
電撃殺虫器・薬を
使わず、無毒無臭
光で誘って殺虫！

チラシ有効期限2022年8月末日まで

＊本チラシ掲載商品を北海道、沖縄、離島などに発送する場合は別途運賃がかかります。

JW-723 
S/M/L/LL/3L

11.ブラック

59.カモフラ＋ブラック

POWER STRETCH®
BODY TOUGHNESS®

11.ブラック

JW-728 
S/M/L/LL/3L

11.ブラック12.ホワイト

FB-700
S/M/L/LL/3L

見た目は綿Tシャツ、でも着心地はさらさらはや
りの厚地オーバーサイズTシャツの次世代STYLE

11.ブラック

BT 冷感・消臭パワー
ストレッチヘッドキャップ

JW-611
FREE

- 接触冷感+吸汗速乾 -

BT 冷感パワー
ストレッチアームカバー

JW-618
M/L/LL

52.ブラック

LX-6700WFH

LX-6700WVLX-6700W

LX-6700WHV

フルハーネスト対応ブルゾン フルハーネスト対応ベスト

ノーマル服地ブルゾンタイプ ノーマル服地ベストタイプ

（B ブルー）

（B ブルー）

（S シルバーグレー）

（N ネイビー）

（S シルバー）

（S シルバーブレー） （N ネイビー） （S シルバー）

【ブルゾンタイプ Size】 【ベストタイプ Size】

LX-6700FCⅢ

LX-6700BAⅢ

LX-6700FSX

★15Ｖ対応高性能ファン

★最大出力15V ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ

ファンセット

セット内容

・LX-6700FV ﾌｧﾝ x２個
・ｼﾘｺﾝｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ x２枚
・LX-6700Cｹｰﾌﾞﾙ x１個

バッテリー
セット

セット内容

・LX-6700BV ﾊﾞｯﾃﾘｰ x１個
・LX-6700A 充電器 x１個

NEW!

ファンのみ使用時

ﾌｧﾝ+ｼﾘｺﾝｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ
使用時

シリコンアタッチメントを装着すると、
気流の流れが変化します。シリコンア
タッチメント無しでもご使用いただけ
ますが、より快適にご使用頂くためシ
リコンアタッチメントを取り付けての
ご使用をお勧めします。

薄型モデル気流
２ＷＡＹタイプ

■LX-6700BAⅢ(LX-6700BV)ﾊﾞｯﾃﾘｰと接続時

最大出力が15VまでのCOOLING BLASTがご使用いただけます。
※最大限のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを発揮させるため、15Vﾊﾞｯﾃﾘｰ（LX-
6700BAⅢ、LX6700BV)とのご使用を推奨いたします。
他社ﾒｰｶｰのﾊﾞｯﾃﾘｰは使用しないでください。。故障の原因
となります。

★最大出力10V ﾊﾞﾗﾝｽﾀｲﾌﾟ

ファンバッテリーセット

★初めてのご使用の方にもおすすめのスターターセット。

セット内容

・LX-6700BⅢ(10Vﾊﾞｯﾃﾘｰ） ・LX-6700A(充電器）
・LX-6700FⅢ(10V対応ﾌｧﾝx2個 ・LX-6700C(ｹｰﾌﾞﾙ）
・ﾊﾞｯﾃﾘｰｹｰｽ

BR-781
ネッククーラー&ヒーター
(充電式)

ディスプレイ
に表示

ブラック
ホワイト

TKNNC22

WH ホワイト

BK ブラック

吸引式殺虫器

PC-01S

薬を使わず光で虫を内部に誘っ
て、ファン吸引方式で殺虫！
スリムタイプで、屋内でも軒下に
もご使用出来ます。

特長

仕様
・電源：AC100V 50/60Hz
・消費電力：約11W
（蛍光管7W、吸引ファン4Ｗ）

ブラック

ホワイト

出 入 力 : 5V 2.2A
モ ー ド :強モード / 弱モード
プレート温度 :外気温より -10 ～ -16℃
稼 働 時 間 :強モード(約)3時間/弱モード(約)5時間

※10000mAh バッテリー使用

PLNC-01
ポータブルネッククーラー

特長

仕様

PC-020A

ムシ殺虫器(光触媒膜付)

光センサー付きで暗くなると自動点灯！明るく
なると自動消灯、清潔感のある頑丈なスチール
ボディを採用していますので業務用に最適。
薬を使わず、無毒無臭、光で誘って殺虫！

・電圧：単相100Ｖ ・周波数：50/60Ｈｚ
・2次電圧：2200Ｖ/5ｍＡ・消費電力：25Ｗ
・サイズ：Ｗ402ｘＤ147ｘＨ315ｍｍ
・重量：約5ｋｇ

4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、
残量表示機能付き! 最大出力2.4A!

MP039-1
モバイルバッテリー10000mAh

ネッククーラーＳｌｉｍ
（専用バッテリー同梱モデル）

S-ST921B
モバイルバッテリー10000mAh(36Wh)

サイズ：W68×D149×H17(mm)
質量：230ｇ
最大出力：2.1A

熱中症対策ウォッチ カナリア

熱中症をゼロに‼N21-32

深部体温の上昇を検知し、知らせる事で
熱中症を未然に防ぐウェアラブルデバイス

★国土交通省 NETIS登録技術

★農林水産省における熱中症対策
2022年度 資材カタログ掲載

“あなたが熱中症になる前に
アラームとLED表示でお知らせ“します

特長
・通信・充電不要
・ワンシーズン使い切り

（３ヶ月～4ヶ月）
・防塵・防水仕様（IP67）
・特許取得済み
・操作簡単、手首につけるだけ
・管理コスト不要

BD-2S

①⃣すり鉢状の上
カバーに蚊が産
卵します。

②約2～5日でふ化、
ボウフラは周囲の空気
だまりで呼吸をします。

③約7～10日でさな
ぎになり、約3日で成
虫に羽化します。

庭の日陰、植え込み、草むらやヤブ
など蚊の好みそうな場所に設置し、
放置します。

スタンダードタイプ

BD-2XLBD-2L

大型タイプ 業務用大型タイプDGK-1B 充電式殺虫器

使い方
3ウェイ

④成虫になっても、外
に出ることはできず、
中で餓 死します。

BR-7000
M/L/LL/XL

ハーネス対応ブルゾン

高密度綿100％リップクロス素材採用！

業界初！胸スイッチ

サイズ 着丈 肩幅 胸囲 袖丈 裾廻 裾廻最大

M 64 50 116 54 77 108

L 66 52 120 56 82 113

LL 68 54 124 58 87 118

XL 70 56 132 60 92 123

【ブルゾンタイプ Size】

サイズ 着丈 肩幅 胸囲

M-L 65 44 118

LL-XL 67 46 122

【ベストタイプ Size】

BR-1203
M-L/LL-XL

BR-1202
M/L/LL/XL

12V/胸スイッチ/ハーネス対応

電圧
7.4V

電圧
12V

7.4V比較

12V/胸スイッチ

シルバーチタン加工空調ベスト/フルセット

BR-060
M-L/LL-XL

ファンバッテリー
セット価格

ファンバッテリー
セット価格

電圧
7.4V

ベストタイプ

ファンバッテリー
セット

LX-DFAN

どこでもファン USB充電

使用時間：約2～6時間（強～弱）
充電時間：約3～6時間：別売の充電器性能によって異なります。
サイズ：高さ224X幅105X奥行40mm
質量：本体約180ｇ

仕様

暑い季節、外出時など気軽に手に持って扱え
ます。置型、風量３段切替可能なのでシーンに
よって使用できます。

ファンバッテリー
セット

ファンバッテリー
セット価格

ファンバッテリー
セット価格

ファン・バッテリー別売り ファン・バッテリー別売り

ファン・バッテリー別売り ファン・バッテリー別売り

AD-5688

SK-180GT

使用例-カラビナ 使用例-ベルト 使用例-三脚

シルバー

ブルー

カーキ

デジタル
迷彩ｸﾞﾚｰ

ネイビーモスグリーンホワイト

ネイビーグレー ブラック
シルバープリント

水溶性切削液の腐敗対策

殺菌剤・抗菌剤
お試しセット

HYP-SK171
HYP-KK171

各250㏄

洗浄添加剤
NMCクーラントクリーン

NMCクーラント
クリーン ４L

加工液が腐ってしまったら、、、

★次回液交換の時までは殺菌剤と抗菌剤で対策します。

★殺菌剤で除去できない、粘性あるバクテリアの巣は、
加工液の交換時に、NMCクーラントクリーンで洗浄

加工液に「NMCクーラントクリーン」を１％添加します。加工液
を約8時間循環させます。加工液が洗浄剤となり、バクテリアの
巣を加工液中に乳化分散して取り込みます。
汚れが十分に落ちたら廃液します。

悪臭の原因はバクテリアであり加工機の２ケ所に存在しています。

①加工液中に潜むバクテリア（殺菌剤で除菌）
②汚泥の中に潜むバクテリア（洗浄剤で洗浄）

殺菌剤について（バクテリアを殺菌します）

・HYP-SK171（1kg・4kg）添加量は0.1％（200Lの場合は200㏄）

抗菌剤について（バクテリアを活性化させない環境にします）
・HYP-KK171（4kg・18kg）添加量は0.05％（200Lの場合は100㏄）

（クーラントが200Lの時は2L）

注）2.4A以上のバッテリーが必要が必要です。

電源ボタン

強 弱 ゆらぎモード

私温度

ネッククーラーSlimは、大トマトと同じくらいの軽さ



無毒
光で誘って殺虫！

殺虫器・薬を使わず、無毒無臭
光で誘って殺虫！

省エネ・空調ソリューション！

効率的な空調環境で換気を促進し、また、春夏秋冬、オール
シーズン工場や倉庫の空調を最適化できます。 冷暖房コス
トの低減とともに空間の温度、湿度を均一に保ちます。

「YUEI Fans」１台で、工場用扇風機
６５台分との置き換えが可能です。
（消費電力約１/１０）

サーキュレーション効果でエ
アコン効率を高めることが出
来ます。

業界NO.1の静かさ（39aBA）で
良質な屋内環境づくりを実現し
ました。

ブラック

～快適空間と省エネ効果の実現～

屋内環境改善 一年を通して快適
こんな場所で!!

□物流倉庫 □オフィスビル
□店舗（駐車場）□各種工場
□家畜舎 □駅（ホーム）
□学校講堂 □体育館（インドアスポーツ）
□スポーツ施設

こんな課題や問題に!!

〇カビやサビの原因、結露を防ぎたい。
〇空調の電気代をセーブしたい。
〇工場のすみずみまで風を行き届かせたい。
〇学校講堂作業環境を快適にしたい。

～いま世界中で人が集まる
大空間の天井には、
常識となっている大型ファン～

＊唯一日本製のHVLSファン（大型天井ファン）

型式
最大風量
（㎥/min）

羽根本数 カバー直径(m)
カバー領域

（㎡）
負荷電流・電圧 製品重量(kg) 騒音値 消費電力（W）

YF7200 19625 5 φ50 1963 4.5A（200V) 120 ＜39dBA 232-1300

YF6200 19625 5 φ50 1963 4.5A（200V) 109 ＜39dBA 152-1300

YF5200 18850 5 φ49 1885 3.6A（200V) 75 ＜39dBA 74-1000

YF4200 10170 5 φ36 1017 2.6A（200V) 61 ＜39dBA 47-660

■隅々まで風をとどけるハイパワーファン

ユーエイファン１台で、約２０００㎡のスペースをカバーできます！

■ランニングコストを低減する高効率モータ ■心地よさを実現する信頼の技術

電気代 ９０％削減!!

＊電力料金は、自由化対象需要分を含み、主に工場、オフィス等に対する電気料金の平均単価は電灯料収入、電力料収入を電力の販売電力（kWh）で除したもの。

TFF7 TFF6 TFF5 TFF4

7ｍ 6ｍ 5ｍ 4ｍ

12986㎥/min 10293㎥/min 7139㎥/min 6046㎥/min

熱中症 直径40ｍ/1200㎡　 直径35ｍ/960㎡　 直径30ｍ/700㎡　 直径25ｍ/490㎡　

結　露 直径30ｍ/700㎡　 直径25ｍ/490㎡　 直径23ｍ/420㎡　 直径20ｍ/320㎡　

91.4kg 87.9kg 78.9kg 74.6kg

落下対策
NAS3350に準拠したゆるみ試験で上限30,000回、ゆるみが無いナット・スマートハイパーロードナットを使用
主要ボルトに関してスナップピンにて脱落防止

モーター仕様 直交ギアモーターGM

出　力

基本重量（H175　翼下1ｍ）

表面色 Black つや消し   or    指定色

有効範囲目安

表面仕上げ シルバーメタリック粉体塗装　80μ以上   or    指定色

オプション 塩害対策仕様　　防塵仕様

動　力
耐熱クラス 130B

保護構造 IP44〜65

インバータ型式 FREQROL-E800

周波数 50/60Hz

モーター・インバータ製造者 三菱電機株式会社

1.5kw/0.75kw

電　力 200V　　三相交流 200V三相 or  100V単相

設備形式 THE  FIRST  FAN

　THE FIRST FAN   型式

翼  性  能

翼　径

翼枚数 6枚

翼材質 アルミ板A5052　構造用　板厚　1mm

 風　速 最大　2ｍ　可変

風　量

HVLS「THE FIRST FAN」は1台で、工場用扇風機50台分もの風量を送りながら、わずか扇風機3台分の消費
電力。低コストで工場の環境改善に大きく役立ちます。また、災害時の避難所となる体育館や公民館に集まる人
たちを脱水症熱中症から守り、快適な空間を創ります。

特許出願中

例えば、2000㎡のスペースの場合、φ450
工業用扇風機６５台が必要なのに対して、
ユーエイファンでは、同じペースをたった１台
でまかなうことができます。

アルミ羽根
カラー：ホワイト
電圧：単相100V
周波数：50/60Hz
風速：256/322m/min
風量：148/165m3/min
消費電力：110/135W
重量：約7.0KG
電源コード：約2.2M
梱包寸法：W730xD270xH530mm

仕様

P-450Z
全閉式折りたたみ工場扇

特長

・風量を3段に調節可能（強・中・弱）
・全閉モーター仕様のためホコリが多

い所の作業でも対応可能

業界Ｎｏ．１＊の静かさ（３９dBA）
静かなモーター音で良質な室内環
境づくりを実現します。
＊ユーエイ調べ（2021年1月現在）

IP65 （防塵防水保護等級）
防塵防水規格IP65に準拠しており、
水分や粉塵の多い現場でも使用で
きます。

高精度ベアリング 採用
深溝ボールベアリングと、スラスト
ボールベアリングは高い信頼性と
長寿命を実現したSKFブランドを
採用しています。低振動・低騒音で
高速回転でも安定した回転性能を
発揮します。

大風量を生みだす ブレードフォルム
空気抵抗を最大限に抑える形状を採
用。少ない電気で下降気流を作り、効
率よく空気を循環させる事が出来ま
す。素材はアルミニウムマグネシウム
合金で、耐候性に優れたアルマイト処
理を施しています。垂直補強材と補強
リブを備えた耐久性に優れた構造で
す。

無段階風量調整
季節や室内環境に合わせて風量を
無段階に調節することができます。

安心の３年保証
製品の保証期間は設置から３年です。

45cmスタンド扇（開放式）

スタンダード業務用扇風機

電圧：単相100V
周波数：50/60Hz
消費電力：130/150W
風速：240/280m/min
風量：120/140㎥/min

仕様

特長

・開放型モーター
・プラスチック羽根
（ABS樹脂）、羽根径45cm
（アルミ羽根に変更も可能）
・サーマルプロテクター
（モーター保護機能）付き
・３段階風量切り替え
・左右自動首振り機能付き
（左右70度）

J450

KES251PPB
満水検知機能付き

•満水検知機能搭載
•省ドレン構造：
（5ℓドレンタンク付属）
•伸縮可能な
蛇腹式排熱ダクト付属

特長

仕様

一口 手動首振り/約210°
サイズ：W39xD43xH80

（㎝）ﾀﾞｸﾄ含まず
質量：36㎏
冷房能力：約2.2kw（50㎐）

：約2.5kw（60㎐）
冷媒：HFC R410

KES251APE

自動首振り機能付き

KSA250D

自動首振り機能付き

KSM250D
手動首振り

水捨てがラク！
長時間の稼働でも排水量が少なく、
容量５Ｌのドレンタンクで水を捨てるのが楽です。

一口 自動首振り/約85°
手動首振り/約210°

サイズ：W39xD43xH80
（㎝）ﾀﾞｸﾄ含まず

冷房能力：約2.2kw（50㎐）
：約2.5kw（60㎐）

冷媒：HFC R410

仕様

SS-28DJ-1

自動首振り機能付き

SS-28EJ-1

スタンダードタイプ

強 弱

SS-28EJ-1 Ｗ390ｘＤ43ｘＨ86 5.0/5.8 4.6/5.2 2.2/2.7 0.84/1.04

SS-28DJ-1 Ｗ390ｘＤ43ｘＨ86 5.0/5.8 4.6/5.1 2.3/2.7 0.95/1.18

型式 サイズ（ｃｍ）
冷風側風量（㎥/min） 冷房能力

（KW）

冷房消費電力

（KW）

★運転モード 弱・強・連続
★コンパクトタイプ 本体は鋼板を採用！
★キャスター付きで移動もラクラク♪
★前開き扉でタンクも取り出し簡単！

(タンク満水停止フロート付き）

PJS-53

項目

形式 ZEA132901 ZEA186101

製品サイズ(mm) W500xD500ｘH1050 W500xD500xH1120

重量 42Kg(ﾀﾝｸ空状態) 41Kg(ﾀﾝｸ空状態)

電源

消費電力 0.18/0.22kw 0.14/0.18kw

運転音

タンク容量

風量 410/500㎥/h(強) 370/450㎥/h(強)

風量の切り換え

電源コード長さ

口の形状

キャスター径

首振り角度 90°

スポット(内径110mm)

φ75mm

仕様

AC100V(50/60㎐)

61/65㏈(A)

7.5ｘ2個(着脱式)

3段階(強・中・弱)

2ｍ

排熱レス＆フロンレス スポットクーラー

排熱が出ない
フロンを使わない

その風は、人にも地球にも心地いい

ZEA132901

ZEA186101

首振りタイプ

コンプレッサー式
除湿器

(ヒーター温風乾燥タイプ)

BD-H182(AG)

BD-H102(AG)

★DC送風モーター ★満水メロディー
★オートスットップ機能 ★大容量4.5Lタンク
★1～9時間「切」タイマー付き

＊外形寸法：W365xD202xH570(mm)
＊使用可能室温：約５℃～４０℃

BD-632(AS)

手軽に除湿、
しっかり衣類乾燥が出来る
お得なコンパクトタイプ

★お知らせサイン ★部屋干し衣類乾燥
★簡単操作パネル ★３.5Lビックタンク
★２・４・８時間「切」タイマー付き

＊外形寸法：W２２０xD３３０xH5１５(mm)
＊使用可能室温：約１℃～４０℃

無毒
光で誘って殺虫！

RKF306

気化式冷風機

RKF723

～３０ｍ先まで涼風が届く～

形式

50㎐ 60㎐ 50㎐ 60㎐

冷房能力 2.7㎾ 3.0㎾

寸法(高さx幅x奥行)

電源

風量 77㎥/min 87㎥/min

有効貯水量

オフタイマー

運転音(最大) 48㏈(A) 51㏈(A)

ファン径

質量

300㎜ 700㎜

38㎏ 184㎏

400㎥/min

36ℓ 80ℓ

1・4・8時間 1～8時間(１時間毎)

79㏈(A)

RKF306 RKF723

15㎾

H1223xW479xD471 H1768xW1031xD952

単相100V 三相200V

★税制優遇★
中小企業経営強化法に基づく、税制優遇が受けらます。

防錆効果

DAIKIN

夏の暑熱対策、冬に建物保温、結露防止、
年間を通しての節電対策に。

冷えルーフ

冷えルーフは、金属折板屋根用に開発された、まったく新しい遮熱・断熱システムです。

2006年の施工開始から 1903件 105万㎡突破！

冷えルーフが遮熱効果を発揮する仕組み

1. 屋根にシートの遮光により日陰ができる
2. 日陰の効果により、屋根の温度上昇を防ぐ
3. シートと屋根の空気層が熱伝導を防ぐ
4. 空気層が温められるのを、風の力で防ぐ

施工例：工場(製造関連）

施工例：物流倉庫

冷えルーフの実証(サーモ)

最新技術を満載した
省エネフラッグシップモデル

大容量クラスもラインアップの
スタンダードモデル

お店の、オフィスの空気を変える

ダイキンの清潔。

ダイキンの換気。

ダイキンの空気質。

菌やウイルスが
気になる空間にも安心を

しっかり換気しながら、
快適・省エネを両立

温度調節だけでなく、
加湿と除湿で年中快適に

AG グレイッシュブルー

AS スカイブルー

スタンダードタイプ


