


さらに進化！ 風量UP！
作業効率の向上に！！

ヘルメット取付式送風機
ウインディースリー

ヘルメット内部を換気し
蒸れと温度上昇を抑えます。

(電源：電池単３形3本/風量：「HI(強）」にて

日 本 製【製品の特長】

■ご使用のヘルメットに取付けが可能です。
　4種類のヘルメット取付部品が標準装備。
■ルーバー構造の送風口が、後頭部から帽体内部　
　まで風を送り込みます。
■2段階切替スイッチで風量の調節が可能になりました。
　「HI(強)」「LO(弱)」の切替スイッチで風量設定が可能。
■連続稼働時間は8時間です。
　「HI(強)」の場合、連続稼働時間は8時間。

No.7703
ヘルメット取付式送風機
WindyⅢ
￥8,000
JAN : 702771
梱包単位 ：6 個
【重　量】 約190ｇ（電池含む）
【サイズ】 幅120ｍｍ×高さ143ｍｍ×厚み60ｍｍ
【電　源】 単3形電池3本（電池別売）
【性　能】 風量「HI (強)」 ： 400ℓ/min
             　　「LO(弱)」 ： 372ℓ/min
     　　  連続稼働時間 ： 風量「HI (強)」約8時間
　　　　　　　　　　　　風量「LO(弱)」約13時間

送風機本体

接続用ホルダー

ヘルメット取付部品
　　　4種類

この夏の
一押し！！
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厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」

IN（帽体内に外気を吸
入）とOUT（帽体外に熱
気を排気）の制御（切り替
え）ができるファンモー
ターを使用。
稼動時間：約8時間
（単3電池3個使用、モニ
ター電池4個付き）

送風機
悪臭の発生を抑えるため、
それぞれに適した消臭加工
材を採用。
ハンモックテープ：光触媒加工
汗止め：抗菌防臭加工素材
アゴヒモ：備長炭入り繊維

消臭加工素材の効果
歪みのない透明性抜群
に仕上げ、特殊ハード
コーティング加工でキ
ズが付き難くなってい
ます。
紫外線99.9%カット。ひ
さしの取替えが可能で
す。

透明ひさしの効果
臭いがつきにくいスチロールを採用

より風を
取り込めるように
通気孔カバーの
形状を変更

No.SPH395-S スモーク
111283

No.SPH395-C クリア
111290

No.SPH395-G グリーン
111306

オープン価格※取替え用ひさしにはひさし取付部品（黄）がセットされています。

■取替え用ひさし

No.395F-S 白
ひさし：スモーク
（スチロールライナー入り）
オープン価格
111252

No.395F-G 白
ひさし：グリーン
（スチロールライナー入り）
オープン価格
111276

No.395F-C 白
ひさし：クリア
（スチロールライナー入り）
オープン価格
111269

【規格】 厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
【電源】 単３電池３個（モニター電池4個付き）
　　　    環境保護のため、充電池の使用を推奨します。
 （ヘルメットの内側に電源スイッチがあります）
【性能】 風量：約204ℓ／min（正転），約180ℓ／min（逆転）
 騒音：約70dBA（正転），約75dBA（逆転）
 稼動時間：約8時間（単３電池３個使用）
【材質】 帽体：ABS樹脂，透明ひさし：ポリカーボネート樹脂
 電池ケース・カバー：ABS樹脂
【仕様】 サイズ：53㎝～62㎝，重量：約572g（電池含む）
　　　 　ひさし長さ:約33㎜

ヘルメット内の熱気を外に排出！！

日本製厚生労働省保護帽検定合格品

業界初

切り替え可能ファンモーターを採用！切り替え可能ファンモーターを採用！

帽体外に熱気を排気（OUT）帽体外に熱気を排気（OUT）

帽体内に外気を吸入（IN）帽体内に外気を吸入（IN）
＋

Helmet
Windy-ウィンディーとは英語で「強い風」を意味する

ウィンディーヘルメット

この夏の
一押し！！

帽体

透明ひさし

ファンモーターカバー

電池ボックスカバー電池ボックス内装

ファンモーター アゴヒモ
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ヘルメット取付式

アクア防暑タレ

ヘルメット取付式

アクアデコパット®

ヘルメット・布帽子取付式

アクアクールパッット

ヘルメット取付式

アクアネックパット®

アクアインナーキャップ

青 青黒 黒
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一押し
です！！

一押し
です！！

気化熱冷却とは？…水を含ませることで、水が蒸発するときに周囲の熱を奪って、涼しく感じる事です。

●水に濡らして気化熱で冷やす！
●軽量で薄く、通気性・柔軟性に優れた生地

野球帽等のサイズ調整部分〈後頭部〉がある帽子に取付けます。

臭い対策製品

No.7184 
¥1,460
青 702658
黒 702641
製品重量：約30g
梱包単位：12個

No.7185 
¥1,960
青 702672
黒 702665
製品重量：約36g
梱包単位：12個

No.7161 
¥560
ブルー 701859
グレー 701873
製品重量：約10g
梱包単位：48個

No.7162
¥700
ブルー 701866
グレー 701897

製品重量：約11g
梱包単位：48個

●両サイドセパレート（3分割）で風通し良好
●後頭部には保冷材を入れるポケット付き（保冷材は付属しておりません。）

●水で濡らして、気化熱で冷やします。流れ出る汗を受け止める、汗止
め用パットにもなります。

No.7163
¥880
ブルー 702016
グレー 702023
製品重量：約19g
梱包単位：24個　※帽子は別売です。

●水で濡らして、気化熱で冷やします。
●スポーツやスポーツ観戦に！
●レジャー・キャンプ等で

●水で濡らして、気化熱で冷やします。

●後頭部の日除けは取外し可能フリーサイズ(55～61cm）

D-PAT
日本製

D-PAT
日本製

D-PAT
日本製

布帽子にマジックテープで
簡単に取付けできます。
気化熱効果で涼しさ抜群！

※ヘルメットは別売です。

※ヘルメットは別売です。

※ヘルメットは別売です。

※ヘルメットは別売です。

No.83-B No.83-I

No.7183
￥900
105206

製品重量：約15g
梱包単位：48個
70mm幅
フリーサイズ

No.7181
￥1,100
黒 106586

製品重量：約75g
梱包単位：12個
サイズ：
340mmx1,100mm

No.83-B
103103
No.83-I
103097
￥1,100
製品重量：約15g
梱包単位：12個
120mm幅
フリーサイズ

■消臭ヘッドバンドスリムNo.7183,消臭ヘッドバンドNo.83-B,No.83-Iには、東洋紡の消臭吸収繊維セルファイン（R）Nを使用しています。

アクアシリーズ

消臭ヘッドバンドスリム 消臭ヘッドバンド ヘルメットインナータオル 四国今治産
タオル地使用



園芸作業に最適　背中を冷やす。

冷や冷や®背中防暑ベスト

暑い場所での作業に最適　背中を冷やす。

冷や冷や®背中冷却ベスト

冷や冷や®タスキ　 首すじ・脇の下を冷やす。　 冷や冷や®クールネック  首すじを冷やす。

冷や冷や®防暑タオル ふうりん（防暑タレ）防暑タレデラックス
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No.7172(2連結 保冷材2個付き縦入れ） 
¥4,400　702344

No.SP-7170DX
¥240　105183

製品重量：約450g（保冷材を含む）
ナイロン製メッシュ+アルミシート
前面両サイドにポケット付き

製品重量：約120g

詰め替え用保冷材（2連結・1個入り）

No.7173(4連結 保冷材4個付き横入れ） 
オープン価格　702702

No.7171(保冷材7個付き） 
￥1,800　701941

No.SP-7180
¥240　105121

製品重量：約970g（保冷材を含む）
ナイロン製メッシュ+抗菌・防臭ダブルラッセル生地
前面4ヶ所ポケット付き（上部は面ファスナー付き）

製品重量：約165g

製品重量：約500g（保冷材を含む）
首に掛けて脇の下から背中へまわし
てワンタッチバックルで装着します。

詰め替え用保冷材（4連結・1個入り）

No.SP-7171
¥240　701958
製品重量：約120g

No.79
ふうりん
¥1,000
黄　102786
青　100195

No.7179
¥1,400
ブルー　  106173
グリーン　106180

No.SP-7180
¥240　105121

製品重量：約35g
梱包単位：12枚

製品重量：約210g（保冷材を含む）
梱包単位：12個

No.79DX
¥1,600
100317

製品重量：約35g
梱包単位：12枚

詰め替え用保冷材（2個入り）

No.7180(連結保冷材1個付き） 
¥880　
ブルー　105084
グリーン　105091
製品重量：約193g（保冷材を含む）
梱包単位：12個

製品重量：約165g

詰め替え用保冷材（4連結・1個入り）

詰め替え用保冷材（4連結・1個入り）

No.SP-7180
¥240　105121

アルミ製遮光メッシュが太陽光を反
射し、首まわりに木陰空間をつくる。

※保冷材は家庭用の冷蔵庫の冷凍室で3時
間以上冷やしてから使用してください。
冷却効果は約60分持続します。

※No.7173には4連結保冷材を4本入れることができます。

※ポケットに保冷材を入れて使用します。保冷材は冷凍室で3時間以上冷や
してから使用してください。
　（冷却効果約60分）保冷材なしでも使用できます。 ※電気作業には使用できません。

ここに作業用ベルトを通して
ベストが後方にズレるのを防ぎます。

4連結の保冷材を横向
きに通すことで動き
やすくなっています。

冷や冷や®シリーズ

防暑タレ

D-PAT
日本製

D-PAT
日本製

日本製

四国今治産
タオル地使用

四国今治産
タオル地使用

四国今治産
タオル地使用



日本製

日本製

日本製

No.390F-OTSS
No.390F-OTCC
No.390F-OTGG

No.393F-S
No.393F-C
No.393F-G

No.396F-S
No.396F-C
No.396F-Bu

No.SPH393-S(スモーク）
￥1,300　110699
No.SPH393-C(クリア）
￥1,300　110712
No.SPH393-G(グリーン）
￥1,300　110705

No.SPH396-S(スモーク）
￥1,300　111825
No.SPH396-C(クリア）
￥1,300　111832
No.SPH396-Bu(ブルー）
￥1,300　111849

￥4,500
製品重量：約464g

￥4,700　　製品重量：約440g

￥4,700
製品重量：約438g

No.390F-OTSS
No.390F-OTPP
No.390F-OTVV

5

通気孔付きヘルメットVentiシリーズ

熱中症お知らせシール

No.GR-45
¥540
110880

通常は緑十字 赤文字が出る！

■気温が32℃になると「熱中症注意」の赤文字が出ます。

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合が
　ありますのでご了承ください。
※No.390F-OTSS 白は在庫商品です。

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.393F-S 白は在庫商品です。

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.396F-S 白は在庫商品です。

※取替え用ひさしには、ひさし取付部品
　（グレー）がセットされています。

※取替え用ひさしには、ひさし取付部品
　（グレー）がセットされています。

No.390F,No.396F,No.393には
OT型内装を標準装着しています。

内装・アゴヒモ・スチロールライナー

■No.390Fの帽体カラーチャート

■No.393Fの帽体カラーチャート

■No.396Fの帽体カラーチャート

（スチロールライナー入り）
A B

飛来・落下物用 墜落時保護用

（スチロールライナー入り）
A B

飛来・落下物用 墜落時保護用

（スチロールライナー入り）
A B

飛来・落下物用 墜落時保護用

S=スモーク,C=クリア,G=グリーン,Y=イエロー
P=ピンク,V=バイオレット
※ひさし,通気孔カバーの取替えはできません。

例 ： No.390F-OTSS　白
品番 帽体色内装 ひさし

カラー
通気孔
カバー
カラー

ひさしカラー
S=スモーク,C=クリア,G=グリーン
※ひさしの取替えができます。

例 ： No.393F-S　白
品番 帽体色ひさし

カラー

ひさしカラー
S=スモーク,C=クリア,Bu=ブルー
※ひさしの取替えができます。

例 ： No.396F-S　 白
品番 帽体色ひさし

通気孔カバー
カラー

厚生労働省保護帽
検定合格品

拡大した通気孔で理想的な空気の流れを実現！！

通気孔の面積を拡大した
シャープなデザインで通気性も抜群！！

元祖Venti 豊富なカラーバリエーション！！

アゴヒモ：備長炭入り繊維
汗止め：抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ：光触媒加工
スチロールライナー：コルコート処理

消臭・防臭機能

アゴヒモ：備長炭入り繊維
汗止め：抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ：光触媒加工
スチロールライナー：コルコート処理

消臭・防臭機能

アゴヒモ：備長炭入り繊維
汗止め：抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ：光触媒加工
スチロールライナー：コルコート処理

消臭・防臭機能

　さらに
通気性を

　　　　
　重視し

た

　　　　
　ヘルメ

ットが登
場。



No.TB-30（1個入り）
￥1,080

製品重量：約27g（片手）
梱包単位：12個

 ホワイト 700593
グレー   700586
ブラック 700579

103202

106166 107798

No.TB-10
￥840

製品重量：約12g（両足）

No.61（2枚入り）
￥480
製品重量：約5g（1個）
梱包単位：48袋

No.67-A
12枚台紙付販促用セット
￥440X12枚
梱包単位：6台紙

白 102113
青 103011
黒 103004

No.67
￥440

製品重量：約10g
梱包単位：48枚

No.67DX-A
6枚台紙付販促用セット
￥520X6枚
梱包単位：6台紙

104933
No.67DXグレー
￥520
製品重量：約10g
梱包単位：48枚

No.66（4枚入り）
12個台紙付販促用セット
1袋￥340X12袋
100140
梱包単位：6台紙

No.66-B（100枚入り）
￥5,600
102281
製品重量：約5g（1枚）

No.7182
￥620
製品重量：約20g
梱包単位：48枚

104872
No.7168
￥1,100
製品重量：約120g
梱包単位：12個

104889

詰め替え用パット
No.SP-7168
￥520
製品重量：約100g
梱包単位：12個

No.84
￥480
製品重量：約53g

ブルー       700500
アイボリー  700517
グリーン     700524

※ヘルメットはすべて別売です。

※冷凍室で冷やします。

No.67DX,No.61,No.7182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、ライオンの抗菌・消臭剤ライオナイトPCを使用しています。

■消臭ハーフソックスNo.TB-10,消臭リストバンドNo.TB-30には、東洋紡の消臭吸収繊維セルファイン（R）Nを使用しています。

汗対策製品

消臭ハーフソックス 消臭リストバンド ニオイとーる

光触媒 アゴパット

汗取りシート

光触媒 汗取りハチマキ 冷や冷や®シャーベットパット

約140mmのロングタイプ

●速効性
●持続性
●残留刺激がない
●皮膚刺激がない
●強い脱臭効果
●衣類・綿類に影響が少ない

ソフトな肌触り
吸水性も抜群

面ファスナーで
簡単装着

四国今治産
タオル地使用

四国今治産
タオル地使用

四国今治産
タオル地使用

四国今治産
タオル地使用

ヘルメット取付式

汗取り 光触媒デコパット®
ヘルメット取付式 タオル地

汗取り デコパット®
ヘルメット取付式 タオル地

汗水吸
あせ　すい　すい

おでこから流れる汗をすばやくキャッチ！

■ヘルメットや布帽子の内側にペタッと貼るだけで、おもしろいほど汗を吸い取ります。

●吸った汗を内部でゼリー状に固めるポリマー内蔵。だから吸った汗は流れ出しません。
●汗で眼鏡が曇る場合もこれさえ貼れば安心です。
●汗の量によりますが数日間はご使用になれます。
●肌にやさしい不織布を使用していますので、嫌なベタつきもありません。

No.66(4枚入り）台紙付
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