
ポリエステル×綿 ポリエステル 100％

樹脂ファスナー 樹脂ボタン（ドットボタン）

XE98001XE98001
素材 TCペンタスブロード　ポリエステル65％ 綿35％
長袖ブルゾン　

SIZE：S・M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：S・M・L・LL・3L・4L・5L

樹脂ファスナー 金属ボタン（ドットボタン）

KU90470KU90470
素材 高密度ブロード　ポリエステル75％ 綿25％
長袖ブルゾン　

SIZE：  M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：  M・L・LL・3L・4L・5L

樹脂ファスナー 樹脂ボタン（ドットボタン）

XE98101XE98101
素材 TCペンタスブロード　ポリエステル65％ 綿35％
長袖ブルゾン（ハーネス対応）

SIZE：S・M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：S・M・L・LL・3L・4L・5L

ハーネス
対  応
ハーネス
対  応

22. シルバーグレー22. シルバーグレー

20. キャメル20. キャメル 69. チャコール69. チャコール

6. シルバー6. シルバー

6. シルバー6. シルバー4. ブルー4. ブルー

22. シルバーグレー22. シルバーグレー

22. シルバー
　グレー
22. シルバー
　グレー

22. シルバー
　グレー
22. シルバー
　グレー

22. シルバー
　グレー
22. シルバー
　グレー

46. ロイヤル
　ブルー
46. ロイヤル
　ブルー

46. ロイヤル
　ブルー
46. ロイヤル
　ブルー

46. ロイヤルブルー46. ロイヤルブルー
46. ロイヤルブルー46. ロイヤルブルー

19. ディープ
　ネイビー
19. ディープ
　ネイビー

19. ディープ
　ネイビー
19. ディープ
　ネイビー

綿 100％

OPTION PARTS オプションパーツ

樹脂ファスナー 金属ボタン（ドットボタン）

KU91400KU91400
素材 コットンブロード　綿100％
長袖ブルゾン　

SIZE：M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：M・L・LL・3L・4L・5L
樹脂ファスナー 面ファスナー（  袖口）

KU90550KU90550
素材 コットンブロード　綿100％
長袖ブルゾン　

SIZE：M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：M・L・LL・3L・4L・5L

■ 
■ 
　 
■ 
■ 
　 
　 
　 
■ 
　 
■ 

チタン加工チタン加工
（KU90720）

裏側チタン加工で紫外線・
　　　　　　　赤外線カット
裏側チタン加工で紫外線・
　　　　　　　赤外線カット

6. シルバー6. シルバー

樹脂ファスナー 金属ボタン（ドットボタン）

KU91410KU91410
素材 コットンブロード　綿100％
長袖ブルゾン（フード付き）

SIZE：M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：M・L・LL・3L・4L・5L

69. チャコール69. チャコール

ハーネス対応機能ハーネス対応機能

フルハーネス対応(背
中取り出し口)。

ファン落下防止メッ
シュ（ファン部分表側）。

フックかけDカン付き。

遮熱性遮熱性 防透け防透けUV
カット
UV
カット

吸水
速乾
吸水
速乾

NEW NEW

NEW NEW

衣服内の空気を
逃しにくくしなが
らランヤードを
背中から出すこ
とができます。

ランヤードを使用しない時はファスナー式で
簡単に収納できます。

背中内側 背中表側

ハーネス対応機能ハーネス対応機能
ハーネス
対  応
ハーネス
対  応

39. サンド
　ベージュ
39. サンド
　ベージュ

39. サンドベージュ39. サンドベージュ62. アーミーグリーン62. アーミーグリーン

62. アーミーグリーン62. アーミーグリーン

金属ファスナー 金属ボタン（ドットボタン）

XE98002XE98002
素材 高密度ヘリンボーン　綿100％
長袖ブルゾン　

SIZE：S・M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：S・M・L・LL・3L・4L・5L
金属ファスナー 金属ボタン（ドットボタン）

XE98102XE98102
素材 高密度ヘリンボーン　綿100％
長袖ブルゾン（ハーネス対応）

SIZE：S・M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：S・M・L・LL・3L・4L・5L ファン落下防止メッシュ
（ファン部分表側）。
ファン落下防止メッシュ
（ファン部分表側）。 フックかけDカン付き。フックかけDカン付き。

左胸二重
ポケット。
左胸二重
ポケット。 左胸ファスナー付き

ポケット。
左胸ファスナー付き
ポケット。

NEW NEW

透湿性 撥水加工透湿性 撥水加工

帯電防止帯電防止

6. シルバー6. シルバー

6. シルバー×ブラック6. シルバー×ブラック4. ブルー×ホワイト4. ブルー×ホワイト7. モスグリーン7. モスグリーン

樹脂ファスナー 樹脂ボタン（ドットボタン）

KU90540KU90540
素材 エアコンテックTM　ポリエステル100％ 
長袖ブルゾン

SIZE：M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：M・L・LL・3L・4L・5L

樹脂ファスナー 樹脂ボタン（ドットボタン）

KU90720KU90720
素材 エアコンテックTM　ポリエステル100％ 
長袖ブルゾン

SIZE：M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：M・L・LL・3L・4L・5L

樹脂ファスナー 樹脂ボタン（ドットボタン）

KU91720KU91720
素材 エアコンテックTM　ポリエステル100％ 
半袖ブルゾン

SIZE：M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：M・L・LL・3L・4L・5L
樹脂ファスナー 樹脂ボタン（ドットボタン）

KU90810KU90810
素材 エアコンテックTM　ポリエステル100％ 
長袖ブルゾン（フード付き）

SIZE：M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：M・L・LL・3L・4L・5L

透湿性 撥水加工

6. シルバー6. シルバー

NEW NEW

透湿性

撥水加工

透湿性

撥水加工

透湿性 撥水加工透湿性 撥水加工

62. アーミー
　グリーン
62. アーミー
　グリーン

62. アーミー
　グリーン
62. アーミー
　グリーン

14. ダークブルー14. ダークブルー

樹脂ファスナー 面ファスナー（袖口）

XE98005XE98005
素材 エアコンテックTM　ポリエステル100％ 
迷彩長袖ブルゾン

SIZE：SS・S・M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L
樹脂ファスナー 樹脂ボタン（ドットボタン）

XE98006XE98006
素材 エアコンテックTM　ポリエステル100％ 
迷彩半袖ブルゾン

SIZE：SS・S・M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L

樹脂ファスナー 面ファスナー（袖口）

XE98003XE98003
素材 エアコンテックTM　ポリエステル100％ 
長袖ブルゾン

SIZE：SS・S・M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L
樹脂ファスナー 樹脂ボタン（ドットボタン）

XE98004XE98004
素材 エアコンテックTM　ポリエステル100％ 
半袖ブルゾン

SIZE：SS・S・M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L

6. シルバー6. シルバー

14. ダークブルー14. ダークブルー

樹脂ファスナー 樹脂ボタン（ドットボタン）

KU90510KU90510
素材 エアコンテックTM　ポリエステル100％ 
長袖ブルゾン

SIZE：M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：M・L・LL・3L・4L・5L

4. ブルー4. ブルー

3. ネイビー3. ネイビー

6. シルバー6. シルバー

ヘルメット対応
フード付き

東レ東レ

素材使用素材使用

優れた防風性優れた防風性

優れた撥水性優れた撥水性

高い透湿性高い透湿性

エアコンテックTM　エアコンテックTM　

細い単糸繊度の糸を使用した
高密度織物に撥水技術をドッ
キングしたソフトでしなやか
な風合いのノンコーティング
防風・撥水・透湿素材です。

細い単糸繊度の糸を使用した
高密度織物に撥水技術をドッ
キングしたソフトでしなやか
な風合いのノンコーティング
防風・撥水・透湿素材です。

東レ東レ

素材使用素材使用
ペンタスペンタス

22. シルバー
　グレー
22. シルバー
　グレー

14. ダーク
　　ブルー
14. ダーク
　　ブルー

6. シルバー6. シルバー

透湿性

撥水加工

透湿性

撥水加工

ヘルメット対応
フード付き

遮熱効果、吸水速乾、透け防止、
UVカット、体感温度－2度の
機能素材です。

遮熱効果、吸水速乾、透け防止、
UVカット、体感温度－2度の
機能素材です。

カラーファスナー使用カラーファスナー使用 胸・袖ペン差しポケット付き胸・袖ペン差しポケット付き

20. グレー20. グレー

25. チャコールグレー25. チャコールグレー

樹脂ファスナー 樹脂ボタン（ドットボタン）

XE98007XE98007
素材 高密度ブロード　ポリエステル75％ 綿25％
長袖ブルゾン　

SIZE：S・M・L・LL・3L・4L・5LSIZE：S・M・L・LL・3L・4L・5L

NEW

帯電防止帯電防止
左右胸フラップポケット、ペン差し付き左右胸フラップポケット、ペン差し付き

見返し配色使い見返し配色使い

背裏メッシュ使い背裏メッシュ使い

袖口ダブル
ボタン仕様
袖口ダブル
ボタン仕様

3. ネイビー3. ネイビー

袖口マジック
テープ仕様
袖口マジック
テープ仕様

袖口ペン差し付き袖口ペン差し付き フード内側
滑り止め付き
フード内側
滑り止め付き

17. モスグリーン17. モスグリーン 14. ダークブルー14. ダークブルー24. ライトブルー24. ライトブルー

吸汗性 吸汗性

吸汗性 速乾性

RD9280GXRD9280GX
ワンタッチファンケーブルセット（グレー）

20

赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
JIS IPX5（完全防水）規格準拠 
※ただし水没等の水の侵入による故障を保証するものではありません。 
安全・安定性の高いバッテリーです。
2つのDC入出力コネクタを装備、片方が故障してももう
一方のコネクタで引き続きご使用いただけます。 （2つのコ
ネクタに同時にケーブルをささないで下さい。（ピン折れの原因に 
なります。）
ニッケル水素型充電池に比べてメモリ効果が少ない
ため、使用途中での充電が可能です。
9段階のバッテリー残量表示機能付き。

外寸 W81mm・D24mm・H89mm
出力 7.2V、6V、5V、3.3V（4段階）
放電温度 0℃～50℃
充電時間 約 8時間
定格容量 6500mAh
充電可能温度 0℃～40℃
保存温度 -20℃～50℃
重量 254g

空調服の連続使用時間 風量
7.2V設定時 約 8時間 30リットル/秒
6V設定時 約 12時間 25リットル/秒
5V設定時 約 18時間 22リットル/秒
3.3V設定時 24時間以上 12リットル/秒

注意：6V、 7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命
は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても
5V以上の風量が必要な場合にのみお使いください。

■ ワンタッチ式で着脱がとっても簡単になりました！ワンタッチ式で着脱がとっても簡単になりました！

急速AC充電アダプター×１急速 AC充電アダプター×１

【付属品】【付属品】

BTUL1 用
バッテリーケース×1
※落下防止ヒモ付

BTUL1 用
バッテリーケース×1
※落下防止ヒモ付

LIULTRA1LIULTRA1
8時間対応　大容量バッテリー・急速 AC充電アダプターセット

ワンタッチ式で着脱がとっても簡単になりました！ワンタッチ式で着脱がとっても簡単になりました！

・ファン×２
・ケーブル×1
・ファン×２
・ケーブル×1

・ファン×２
・ケーブル×1
・ファン×２
・ケーブル×1

RD9280BXRD9280BX
ワンタッチファンケーブルセット（クロ）

FAN2200KFAN2200K
ワンタッチファン単品クロ（２個）

■ FAN2200RFAN2200R
ワンタッチファン単品クロ×赤（２個）

FAN2200GFAN2200G
ワンタッチファン単品グレー（２個）

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

吸汗性 速乾性

￥ ￥

￥

￥

￥

￥

￥

￥
￥

￥

￥

￥

￥

￥ ￥ ￥

￥

￥

￥

￥ ￥ ￥

￥

￥


