
コンパクトセラミックファンヒーター（人感センサー付）

品番 サイズ
（W×D×H）㎜ 消費電力 価格 税込価格

（8％）

EA897CW-39 150×159 
×400

1100W（50Hz）
1150W（60Hz）10,300円 11,124円

 感知範囲：上下60℃、左右90℃ 
感知距離：約2m

●安全装置…電流ヒューズ、温度ヒューズ、
転倒OFFスイッチ、サーモスタット

●縦置き、横置きできます。

●重量…2.6㎏
●コード長…1.8m
●温風2段階切替（強・弱）
●人感センサー…

◆ 2017年カタログP.1684

フリースヘッドバンド
（アメリカ）

●材質…フリース
●フリースが二重構造になって
いる為、暖かいです。

品番 EA915GE-18価格1,650円 税込価格（8%）
1,782円

◆ 2017年カタログP.1684

防寒ネックゲートル
（アメリカ）

●材質… 表：アクリル 
裏：ポリエステル

●鼻、口、耳、首を覆うことが 
できます。

●裏地に銀繊維が編み込んで
あり、静電気を軽減し抗菌性
があります。

品番 EA915GE-14価格5,280円 税込価格（8%）
5,702円

◆ 2017年カタログP.1684

防寒ネックゲートル
（アメリカ）

●材質…アクリルニット
●ニットが二重になっており、 
口と鼻と首を寒さから守り
ます。

品番 EA915GE-15価格2,420円 税込価格（8%）
2,614円

「極寒」に耐える！

◆ 2017年カタログP.1685

●材 質… 
表・裏：ナイロン
中綿：ポリエステル

●中綿は軽くて、暖かい
ポリエステル製

★背中下部が前面に比べ長くなっているので保温
効果が上がります。

●襟はニット製　
●胸と前両サイドにポケット付

防寒ベスト
（アメリカ）

品番 サイズ 価格 税込価格 
（8％）

EA915GA-51 S 13,000円 14,040円
EA915GA-52 M 13,000円 14,040円
EA915GA-53 L 13,000円 14,040円
EA915GA-54 XL 13,000円 14,040円

★

●適応温度…約－17℃

●材 質…ポリエステル 
●重量…0.6kg
●USBアダプター、
交換用バッテリー、
急速充電器は別売

コードレスウォームベスト

品番 サイズ 価格 税込価格 
（8％）

EA915GＷ-1 S 20,200円 21,816円
EA915GＷ-2 M 20,200円 21,816円
EA915GＷ-3 L 20,200円 21,816円
EA915GＷ-4 XL 20,200円 21,816円

［ハイブリッド式］加湿器

適応床面積 木造和室：13㎡（8畳）以下、
プレハブ洋室：21㎡（13畳）以下

●タンク容量…4ℓ
●消費電力…90W
●サイズ… 306（W）×154（D） 

×309（H）㎜
●重量…

2.0㎏ 

●吹き出し口が360°回転します。
●アロマトレー付

品番 EA763AY-12C価格11,400円 税込価格（8％）
12,312円

加湿

◆ 2017年カタログP.2002

［ハイブリッド式］加湿器

加湿

適用床面積
（50/60Hz）

プレハブ洋室：19畳 
木造和室：12畳

●消費 電力… 302W/307W
（50/60Hz）

●タンク容量…5ℓ

品番 EA763AY-13B価格26,400円 税込価格（8％）
28,512円

●サイズ…
374（W）×208（D）×376（H）㎜

●重量…5.4㎏
●イオン発生装置
搭載

●ウィルスが活動しやすい環境かどうか、肌に適切な
温湿度かどうかを知らせる「温湿度・肌ナビ」搭載。

◆ 2017年カタログP.2002

［スチーム式］パーソナル加湿器
●卓上タイプ
●消費電力…130W
●タンク容量…1.2ℓ
●サイズ…140×215×225（H）㎜

●重量…
0.95㎏

●蒸気と一緒に香りも楽しめるアロマトレー付
品番 EA763AY-22価格3,900円 税込価格（8%）

4,212円

加湿

◆ 2017年カタログP.2002

［加湿・除湿］空気清浄機

適用床面積
空気清浄 51㎡（31畳）

加湿 木造和室：14㎡（8.5畳）
プレハブ洋室：23㎡（14畳）

除湿
木造和室：13㎡（8畳）
プレハブ洋室：20㎡（12畳）
鉄筋洋室：26㎡（16畳）

〈加湿機能〉
●タンク容量…3.5ℓ
●消 費電力… 
ターボ：56W、強：17W 
中：10W、弱：5W

〈除湿機能〉
●消 費電力… 
ターボ：550W 
強：300W、中：290W

〈空気清浄機能〉
●消費電力… ターボ：60W、強：17W 

中：10W、弱：5W、静：4W
●サイズ…398（W）×293（D）×648（H）㎜
●重量…16㎏　●フィルター寿命…約10年
●空気清浄しながら除湿も加湿もできる。
●アレルオフ微細じんHEPAフィルター、 
洗える脱臭フィルター搭載。

品番 EA763AD-50F価格101,000円 税込価格（8％）
109,080円

加湿 空気清浄 除湿

◆ 2017年カタログP.2002

空気清浄機

空気清浄

適用床面積 28㎡（17畳）

●消費 電力（50/60Hz）…
ターボ：85/108W、  

 標準：54/57W、  
● サイズ…400（W）×164（D）×536（H）㎜

●重量…5.5㎏　●フィルター寿命…約2年
●「PM2.5モニター」でPM2.5・ハウスダストの濃度を確認できます。 
●パワフル吸引で空気をすばやくキレイにする
「ターボモード」搭載。

品番 EA763AD-71価格28,000円 税込価格（8％）
30,240円

◆ 2017年カタログP.2003

強：70/76W、
静音：38/35Wカーボンヒーター

品番 サイズ
（W×D×H）㎜ 消費電力 価格 税込価格

（8％）

EA897CH-11 300×300×797 強：1000W
弱：500W 20,000円 21,600円

●重量…2.7㎏ ●コード長…1.8m 
●暖房 目安… 

木造：約3～4.5畳、 
コンクリート：約4～7畳 
（断熱材により異なります）

●安全装置…転倒OFFスイッチ、
温度過昇防止用サーモスタット、
温度ヒューズ 

●速暖性に優れた遠赤外線カーボン
ヒーター採用 

● 90度の範囲で自動首振り機能
搭載

◆ 2017年カタログP.0058

ジェットヒーター

品番 周波数 熱出力 価格 税込価格 
（8％）

EA897CF 50/60Hz 35.0kW 190,000円 205,200円

●油タンク容量…54ℓ
●燃焼持続時間…15時間
●定格電圧…単相100V
●定格消費量…点火時：80W　燃焼時：60W
●サイズ…727×546×928（H）㎜
●重量…42㎏（タンク空時）
●角度可変…上20°
●安全装置… 対震自動消火、点火安全、 

停電安全、過負荷保護、 
高電圧停止、低電圧警報、 
ファン回転異常停止

●使用燃料…灯油（JIS 1号灯油）
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暖房のめやす
木造 45坪
コンクリート 62坪

電源…

◆ 2017年カタログP.0058

ジェットヒーター［50/60Hz兼用］
3

28
20

2

48
34

1

99
77

0.5（m）

（℃）
強（風量：強）
弱（風量：強）

175
143

品番 周波数 熱出力 価格 税込価格 
（8％）

EA897CC 50/60Hz 弱：32.0kW、強：43.0kW 196,000円 211,680円

●油タンク容量…46ℓ

●風量（50/60Hz）…強：18,000/19,000ℓ/min、弱：15,000/14,000ℓ/min

●燃焼持続時間（強/弱）…
10/14時間

● AC100V・145W（50Hz）、160W（60Hz）
●サイズ…1,013×535×788（H）㎜　●重量…36㎏（タンク空時）　●角度変更…上20°、下20°
●安全装置…  対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報、

 ファン回転異常停止
● 使用燃料…灯油（JIS 1号）

暖房のめやす
木造 55坪
コンクリート 77坪

防寒ウェアー防寒ウェアー

事務所の環境改善事務所の環境改善

空気清浄機

適用床面積 41㎡（25畳）

●消費電 力（50/60Hz）…  
ターボ：80W、  
標準：8W、 静音：4W

●サイズ…400（W）×201（D）
×586（H）㎜

●重量…5.6㎏　●フィルター寿命…約2年
●

●パワフル吸引で空気をすばやくキレイにする
「ターボモード」搭載。

品番 EA763AD-72価格36,000円 税込価格（8％）
38,880円

空気清浄

◆ 2017年カタログP.2003

強：55W、  

「PM2.5モニター」でPM2.5・ハウスダストの濃度を確認できます。 

◆ 2017年カタログP.1685

防寒ウェアー 

品番 サイズ
EA915GB-32 M
EA915GB-33 L
EA915GB-34 XL
EA915GB-35 2XL

価格 36,800円 税込価格（8%）
39,744円

ジャケット

 

品番 サイズ
EA915GC-12 M
EA915GC-13 L
EA915GC-14 XL
EA915GC-15 2XL

価格 34,600円 税込価格（8%）
37,368円

ズボン

●材質…ナイロン、ポリエステル
●冷凍庫、冷蔵庫作業用
● 420デニールで強靱性があり、
防風・防水素材を布地内側に
使用。

【A】袖口ジャージ絞り 
【B】ペンホルダー付
【C】 大型ポケット 
（ジャケット）

【D】 厚みのある防寒
手袋も収まる
大型ポケット
（ズボン）（手袋別売）

【E】 脱ぎ着に便利な
ジッパー付

 
（アメリカ）

品番 サイズ
EA915GM-6 M
EA915GM-7 L
EA915GM-8 XL
EA915GM-9 2XL

6～9 32～35 12～15 裏側裏側

価格 64,800円 税込価格（8%）
69,984円

上下セット
【A】 【【BB】】 【C】 【D】 【E】

上下
セット

ジャケット ズボン ●適応温度…約－45℃

◆ 2017年カタログP.1685

防寒ベスト
（アメリカ）

●材質… ナイロン、 
ポリエステル

●中綿は軽くて暖かい
ポリエステル製です。

●背中下部が前面に比
べ長くなっているの
で保温効果が上がり
ます。

●適応温度…約－45℃

品番 サイズ 価格 税込価格
（8％）

EA915GA-12 M 14,000円 15,120円
EA915GA-13 L 14,000円 15,120円
EA915GA-14 XL 14,000円 15,120円

防寒ウェアー

品番 サイズ 価格 税込価格
（8％）

EA915GD-102 M 30,600円 33,048円
EA915GD-103 L 30,600円 33,048円
EA915GD-104 LL 30,600円 33,048円
●材質…ポリエステル、スパンデックス
【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。
●反射テープ付

（アメリカ）
●適応温度…－29℃

【A】装着イメージ
（ズボン別売）

【B】

【A】

防寒ズボン

品番 サイズ 価格 税込価格
（8％）

EA915GD-112 M 30,600円 33,048円
EA915GD-113 L 30,600円 33,048円
EA915GD-114 LL 30,600円 33,048円

●材質…ポリエステル、
         スパンデックス
★内側の綾織生地が
暖かさを保ちます。

●反射テープ付

（アメリカ）
●適応温度…－29℃

★

防寒ウェアー

品番 サイズ 価格 税込価格
（8％）

EA915GD-2 M 24,900円 26,892円
EA915GD-3 L 24,900円 26,892円
EA915GD-4 LL 24,900円 26,892円

（アメリカ）

●材質…ポリエステル、
         スパンデックス

【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。

●適応温度…約－29℃

【B】

【A】装着イメージ
（ズボン別売）

【A】

防寒ズボン

品番 サイズ 価格 税込価格
（8％）

EA915GD-12 M 25,800円 27,864円
EA915GD-13 L 25,800円 27,864円
EA915GD-14 LL 25,800円 27,864円

（アメリカ）

●材質…
ポリエステル、
スパンデックス
★内側の綾織生地が
暖かさを保ちます。

●適応温度…約－29℃

★

防寒ウェアーサイズ表
胸囲 (cm) 体重 (kg)ウエスト(cm)

96～101 67～7681～86
86～91 52 ～6571 ～76

106～111 78～8791～96
116～121 90～101101～106
127～132 103～112111～116

M
L
XL
2XL

L
S M
男 女

防寒ジャケット

品番 サイズ 価格 税込価格
（8％）

EA915GD-52 M 24,000円 25,920円
EA915GD-53 L 24,000円 25,920円
EA915GD-54 LL 24,000円 25,920円

（アメリカ）

●材質…
ポリエステル、
マイクロファイバ

 
 

●適応温度…約－7℃

防寒ジャケット

品番 サイズ 価格 税込価格
（8％）

EA915GD-152 M 17,100円 18,468円
EA915GD-153 L 17,100円 18,468円
EA915GD-154 LL 17,100円 18,468円

（アメリカ）

●材質…ポリエステル、綿
●反射テープ付

●適応温度…約－9℃

防寒ジャケット

品番 サイズ 価格 税込価格
（8％）

EA915GD-157 M 17,100円 18,468円
EA915GD-158 L 17,100円 18,468円
EA915GD-159 LL 17,100円 18,468円

★
★袖口ジャージ絞り

（アメリカ）

●材質… フリース素材、
キルト風
ポリエステル

●適応温度…約－9℃

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

  

[EA915GW-1～4用]USBアダプター
品番 サイズ 重量 仕様 価格 税込価格 

（8％）

EA813H-50 130ｇ93 ×（W） 62
×

（D）
90 mm（H）

92 ×（W） 75
×

（D）
56 mm（H）

3,600円 3,888円

EA813H-60 150ｇ

10.8Ｖ用

14.4、18Ｖ
兼用 3,900円 4,212円

急速充電器
品番 仕様 価格 税込価格 

（8％）

EA813H-10.8HA 11,340円
EA813H-18

10.8Ｖ用
14.4～18Ｖ用

型番
UC 10 SL2
UC18YDL 17,000円

10,500円
18,360円

交換用バッテリー（リチウムイオン電池）
品番 電圧 型番 価格 税込価格 

（8％）
EA813HC-7 10.8Ｖ BCL1030C 10,000円 10,800円
EA813HE-18 DC14.4V BSL1430C 14,800円 15,984円

NEW!

NEW!

NEW! NEW!

●重量…3.72㎏　
●コード長…2m
●ヒーターの強弱切替、 
風向き調節可能

●人感センサー、室温センサー搭載
●チャイルドロック、

 

転倒時電源OFF
機能付。

セラミックファンヒーター（人感センサー付）

品番 サイズ
（W×D×H）㎜ 消費電力 価格 税込価格 

（8％）

EA897CW-31 270×270×705 弱：750W
強：1260W 17,000円 18,360円

◆ 2017年カタログP.2004

コンパクトセラミックファンヒーター（人感センサー付）

品番 サイズ （W×D×H）㎜ 消費電力 価格 税込価格
（8％）

EA897CW-36A 159×153×284 50Hz：760W
60Hz：710w 8,500円 9,180円

●温風2段切替（強/弱）
●人感センサー…

 感知範囲：上下60°、
左右 90° 
感知距離：約2m

●人感センサー自動運転と連続運転の切替が可能。
●電気式ヒーターなので、電源が入ると、すぐに温
まります。

●チャイルドロック機能と転倒時電源OFF

機能付

●重量…1.6㎏
●コード長…1.8m

NEW! コンパクトセラミックファンヒーター（人感センサー付）

品番 サイズ
（W×D×H）㎜ 消費電力 価格 税込価格

（8％）

EA897CW-37 176×145 
×280

760W（50Hz）
710W（60Hz）6,900円 7,452円

●人感センサー…
 感知範囲：上下60℃、
左右90℃ 
感知距離：約2m

●安全装置… 電流ヒューズ、温度ヒューズ、 
転倒OFFスイッチ、サーモスタット

●電気式ヒーターなので電源が入ると、すぐに温まります。
●人感センサー自動運転と、連続運転の切り替えができます。

●重量…1.8㎏
●コード長…2m
●温風2段階切替（強・弱）

照明付セラミックファンヒーター（人感センサー付）

品番 サイズ
（W×D×H）㎜ 消費電力 価格 税込価格

（8％）

EA897CW-38 245×123 
×339

1200W（50Hz）
1050W（60Hz）10,500円 11,340円

●人感センサー…
 感知範囲：上下60℃
左右

、
90℃

感知距離：約2m

●安全装置… 電流ヒューズ、温度ヒューズ、 
転倒OFFスイッチ、サーモスタット

● LEDライト搭載で夜のトイレや暗めなどの 
ちょっとした明りとりに最適です。

●重量…2.0㎏
●コード長…1.8m
●温風2段階切替（強・弱）

コンパクトセラミックファンヒーター（人感センサー付）

品番 サイズ
（W×D×H）㎜ 消費電力 価格 税込価格

（8％）

EA897CW-40 195×191
×451

1150W（50Hz）
1250W（60Hz）12,400円 13,392円

●安全装置… 電流ヒューズ、温度ヒューズ、 
転倒OFFスイッチ、サーモスタット

●室温センサーが設定した温度を感知し、自動で
ヒーターが入・切します。

●重量…2.4㎏
●コード長…1.8m
●温風2段階切替（強・弱）
●人感センサー…

 感知範囲：上下60°、左右90° 
感知距離：約2m

活性炭脱臭フィルター付

コンパクトセラミックファンヒーター（人感センサー付）

品番 サイズ
（W×D×H）㎜ 消費電力 価格 税込価格

（8％）

EA897CW-41 240×111 
×341

1200W（50Hz）
1100W（60Hz）7,620円 8,230円

●人感センサー…
 感知範囲：上下約60°、左右約90°
感知距離：約2m

●電気式ヒーターなので、電源が入ると、すぐに温まります。　
●

●重量…2.1㎏
●コード長…約1.8m
●温風2段切替（強/弱）

オイルヒーター

品番 サイズ
（W×D×H）㎜ 消費電力 価格 税込価格

（8％）

EA897CW-51 256×495 
×635

強：1200W
中：700W
弱：500W

16,000円 17,280円

●適用床面積…13㎡（8畳）
●キャスター付

●部屋全体をムラなく暖め、温風や炎を出さないので
空気を汚さない、ウェーブ型オイルヒーターです。

●重量…10.9㎏
●コード長…1.6m
●ヒーター3段階切替
（強・中・弱）

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW! NEW! NEW!

コードレスウォームベスト
自動自動

急暖急暖モードモード

でで

高 中 低

温度切替スイッチ

背面ポケット穴

電源投入後3分間はクラス最大のパワー
で発熱し、即座に暖めます。

3段階の温度調整が可能です。

電源プラグを背面ポケットにある穴に通すこ
とで、USBアダプターをフックなどを利用
してベルトなどに掛けることもできます。

高モードの で発熱約 倍1.8

http://www.esco-net.com
ベストサイズの詳細や、USBアダプター、交換用バッ
テリー、急速充電器の商品情報はエスコホームページ
をご覧ください。

発熱体は発熱体は

ヶ所ヶ所33

発熱体

エスコ ウインターセレクション

エスコで揃える冬支度！便利カタログ No.48 より、職場・現場を快適にするアイテムを厳選しました！

#K17-11-041-9024※表示価格は、2017年度カタログ価格となります。

お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226



◆ 2017年カタログP.1688

●貼るタイプ
●サイズ…8.8×6.6㎝
●最高温度…41℃
●平均温度…38℃
●靴下用のカイロです。

［くつ下用］使い捨てカイロ

（15足価格）

品番 持続時間 価格 税込価格 
（8％）

EA922AK-21 5時間 1,200円 1,296円
◆ 2017年カタログP.1688

●貼るタイプ
●サイズ…13×9.5㎝
●最高温度…64℃
●平均温度…54℃

貼れる使い捨てカイロ

品番 持続時間 入数 価格 税込価格 
（8％）

EA922AK-4 12時間 10個 480円 518円
EA922AK-5 12時間 30個 1,300円 1,404円
EA922AK-6 12時間 60個 2,570円 2,776円

◆ 2017年カタログP.1688

●貼るタイプ
●サイズ…13×9.5㎝
●最高温度…63℃
●平均温度…53℃

貼れる使い捨てカイロ

品番 持続時間 入数 価格 税込価格 
（8％）

EA922AK-35A 12時間 10個 500円 540円
EA922AK-36A 12時間 30個 1,350円 1,458円

 ●材質…先端・柄：アルミニウム
●分解して保管できます。
●色はレッド、ブルー、グリーンの

3色有（色指定はできません。）

［アルミ製］ショベル（伸縮型）

品番 先端サイズ（㎜） 価格 税込価格 
（8％）

EA650BG-38 215×270 4,900円 5,292円

（アメリカ）

色指定不可

（1個価格）

全長：665～838㎜（ハンドル調整可能）　重量：550g
◆ 2017年カタログP.2079

●材質… 
先端：アルミ合金

 

柄：木

［アルミ合金製］ショベル

品番 先端サイズ
（㎜） 入数 価格 税込価格 

（8％）

EA650BG-86 260×305 6本 14,000円 15,120円
EA650BG-96 260×305 1本 2,800円 3,024円

全長
（㎜）

重量
（㎏）

980 1.2
（1本あたり）

◆ 2017年カタログP.2077

●材質… 
先端：アルミ合金
柄：木

［アルミ合金製］ショベル

品番 先端サイズ
（㎜） 入数 価格 税込価格 

（8％）

EA650BG-87 298×403 6本 17,500円 18,900円
EA650BG-97 298×403 1本 3,500円 3,780円

全長
（㎜）

重量
（㎏）

1,080 1.4
（1本あたり）

◆ 2017年カタログP.2077

●材質… 先端：鉄 
柄：木

●泥かきや除雪 
作業に

穴あきショベル

品番 先端サイズ
（㎜） 入数 価格 税込価格 

（8％）

EA650BG-89 270×390 6本 19,700円 21,276円
EA650BG-99 270×390 1本 3,950円 4,266円

全長
（㎜）

重量
（㎏）

1,080 1.8
（1本あたり）

◆ 2017年カタログP.2077

伸縮型スノーブラシ

品番 幅（㎜） 全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）スクレーパー ブラシ
EA928AG-591 57・95 210 835～1,100 1,540円 1,663円

●色指定はできません。

● 1本でスクレーパーとブラシの役割を果たし、
氷の欠片や霜を除去することができます。

●ハンドル色多数あります。 
（色指定はできません。）

（アメリカ） ●毛丈…40㎜
●材質… 毛：PVS、 

スクレーパー：ABS、 
柄：スチール

（1本価格）

◆ 2017年カタログP.0818・2079

●材質…再生硬質パルプ
●雪道でタイヤをとられたとき、タイヤの下に入れ
るだけでスタックから抜け出すことができます。

雪道脱出用ボード

（2枚価格）

品番 サイズ（㎜）
W×H 価格 税込価格 

（8％）

EA912A-20 550×200 1,940円 2,095円

◆ 2017年カタログP.2057

緊急脱出ボード
（アメリカ）

●雪、氷、泥や砂によるスタック
からの復帰作業に

●タイヤの前後に入れるだけで簡単にスタックか
ら復帰できます。

品番 サイズ（㎜）
W×H 価格 税込価格 

（8％）

EA912A-23 635×203 3,270円 3,532円
（2枚価格）

◆ 2017年カタログP.2057

伸縮型スノーブラシ

（1本価格）

品番 幅（㎜） 全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）スクレーパー ブラシ ワイパー
EA928AG-592 103 216 233 855～1370 2,450円 2,646円

●色指定はできません。

（アメリカ） ●毛丈…45㎜
●材質 … 

毛：PVC、 
スクレーパー：ABS、

 ワイパー：ラバー、
柄：スチール

● 180ﾟ回転するブラシは、広範囲に使え、高い所の 
雪も掃除できます。

● 1本でスクレーパーとワイパーとブラシの役割を
果たし、霜や凍結を除去します。

●レッド、イエロー、グリーンの3 ）。んせまきでは定指色（。すまりあ色
◆ 2017年カタログP.0818・2079

●フロントガラスとサイドミ
ラーを保護し、凍結を減少さ
せます。

●調整ストラップ付でほとん
どの車種にフィットします。

フロントガラス凍結防止カバー
（アメリカ）

品番 サイズ（W×H）㎜ 価格 税込価格 
（8％）

EA912A-30 1854×1016 2,290円 2,473円
◆ 2017年カタログP.2057

●クッショングリップなので快適で握りやすいです。

●こびりついた
薄氷を剥がし
ます。

アイススクレーパー
（アメリカ）

品番 スクレーパー幅
（㎜）

全長
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA928AG-595A 97 290 520円 562円
◆ 2017年カタログP.0818・2079

 

投込パイプヒーター
●電源…AC100V
●消費電力…1,000W
●ヒーター長…450㎜（温度調節付）
●冷たい水を手軽に温水に変えます。
●  ポリバケツの底を傷めない
安全設計

●水加熱専用
●  サーモスタット
機能なし

●電源コード…
1.5m

●温度調節範囲…
0～80℃

アース
端子

最低
水位線

端子部

品番 EA896A-1C 価格 15,300円 税込価格（8%）
16,524円

◆ 2017年カタログP.1012

●材質… アルミ蒸着フィルム＋ 
ポリエチレン

●夏場の保冷効果と冬場の保温効果、2つの機能を
有したクロスです。

●倉庫のカバーや保冷・保温を必要とする現場などに

保冷・保温シート

品番 サイズ（m）厚み（㎜） 価格 税込価格 
（8％）

EA911AA-31 1.8×5 0.28 6,600円 7,128円
EA911AA-32 1.8×10 0.28 12,800円 13,824円

（1枚価格）

（日本製）

◆ 2017年カタログP.1547

遮熱シート

●サイズ…約100（W）×180（L）㎝
●材質… 本体：ポリエステル（アルミ蒸着） 

裏面：ポリエステル不織布
● 2枚入（カーテンタイプ）
●表面をコーティングしているのでアルミ蒸着が
はがれにくく、長期間使用できます。

●カーテンレールに引掛けるだけのカンタン装着
（フック14個付）

●遮光率91%

品番 EA911AF-81価格3,100円 税込価格（8%）
3,348円

（2枚価格）

◆ 2017年カタログP.1423

コントロールヒーター

●容器にセットするだけで、IC制御によりお好みの
温度で冷水を温水にできます。

●電源…AC100V（50/60Hz）　
●消費電力…900W
●材質…本体：ABS樹脂、ヒーター：チタン、

保護ラバー：EPT合成ゴム
●安全カバー（ステンレス）付
●サイズ…120×66×460（H）㎜
●重量…約850g
●正確・安全・簡単・場所を選ばないハイパワー
電子式コントロールヒーター

●空焚き記憶回路、空焚き防止機能搭載
●温度調整範囲…30～100℃

（温度を下げる機能はありません。）
●コード長…1.8m

（アース線付トラッキング防止プラグ）

品番 EA896A-11 価格 36,000円 税込価格（8%）
38,880円

◆ 2017年カタログP.1012

コントロールヒーター

●容器に沈めるだけで「湯沸し・IC保温」
●電源…AC100V（50/60Hz）　●定格消費電力…915W

●適応溶液…
清水

●温度調整範囲…30～45℃（ツマミ調整）
●適応水量… 300ℓ （厳寒地など、容器の形状・材質などにより異なります。）
●本体サイズ…∅65×392（H）㎜　●重量…720g
● 5つの安全装置搭載。水位不足を確実にキャッチして空焚きを防止します。
●無光触媒セラミックコート処理の安全カバー付で抗菌・消臭に効果を発揮
●簡単操作のコントロールボックス搭載
●収納に便利なスタンド付

品番 EA896A-12 価格 38,500円 税込価格（8%）
41,580円

◆ 2017年カタログP.1012

保温シート
●材質…
アルミ蒸着
フィルム、
発泡ポリエチレン

（1枚価格）

品番 サイズ（m）厚み（㎜） 価格 税込価格 
（8％）

EA915CE-23 1.8×2.7 1.0 1,460円 1,577円
◆ 2017年カタログP.1547

●材質… 
表面： PETアルミ 

蒸着フィルム
本体：ポリエチレン

保温シート

（2枚価格）

品番 サイズ（m）厚み（㎜） 価格 税込価格 
（8％）

EA915CE-40 1.0×1.5 6.0 2,130円 2,300円

（日本製）

◆ 2017年カタログP.1547・2062

◆ 2017年カタログP.1687

●手首部はニット絞りになっており、保温効果が 
あります。

●適応温度… 
約－30℃

防寒手袋
（アメリカ）

品番 サイズ 全長 価格 税込価格 
（8％）

EA915GF-1 L 約280㎜ 7,480円 8,078円
EA915GF-2 LL 約325㎜ 7,480円 8,078円
材質 牛革

◆ 2017年カタログP.1687

●手首絞り付

防寒作業手袋
（アメリカ）

品番 サイズ 全長 価格 税込価格 
（8％）

EA915G-91 L 240㎜ 2,480円 2,678円
材質 手の平：ポリエステル

手の甲：ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン
●指先、拳部分にパッド付で衝撃を和らげます。

◆ 2017年カタログP.1687

●マジックテープ止

●適応温度…－32℃

防水防寒手袋
（アメリカ）

材質 スエード、スパンデックス
（指先、手の平はPVCパッド）

●防風、防水素材で、通気性があります。

品番 サイズ 全長 価格 税込価格 
（8％）

EA915GF-17 M 280㎜ 12,100円 13,068円
EA915GF-18 L 280㎜ 12,100円 13,068円

◆ 2017年カタログP.1686

●手の平・指先に
補強付

防水防寒手袋（フリース付）
（アメリカ）

品番 サイズ 全長 価格 税込価格 
（8％）

EA915G-76 M 240㎜ 3,680円 3,974円
EA915G-77 L 250㎜ 3,680円 3,974円
EA915G-78 LL 260㎜ 3,680円 3,974円
材質 手の平：豚革、手の甲・裏地：フリース
●手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかり
フィットします。

●暖かい防水手袋です。

◆ 2017年カタログP.1686

●手の甲に反射素材を使用しています。
●暖かく視認性の良い手袋です。
●バラバラになるのを防ぐカラビナ付
●手首ニット、ゴム絞り付

防水防寒手袋（フリース付）
（アメリカ）

品番 サイズ 全長 価格 税込価格 
（8％）

EA915G-55 M 250㎜ 2,930円 3,164円
EA915G-56 L 250㎜ 2,930円 3,164円
EA915G-57 LL 265㎜ 2,930円 3,164円

材質
手の平：合成皮革
手の甲：スパンデックス、ポリエステル
裏地：フリース

◆ 2017年カタログP.1687

防寒ブーツ

●冷凍庫、冷蔵庫等の低
温作業用に最適です。

●爪先部… 
JIS安全鋼板を装備

●底部… 
耐滑性に富み、車の
運転がしやすい 
斜カットヒール

価格29,900円 税込価格（8%）
32,292円

●適応温度…約－40℃

品番 サイズ
EA910LX-25 25.0㎝
EA910LX-26 26.0㎝

EA910LX-27 27.0㎝
EA910LX-28 28.0㎝

品番 サイズ

◆ 2017年カタログP.1687

●暖かさが持続「3M 
シンサレート高機能中綿素材」を使用しています。

●つま先からふくらはぎまで、ブーツ全体に 
保温効果が持続します。

防寒靴
● JSAA規格 B種 認定品
●夜間も安心の 
再帰反射材付。

●しゃがんだ時に足に 
当たりにくく、 
足入れしやすい 
履き口形状です。

価格7,700円 税込価格（8％）
8,316円

品番 サイズ
EA910LY-25 25.0㎝
EA910LY-25.5 25.5㎝
EA910LY-26 26.0㎝

EA910LY-26.5 26.5㎝
EA910LY-27 27.0㎝
EA910LY-28 28.0㎝

品番 サイズ

◆ 2017年カタログP.1671・1687

●保温だけでなく、発熱効果のあ
る特殊レーヨンを使用。

●かかと付

防寒サーモソックス（2足）

（2足価格）

品番 サイズ 材質 価格 税込価格 
（8％）

EA915GG-73 25～
27㎝

綿・レーヨン・ 
アクリル・その他 800円 864円

◆ 2017年カタログP.1671・1687

●寒冷地作業・屋外作業から 
レジャーまでしっかりサポート

●かかと付

防寒ロングソックス

（1足価格）

品番 サイズ 材質 価格 税込価格 
（8％）

EA915GG-77 L クロロプレンゴム90%、
ナイロン10%、
塩化ビニール（滑り止め部）

1,300円 1,404円
EA915GG-78 LL 1,300円 1,404円

◆ 2017年カタログP.1687

●材質… 
本体：ポリエチレン（耐冷温度－30℃）、 
スパイク：エラストマ―樹脂（耐冷温度－30℃）

●重量…約1.3㎏
●ゴムワンタッチ式なので取付が簡単に行えます。
●裏面にスパイクが6箇所ついていますので、 
滑りにくいです。

かんじき

（1足価格）

品番 サイズ スパイク長 価格 税込価格 
（8％）

EA998ZB-1 340×235㎜ 6㎜ 3,740円 4,039円

裏 表

◆ 2017年カタログP.1687

●材質… 本体：ゴム、 
スパイク：スチール

●重量…約217g
●簡単に着脱可能
●耐久性があり、効果が長持ちします。
●滑ったり、転んだりする危険を防ぎます。

アイススパイク
（アメリカ）

（1足価格）

品番 サイズ スパイク長 価格 税込価格 
（8％）

EA998ZB-3 155×235㎜
（フリーサイズ） 4㎜ 2,350円 2,538円

◆ 2017年カタログP.1687

●材質…主素材：スチール
●重量…約126g
●靴にグルッと巻きつけるだけの簡単装着。
●収納袋付

滑り防止用スパイク

（1足価格）

品番 サイズ（㎜） スパイク長 価格 税込価格 
（8％）

EA998ZB-11 約40（W）×400（L） 12・16㎜ 1,940円 2,095円

◆ 2017年カタログP.1687

●材質…主素材：TPR　
●重量…約80g
●靴にグルッと巻きつけるだけの簡単装着
●収納袋付

滑り防止用スパイク

（1足価格）

品番 サイズ（㎜） スパイク長 価格 税込価格 
（8％）

EA998ZB-14 約50（W）×450（L） 4㎜ 1,690円 1,825円

屋外作業、雪・霜対策屋外作業、雪・霜対策防寒用品防寒用品

●折りたたみ時サイズ…270×400×50（W）㎜
●材質…ポリエチレン
●折りたためて持ち運びに便利です。

ショベル（折りたたみ式）
（アメリカ）

品番 先端サイズ
（㎜）

重量
（g） 価格 税込価格 

（8％）

EA650BG-20 220×320 860 1,800円 1,944円

◆ 2017年カタログP.2079

スノーダンプ

品番 先端サイズ（㎜） 価格 税込価格
（8％）

EA650BG-73 580×730 4,180円 4,514円

全長
（㎜）

重量  
（㎏）

1310 4 .5

●材質… ブレード部：ポリカーボネイト 
本体：ポリエチレン 
パイプ部：スチール（塩ビ被覆管）

●太めのグリップでつかみやすく、取り回しやすい
小型タイプ

◆ 2017年カタログP.2079

（日本製）
●材質 … 
先端：ポリカーボネイト  
柄：ポリエチレン 
ピッケル部：ステンレス  
パイプ部： スチール （塩ビ被覆管）

●ピッケル時サイズ… 
 120×650㎜

［ポリカーボネイト製］ショベル

品番 先端サイズ（㎜） 価格 税込価格 
（8％）

EA650BG-36 270×340 3,400円 3,672円
全長：925㎜　重量：790g

●スコップを外すとピッケルに早変わりします。
●車載用、除雪に最適な軽量タイプ

防水防寒手袋

品番 サイズ 全長 厚み 価格 税込価格
（8％）

EA915G-121 M 250㎜ 0.7㎜ 3,560円 3,845円
EA915G-122 L 260㎜ 0.7㎜ 3,560円 3,845円
EA915G-123 LL 270㎜ 0.7㎜ 3,560円 3,845円
材質 手の平：合成皮革

手の甲：ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム
●親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応

（アメリカ）
●ゴム絞り
●内側は快適な
フリースで、 
冷気から手を
守ります。 

防水防寒手袋（タッチスクリーン対応）

品番 サイズ 全長 厚み 価格 税込価格 
（8％）

EA915G-111 M 250㎜ 0.9㎜ 3,970円 4,288円
EA915G-112 L 260㎜ 0.9㎜ 3,970円 4,288円
EA915G-113 LL 270㎜ 0.9㎜ 3,970円 4,288円
材質 手の平：合成皮革 

手の甲：ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム

（アメリカ）
●マジックテープ止 
●親指、人差し指
部分はタッチ 
スクリーン対応
です。 

防水防寒メカニックグローブ

品番 サイズ 全長 厚み 価格 税込価格
（8％）

EA353BT-122A M 225㎜ 0.6㎜ 3,970円 4,288円
EA353BT-123A L 235㎜ 0.6㎜ 3,970円 4,288円
EA353BT-124A LL 240㎜ 0.6㎜ 3,970円 4,288円
材質 手の平：ポリウレタン、ナイロン 手の甲：ポリエステル

●伸縮性繊維で耐水性と耐風性に優れています。
●手袋をしたままタッチパネルを操作できます。

（アメリカ）
●マジックテープ止
●手袋の内側は 
フリース素材で
暖かさと快適さ
を保ちます。

防寒手袋

品番 サイズ 全長 厚み 価格 税込価格
（8％）

EA915GF-122 L 約270㎜ 2.2㎜ 6,380円 6,890円
EA915GF-123 XL 約285㎜ 2.2㎜ 6,380円 6,890円
材質 手の平：ヤギ革、手の甲：ナイロン

裏地：トリコット

（アメリカ）
● 適応温度…－26℃
● ゴム絞り
● 丈夫で耐久性があり、
氷点下での作業に 
おすすめです。

防寒ソックス

品番 サイズ 価格 税込価格
（8％）

EA915GG-82 M 5,170円 5,584円
EA915GG-83 L 5,170円 5,584円
EA915GG-84 LL 5,170円 5,584円

●材質…ネオプレンスポンジゴム
●抜群の保温性 
●先割タイプ

（1足価格）

防寒ニープロテクター

品番 サイズ 価格 税込価格
（8％）

EA915GH-11 M 10,800円 11,664円
EA915GH-12 L 10,800円 11,664円
EA915GH-13 LL 10,800円 11,664円

●材質…
ネオプレンスポンジゴム
（両面ジャージ） 
●抜群の保温性で、
防寒具としてぴったり
フィットする立体型。

●膝パット、膝下プロテク
ター付で、膝を保護します。

（1足価格）

滑り防止用スパイク

品番 サイズ 価格 税込価格
（8％）

EA998ZB-21 小（24～24.5㎝ ） 8,000円 8,640円
EA998ZB-22 中（25～25.5㎝ ） 8,000円 8,640円
EA998ZB-23 大（26～27㎝ ） 8,000円 8,640円

●材質… ゴム

●重量… -21：380g、-22：390g、-23：460g
●履いている靴に紐を巻きつけて簡単に装着でき
ます。

（1足価格）

NEW!
NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
NEW!

NEW!

●材質… 本体：スチール、
ベルト：合成皮革、布ゴム

●重量…約136g
●マジックテープ式で着脱が簡単です。
●傾斜面の草刈りなどの作業時・すべりやすい坂道
等に最適です。

滑り防止用スパイク

（1足価格）

品番 サイズ（㎜ ） スパイク長 価格 税込価格
（8％）

EA998ZA 45（W）×345（L）10㎜ 4,300円 4,644円

◆ 2017年カタログP.1687


