約 180g（USB ケーブルを含む）
●付属品︓Type-A to C 変換アダプター

オープン
価格

オープン
価格

熱中症対策アイテムチラシ熱中症対策アイテムチラシ熱中症対策アイテムチラシ熱中症対策アイテムチラシ熱中症対策アイテムチラシ

セット内容
・電動ファン
・ファンフィルター
・電動ファン
・ファンフィルター

（×２）
（×2）
（×２）
（×2）

・バッテリー
・ファンケーブル
・バッテリー
・ファンケーブル

（×1）
（×1）
（×1）
（×1）

２）２）
2）2）

水分補給は勿論の事、暑い時期でも快適に過ごせる
アイテムを利用して熱中症を未然に防ぎましょう。

●ライトインディゴ●ライトインディゴ●ライトインディゴ

●アーミーグリーン●アーミーグリーン●アーミーグリーン

●毎秒80L（17V）の風量を可能にするハイスペックファン
●エアクラフト最強の新型17Vパワーバッテリー登場
●お好みの風量に調節可能な４段階の風量設定
●着用時に調節不要な背裏エアダクトを装備
（保冷剤ポケット付き）
●セット内容
　◆AC1034 ベスト     ×1
　◆AC300 バッテリー ×1
　◆充電器                   ×1
　◆ファンユニット（AC310ファン×2・ファンケーブル×1
　                          ・ファンフィルター×2）
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夏の暑さから解放する
扇風機付きウエア
すぐに使えるフルセット

夏の暑さから解放する
扇風機付きウエア
すぐに使えるフルセット

夏の暑さから解放する
扇風機付きウエア
すぐに使えるフルセット
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ファンの風量調節

静音→弱→中→強→パワー
5段階



●エコミスターは、屋内外問わず、高温環境において
   環境にやさしく気温を下げることが可能です 。
●排熱などを放出せず広範囲に冷却効果があり
   熱中症対策に効果的。
●気化熱を利用した冷却効果で、10ｍ先でも
   6℃気温を下げます。
●水タンク満タンで最長４時間使用可能。
   水道直結なら連続運転できます。
●はっきりした節約効果。一目瞭然です。
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◎価格は、税抜き価格で表示しています。

（業務用品事業）
第二営業本部

山崎産業東京総合センタービル4F
〒136-0075 東京都江東区新砂1-13-5

TEL：（03）5677-3402 FAX：（03）5677-3406
商品に関するお問い合わせは

（内容は2022年5月現在のものです。） 32-1750

（03）5677-3406

20220523

ISO14001 認証取得

公益社団法人 関西経済連合会 会員

ISO9001 認証取得

本社・製品開発本部・生産本部
栃木工場・伊丹工場・岡山工場

栃木工場・伊丹工場・岡山工場

ホームページ
QAIC/JP/0083, QAIC/JP/0084

空気循環・夏場の熱中症対策に。空気循環・夏場の熱中症対策に。空気循環・夏場の熱中症対策に。

税抜価格（1台） サイズ（㎜）
⻑さ 124（253）
× 幅 310× ⾼さ 510

（）内の数値はスタンド開状態の数値
E-197

充電式ファン（本体のみ）
品番

●電源︓AC アダプター /DC18V
●⾵遠調節︓2 段階（強 / 弱）
●タイマーセット時間︓1 時間 /2 時間 /4 時間
●対応電池︓18V リチウムイオン電池
●⽻根径︓230 ㎜ 
●⾵遠︓（強）115ｍ/min（弱）85/min
●電池パック（別売り】使⽤時の連続使⽤時間
   5000mAｈ︓（強）約 40 分、（弱）約 90 分
●質量︓1.9 ㎏（電池パック除く）

￥9,200

税抜価格（1ヶ）

E-177

リチウムイオン
電池パック
18V B-1850LA
品番

●電池容量︓5,000mAｈ
●充電時間︓約 84 分

￥21,500

税抜価格（1ヶ）

E-180

リチウムイオン
充電器
18V UBC-1802L
品番

￥9,900

●AC電源・電池パック（別売）でも使用できます。

移動式冷却機
エコミスター EM-724

約48kg

税抜価格（1 台） サイズ (mm) 重量 粒⼦量 ⽔タンク容量

●最大噴霧量 ： 240mL/min ●電源 ： 単相 100Ｖ 50Hz/60Hz ●出力合計 ： 0.41ｋＷ 

●ランニングアンペア ： 5Ａ ●風量調整 ： 無段階 ●左右自動首振角度 ： 60 度

-

品番
全⻑ 710× 全幅 530
× 全⾼ 1470 〜 1920 20 〜 40μｍ 最⼤

62Ｌオープン価格

エコミスターだけの
専用特殊ノズル

セミドライミスト（濡れない霧）で、気化熱を利用して
周辺温度を下げる冷却機です。
省エネ・ECOなスポットクーラーとして。

セミドライミスト（濡れない霧）で、気化熱を利用して
周辺温度を下げる冷却機です。
省エネ・ECOなスポットクーラーとして。

セミドライミスト（濡れない霧）で、気化熱を利用して
周辺温度を下げる冷却機です。
省エネ・ECOなスポットクーラーとして。


