空調服

︵共通︶
サイズ表

暑い夏に！ 熱中症対策アイテムのラインナップ！

フルハーネス・スペーサーパッド対応品

（50299・50297）（30699・30697）
▲※ベストタイプの袖丈は適用なし。

全日電工連推奨品

フルハーネス対応
遮熱シェード仕様

遮熱シェードで
頭部まで風が通る！

フルハーネス（スペーサーパッド）対応空調服
AZ-50299

商品番号

BARRIER

遮熱

遮熱

ポリエステル100%

長袖ブルゾン（空調服Ⓡ）
（男女兼用）

ヘルメットの中まで風が通る

遮熱シェード

裏チタンコーティング

遮熱シェード付き
（50299・50297）

商品番号

［生地名］裏チタンコーティングポプリン
裏チタンコーティングポプリン

AZ-50297

遮熱
ベスト（空調服Ⓡ）
（男女兼用） シェード付

素材／裏チタンコーティングポプリン ポリエステル100％ 遮熱
配色：裏チタンコーティングミニリップ ポリエステル100％

※ご使用になられる際は、別売りのファン
バッテリーなどデバイスが必要です。

遮熱シェード仕様

汗を蒸発させ気化熱で
体を冷やす

SPACER PAD
スペーサーパッド

胸部

遮熱シェード

▪空気がヘルメット内部にまでくる！

▪チタンコーティングで太陽光を遮熱！

003 シルバー 008 ネイビー

025 カーキ

▪視界が開け、
音が聞こえやすい！

▪滑り止めテープでヘルメットに固定！

価格

▪蛇腹仕様で首の動きにも追従！

商品番号

¥5,830（税込）

025 カーキ

サイズ［SS〜6L］

価格

ポリエステル 80%

AZ- 30699

長袖ブルゾン（空調服Ⓡ）
（男女兼用）

綿 35%

［生地名］ペンタスヘリンボーン
裏チタンコーティングポプリン

003 シルバー 008 ネイビー

¥4,950（税込）
商品番号

サイズ［SS〜6L］

AZ-30697

ベスト（空調服Ⓡ）
（男女兼用）

素材／ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80％・綿20％ 帯電防止
配色：高強度TCリップ ポリエステル65％・綿35％ 帯電防止

※ご使用になられる際は、別売りのファン
バッテリーなどデバイスが必要です。

SPACER PAD
スペーサーパッド

背 面

遮熱シェード

遮熱

THERMAL BARRIER SHADE

チタンコーティングで
太陽光を遮熱し、日陰
効果を実現します。

※AZ-50299・
AZ-50297のみ

特許出願中

拡大生地

空調服の首元から排出される風を効
率よくヘルメット内へ導入し頭部を
冷却できます。内側はチタンコー
ティングが施され遮熱効率が高く、
高温時の熱中症対策としても効果が
期待できます。

シェード背面の蛇腹構造でストレス無く頭を
上下左右に動かすことが可能、動きをさまた
げること無くヘルメットに送風します。

シェードは背面収納構造でかさば
らず、より多くの空気を通すこと
が可能です。

▪空気がヘルメット内部にまでくる！
▪チタンコーティングで太陽光を遮熱！
▪視界が開け、音が聞こえやすい！
▪滑り止めテープでヘルメットに固定！
▪蛇腹仕様で首の動きにも追従！

ハーネス装着時

裏チタンコーティング

価格

¥6,930（税込）

生地の裏面にチタ
ン材をコーティン
グ加工することに
より、赤外線や紫
外線をカット！

ハーネス装着時

サイズ［SS〜6L］

商品番号

AZ-2999

胸ポケット

アイスパック
ポケット

※ご使用になられる際は、別売りのファン
バッテリーなどデバイスが必要です。

ウエストポケット

ファン落下
防止仕様

¥6,490（税込）

サイズ［SS〜6L］

ベーシック空調服（ハーネス・スペーサーパッド非対応品）
ポリエステル 100%

長袖ブルゾン（空調服Ⓡ）
（男女兼用）
大型両袖ファスナーポケット

価格

［生地名］

商品番号

軽量ストレッチドビー

AZ-2997

ベスト（空調服Ⓡ）
（男女兼用）

素材／軽量ストレッチドビー ポリエステル100％
ストレッチ・軽量素材

スペーサーパッド

高強度リップ切かえ

全日電工連 賛助会員

アイトス株式会社

販売代理店

持田株式会社

価格

¥4,950（税込）

サイズ［SS〜6L］

価格

¥4,180（税込）

サイズ［SS〜6L］

空調ファンをサイドに移動し、運転や作業の効率を追求した新商品
大型マルチポケット仕様
More details

006 Royal Blue

伝票やかさ張るモノはフルオープンで、
ペンやかさ張らないモノは、
上から半分開けて
取り出し出来る便利な構造です。
内側に小物入れポケットとペン差しがある
デスクトップ仕様です。

スペーサーパッドで
空気の流れを確保。

野帳や予備のペン・マーカーを
収納できます。
ロイヤル ブルー

スマートフォンや
バーコード端末を
収納できます。

商品番号

AZ- 865943

空調服Ⓡ スターターキット（ファンブラック×ブルー）
（SKSP01）

NEW

デバイスが
新しくなりました！

■初めてご購入の場合【AZ865943/スターターセット】が必要です。
■昨年販売のスターターキットとの互換性はありますので、ご安心下さい。
010 ブラック ブルー

スペーサーパッド（背面） スペーサーパッド（胸部）

車のシートに座ったとき
も空気の流れるスペー
スを確保します。
（ 上下
位置調整できます。）

シートベルトに圧迫され
ず空気の流れるスペー
スを確保します。
（ 上下
位置調整できます。）

空調服Ⓡ ワンタッチパワーファン（2 個）

価格

¥15,620（税込）

空調服Ⓡ バッテリーセット

空調服Ⓡ ケーブル

□セット内容:バッテリーセット、
ワンタッチパワーファン（ブラック×ブルー2個）、ケーブル

※こちらの商品は交換できません。

大型マルチポケット

両胸に大きく開く弓状ファスナーポケットを装
備、
開口部が調整でき伝票やかさばる物も取り
出しやすい仕様です。小物入れポケットやペン
差しが付いて収納物が整理できます。

サイドポケット

商品番号

サイドファン

シートやシートベルト
の着用を考慮したファ
ンの取り付け位置を設
定しています。

納品伝票の入った封筒を
そのまま収納でき
A4 半取り伝票は
2ツ折りで収納できます。

調整紐

AZ- 865948

NEW

アイスベスト（男女兼用）

BACK STYLE

Front

安全確保のため
反射材を効果的に配置。

Front
チンガード

簡単脱着

ファンシステムやスペーサーパッドは簡単に着
脱が可能、バッテリーの収納スペースもウエア
内部に機能的に配置されています。
AZ-50195

空調服Ⓡ ベスト（男女兼用）

反射材（首元）

フロントジッパーが直
接あごに当たる不快
感を防ぎます。

NEW

反射材（胸部）

［生地名］

サイズ［S・フリー・XL］
価格

素材／リップストップ 平織り ポリエステル100％

¥2,970（税込）

◎ファスナー／コイル（スライダー／金属） ◎ポケットファスナー／コイル（スライダー／金属）

009 レッド

着 丈
肩 幅
胸 廻

SS S M L LL 3L 4L 5L 6L
62 64 66 68 70 72 72 72 72
40 42 44 46 48 50 52 54 56
108 112 116 120 124 132 140 148 156

商品番号

BACK STYLE

Back

素材／ナイロン83% ポリウレタン17%

※こちらの商品は交換できません。

アイスパック（1個）
日本製

安心・安全で環境にも優しいゲル！

※冷凍庫で十分に凍らせてから使用してください。
（目安は8時間以上）

サイド

素材／内容物：水、
CMC（カルボキシメチルセルロース）
重量 約150g

サイド

価格

¥385（税込）

サイズ［フリー］

※こちらの商品は
交換できません。

価格

Tシャツ

バックスタイル

サイズ［SS~6L］

電動ファン付
ウエアとの
相性も抜群！！

AZ- 865933

長時間の保冷が可能！

¥5,390（税込）

［生地名］ワッフルニット

反射材（背面）

リップストップ

006 ロイヤル ブルー

ポリエステル100%

首元の見えやすい位置に 胸部の見えやすい位置に 背面下部にも反射材を配し
反射材を配して夜間や暗 反射材を配して夜間や暗 て安全に配慮、ウエアのア
い場所での安全を確保。 い場所での安全を確保。 クセントにもなっています。

ポリエステル 100%

003 シルバー グレー

価格

素材／ワッフルニット
ポリエステル100％
切替：メッシュ
ポリエステル100％
抗菌防臭・吸汗速乾
・軽量素材

Back

003 シルバー グレー

商品番号

AZ-551049

長袖Tシャツ（男女兼用）

襟の内側にある調整紐
をとめる事で空気の通
り道が生まれ、取り込ん
だ空気を排出します。
010 ブラック

手袋やすぐに取り出し
たい物を収納できるサ
イドポケット。

商品番号

アイスパック
4個付き

¥1,760（税込）

サイズ［SS〜6L］

