夏場の急な体調変化を予防・対策しましょう!!

これで万全

熱中症対策

一般財団法人日本気象協会が推進する「熱中症ゼロへ」プロジェクトが、熱中症対策飲料市場売上げNo.1ブラン
ド「アクエリアス」と共同で、暦上、夏の始まる日である5月5日（立夏）を「熱中症対策の日」としました。
「熱中症ゼロへ」プロジェクトは、後援自治体（熊谷市、多治見市、館林市、豊島区等）や協力団体・協賛企業と連
携しながら、熱中症のリスクと対策について広くメディア・イベントなどを通じて、熱中症患者をゼロにするべく様々
な啓発活動を行っています。

「屋内での熱中症」注意

一般的な快適温度・快適湿度

夏場には室温管理、体調管理を心掛けましょう。
熱中症は、気温と湿度が高く、風が弱い時に起きやすいので
すが、特に６～７月の急に暑くなった日は、体が暑い環境に慣
れて（暑熱馴化）いないため熱中症になりやすくなります。熱
中症で死亡した人のうち６５歳以上の人が７割以上を占め、ま
た、昨今では高齢者が自宅（室内）で発症するケースが増え
ています。真夏日（気温３０℃以上）は要注意、３０℃以上に
なったら部屋を冷やす習慣をつけましょう。こまめな水分摂取、
換気、疲れをためないように。
背の低い幼児やベビーカーの乳児、ワンちゃん等は地面に近
くアスファルト熱に注意。
停車中の車に子供を置いて離れることも危険です。

快適温度（℃）

快適湿度（％）

春

１８～２５

４５～６５

夏

２２～２６

５０～７０

秋

１８～２５

４５～６５

冬

１８～２４

４０～６５

快適なくらしをするための温度・湿度の目安
部 屋

温度（℃）

湿度（％）

冬１８～２４

４５～６５

夏２２～２６

５０～７０

居間・食堂

１８～２５

４０～６５

トイレ

１６～２５

４０～６５

寝室

１６～２５

４０～６５

冬１８～２２

４０～６５

夏２２～２６

５０～７０

赤ちゃん・お年寄り

勉強部屋

事務所や工場に最適な大型表示で視認性の高い温
湿度計。熱中症の注意レベルを4段階で表示します。

レベル

WBGT

危険

３１℃
以上

●PS ●温度・湿度計・熱中症注意目安4段階 ●取扱
説明書・保証書 ●510g ●商品：φ300×40mm ●
パッケージ：340×340×62mm ●化粧箱：6個 ●名
入：70-72-16-50-S （80×45mm） [JPN75-35S]
カラー表示で視認性バッチリ。温度・湿度から
熱中症・食中毒・インフルエンザ・カビ/ダニの
注意報を表示する電波時計です。

注意すべき
生活活動の目安

すべての生活活動
でおこる危険性

74K-2
エンペックス 環境管理 温・湿度計
「熱中症注意」 (TM-2486)
￥１０,０００

温度と湿度が密接に関係する「熱中症」「季節性
インフルエンザ」2つの注意目安がひと目で確認
できるオールインワン温湿度計。

指針部分拡大

注意事項
高齢者においては安静状態で
も発生する危険性が大きい。
外出はなるべく避け、涼しい
室内に移動する。
外出時は炎天下を避け、
室内では室温の上昇に
注意する。

厳重
警戒

２８℃
以上

警戒

２５℃
以上

中等度以上の生活
活動でおこる
危険性

注意

２５℃
未満

強い生活活動で
おこる危険性

運動や激しい作業をする
際は定期的に十分に休息
を取り入れる。
一般的に危険性は少ないが
激しい運動や重労働には発
生する危険性がある。

日本気象協会共同企画の生活環境お知らせ
クロックです。

16P002
エンペックス オールシーズン環境管理
温度 湿度計 (TM-7481K)
￥３,５００
●PS・ガラス ●温度計・湿度計・熱中症・インフルエン
ザ注意 ●取扱説明書・保証書 ●180g ●商品：
140×140×29mm ●パッケージ：145×150×37mm
●化粧箱：24個 ●名入：70-72-16-50-S （20×25mm）
[JPN75-35U]
保冷剤を入れられるポケット付のタオルマフラー。
熱中症予防やアウトドア、節電中の室内でも活
躍します。

142K-2A[白] 142K-2B[黒]
シチズン パルデジットネオン 120F
(8RZ120-N03)
￥７,０００
●プラ（ABS） ●電波時計・カレンダー・温湿度・環境
目安（熱中症/食中毒/インフルエンザ/カビダニ）・ア
ラーム（4段階・カラー表示） ●取扱説明書・保証書
●300g ●AC100V（添）・単3×3（バックアップ用）（添）
●商品：96×152×42mm ●パッケージ：
105×232×60mm ●化粧箱：20個 ●名入：40-12012-10-S （20×60mm） [CHN85-45W]

146K-5
カシオ 環境お知らせ電波クロック
(DQL-210J-7JF)
￥４,０００
●ABS ●電波時計・カレンダー・温度、湿度表示・生
活環境アイコン表示（快適/風邪引き/カビダニ/熱中
症/乾燥肌） ●取扱説明書・保証書 ●225g ●モニ
ター単3×2（添） ●商品：71×116×88mm ●パッ
ケージ：83×129×104mm ●段ボール箱：10個
[CHN75-35S]

273K-4A[ダークブルー] 273K-4A[グリーン]
273K-4A[ピンク]
ラコステ Lオフリール スリムスポーツタオル
(2520M164)
￥２,０００
●綿100% ●ポケット・抗菌防臭・UV ●87g ●商品：
110×1200mm ●パッケージ：270×190mm ●専用
袋：100個 [THA85-45U]

環境を見守りながら、熱中症の危険性を音声とライトでお知らせ！
１０分おきに気温と湿度を計測し、夏は熱中症、冬は風邪などの今いる環境の危険性を音声とLEDライトでお
知らせします。危険性が高い時には、「厳重警戒」「危険」の音声とともに熱中症対策や風邪対策のワンポイン
トアドバイスをおしゃべりします。
●熱中症指標ランクを
５段階の音声とＬＥＤライトでお知らせ
「危険」「厳重警戒」の時には
１２種のワンポイント・アドバイスを
ランダムでおしゃべり

お部屋にひとつあると便利で安心な、熱中症指
数表示機能付温湿度計です。

気温１０℃、湿度１２％！
厳重警戒！
手洗い、うがいを
わすれずにね！

●風邪ひき指標ランクを
ＬＥＤライトとブザーで４段階表示
「危険」「厳重警戒」の時には
１０種のワンポイント・アドバイスを
ランダムでおしゃべり

気 温３５度、湿度７０％！
危険 ！
こまめに水分とってね ！

バック

74K-6

74K-1
おしゃべり熱中症計 (6918) ￥３,７００
●ABS ●熱中症指標表示・風邪指標表示 ●取
扱説明書・保証書 ●60g ●単4×2（別） ●商
品：84×61×64mm ●パッケージ：
120×80×80mm ●化粧箱：40個 ●名入：8560-17-150-P （5×12mm） [CHN75-35S]

内装には燃やしてもダイオキシンが発生しない環境
にやさしいEVA素材を使用しています。500mLペット
ボトルが12本収納できます。

69K-5A[オレンジ] 69K-5B[ブラック]
69K-5C[ホワイト]
4in1熱中症計付歩数計 (PS370)

日本気象協会監修商品

熱中症(赤)・カビダニ(紫)・食中毒(緑)・インフルエ
ンザ(青)が発生しやすい環境を4色の光でお知ら
せ。さらに対策方法を音声でアナウンスします。

16P001A[レッド] 16P001B[ブラック]
￥３,０００

●ABS ●歩数・時計・距離・消費カロリー・温度・湿
度・熱中症5段階表示・UVチェッカー ●取扱説明書・
保証書 ●36g ●CR2032×2（添） ●商品：
88×44×13mm ●パッケージ：144×78×20mm ●
プラケース：60個 ●名入：80-36-16-100-P
（13×20mm） [CHN70-30S]

タニタ コンディションセンサー
シラセル (TT-555)

冬はインフルエンザ対策、夏は熱中症対策に使
えるポータブルタイプの環境指数計です。壁掛け
とストラップの2通りで使えます。

74K-5
￥３,２００

●ABS ●表示/乾燥指数、熱中症指数、温度、湿度、
時刻、熱中症危険度4段階、インフルエンザ危険度2
段階・お知らせ/ブザー、LEDランプ・ポータブル、壁掛
け兼用 ●ストラップ・取扱説明書 ●35g ●モニター
CR2032×1（内） ●商品：82×47×12.5mm ●パッ
ケージ：165×98×25mm ●化粧箱：80個
[CHN80-40S]

￥２,５００

●ABS ●温度・湿度・熱中症指数 ●取扱説明書・保
証書 ●145g ●モニター単4×2（添） ●商品：
100×170×20mm ●パッケージ：105×175×30mm
●化粧箱：40個 ●名入：70-60-16-100-S （6×100mm）
[CHN70-30S]
熱中症や節電の対策にも活躍！手動ポンプで圧
縮した空気を利用してミストを発散する、携帯に便
利なハンディクーラーです。

318K-5
ハンディクーラー（S） (7363)

￥５,０００

●PC・ABS・PMMA ●お知らせ/音声・４色の光：熱中
症(赤)、カビ・ダニ(紫)、食中毒(緑)、季節性インフルエ
ンザ(青) ●取扱説明書・保証書 ●190g ●モニター単
3×4(添) ●商品：φ99×118mm ●パッケージ：
118×118×138mm ●化粧箱：12個 [CHN80-40S]

A&D みはりん坊W
(AD-5687)

温湿度計（熱中症指数）
(TC-1202)

￥１,０００

●ABS・AS ●取扱説明書 ●80g ●75mL ●商品：
φ40×215mm ●パッケージ：55×225×55mm ●無
地箱：100個 ●名入：60-36-7-1-S （30×5mm）
[CHN70-30U]

暑い夏の塩分補給に！おいしい塩あめ３種の詰
合せです。

16P006
塩あめ３種類 詰め合わせ

16P181[指定不可]
￥５５０

●塩梅あめ130ｇ・塩れもんキャンディ100ｇ・マイヤー
レモンキャンディ100ｇ ●パッケージ：
200×150×60mm ●ＰＰ袋：30個 [JPN90-50S]

ポンと叩くだけの瞬間冷却パック。熱中症対策に手軽
&便利に使えるひんやりグッズです。火傷やねんざな
ど応急手当、車の運転や勉強の眠気覚ましにも。

16P167
瞬間冷却パック ひえっぺ
(333315)

ミニファン付きのボールペン。オフィスのひとときに
そよ風を。

￥１２０

●硝酸アンモニウム・水 ●120g ●商品：
110×175×20mm ●裸：120個 [JPN70-30Y]

クールファンボールペン(6059)

軽く握るだけで風を発生することができるノンバッ
テリーのポータブルファン。ハンドル部分の透明カ
バーを外して中のラベルを交換できます。

16P182 [指定不可]
￥５５０

●アルミ・PP ●取扱説明書 ●22g ●単4×1(別) ●商
品：φ13×150mm ●パッケージ：23×29×153mm ●
化粧箱：200個 ●名入：60-36-17-100-P （5×40mm）
[CHN65-25S]

ノンバッテリーエコファン (6340)

￥３８０

●ABS・PS・PVC ●取扱説明書 ●51g ●ダイナモ ●商
品：120×60×37mm ●パッケージ：70×125×45mm
●化粧箱：160個 ●名入：60-36-17-100-S
（40×20mm） [CHN70-30S]

おいしくすばやく電解質補給！水に溶かすだけ
の経口補水パウダーです。１回分３包入。

２６度から４６度まで測れる簡易携帯型の液晶温
度計カード。熱中症の予防に役立ちます。

16P005

16P003

経口補水パウダー ダブルエイド
（３包入）

熱中症予防カード (NE-02)

￥３００

●スティック１包6ｇ×3 ●パッケージ：
170×85×10mm ●ヘッダー付ポリ袋：60個
[JPN75-35S]

￥１３０

●紙 ●1g ●商品：55×85mm ●パッケージ：
60×90mm ●ＰＰ袋：500個 ●名入：55-24-15-300-K
（40×70mm） [JPN70-30U]

熱中症や夏の節電対策に。水に浸して巻くだけで
首や頭を冷やします。UVカット、抗菌・消臭機能付
き。

16P154A[ピンク] 16P154B[ブルー]
16P154C[ブラック]
ひんやりスカーフ ボーダー
(EC-02)

￥５００

●綿100%（高吸水繊維） ●UVカット・抗菌・消臭・洗
濯可 ●27g ●商品：55×1080×2mm ●パッケージ：
195×118×7mm ●ＰＰ袋：192個 ●名入：外袋/45-816-3000-L （15×35mm） [JPN75-35T]

◎商品の詳細につきましては、営業までお尋ねください。
◎上記表示価格に消費税は含まれておりません。
ご購入の際には別途消費税が掛かります。
◎ご注文の際には、在庫等ご確認頂きます様お願い致します。

取扱販売店

