
2019年　空調服　価格表

素材 品番 特徴 カラー
ブルゾン単品 LI-ULTRAセット LI-Pro２セット LI-Pro１セット

税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込

¥13,600 ¥14,688 ¥11,300 ¥12,204 ¥10,600 ¥11,448

綿
1
0
0
％

コ
ッ
ト
ン

ブ
ロ
ー
ド

KU91900 脇下マチ 4色 C3.6.17.24 ¥5,600 ¥6,048 ¥19,200 ¥20,736 ¥16,900 ¥18,252 ¥16,200 ¥17,496

KU90550 4色 C6.14.17.24 ¥4,900 ¥5,292 ¥18,500 ¥19,980 ¥16,200 ¥17,496 ¥15,500 ¥16,740

KU91400 3色 C6.20.69 ¥4,900 ¥5,292 ¥18,500 ¥19,980 ¥16,200 ¥17,496 ¥15,500 ¥16,740

KU91410 フード 3色 C6.20.69 ¥7,000 ¥7,560 ¥20,600 ¥22,248 ¥18,300 ¥19,764 ¥17,600 ¥19,008

KU9140F ハーネス 3色 C6.20.69 ¥6,200 ¥6,696 ¥19,800 ¥21,384 ¥17,500 ¥18,900 ¥16,800 ¥18,144

KU9055F ハーネス 2色 C6.14 ¥7,300 ¥7,884 ¥20,900 ¥22,572 ¥18,600 ¥20,088 ¥17,900 ¥19,332

迷
彩
柄

KU91310 3色 C3.21.69 ¥7,000 ¥7,560 ¥20,600 ¥22,248 ¥18,300 ¥19,764 ¥17,600 ¥19,008

KU91310 2色 C6.37 ¥4,200 ¥4,536 ¥17,800 ¥19,224 ¥15,500 ¥16,740 ¥14,800 ¥15,984

厚手
KU90600 厚手 1色 C14 ¥7,800 ¥8,424 ¥21,400 ¥23,112 ¥19,100 ¥20,628 ¥18,400 ¥19,872

KU91920 厚手・脇マチ 1色 C6 ¥6,800 ¥7,344 ¥20,400 ¥22,032 ¥18,100 ¥19,548 ¥17,400 ¥18,792

一分 No5732 一分袖 1色 C24 ¥6,800 ¥7,344 ¥20,400 ¥22,032 ¥18,100 ¥19,548 ¥17,400 ¥18,792

難燃 KU91730 難燃 1色 C24 ¥9,800 ¥10,584 ¥23,400 ¥25,272 ¥21,100 ¥22,788 ¥20,400 ¥22,032

混
紡

60+40

KU91950 ヘリンボーン 3色 C3.20.69 ¥6,600 ¥7,128 ¥20,200 ¥21,816 ¥17,900 ¥19,332 ¥17,200 ¥18,576

KU91960 デニム調 3色 C3.9.24 ¥6,900 ¥7,452 ¥20,500 ¥22,140 ¥18,200 ¥19,656 ¥17,500 ¥18,900

75+25

KU90450 4色 C6.13.37.23 ¥5,200 ¥5,616 ¥18,800 ¥20,304 ¥16,500 ¥17,820 ¥15,800 ¥17,064

KU90470 3色 C3.4.6 ¥5,200 ¥5,616 ¥18,800 ¥20,304 ¥16,500 ¥17,820 ¥15,800 ¥17,064

KU90480 フード 3色 C3.4.6 ¥7,300 ¥7,884 ¥20,900 ¥22,572 ¥18,600 ¥20,088 ¥17,900 ¥19,332

80+20

KU91710 JIS T8118 2色 C6.14 ¥6,800 ¥7,344 ¥20,400 ¥22,032 ¥18,100 ¥19,548 ¥17,400 ¥18,792

KU91910 脇下マチⅡ 3色 C3.4.6 ¥5,600 ¥6,048 ¥19,200 ¥20,736 ¥16,900 ¥18,252 ¥16,200 ¥17,496

KU91930 ハーネス・脇マチ 2色 C3.6 ¥7,300 ¥7,884 ¥20,900 ¥22,572 ¥18,600 ¥20,088 ¥17,900 ¥19,332

95+5 KU91500 フード 2色 C10.30 ¥12,500 ¥13,500 ¥26,100 ¥28,188 ¥23,800 ¥25,704 ¥23,100 ¥24,948

高視認 AZ10190 シャツ 2色 C10.30 ¥12,000 ¥12,960 ¥25,600 ¥27,648 ¥23,300 ¥25,164 ¥22,600 ¥24,408

65+35
KU90730 ズボン 1色 C7 ¥6,800 ¥7,344 ¥20,400 ¥22,032 ¥18,100 ¥19,548 ¥17,400 ¥18,792

KU91970 Newズボン 2色 C3.21 ¥6,800 ¥7,344 ¥20,400 ¥22,032 ¥18,100 ¥19,548 ¥17,400 ¥18,792

ポ
リ
エ
ス
テ
ル

1
0
0
％

KU91820 Newタチエリ 4色 C6.21.37.69 ¥6,900 ¥7,452 ¥20,500 ¥22,140 ¥18,200 ¥19,656 ¥17,500 ¥18,900

KU91830 ベスト 2色 C3.6 ¥4,700 ¥5,076 ¥18,300 ¥19,764 ¥16,000 ¥17,280 ¥15,300 ¥16,524

KU90510 5色 C3.4.6.8.9 ¥4,900 ¥5,292 ¥18,500 ¥19,980 ¥16,200 ¥17,496 ¥15,500 ¥16,740

KU90520 収納フード 4色 C3.4.6.69 ¥6,100 ¥6,588 ¥19,700 ¥21,276 ¥17,400 ¥18,792 ¥16,700 ¥18,036

KU90540 5色 C3.6.７.14.69 ¥4,900 ¥5,292 ¥18,500 ¥19,980 ¥16,200 ¥17,496 ¥15,500 ¥16,740

KU90810 フード 4色 C6.7.14.69 ¥7,000 ¥7,560 ¥20,600 ¥22,248 ¥18,300 ¥19,764 ¥17,600 ¥19,008

KU9054F ハーネス 2色 C6.14 ¥7,300 ¥7,884 ¥20,900 ¥22,572 ¥18,600 ¥20,088 ¥17,900 ¥19,332

KU91720 半袖 4色 C4.6.17.30 ¥6,100 ¥6,588 ¥19,700 ¥21,276 ¥17,400 ¥18,792 ¥16,700 ¥18,036

チ
タ
ン

KU90800 フード 2色 C6.14 ¥9,800 ¥10,584 ¥23,400 ¥25,272 ¥21,100 ¥22,788 ¥20,400 ¥22,032

KU90720 2色 C6.14 ¥8,600 ¥9,288 ¥22,200 ¥23,976 ¥19,900 ¥21,492 ¥19,200 ¥20,736

ポ
リ

防蜂
KU90670 ブルゾン 1色 C6 ¥7,500 ¥8,100 ¥21,100 ¥22,788 ¥18,800 ¥20,304 ¥18,100 ¥19,548

KU90680 パンツ 1色 C6 ¥7,500 ¥8,100 ¥21,100 ¥22,788 ¥18,800 ¥20,304 ¥18,100 ¥19,548

不
織
布

使い
捨て

AZ3170 使い捨て 1色 C11 ¥1,980 ¥2,138 ¥15,580 ¥16,826 ¥13,280 ¥14,342 ¥12,580 ¥13,586

AZ3190 使い捨て 2色 C6.11 ¥1,400 ¥1,512 ¥15,000 ¥16,200 ¥12,700 ¥13,716 ¥12,000 ¥12,960

AZ6190 使い捨て 2色 C1.4 ¥1,650 ¥1,782 ¥15,250 ¥16,470 ¥12,950 ¥13,986 ¥12,250 ¥13,230

機器類
オプション

LI-ULTRAⅠ バッテリー（充電器付） ¥9,800 ¥10,584 RD9261 ケーブル ¥700 ¥756

LI-BTULⅠ ULTRAバッテリー単体 ¥7,700 ¥8,316 CBB(CBC)500 ロング(ズボン)ケーブル ¥700 ¥756

LI-ACR 急速充電器 ¥2,200 ¥2,376 FANSP ファンスペーサー ¥1,000 ¥1,080

LI-ULCASE LI-ULTRA用ソフトケース ¥600 ¥648 FANCOV ファンカバー（雨用） ¥3,400 ¥3,672

LI-Pro２New Pro2バッテリー（充電器付） ¥7,500 ¥8,100 FSB-SET2 フィルターセット(台座・10枚) ¥1,800 ¥1,944

LI-BT２New Pro2バッテリー単体 ¥5,900 ¥6,372 FSB-30 フィルター30枚 ¥1,800 ¥1,944

LI-Pro１ Pro1バッテリー（充電器付） ¥6,800 ¥7,344 FNP500 ファン保護ネット(4枚セット) ¥300 ¥324

LI-BT1 Pro1バッテリー単体 ¥5,300 ¥5,724 FMT500S 金属フィルターS ¥2,500 ¥2,700

LI-AC 充電器 ¥1,900 ¥2,052 HMT01 ヘルメット換気シート ¥2,300 ¥2,484

LI-CASE LI-Pro用ソフトケース ¥600 ¥648 HMAC02 空調ヘルメット2 ¥6,800 ¥7,344

LINANO1 小型バッテリー(充電器付) ¥6,100 ¥6,588 HM0201 空調ヘルメット2(本体ファン無) ¥2,700 ¥2,916

NANOBT1 小型バッテリー単体 ¥4,800 ¥5,184 HM02-3set 空調ヘルメット2(本体＋ケーブル2本) ¥4,100 ¥4,428

NANOHL ホルダー ¥400 ¥432 HM0003 空調ヘルメット用中継ケーブル ¥700 ¥756

ＦＡＮ2200-2 ファン2個(グレー・黒) ¥3,100 ¥3,348 HM0004 空調ヘルメット用ファンケーブル ¥700 ¥756

ＦＡＮ2200-2 ファン2個(黒×赤) ¥3,500 ¥3,780 KRKS01 空調リュック ¥7,400 ¥7,992

ＦＡＮ2200-1 ファン1個(グレー・黒) ¥1,750 ¥1,890 KRKS02 空調リュック2 ¥7,500 ¥8,100

ＦＡＮ2200-1 ファン1個(黒×赤) ¥1,970 ¥2,128 SP-INR インナースペーサー ¥3,400 ¥3,672

FAN2300-2 薄型ファン2個(黒) ¥3,500 ¥3,780 SP-KDINR インナースペーサー ¥3,400 ¥3,672

FAN2300-1 薄型ファン1個(黒) ¥1,970 ¥2,128 SPCOVS3 インナースペーサー襟カバー防蜂用(M～2L) ¥500 ¥540

RD9263 電池ボックス ¥2,000 ¥2,160 SPCOVS6 インナースペーサー襟カバー防蜂用(3L～5L) ¥500 ¥540

この価格は予告なしに変更する可能性がございます、予めご了承ください。



2019年　NSP空調服　価格表

素材 品番 特徴 カラー

ブルゾン単品 LI-ULTRAセット LI-Pro２セット LI-Pro１セット

税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込

¥13,600 ¥14,688 ¥11,300 ¥12,204 ¥10,600 ¥11,448

立
ち
襟

チ
タ
ン

NA-101
立ち襟 7色：ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ,ｷｬﾒﾙ,ﾌﾞﾙｰ

¥9,500 ¥10,260 ¥23,100 ¥24,948 ¥20,800 ¥22,464 ¥20,100 ¥21,708
肩・袖補強 ｵﾚﾝｼﾞ,ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ,ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ,ｼﾙﾊﾞｰ

NA-102
立ち襟 3色：迷彩ﾈｲﾋﾞｰ,迷彩ｸﾞﾘｰﾝ

¥10,500 ¥11,340 ¥24,100 ¥26,028 ¥21,800 ¥23,544 ¥21,100 ¥22,788
迷彩 迷彩ｼﾙﾊﾞｰ

NA-111
立ち襟 5色：ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ,ﾌﾞﾙｰ,ｼﾙﾊﾞｰ

¥10,000 ¥10,800 ¥23,600 ¥25,488 ¥21,300 ¥23,004 ¥20,600 ¥22,248
肩・袖補強 ﾌﾞﾙｰ×ﾁｬｺｰﾙ,ｼﾙﾊﾞｰ×ﾁｬｺｰﾙ

NA-103
立ち襟
ﾌﾙﾊｰﾈｽ
肩・袖補強

2色：

¥11,000 ¥11,880 ¥24,600 ¥26,568 ¥22,300 ¥24,084 ¥21,600 ¥23,328
ﾌﾞﾙｰ,ｼﾙﾊﾞｰ

NA-113
立ち襟
ﾌﾙﾊｰﾈｽ
肩・袖補強

4色：ﾌﾞﾙｰ,ﾌﾞﾙｰ×ﾁｬｺｰﾙ

¥11,000 ¥11,880 ¥24,600 ¥26,568 ¥22,300 ¥24,084 ¥21,600 ¥23,328
ｼﾙﾊﾞｰ,ｼﾙﾊﾞｰ×ﾁｬｺｰﾙ

綿

NA-201
立ち襟 5色：ﾈｲﾋﾞｰ,ｷｬﾒﾙ,

¥7,000 ¥7,560 ¥20,600 ¥22,248 ¥18,300 ¥19,764 ¥17,600 ¥19,008
ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ,ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ,ｼﾙﾊﾞｰ

NA-213
立ち襟 2色：

¥7,700 ¥8,316 ¥21,300 ¥23,004 ¥19,000 ¥20,520 ¥18,300 ¥19,764
ﾌﾙﾊｰﾈｽ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ,ｼﾙﾊﾞｰ

ポ
リ
エ
ス
テ
ル

NA-301
立ち襟 3色：

¥7,000 ¥7,560 ¥20,600 ¥22,248 ¥18,300 ¥19,764 ¥17,600 ¥19,008
ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ,ｷｬﾒﾙ,ｼﾙﾊﾞｰ

NA-303
立ち襟
ﾌﾙﾊｰﾈｽ
肩・袖補強

1色：

¥9,000 ¥9,720 ¥22,600 ¥24,408 ¥20,300 ¥21,924 ¥19,600 ¥21,168
ｼﾙﾊﾞｰ

NA-313
立ち襟
ﾌﾙﾊｰﾈｽ
肩・袖補強

2色：

¥9,000 ¥9,720 ¥22,600 ¥24,408 ¥20,300 ¥21,924 ¥19,600 ¥21,168
ﾌﾞﾙｰ,ｼﾙﾊﾞｰ

フ
ー
ド

チ
タ
ン

NB-101
フード付 5色：ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ,ﾌﾞﾙｰ

¥11,000 ¥11,880 ¥24,600 ¥26,568 ¥22,300 ¥24,084 ¥21,600 ¥23,328
肩・袖補強 ｵﾚﾝｼﾞ,ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ,ｼﾙﾊﾞｰ

NB-102
フード付 3色：迷彩ﾈｲﾋﾞｰ,迷彩ｸﾞﾘｰﾝ

¥13,000 ¥14,040 ¥26,600 ¥28,728 ¥24,300 ¥26,244 ¥23,600 ¥25,488
迷彩 迷彩ｼﾙﾊﾞｰ

半
袖

チ
タ
ン

ND-111
立ち襟 4色：ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ,ｼﾙﾊﾞｰ

¥9,500 ¥10,260 ¥23,100 ¥24,948 ¥20,800 ¥22,464 ¥20,100 ¥21,708
肩のみ補強 ﾌﾞﾙｰ×ﾁｬｺｰﾙ,ｼﾙﾊﾞｰ×ﾁｬｺｰﾙ

ND-113
立ち襟
ﾌﾙﾊｰﾈｽ

肩のみ補強

1色：

¥10,500 ¥11,340 ¥24,100 ¥26,028 ¥21,800 ¥23,544 ¥21,100 ¥22,788
ｼﾙﾊﾞｰ

綿 ND-201
立ち襟 2色：

¥7,000 ¥7,560 ¥20,600 ¥22,248 ¥18,300 ¥19,764 ¥17,600 ¥19,008
ﾈｲﾋﾞｰ,ｼﾙﾊﾞｰ

立
ち
襟

NE-111
4つ穴 1色：

¥15,000 ¥16,200 ¥28,600 ¥30,888 ¥26,300 ¥28,404 ¥25,600 ¥27,648
ｼﾙﾊﾞｰ×ﾌﾞﾗｯｸ

NF-111
ファン上部 1色：

¥12,000 ¥12,960 ¥25,600 ¥27,648 ¥23,300 ¥25,164 ¥22,600 ¥24,408
ｼﾙﾊﾞｰ×ﾌﾞﾗｯｸ

付属品
NZ-ERISP エリスペーサー(3個入) ホワイト ¥900 ¥972 素材：樹脂

NZ-HIPSP 腰スペーサー グレー ¥1,200 ¥1,296 素材：樹脂/メッシュ/布

この価格は予告なしに変更する可能性がございます、予めご了承ください。



2019年価格表　空調服×山田辰・ジンナイ・アルト　

素材 品番 特徴 カラー サイズ

ブルゾン単品 LI-ULTRAセット LI-Pro２セット LI-Pro１セット

税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込

¥13,600 ¥14,688 ¥11,300 ¥12,204 ¥10,600 ¥11,448

空
調
ツ
ナ
ギ
服

ポリ
75
+
綿
25

9810 長袖

NBネイビーブルー S-LL ¥9,500 ¥10,260 ¥23,100 ¥24,948 ¥20,800 ¥22,464 ¥20,100 ¥21,708

G1グレー 3L ¥10,300 ¥11,124 ¥23,900 ¥25,812 ¥21,600 ¥23,328 ¥20,900 ¥22,572

4L-5L ¥10,300 ¥11,124 ¥23,900 ¥25,812 ¥21,600 ¥23,328 ¥20,900 ¥22,572

9820 長袖

NBネイビーブルー S-LL ¥9,500 ¥10,260 ¥23,100 ¥24,948 ¥20,800 ¥22,464 ¥20,100 ¥21,708

G1グレー 3L ¥10,300 ¥11,124 ¥23,900 ¥25,812 ¥21,600 ¥23,328 ¥20,900 ¥22,572

4L-5L ¥10,300 ¥11,124 ¥23,900 ¥25,812 ¥21,600 ¥23,328 ¥20,900 ¥22,572

N
e
w

9821 半袖

NBネイビーブルー S-LL ¥9,200 ¥9,936 ¥22,800 ¥24,624 ¥20,500 ¥22,140 ¥19,800 ¥21,384

G1グレー 3L ¥10,000 ¥10,800 ¥23,600 ¥25,488 ¥21,300 ¥23,004 ¥20,600 ¥22,248

4L-5L ¥10,000 ¥10,800 ¥23,600 ¥25,488 ¥21,300 ¥23,004 ¥20,600 ¥22,248

綿
100 9850 長袖

AGアーミーグリーン S-LL ¥10,250 ¥11,070 ¥23,850 ¥25,758 ¥21,550 ¥23,274 ¥20,850 ¥22,518

NBネイビーブルー 3L ¥11,050 ¥11,934 ¥24,650 ¥26,622 ¥22,350 ¥24,138 ¥21,650 ¥23,382

K2カーキ 4L-5L ¥11,050 ¥11,934 ¥24,650 ¥26,622 ¥22,350 ¥24,138 ¥21,650 ¥23,382

素材 品番 特徴 カラー サイズ

ブルゾン単品 LI-ULTRAセット LI-Pro２セット LI-Pro１セット

税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込

¥13,600 ¥14,688 ¥11,300 ¥12,204 ¥10,600 ¥11,448

レ
イ
ン
ウ
ェ
ア

ND6097 ブル
ゾン

C4ブルー
C10イエロー
C11ホワイト
C30オレンジ

M-5L ¥19,800 ¥21,384 ¥33,400 ¥36,072 ¥31,100 ¥33,588 ¥30,400 ¥32,832

ND60020 パンツ C3コン

M-EL ¥3,700 ¥3,996

4L ¥3,900 ¥4,212

5L ¥4,000 ¥4,320

N
e
w

ND9097 上下
セット

グレー
ダークオレンジ
ネイビー

S-5L ¥8,800 ¥9,504 ¥22,400 ¥24,192 ¥20,100 ¥21,708 ¥19,400 ¥20,952

素材 品番 特徴 カラー サイズ

ブルゾン単品 LI-ULTRAセット LI-Pro２セット LI-Pro１セット

税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込

¥13,600 ¥14,688 ¥11,300 ¥12,204 ¥10,600 ¥11,448

N
e
w

ポ
リ
1
0
0

BF-975 長袖
C1ブルー
C3グレー
C12チャコールグレー

S-5L ¥4,900 ¥5,292 ¥18,500 ¥19,980 ¥16,200 ¥17,496 ¥15,500 ¥16,740

BF-974 ベスト
C1ブルー
C3グレー
C12チャコールグレー

S-5L ¥4,500 ¥4,860 ¥18,100 ¥19,548 ¥15,800 ¥17,064 ¥15,100 ¥16,308

ポリ75
+綿25 BF-973 長袖

C3グレー
C4アースグリーン
C100ネイビー

S-6L ¥4,900 ¥5,292 ¥18,500 ¥19,980 ¥16,200 ¥17,496 ¥15,500 ¥16,740

この価格は予告なしに変更する可能性がございます、予めご了承ください。



2019年　ジーベック空調服　価格表

素材 品番 特徴 カラー サイズ

ブルゾン単品 LI-ULTRAセット LI-Pro２セット LI-Pro１セット

税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込

¥13,600 ¥14,688 ¥11,300 ¥12,204 ¥10,600 ¥11,448

N
e
w
　
2
0
1
9

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
1
0
0
%

高密
度
ﾀﾌﾀ

XE98008 肩当て
肘当て 3色：C22、25、61 S-6L ¥4,300 ¥4,644 ¥17,900 ¥19,332 ¥15,600 ¥16,848 ¥14,900 ¥16,092

XE98009 半袖
3色配色

4色：C19、22、
25、40

SS-6L ¥3,700 ¥3,996 ¥17,300 ¥18,684 ¥15,000 ¥16,200 ¥14,300 ¥15,444

XE98010 ベスト
6色：C19、22、
44、82、84、222

SS-6L ¥3,500 ¥3,780 ¥17,100 ¥18,468 ¥14,800 ¥15,984 ¥14,100 ¥15,228

XE98011 ベスト
4色：C19、22、
81、82 SS-6L ¥3,500 ¥3,780 ¥17,100 ¥18,468 ¥14,800 ¥15,984 ¥14,100 ¥15,228

高密
度
TC
制電
ﾘｯﾌﾟ

XE98012 4色：C16、22、
61、81

S-6L ¥5,900 ¥6,372 ¥19,500 ¥21,060 ¥17,200 ¥18,576 ¥16,500 ¥17,820

XE98013 半袖
4色：C16、22、
61、81

S-6L ¥5,400 ¥5,832 ¥19,000 ¥20,520 ¥16,700 ¥18,036 ¥16,000 ¥17,280

XE98014 ベスト
4色：C16、22、
61、81 S-6L ¥4,500 ¥4,860 ¥18,100 ¥19,548 ¥15,800 ¥17,064 ¥15,100 ¥16,308

遮熱
ｴｱｺﾝ
ﾃｯｸ

XE98015 ウレタン 3色：C19、22、62 S-6L ¥7,900 ¥8,532 ¥21,500 ¥23,220 ¥19,200 ¥20,736 ¥18,500 ¥19,980

XE98103 ハーネス
ウレタン 2色：C22、81 S-6L ¥8,900 ¥9,612 ¥22,500 ¥24,300 ¥20,200 ¥21,816 ¥19,500 ¥21,060

2
0
1
8

混
紡

65+35
(遮熱
素材)

XE98001 3色：C19、22、46 S-6L ¥4,900 ¥5,292 ¥18,500 ¥19,980 ¥16,200 ¥17,496 ¥15,500 ¥16,740

XE98101 ハーネス 3色：C19、22、46 S-6L ¥6,900 ¥7,452 ¥20,500 ¥22,140 ¥18,200 ¥19,656 ¥17,500 ¥18,900

75+25 XE98007 2色：C20、25 S-6L ¥5,540 ¥5,983 ¥19,140 ¥20,671 ¥16,840 ¥18,187 ¥16,140 ¥17,431

綿
1
0
0
%

高密
度
ﾍﾘﾝ
ﾎﾞｰﾝ

XE98002 2色：C39、62 S-6L ¥4,900 ¥5,292 ¥18,500 ¥19,980 ¥16,200 ¥17,496 ¥15,500 ¥16,740

XE98102 ハーネス
肩当て 2色：C39、62 S-6L ¥6,900 ¥7,452 ¥20,500 ¥22,140 ¥18,200 ¥19,656 ¥17,500 ¥18,900

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
1
0
0
%

エ
ア
コ
ン
テ
ッ
ク

XE98003 2色：C22、46 S-6L ¥4,900 ¥5,292 ¥18,500 ¥19,980 ¥16,200 ¥17,496 ¥15,500 ¥16,740

XE98004 半袖 2色：C22、46 S-6L ¥4,500 ¥4,860 ¥18,100 ¥19,548 ¥15,800 ¥17,064 ¥15,100 ¥16,308

XE98005 迷彩柄 2色：C22、62 S-6L ¥5,300 ¥5,724 ¥18,900 ¥20,412 ¥16,600 ¥17,928 ¥15,900 ¥17,172

XE98006 迷彩柄
半袖 2色：C22、62 S-6L ¥4,900 ¥5,292 ¥18,500 ¥19,980 ¥16,200 ¥17,496 ¥15,500 ¥16,740

※全サイズ同一価格(アップ料金なし)

この価格は予告なしに変更する可能性がございます、予めご了承ください。



2019年　自重堂空調服　価格表

素材 品番 特徴 カラー サイズ
ブルゾン単品 LI-ULTRAセット LI-Pro２セット LI-Pro１セット

税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込

¥13,600 ¥14,688 ¥11,300 ¥12,204 ¥10,600 ¥11,448

J
a
w
i
n

N
e
w
2
0
1
9

ポリ
65
+

綿35

54000 長袖
4色： S-LL ¥4,500 ¥4,860 ¥18,100 ¥19,548 ¥15,800 ¥17,064 ¥15,100 ¥16,308
C11,36,39,131 EL ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

4L・5L ¥5,100 ¥5,508 ¥18,700 ¥20,196 ¥16,400 ¥17,712 ¥15,700 ¥16,956

54010 半袖
4色： S-LL ¥4,000 ¥4,320 ¥17,600 ¥19,008 ¥15,300 ¥16,524 ¥14,600 ¥15,768
C11,36,39,131 EL ¥4,100 ¥4,428 ¥17,700 ¥19,116 ¥15,400 ¥16,632 ¥14,700 ¥15,876

4L・5L ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

54020 長袖
4色： S-LL ¥4,500 ¥4,860 ¥18,100 ¥19,548 ¥15,800 ¥17,064 ¥15,100 ¥16,308
C11,36,44,134 EL ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

4L・5L ¥5,100 ¥5,508 ¥18,700 ¥20,196 ¥16,400 ¥17,712 ¥15,700 ¥16,956

54030 長袖
3色： S-LL ¥4,500 ¥4,860 ¥18,100 ¥19,548 ¥15,800 ¥17,064 ¥15,100 ¥16,308
C11,36,40 EL ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

4L・5L ¥5,100 ¥5,508 ¥18,700 ¥20,196 ¥16,400 ¥17,712 ¥15,700 ¥16,956

54040 半袖
3色： S-LL ¥4,000 ¥4,320 ¥17,600 ¥19,008 ¥15,300 ¥16,524 ¥14,600 ¥15,768
C11,36,40 EL ¥4,100 ¥4,428 ¥17,700 ¥19,116 ¥15,400 ¥16,632 ¥14,700 ¥15,876

4L・5L ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

ポリ
100

54050 長袖
3色： S-LL ¥4,500 ¥4,860 ¥18,100 ¥19,548 ¥15,800 ¥17,064 ¥15,100 ¥16,308
C143,162,163 EL ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

4L・5L ¥5,100 ¥5,508 ¥18,700 ¥20,196 ¥16,400 ¥17,712 ¥15,700 ¥16,956

54060 ベスト
3色： S-LL ¥3,500 ¥3,780 ¥17,100 ¥18,468 ¥14,800 ¥15,984 ¥14,100 ¥15,228
C143,162,163 EL ¥3,600 ¥3,888 ¥17,200 ¥18,576 ¥14,900 ¥16,092 ¥14,200 ¥15,336

4L・5L ¥3,900 ¥4,212 ¥17,500 ¥18,900 ¥15,200 ¥16,416 ¥14,500 ¥15,660

54070 長袖
3色： S-LL ¥4,500 ¥4,860 ¥18,100 ¥19,548 ¥15,800 ¥17,064 ¥15,100 ¥16,308
C11,36,48 EL ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

4L・5L ¥5,100 ¥5,508 ¥18,700 ¥20,196 ¥16,400 ¥17,712 ¥15,700 ¥16,956

54080
長袖

ﾊｰﾈｽ

3色： S-LL ¥6,900 ¥7,452 ¥20,500 ¥22,140 ¥18,200 ¥19,656 ¥17,500 ¥18,900
C11,36,134 EL ¥7,000 ¥7,560 ¥20,600 ¥22,248 ¥18,300 ¥19,764 ¥17,600 ¥19,008

4L・5L ¥7,500 ¥8,100 ¥21,100 ¥22,788 ¥18,800 ¥20,304 ¥18,100 ¥19,548

Z
‐
D
R
A
G
O
N

2
0
1
8

綿
100 74000 長袖

4色： S-LL ¥4,000 ¥4,320 ¥17,600 ¥19,008 ¥15,300 ¥16,524 ¥14,600 ¥15,768
C11,36,131,134 EL ¥4,100 ¥4,428 ¥17,700 ¥19,116 ¥15,400 ¥16,632 ¥14,700 ¥15,876

4L・5L ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

ポリ
65
+

綿35

74010 長袖
4色： S-LL ¥4,000 ¥4,320 ¥17,600 ¥19,008 ¥15,300 ¥16,524 ¥14,600 ¥15,768
C11,36,131,134 EL ¥4,100 ¥4,428 ¥17,700 ¥19,116 ¥15,400 ¥16,632 ¥14,700 ¥15,876

4L・5L ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

N
e
w
2
0
1
9

74020 長袖
5色： SS-LL ¥4,000 ¥4,320 ¥17,600 ¥19,008 ¥15,300 ¥16,524 ¥14,600 ¥15,768
C11,36,80,131,134 EL ¥4,100 ¥4,428 ¥17,700 ¥19,116 ¥15,400 ¥16,632 ¥14,700 ¥15,876

4L・5L ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

74030 長袖
5色： S-LL ¥4,200 ¥4,536 ¥17,800 ¥19,224 ¥15,500 ¥16,740 ¥14,800 ¥15,984
C9,11,36,131,134 EL ¥4,300 ¥4,644 ¥17,900 ¥19,332 ¥15,600 ¥16,848 ¥14,900 ¥16,092

4L・5L ¥4,800 ¥5,184 ¥18,400 ¥19,872 ¥16,100 ¥17,388 ¥15,400 ¥16,632

74040 長袖
4色： SS-LL ¥4,000 ¥4,320 ¥17,600 ¥19,008 ¥15,300 ¥16,524 ¥14,600 ¥15,768
C11,36,131,134 EL ¥4,100 ¥4,428 ¥17,700 ¥19,116 ¥15,400 ¥16,632 ¥14,700 ¥15,876

4L・5L ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

ポリ
100

74050 長袖
5色： S-LL ¥4,000 ¥4,320 ¥17,600 ¥19,008 ¥15,300 ¥16,524 ¥14,600 ¥15,768
C36,44,141,142,533 EL ¥4,100 ¥4,428 ¥17,700 ¥19,116 ¥15,400 ¥16,632 ¥14,700 ¥15,876

4L・5L ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

74060 ベスト
5色： S-LL ¥3,000 ¥3,240 ¥16,600 ¥17,928 ¥14,300 ¥15,444 ¥13,600 ¥14,688
C36,44,141,142,533 EL ¥3,100 ¥3,348 ¥16,700 ¥18,036 ¥14,400 ¥15,552 ¥13,700 ¥14,796

4L・5L ¥3,400 ¥3,672 ¥17,000 ¥18,360 ¥14,700 ¥15,876 ¥14,000 ¥15,120

74070 ベスト
6色： SS-LL ¥3,000 ¥3,240 ¥16,600 ¥17,928 ¥14,300 ¥15,444 ¥13,600 ¥14,688
C11,36,40,131,141, EL ¥3,100 ¥3,348 ¥16,700 ¥18,036 ¥14,400 ¥15,552 ¥13,700 ¥14,796
142 4L・5L ¥3,400 ¥3,672 ¥17,000 ¥18,360 ¥14,700 ¥15,876 ¥14,000 ¥15,120

74080 長袖
4色： S-LL ¥4,000 ¥4,320 ¥17,600 ¥19,008 ¥15,300 ¥16,524 ¥14,600 ¥15,768
C11,36,39,131 EL ¥4,100 ¥4,428 ¥17,700 ¥19,116 ¥15,400 ¥16,632 ¥14,700 ¥15,876

4L・5L ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

74090 半袖
4色： S-LL ¥3,500 ¥3,780 ¥17,100 ¥18,468 ¥14,800 ¥15,984 ¥14,100 ¥15,228
C11,36,39,131 EL ¥3,600 ¥3,888 ¥17,200 ¥18,576 ¥14,900 ¥16,092 ¥14,200 ¥15,336

4L・5L ¥4,100 ¥4,428 ¥17,700 ¥19,116 ¥15,400 ¥16,632 ¥14,700 ¥15,876
ポリ
65+
綿35

74100 長袖
4色： S-LL ¥4,500 ¥4,860 ¥18,100 ¥19,548 ¥15,800 ¥17,064 ¥15,100 ¥16,308
C521,523,528,533 EL ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

4L・5L ¥5,100 ¥5,508 ¥18,700 ¥20,196 ¥16,400 ¥17,712 ¥15,700 ¥16,956

綿
100 74110 長袖

ﾊｰﾈｽ

4色： S-LL ¥4,800 ¥5,184 ¥18,400 ¥19,872 ¥16,100 ¥17,388 ¥15,400 ¥16,632
C11,36,44,123 EL ¥4,900 ¥5,292 ¥18,500 ¥19,980 ¥16,200 ¥17,496 ¥15,500 ¥16,740

4L・5L ¥5,400 ¥5,832 ¥19,000 ¥20,520 ¥16,700 ¥18,036 ¥16,000 ¥17,280
ポリ
65+
綿35

74120 長袖
ﾊｰﾈｽ

5色： S-LL ¥4,800 ¥5,184 ¥18,400 ¥19,872 ¥16,100 ¥17,388 ¥15,400 ¥16,632
C9,11,36,131,134 EL ¥4,900 ¥5,292 ¥18,500 ¥19,980 ¥16,200 ¥17,496 ¥15,500 ¥16,740

4L・5L ¥5,400 ¥5,832 ¥19,000 ¥20,520 ¥16,700 ¥18,036 ¥16,000 ¥17,280

J
i
c
h
o
d
o

2
0
1
8

ポリ
100

87000 長袖
3色： S-LL ¥4,700 ¥5,076 ¥18,300 ¥19,764 ¥16,000 ¥17,280 ¥15,300 ¥16,524
C11,36,39 EL ¥4,800 ¥5,184 ¥18,400 ¥19,872 ¥16,100 ¥17,388 ¥15,400 ¥16,632

4L・5L ¥5,300 ¥5,724 ¥18,900 ¥20,412 ¥16,600 ¥17,928 ¥15,900 ¥17,172

87010 長袖
3色： S-LL ¥4,700 ¥5,076 ¥18,300 ¥19,764 ¥16,000 ¥17,280 ¥15,300 ¥16,524
C11,36,80 EL ¥4,800 ¥5,184 ¥18,400 ¥19,872 ¥16,100 ¥17,388 ¥15,400 ¥16,632

4L・5L ¥5,300 ¥5,724 ¥18,900 ¥20,412 ¥16,600 ¥17,928 ¥15,900 ¥17,172

綿
100 87020 長袖

3色： S-LL ¥4,700 ¥5,076 ¥18,300 ¥19,764 ¥16,000 ¥17,280 ¥15,300 ¥16,524
C11,25,39 EL ¥4,800 ¥5,184 ¥18,400 ¥19,872 ¥16,100 ¥17,388 ¥15,400 ¥16,632

4L・5L ¥5,300 ¥5,724 ¥18,900 ¥20,412 ¥16,600 ¥17,928 ¥15,900 ¥17,172

ポリ
65+
綿35

87030 長袖
3色： S-LL ¥4,700 ¥5,076 ¥18,300 ¥19,764 ¥16,000 ¥17,280 ¥15,300 ¥16,524
C11,36,39 EL ¥4,800 ¥5,184 ¥18,400 ¥19,872 ¥16,100 ¥17,388 ¥15,400 ¥16,632

4L・5L ¥5,300 ¥5,724 ¥18,900 ¥20,412 ¥16,600 ¥17,928 ¥15,900 ¥17,172

N
e
w
2
0
1
9

87040 長袖
4色： SS-LL ¥4,500 ¥4,860 ¥18,100 ¥19,548 ¥15,800 ¥17,064 ¥15,100 ¥16,308
C11,25,36,39 EL ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

4L・5L ¥5,100 ¥5,508 ¥18,700 ¥20,196 ¥16,400 ¥17,712 ¥15,700 ¥16,956

綿
100 87050 長袖

4色： S-LL ¥4,500 ¥4,860 ¥18,100 ¥19,548 ¥15,800 ¥17,064 ¥15,100 ¥16,308
C11,39,130,131 EL ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

4L・5L ¥5,100 ¥5,508 ¥18,700 ¥20,196 ¥16,400 ¥17,712 ¥15,700 ¥16,956

ポリ
100

87060 長袖
8色： SS-LL ¥4,500 ¥4,860 ¥18,100 ¥19,548 ¥15,800 ¥17,064 ¥15,100 ¥16,308
C11,25,36,43,44, EL ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416
48,141,142 4L・5L ¥5,100 ¥5,508 ¥18,700 ¥20,196 ¥16,400 ¥17,712 ¥15,700 ¥16,956

87070 半袖
8色： SS-LL ¥4,000 ¥4,320 ¥17,600 ¥19,008 ¥15,300 ¥16,524 ¥14,600 ¥15,768
C11,25,36,43,44, EL ¥4,100 ¥4,428 ¥17,700 ¥19,116 ¥15,400 ¥16,632 ¥14,700 ¥15,876
48,141,142 4L・5L ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

※サイズ別追加料金：EL +100円/4L・5L (ベスト)+400円、(半袖・長袖)+600円

この価格は予告なしに変更する可能性がございます、予めご了承ください。



2019年　アイトス空調服　価格表

素材 品番 特徴 カラー サイズ

ブルゾン単品 LI-ULTRAセット LI-Pro２セット LI-Pro１セット

税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込

¥13,600 ¥14,688 ¥11,300 ¥12,204 ¥10,600 ¥11,448

N
e
w
　
2
0
1
9

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
/
軽
量
ス
ト
レ
ッ
チ

100

AZ-2999 長袖

C3シルバーグレー SS-LL ¥4,500 ¥4,860 ¥18,100 ¥19,548 ¥15,800 ¥17,064 ¥15,100 ¥16,308

C8ネイビー 3L ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

C14チャコール 4L ¥4,700 ¥5,076 ¥18,300 ¥19,764 ¥16,000 ¥17,280 ¥15,300 ¥16,524

C27ターコイズ 5L ¥4,800 ¥5,184 ¥18,400 ¥19,872 ¥16,100 ¥17,388 ¥15,400 ¥16,632

6L ¥5,000 ¥5,400 ¥18,600 ¥20,088 ¥16,300 ¥17,604 ¥15,600 ¥16,848

AZ-2998 半袖

C3シルバーグレー SS-LL ¥4,200 ¥4,536 ¥17,800 ¥19,224 ¥15,500 ¥16,740 ¥14,800 ¥15,984

C8ネイビー 3L ¥4,300 ¥4,644 ¥17,900 ¥19,332 ¥15,600 ¥16,848 ¥14,900 ¥16,092

C14チャコール 4L ¥4,400 ¥4,752 ¥18,000 ¥19,440 ¥15,700 ¥16,956 ¥15,000 ¥16,200

C27ターコイズ 5L ¥4,500 ¥4,860 ¥18,100 ¥19,548 ¥15,800 ¥17,064 ¥15,100 ¥16,308

6L ¥4,700 ¥5,076 ¥18,300 ¥19,764 ¥16,000 ¥17,280 ¥15,300 ¥16,524

AZ-2997 ベスト

C3シルバーグレー SS-LL ¥3,800 ¥4,104 ¥17,400 ¥18,792 ¥15,100 ¥16,308 ¥14,400 ¥15,552

C8ネイビー 3L ¥3,900 ¥4,212 ¥17,500 ¥18,900 ¥15,200 ¥16,416 ¥14,500 ¥15,660

C14チャコール 4L ¥4,000 ¥4,320 ¥17,600 ¥19,008 ¥15,300 ¥16,524 ¥14,600 ¥15,768

C27ターコイズ 5L ¥4,100 ¥4,428 ¥17,700 ¥19,116 ¥15,400 ¥16,632 ¥14,700 ¥15,876

6L ¥4,300 ¥4,644 ¥17,900 ¥19,332 ¥15,600 ¥16,848 ¥14,900 ¥16,092

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
/
マ
イ
ク
ロ
タ
フ
タ

100

AZ-50199 長袖

C104杢グレー SS-LL ¥4,100 ¥4,428 ¥17,700 ¥19,116 ¥15,400 ¥16,632 ¥14,700 ¥15,876

C108杢ネイビー 3L ¥4,200 ¥4,536 ¥17,800 ¥19,224 ¥15,500 ¥16,740 ¥14,800 ¥15,984

C114杢チャコール 4L ¥4,300 ¥4,644 ¥17,900 ¥19,332 ¥15,600 ¥16,848 ¥14,900 ¥16,092

5L ¥4,400 ¥4,752 ¥18,000 ¥19,440 ¥15,700 ¥16,956 ¥15,000 ¥16,200

6L ¥4,600 ¥4,968 ¥18,200 ¥19,656 ¥15,900 ¥17,172 ¥15,200 ¥16,416

AZ-50198 半袖

C104杢グレー SS-LL ¥3,800 ¥4,104 ¥17,400 ¥18,792 ¥15,100 ¥16,308 ¥14,400 ¥15,552

C108杢ネイビー 3L ¥3,900 ¥4,212 ¥17,500 ¥18,900 ¥15,200 ¥16,416 ¥14,500 ¥15,660

C114杢チャコール 4L ¥4,000 ¥4,320 ¥17,600 ¥19,008 ¥15,300 ¥16,524 ¥14,600 ¥15,768

5L ¥4,100 ¥4,428 ¥17,700 ¥19,116 ¥15,400 ¥16,632 ¥14,700 ¥15,876

6L ¥4,300 ¥4,644 ¥17,900 ¥19,332 ¥15,600 ¥16,848 ¥14,900 ¥16,092

AZ-50197 ベスト

C104杢グレー SS-LL ¥3,500 ¥3,780 ¥17,100 ¥18,468 ¥14,800 ¥15,984 ¥14,100 ¥15,228

C108杢ネイビー 3L ¥3,600 ¥3,888 ¥17,200 ¥18,576 ¥14,900 ¥16,092 ¥14,200 ¥15,336

C114杢チャコール 4L ¥3,700 ¥3,996 ¥17,300 ¥18,684 ¥15,000 ¥16,200 ¥14,300 ¥15,444

5L ¥3,800 ¥4,104 ¥17,400 ¥18,792 ¥15,100 ¥16,308 ¥14,400 ¥15,552

6L ¥4,000 ¥4,320 ¥17,600 ¥19,008 ¥15,300 ¥16,524 ¥14,600 ¥15,768

AZ-50196 ベスト

C3グレー SS-LL ¥3,200 ¥3,456 ¥16,800 ¥18,144 ¥14,500 ¥15,660 ¥13,800 ¥14,904

C8ネイビー 3L ¥3,300 ¥3,564 ¥16,900 ¥18,252 ¥14,600 ¥15,768 ¥13,900 ¥15,012

C9レッド 4L ¥3,400 ¥3,672 ¥17,000 ¥18,360 ¥14,700 ¥15,876 ¥14,000 ¥15,120

C10ブラック 5L ¥3,500 ¥3,780 ¥17,100 ¥18,468 ¥14,800 ¥15,984 ¥14,100 ¥15,228

6L ¥3,700 ¥3,996 ¥17,300 ¥18,684 ¥15,000 ¥16,200 ¥14,300 ¥15,444

2
0
1
8

混
紡
/
高
密
度
ブ
ロ
ー
ド

75
+
25

AZ-30599 長袖

C3シルバーグレー S-LL ¥4,900 ¥5,292 ¥18,500 ¥19,980 ¥16,200 ¥17,496 ¥15,500 ¥16,740

C18ネイビー 3L ¥5,000 ¥5,400 ¥18,600 ¥20,088 ¥16,300 ¥17,604 ¥15,600 ¥16,848

C25ベージュ 4L ¥5,100 ¥5,508 ¥18,700 ¥20,196 ¥16,400 ¥17,712 ¥15,700 ¥16,956

5L ¥5,200 ¥5,616 ¥18,800 ¥20,304 ¥16,500 ¥17,820 ¥15,800 ¥17,064

6L ¥5,400 ¥5,832 ¥19,000 ¥20,520 ¥16,700 ¥18,036 ¥16,000 ¥17,280

AZ-1799 長袖

C3シルバーグレー S-LL ¥5,600 ¥6,048 ¥19,200 ¥20,736 ¥16,900 ¥18,252 ¥16,200 ¥17,496

C6ロイヤルブルー 3L ¥5,700 ¥6,156 ¥19,300 ¥20,844 ¥17,000 ¥18,360 ¥16,300 ¥17,604

C8ネイビー 4L ¥5,800 ¥6,264 ¥19,400 ¥20,952 ¥17,100 ¥18,468 ¥16,400 ¥17,712

5L ¥5,900 ¥6,372 ¥19,500 ¥21,060 ¥17,200 ¥18,576 ¥16,500 ¥17,820

6L ¥6,100 ¥6,588 ¥19,700 ¥21,276 ¥17,400 ¥18,792 ¥16,700 ¥18,036

AZ-1798 半袖

C3シルバーグレー S-LL ¥4,900 ¥5,292 ¥18,500 ¥19,980 ¥16,200 ¥17,496 ¥15,500 ¥16,740

C6ロイヤルブルー 3L ¥5,000 ¥5,400 ¥18,600 ¥20,088 ¥16,300 ¥17,604 ¥15,600 ¥16,848

C8ネイビー 4L ¥5,100 ¥5,508 ¥18,700 ¥20,196 ¥16,400 ¥17,712 ¥15,700 ¥16,956

5L ¥5,200 ¥5,616 ¥18,800 ¥20,304 ¥16,500 ¥17,820 ¥15,800 ¥17,064

6L ¥5,400 ¥5,832 ¥19,000 ¥20,520 ¥16,700 ¥18,036 ¥16,000 ¥17,280

※サイズ別追加料金：3L +100円/4L +200円/5L +300円/6L +500円

この価格は予告なしに変更する可能性がございます、予めご了承ください。



2019年　バートル　エアークラフト価格表

機
器
類
・
オ
プ
シ
ョ
ン

品番 商品名 機器 販売価格 参考価
格

定価

AC210 リチウムイオンバッテ
リー

本体 ¥10,400 ¥11,000 ¥22,000

ACアダプター ¥11,232 ¥11,880 ¥23,760

AC220 ファン+ケーブル C35ブラック ファン2個 ¥5,000 ¥10,500 ¥10,500

ケーブル1本 ¥5,400 ¥11,340 ¥11,340

AC221
ファン+ケーブル
(限定メタリック色)

C95シルバー
C96レッド
C97ガンメタリック

ファン2個 ¥5,200 ¥11,000 ¥11,000

ケーブル1本 ¥5,616 ¥11,880 ¥11,880

AC140 リチウムイオンバッテ
リー(2セル)

本体 ¥5,200 ¥22,000 ¥11,000

ACアダプター ¥5,616 ¥23,760 ¥11,880

AC160 バッテリーケース
バッテリーケース ¥1,200 ¥2,500 ¥2,500

（AC130専用） ¥1,296 ¥2,700 ¥2,700

AC180 ファンケーブル
ケーブル1本 ¥1,200 ¥2,500 ¥2,500

¥1,296 機器合計 ¥2,700 ¥2,700

AC190 充電器
充電器（単品） ¥1,800 AC210 ¥15,400 税別 ¥3,800 ¥3,800

¥1,944 AC220 ¥16,632 税込 ¥4,104 ¥4,104

AC200 ファンカバー
ファンカバー ¥950 AC210 ¥15,600 税別 ¥2,000 ¥2,000

¥1,026 AC221 ¥16,848 税込 ¥2,160 ¥2,160

ブ
ル
ゾ
ン
・
セ
ッ
ト
品

素
材

品番 商品名 カラー
販売価格 SS-LL ★3L +100円UP ★4L +200円UP ★5L +300円UP メーカー

定価単品 セット品 単品 セット品 単品 セット品 単品 セット品

AC220 AC220 AC220 AC220

N
e
w
 
2
0
1
9

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
1
0
0
%

AC1024
ベスト
撥水マイクロソフトシェル
（ポリエステル100％）

C33カモフラネイビーC52バーク ¥2,400 ¥17,800 ¥2,500 ¥17,900 ¥2,600 ¥18,000 ¥2,700 ¥18,100 ¥5,000

C39カモフラシルバー ¥2,592 ¥19,224 ¥2,700 ¥19,332 ¥2,808 ¥19,440 ¥2,916 ¥19,548 ¥5,400

AC1111 撥水タフレックス
（ポリエステル100％）

C5シルバー C26ライトキャメル ¥3,900 ¥19,300 ¥4,000 ¥19,400 ¥4,100 ¥19,500 ¥4,200 ¥19,600 ¥8,200

C13デューク C35ブラック ¥4,212 ¥20,844 ¥4,320 ¥20,952 ¥4,428 ¥21,060 ¥4,536 ¥21,168 ¥8,856

AC1111P 撥水タフレックス
（ポリエステル100％）

C58カモフラホワイト ¥4,700 ¥20,100 ¥4,800 ¥20,200 ¥4,900 ¥20,300 ¥5,000 ¥20,400 ¥9,800

¥5,076 ¥21,708 ¥5,184 ¥21,816 ¥5,292 ¥21,924 ¥5,400 ¥22,032 ¥10,584

AC1121 撥水タフレックス
（ポリエステル100％）

C5シルバー C26ライトキャメル ¥3,000 ¥18,400 ¥3,100 ¥18,500 ¥3,200 ¥18,600 ¥3,300 ¥18,700 ¥6,300

C13デューク ¥3,240 ¥19,872 ¥3,348 ¥19,980 ¥3,456 ¥20,088 ¥3,564 ¥20,196 ¥6,804

AC1121P 撥水マイクロソフトシェル
（ポリエステル100％）

C38カモフラブラック ¥3,300 ¥18,700 ¥3,400 ¥18,800 ¥3,500 ¥18,900 ¥3,600 ¥19,000 ¥6,900

C39カモフラシルバー ¥3,564 ¥20,196 ¥3,672 ¥20,304 ¥3,780 ¥20,412 ¥3,888 ¥20,520 ¥7,452

綿
1
0
0
%

AC1131 リップクロス
（高密度綿100％）

C3ネイビー C23カーキ ¥4,000 ¥19,400 ¥4,100 ¥19,500 ¥4,200 ¥19,600 ¥4,300 ¥19,700 ¥8,500

C5シルバー ¥4,320 ¥20,952 ¥4,428 ¥21,060 ¥4,536 ¥21,168 ¥4,644 ¥21,276 ¥9,180

AC1141
リップクロス
・ハーネス対応
（高密度綿100％）

C3ネイビー C23カーキ ¥4,700 ¥20,100 ¥4,800 ¥20,200 ¥4,900 ¥20,300 ¥5,000 ¥20,400 ¥9,900

C5シルバー ¥5,076 ¥21,708 ¥5,184 ¥21,816 ¥5,292 ¥21,924 ¥5,400 ¥22,032 ¥10,692

混
紡

AC1051 ヘリンボーン
（綿70％・ポリ30％）

C5シルバー C45インディゴ ¥4,200 ¥19,600 ¥4,300 ¥19,700 ¥4,400 ¥19,800 ¥4,500 ¥19,900 ¥8,800

C19ザック ¥4,536 ¥21,168 ¥4,644 ¥21,276 ¥4,752 ¥21,384 ¥4,860 ¥21,492 ¥9,504

AC1056 ヘリンボーン半袖
（綿70％・ポリ30％）

C5シルバー C45インディゴ ¥4,000 ¥19,400 ¥4,100 ¥19,500 ¥4,200 ¥19,600 ¥4,300 ¥19,700 ¥8,500

C19ザック ¥4,320 ¥20,952 ¥4,428 ¥21,060 ¥4,536 ¥21,168 ¥4,644 ¥21,276 ¥9,180

ポ
リ
1
0
0
%

AC1061
パーカージャケット
撥水マイクロソフトシェル
チタン加工・ハーネス対応
（ポリエステル100％）

C3ネイビー C39カモフラシルバー ¥4,000 ¥19,400 ¥4,100 ¥19,500 ¥4,200 ¥19,600 ¥4,300 ¥19,700 ¥8,500

C5シルバー C42ロイヤルブルー ¥4,320 ¥20,952 ¥4,428 ¥21,060 ¥4,536 ¥21,168 ¥4,644 ¥21,276 ¥9,180

AC1064
パーカーベスト
撥水マイクロソフトシェル
チタン加工・ハーネス対応
（ポリエステル100％）

C3ネイビー C39カモフラシルバー ¥3,600 ¥19,000 ¥3,700 ¥19,100 ¥3,800 ¥19,200 ¥3,900 ¥19,300 ¥7,500

C5シルバー C42ロイヤルブルー ¥3,888 ¥20,520 ¥3,996 ¥20,628 ¥4,104 ¥20,736 ¥4,212 ¥20,844 ¥8,100

アウトレット　≪2018年商品・在庫限り終了≫

2
0
1
8

AC1001 ヘリンボーン
（綿75％・ポリ25％）

C5シルバー C43ネイサン ¥3,600 ¥19,000 ¥3,700 ¥19,100 ¥3,800 ¥19,200 ¥3,900 ¥19,300 ¥9,000

C24キャメル C45インディゴ ¥3,888 ¥20,520 ¥3,996 ¥20,628 ¥4,104 ¥20,736 ¥4,212 ¥20,844 ¥9,720

AC1021 撥水タフレックス
（ポリエステル100％）

C5シルバー C26ライトキャメル ¥2,500 ¥17,900 ¥2,600 ¥18,000 ¥2,700 ¥18,100 ¥2,800 ¥18,200 ¥6,200

C13デューク ¥2,700 ¥19,332 ¥2,808 ¥19,440 ¥2,916 ¥19,548 ¥3,024 ¥19,656 ¥6,696

AC1031 リップクロス
（高密度綿100％）

C3ネイビー C23カーキ ¥3,300 ¥18,700 ¥3,400 ¥18,800 ¥3,500 ¥18,900 ¥3,600 ¥19,000 ¥8,200

C5シルバー ¥3,564 ¥20,196 ¥3,672 ¥20,304 ¥3,780 ¥20,412 ¥3,888 ¥20,520 ¥8,856

この価格は予告なしに変更する可能性がございます、予めご了承ください。



2019年　村上被服　HOOH快適ウェア価格表

機
器
・
オ
プ
シ
ョ
ン
品

品番 商品名 機器 販売価格 品番 商品名 機器 販売価格

V9101 快適ウェアバッテリーセッ
ト(6700mAh)

本体・充電器 ¥9,800
セット品

V9101バッテリー
+V9102ファン

¥14,000

ソフトケース ¥10,584 ¥15,120

V9102 ファンケーブルセット
（C14レッド・C17ホワイト
・C20ブラック）

ファン2個 ¥4,200
V8101 リチウムイオンバッテ

リー(6600mAh)
本体・充電器 ¥8,900

ケーブル1本 ¥4,536 ソフトケース ¥9,612

V9103 バッテリー単体 本体 ¥8,300
V8105 ソフトケース 本体・充電器 ¥800

¥8,964 ソフトケース ¥864

V9104 充電器 充電器 ¥1,800
V711101 リチウムイオンバッテ

リー(6000mAh)

充電器 ¥7,900

¥1,944 ソフトケース ¥8,532

V9105 ソフトケース ソフトケース ¥900
V711103 バッテリー単体

本体 ¥5,900

¥972 ¥6,372

V9111 ファン羽根 羽根×1 ¥500
V711106 ケーブル

ケーブル ¥700

安全蓋×1 ¥540 ¥756

V9112 ファン単体
(3色から選べます)

ファン本体1個 ¥2,300
V711107 ホコリフィルター

ホコリフィルター50枚 ¥1,600

¥2,484 ¥1,728

2323 空調ウェア自作キット 自作キット ¥1,500
V711108 ロングケーブル

ロングケーブル ¥800

¥1,620 ¥864

4040 4つ穴加工 自作キット+加工代金 ¥3,000
V8110 ツインケーブル

ツインケーブル ¥1,500

¥3,240 ¥1,620

ブ
ル
ゾ
ン
・
セ
ッ
ト
品

素
材 品番 商品名 カラー

販売価格 M-3L ★４Ｌ +200円UP ★６Ｌ +500円UP ★８Ｌ +1000円UP 4つ穴

単品 セット品 単品 セット品 単品 セット品 単品 セット品 単品

綿
1
0
0
%

V8201 ハーネス・肩パット
(綿100％)

C1ネイビー・C39シルバーグレー ¥6,500 ¥20,500 ¥6,700 ¥20,700 ¥7,000 ¥21,000 ¥7,500 ¥21,500 ¥9,500

C73チャコール ¥7,020 ¥22,140 ¥7,236 ¥22,356 ¥7,560 ¥22,680 ¥8,100 ¥23,220 ¥10,260

V8202 長袖
(綿100％)

C1ネイビー・C39シルバーグレー ¥4,800 ¥18,800 ¥5,000 ¥19,000 ¥5,300 ¥19,300 ¥5,800 ¥19,800 ¥7,800

C73チャコール ¥5,184 ¥20,304 ¥5,400 ¥20,520 ¥5,724 ¥20,844 ¥6,264 ¥21,384 ¥8,424

チ
タ
ン
・
ポ
リ
1
0
0
％

V8302 チタン
(ポリエステル100％)

C1ネイビー・C39シルバーグレー ¥3,900 ¥17,900 ¥4,100 ¥18,100 ¥4,400 ¥18,400 ¥4,900 ¥18,900 ¥6,900

C75ロイヤルブルー・C80カモフラホワイト ¥4,212 ¥19,332 ¥4,428 ¥19,548 ¥4,752 ¥19,872 ¥5,292 ¥20,412 ¥7,452

V8305 フードジャケット・チタン
(ポリエステル100％)

C39シルバーグレー ¥4,800 ¥18,800 ¥5,000 ¥19,000 ¥5,300 ¥19,300 ¥5,800 ¥19,800 ¥7,800

C80カモフラホワイト・C81スラブネイビー ¥5,184 ¥20,304 ¥5,400 ¥20,520 ¥5,724 ¥20,844 ¥6,264 ¥21,384 ¥8,424

V8307 立ち襟半袖・チタン
(ポリエステル100％)

C1ネイビー・C39シルバーグレー ¥3,600 ¥17,600 ¥3,800 ¥17,800 ¥4,100 ¥18,100 ¥4,600 ¥18,600 ¥6,600

C75ロイヤルブルー・C80カモフラホワイト ¥3,888 ¥19,008 ¥4,104 ¥19,224 ¥4,428 ¥19,548 ¥4,968 ¥20,088 ¥7,128

V8308 半袖フード・チタン
(ポリエステル100％)

C39シルバーグレー ¥4,500 ¥18,500 ¥4,700 ¥18,700 ¥5,000 ¥19,000 ¥5,500 ¥19,500 ¥7,500

C80カモフラホワイト・C81スラブネイビー ¥4,860 ¥19,980 ¥5,076 ¥20,196 ¥5,400 ¥20,520 ¥5,940 ¥21,060 ¥8,100

V8309 フードベスト・チタン
(ポリエステル100％)

C39シルバーグレー ¥4,500 ¥18,500 ¥4,700 ¥18,700 ¥5,000 ¥19,000 ¥5,500 ¥19,500 ¥7,500

C80カモフラホワイト・C81スラブネイビー ¥4,860 ¥19,980 ¥5,076 ¥20,196 ¥5,400 ¥20,520 ¥5,940 ¥21,060 ¥8,100

V9377
ハーネス半袖・肩パット
チタン(ポリエステル
100％)

C1ネイビー・C39シルバーグレー ¥5,400 ¥19,400 ¥5,600 ¥19,600 ¥5,900 ¥19,900 ¥6,400 ¥20,400 ¥8,400

C49カモフラシルバー ¥5,832 ¥20,952 ¥6,048 ¥21,168 ¥6,372 ¥21,492 ¥6,912 ¥22,032 ¥9,072

V9399
ハーネスベスト・肩パット
チタン(ポリエステル
100％)

C1ネイビー・C39シルバーグレー ¥5,400 ¥19,400 ¥5,600 ¥19,600 ¥5,900 ¥19,900 ¥6,400 ¥20,400 ¥8,400

C49カモフラシルバー ¥5,832 ¥20,952 ¥6,048 ¥21,168 ¥6,372 ¥21,492 ¥6,912 ¥22,032 ¥9,072

混
紡

V9501 ハーネス長袖ストレッチ
(綿54％・ポリ46％)

C39シルバーグレー ¥5,700 ¥19,700 ¥5,900 ¥19,900 ¥6,200 ¥20,200 ¥6,700 ¥20,700 ¥8,700

C76インディゴ ¥6,156 ¥21,276 ¥6,372 ¥21,492 ¥6,696 ¥21,816 ¥7,236 ¥22,356 ¥9,396

V9502 長袖ストレッチ
(綿54％・ポリ46％)

C39シルバーグレー ¥4,800 ¥18,800 ¥5,000 ¥19,000 ¥5,300 ¥19,300 ¥5,800 ¥19,800 ¥7,800

C76インディゴ ¥5,184 ¥20,304 ¥5,400 ¥20,520 ¥5,724 ¥20,844 ¥6,264 ¥21,384 ¥8,424

アウトレット　≪2018年商品・在庫限り終了≫

チ
タ
ン

V8301
ハーネス・肩パット・チタ
ン
(ポリエステル100％)

C1ネイビー・C39シルバーグレー ¥5,700 ¥19,700 ¥5,900 ¥19,900 ¥6,200 ¥20,200 ¥6,700 ¥20,700 ¥8,700

C49カモフラシルバー ¥6,156 ¥21,276 ¥6,372 ¥21,492 ¥6,696 ¥21,816 ¥7,236 ¥22,356 ¥9,396

V8306 立ち襟半袖・チタン
(ポリエステル100％)

C1ネイビー・C5モスグリーン ¥3,400 ¥17,400 ¥3,600 ¥17,600 ¥3,900 ¥17,900 ¥4,400 ¥18,400 ¥6,400

C39シルバーグレー ¥3,672 ¥18,792 ¥3,888 ¥19,008 ¥4,212 ¥19,332 ¥4,752 ¥19,872 ¥6,912

綿
1
0
0
%

V722201 フルハーネス・肩パット
(綿100％)

C39シルバーグレー ¥5,400 ¥19,400 ¥5,600 ¥19,600 ¥5,900 ¥19,900 ¥6,400 ¥20,400 ¥8,400

C73チャコール・C74キャメル ¥5,832 ¥20,952 ¥6,048 ¥21,168 ¥6,372 ¥21,492 ¥6,912 ¥22,032 ¥9,072

V722202 長袖
(綿100％)

C39シルバーグレー ¥3,800 ¥17,800 ¥4,000 ¥18,000 ¥4,300 ¥18,300 ¥4,800 ¥18,800 ¥6,800

C73チャコール・C74キャメル ¥4,104 ¥19,224 ¥4,320 ¥19,440 ¥4,644 ¥19,764 ¥5,184 ¥20,304 ¥7,344

チ
タ
ン

V733301
ハーネス・肩パット・チタ
ン
(ポリエステル100％)

C1ネイビー・C39シルバーグレー ¥5,200 ¥19,200 ¥5,400 ¥19,400 ¥5,700 ¥19,700 ¥6,200 ¥20,200 ¥8,200

C49カモフラシルバー・C75ロイヤルブルー ¥5,616 ¥20,736 ¥5,832 ¥20,952 ¥6,156 ¥21,276 ¥6,696 ¥21,816 ¥8,856

V733302 チタン
(ポリエステル100％)

C1ネイビー・C39シルバーグレー ¥3,200 ¥17,200 ¥3,400 ¥17,400 ¥3,700 ¥17,700 ¥4,200 ¥18,200 ¥6,200

C49カモフラシルバー・C75ロイヤルブルー ¥3,456 ¥18,576 ¥3,672 ¥18,792 ¥3,996 ¥19,116 ¥4,536 ¥19,656 ¥6,696

この価格は予告なしに変更する可能性がございます、予めご了承ください。



2019年　クロダルマ　エアセンサー価格表

機
器
類
・
オ
プ
シ
ョ
ン

品番 商品名 機器 税抜 税込 機器合計

KS-10 ファン・バッテリーフル
セット

本体 ¥11,000 ¥11,880 ¥11,000 税別

ファン2個 ¥11,880 税込

二股ケーブル(ファン接続用)1本

USB出力ACアダプター(マイクロUSB線付)

KS-11 ファンセット
ファン2個 ¥4,300 ¥4,644

二股ケーブル(ファン接続用)1本

KS-12 バッテリーセット
本体 ¥6,700 ¥7,236

充電器

KS-17 メッキファンキャップ
（6色）

着せ替えファンキャップ2個 ¥1,000 ¥1,080

(ブルー・シルバー・レッド・ゴールド
・カーボン・ホワイト)

KS-18 バッテリーケース ソフトケース ¥1,100 ¥1,188

KS-19 パッと貼るフィルター ¥1,800 ¥1,944

KS-20 高所用ファンキャップ ¥1,000 ¥1,080

KS-21 合羽用ファンキャップ ¥1,000 ¥1,080

KS-22 耐熱ファンキャップ ¥1,000 ¥1,080

KS-23 二股ケーブル ¥1,000 ¥1,080

※アップ料金：7L+600円UP

ブ
ル
ゾ
ン
・
セ
ッ
ト
品

素
材 品番 商品名 カラー サイズ

ブルゾン単品 セット品

税抜 税込 税抜 税込

N
e
w

綿
1
0
0

258631 フルハーネス対応
長袖ジャンパー

C10ブルー SS-5L ¥4,600 ¥4,968 ¥15,600 ¥16,848

C11ネイビー 7L ¥5,200 ¥5,616 ¥16,200 ¥17,496

C40シルバー

26863 ハーネス対応ベスト
C11ネイビー SS-5L ¥4,000 ¥4,320 ¥15,000 ¥16,200

C40シルバー

ポ
リ
1
0
0

26864 迷彩フードベスト
C400迷彩シルバー SS-5L ¥3,500 ¥3,780 ¥14,500 ¥15,660

C480迷彩チャコール

26865 ベスト
C11ネイビー SS-5L ¥3,300 ¥3,564 ¥14,300 ¥15,444

C40シルバー

混
紡

258601
長袖
サマーツイル
ポリ65％・綿35％

C11ネイビー S-5L ¥4,000 ¥4,320 ¥15,000 ¥16,200

C40シルバー 7L ¥4,600 ¥4,968 ¥15,600 ¥16,848

C65キャメル

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
1
0
0
%

258611 長袖ジャンパー
(収納式フード)

C11ネイビー M-5L ¥4,000 ¥4,320 ¥15,000 ¥16,200

C40シルバー

258621 迷彩長袖ジャンパー
(収納式フード)

C110迷彩ネイビー M-4L ¥4,000 ¥4,320 ¥15,000 ¥16,200

C400迷彩シルバー

26861 ベスト

C11ネイビー
C28蛍光オレンジ
C29イエロー
C40シルバー
C88蛍光グリーン

M-5L ¥3,500 ¥3,780 ¥14,500 ¥15,660

26862 迷彩ベスト
C110迷彩ネイビー M-5L ¥3,500 ¥3,780 ¥14,500 ¥15,660

C400迷彩シルバー

この価格は予告なしに変更する可能性がございます、予めご了承ください。



2019年　SOWA　サイクロンエアー価格表

機
器
類
・
オ
プ
シ
ョ
ン

品番 商品名 機器 税抜 税込 機器合計

14001 ファンセット
ファン2個 ¥3,600 ¥3,888 ¥13,100 税別

ケーブル1本 ¥14,148 税込

14002 バッテリーセット
バッテリー、ケース ¥9,500 ¥10,260

充電器

14003 ファンケーブル
ケーブル1本 ¥800 ¥864

14004 充電器
充電器1個 ¥1,700 ¥1,836

ブ
ル
ゾ
ン
・
セ
ッ
ト
品

素
材 品番 商品名 カラー サイズ

ブルゾン単品 セット品

税抜 税込 税抜 税込

2019　New

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
1
0
0
%

7059-00 長袖ブルゾン

C1ネイビー M-LL ¥3,980 ¥4,298 ¥17,080 ¥18,446

C7グレー 3L ¥4,080 ¥4,406 ¥17,180 ¥18,554

C22シルバーグレー 4L ¥4,180 ¥4,514 ¥17,280 ¥18,662

C511カモフラグレー 6L ¥4,480 ¥4,838 ¥17,580 ¥18,986

7059-01 半袖ブルゾン

C1ネイビー M-LL ¥3,780 ¥4,082 ¥16,880 ¥18,230

C7グレー 3L ¥3,880 ¥4,190 ¥16,980 ¥18,338

C22シルバーグレー 4L ¥3,980 ¥4,298 ¥17,080 ¥18,446

C511カモフラグレー 6L ¥4,280 ¥4,622 ¥17,380 ¥18,770

7059-06 ベスト

C1ネイビー M-LL ¥3,480 ¥3,758 ¥16,580 ¥17,906

C7グレー 3L ¥3,580 ¥3,866 ¥16,680 ¥18,014

C22シルバーグレー 4L ¥3,680 ¥3,974 ¥16,780 ¥18,122

C511カモフラグレー 6L ¥3,980 ¥4,298 ¥17,080 ¥18,446

※アップ料金：3L +100円UP/4L +200円UP/6L +500円UP

この価格は予告なしに変更する可能性がございます、予めご了承ください。



2019年　空調風神服　価格表

素材 品番 カラー

ブルゾン単品
RD9890J+

RD9810H/9820H
ハイパワー

RD9890J+
RD9910R/9920R

レギュラー

税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込

¥14,400 ¥15,552 ¥12,400 ¥13,392

空
調
服
共
通

綿100

KU90550 4色 C6.14.17.24 ¥4,300 ¥4,644 ¥18,700 ¥20,196 ¥16,700 ¥18,036

KU91400 3色 C6.20.69 ¥4,300 ¥4,644 ¥18,700 ¥20,196 ¥16,700 ¥18,036

KU91410 フード 3色 C6.20.69 ¥5,900 ¥6,372 ¥20,300 ¥21,924 ¥18,300 ¥19,764

KU91310 迷彩 3色 C3.21.69 ¥5,900 ¥6,372 ¥20,300 ¥21,924 ¥18,300 ¥19,764

KU90600 厚手 1色 C14 ¥6,900 ¥7,452 ¥21,300 ¥23,004 ¥19,300 ¥20,844

ポリ100

KU90510 5色 C3.4.6.8.9 ¥4,900 ¥5,292 ¥19,300 ¥20,844 ¥17,300 ¥18,684

KU90520S 4色 C3.4.6.69 ¥5,900 ¥6,372 ¥20,300 ¥21,924 ¥18,300 ¥19,764

KU90540S 5色 C3.6.7.14.69 ¥4,900 ¥5,292 ¥19,300 ¥20,844 ¥17,300 ¥18,684

KU90800 チタン 2色 C6.14 ¥7,900 ¥8,532 ¥22,300 ¥24,084 ¥20,300 ¥21,924

KU90810 フード 4色 C6.7.14.69 ¥5,900 ¥6,372 ¥20,300 ¥21,924 ¥18,300 ¥19,764

ポリ・綿

KU90450 4色 C6.13.23.37 ¥4,900 ¥5,292 ¥19,300 ¥20,844 ¥17,300 ¥18,684

KU90470 3色 C3.4.6 ¥4,900 ¥5,292 ¥19,300 ¥20,844 ¥17,300 ¥18,684

KU90480 フード 3色 C3.4.6 ¥5,900 ¥6,372 ¥20,300 ¥21,924 ¥18,300 ¥19,764

難燃75・綿25 KU90740 難燃 1色 C24 ¥7,900 ¥8,532 ¥22,300 ¥24,084 ¥20,300 ¥21,924

綿100

KU91400F ハーネス 3色 C6.20.69 ¥5,900 ¥6,372 ¥20,300 ¥21,924 ¥18,300 ¥19,764

New KU91450 半袖 3色 C6.20.69 ¥4,300 ¥4,644 ¥18,700 ¥20,196 ¥16,700 ¥18,036

KU93500 肩パッド 3色 C1.4.47 ¥5,900 ¥6,372 ¥20,300 ¥21,924 ¥18,300 ¥19,764

KU93500F 肩
ハーネス 3色 C1.4.47 ¥6,300 ¥6,804 ¥20,700 ¥22,356 ¥18,700 ¥20,196

KU93600 グレンチェッ
ク 2色 C6.59 ¥6,900 ¥7,452 ¥21,300 ¥23,004 ¥19,300 ¥20,844

KU93700 ワンウォッ
シュ 3色 C7.24.89 ¥5,900 ¥6,372 ¥20,300 ¥21,924 ¥18,300 ¥19,764

ポリ100

KU91620 袖取り外し 2色 C3.6 ¥5,900 ¥6,372 ¥20,300 ¥21,924 ¥18,300 ¥19,764

KU91630 袖取り外し 1色 C17 ¥5,900 ¥6,372 ¥20,300 ¥21,924 ¥18,300 ¥19,764

KU90300 迷彩 3色 C6.4.69 ¥4,900 ¥5,292 ¥19,300 ¥20,844 ¥17,300 ¥18,684

KU90310 迷彩
フード 3色 C6.4.69 ¥5,900 ¥6,372 ¥20,300 ¥21,924 ¥18,300 ¥19,764

KU90700 フード 3色 C4.17.69 ¥4,900 ¥5,292 ¥19,300 ¥20,844 ¥17,300 ¥18,684

New KU95900 タフタ 3色 C3.8.89 ¥3,900 ¥4,212 ¥18,300 ¥19,764 ¥16,300 ¥17,604

New KU95950 タフタ・半袖 3色 C3.8.89 ¥3,400 ¥3,672 ¥17,800 ¥19,224 ¥15,800 ¥17,064

New KU95990 ベスト 2色 C3.89 ¥2,900 ¥3,132 ¥17,300 ¥18,684 ¥15,300 ¥16,524

New KU96990 迷彩ベスト 2色 C6.69 ¥4,400 ¥4,752 ¥18,800 ¥20,304 ¥16,800 ¥18,144

New KU97900 タフタ迷彩 2色 C7.69 ¥4,900 ¥5,292 ¥19,300 ¥20,844 ¥17,300 ¥18,684

New KU97950 タフタ迷彩
半袖 2色 C7.69 ¥4,500 ¥4,860 ¥18,900 ¥20,412 ¥16,900 ¥18,252

ポリ75・綿25

KU95100 3色 C6.21.47 ¥4,900 ¥5,292 ¥19,300 ¥20,844 ¥17,300 ¥18,684

KU95100F ハーネス 3色 C6.21.47 ¥5,900 ¥6,372 ¥20,300 ¥21,924 ¥18,300 ¥19,764

KU95150 半袖 3色 C6.21.47 ¥4,500 ¥4,860 ¥18,900 ¥20,412 ¥16,900 ¥18,252

KU90430 肩パッド 3色 C3.6.7 ¥5,900 ¥6,372 ¥20,300 ¥21,924 ¥18,300 ¥19,764

KU90470F ハーネス 3色 C3.4.6 ¥5,900 ¥6,372 ¥20,300 ¥21,924 ¥18,300 ¥19,764

ポリ35・綿65 KU91600 ヘリンボン 3色 C4.6.20 ¥5,900 ¥6,372 ¥20,300 ¥21,924 ¥18,300 ¥19,764

New ポリ36・綿64 KU93900 ツイル 4色 C3.6.7.21 ¥4,900 ¥5,292 ¥19,300 ¥20,844 ¥17,300 ¥18,684

New ポリ31・綿69 KU94900 ストレッチ
デニム 2色 C4.24 ¥4,900 ¥5,292 ¥19,300 ¥20,844 ¥17,300 ¥18,684

ポリ40・綿60 KU97100 ヘリンボン 3色 C4.6.89 ¥5,500 ¥5,940 ¥19,900 ¥21,492 ¥17,900 ¥19,332

ポリ100
チタン

KU92200 肩パッド 8色 C3.4.6.7.8.9.17.69 ¥6,900 ¥7,452 ¥21,300 ¥23,004 ¥19,300 ¥20,844

KU92600 肩パッド 3色 C3.6.7 ¥7,900 ¥8,532 ¥22,300 ¥24,084 ¥20,300 ¥21,924

綿/チタン KU92310 迷彩
ツートン 3色 C4.16.17 ¥6,900 ¥7,452 ¥21,300 ¥23,004 ¥19,300 ¥20,844

機
器
類
・
オ
プ
シ
ョ
ン

RD9890J リチウムイオンバッテリー New ¥9,500 ¥10,260 RD9345 充電器 ¥2,000 ¥2,160

RD9890AJ バッテリー単体 New ¥8,500 ¥9,180 RD9875 バッテリーケース(合皮) ¥1,200 ¥1,296

RD9870J ※ リチウムイオンバッテリー ¥8,900 ¥9,612 RD9876 シリコンケース ¥800 ¥864

RD9870AJ※ バッテリー単体 ¥7,900 ¥8,532 RD9750 モバイルUSB ¥1,700 ¥1,836

RD9880J 小型バッテリー ¥5,900 ¥6,372 RD9930 ケーブル New ¥700 ¥756

RD9880AJ 小型バッテリー単体 ¥4,900 ¥5,292 RD9830 ※ ケーブル ¥700 ¥756

RD9972 コントローラー New ¥1,900 ¥2,052 RD9931 ロングケーブル New ¥800 ¥864

RD9810H ななめファン・ハイパワー ¥4,900 ¥5,292 RD9845 充電ステーション ¥8,900 ¥9,612

RD9910R ななめファン・レギュラー New ¥2,900 ¥3,132 RD9815 ファンリング ¥500 ¥540

RD9820H フラットファン・ハイパワー ¥4,900 ¥5,292 RD9825 ファンリング ¥500 ¥540

RD9920R フラットファン・レギュラー New ¥2,900 ¥3,132 RD9766 ファンスペーサー ¥1,200 ¥1,296

RD9820R ※ フラットファン・レギュラー ¥3,400 ¥3,672 RD9764 フィルターセット ¥1,700 ¥1,836

RD9910RS ななめファン・レギュラー1個 New ¥1,600 ¥1,728 RD9765 フィルター30枚 ¥1,700 ¥1,836

RD9920RS フラットファン・レギュラー1個 New ¥1,600 ¥1,728 KU99100 ベスト ¥2,400 ¥2,592

この価格は予告なしに変更する可能性がございます、予めご了承ください。



2019年　ミズノ　エアリージャケット価格表

ブ
ル
ゾ
ン

素
材 品番 商品名 カラー サイズ

ブルゾン単品

税抜 税込

ポリ77
+綿23 C2JE8180 エアリージャケット

C04　グレー M-2XL ¥10,000 ¥10,800

C14　ネイビー

N
e
w

ポ
リ
1
0
0

F2JE9182
エアリージャケット
TOUGH
フルハーネス対応

C05　アロイグレー M-3XL ¥14,000 ¥15,120

C14　ドレスネイビー

F2JE9190 エアリージャケット
TOUGH

C05　アロイグレー M-4XL ¥12,000 ¥12,960

C14　ドレスネイビー

C87　ドレスネイビー×サーフブルー

C93　ブラック×アロイグレー

この価格は予告なしに変更する可能性がございます、予めご了承ください。



2019年　空調服　大サイズ（6L-10L）価格表

9800 6800 6800

品番 特徴 カラー

ブルゾン単品 LI-ULTRAセット LI-Pro２セット LI-Pro１セット

税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込

¥13,600 ¥14,688 ¥11,300 ¥12,204 ¥10,600 ¥11,448

KU90550
6L-7L

4色
¥7,900 ¥8,532 ¥17,700 ¥19,116 ¥19,200 ¥20,736 ¥14,700 ¥15,876

8L-10L ¥9,100 ¥9,828 ¥18,900 ¥20,412 ¥20,400 ¥22,032 ¥15,900 ¥17,172

KU91400
6L-7L

2色
¥7,900 ¥8,532 ¥17,700 ¥19,116 ¥19,200 ¥20,736 ¥14,700 ¥15,876

8L-10L ¥9,100 ¥9,828 ¥18,900 ¥20,412 ¥20,400 ¥22,032 ¥15,900 ¥17,172

KU91410
6L-7L

2色
¥10,000 ¥10,800 ¥19,800 ¥21,384 ¥21,300 ¥23,004 ¥16,800 ¥18,144

8L-10L ¥11,200 ¥12,096 ¥21,000 ¥22,680 ¥22,500 ¥24,300 ¥18,000 ¥19,440

KU90510
6L-7L

3色
¥7,900 ¥8,532 ¥17,700 ¥19,116 ¥19,200 ¥20,736 ¥14,700 ¥15,876

8L-10L ¥9,100 ¥9,828 ¥18,900 ¥20,412 ¥20,400 ¥22,032 ¥15,900 ¥17,172

KU92310
6L-7L

3色
¥9,900 ¥10,692 ¥19,700 ¥21,276 ¥21,200 ¥22,896 ¥16,700 ¥18,036

8L-10L ¥11,100 ¥11,988 ¥20,900 ¥22,572 ¥22,400 ¥24,192 ¥17,900 ¥19,332

KU90810
6L-7L

1色
¥10,000 ¥10,800 ¥19,800 ¥21,384 ¥21,300 ¥23,004 ¥16,800 ¥18,144

8L-10L ¥11,200 ¥12,096 ¥21,000 ¥22,680 ¥22,500 ¥24,300 ¥18,000 ¥19,440

KU90800
6L-7L

1色
¥12,800 ¥13,824 ¥22,600 ¥24,408 ¥24,100 ¥26,028 ¥19,600 ¥21,168

8L-10L ¥14,000 ¥15,120 ¥23,800 ¥25,704 ¥25,300 ¥27,324 ¥20,800 ¥22,464

KU90540
6L-7L

5色
¥7,900 ¥8,532 ¥17,700 ¥19,116 ¥19,200 ¥20,736 ¥14,700 ¥15,876

8L-10L ¥9,100 ¥9,828 ¥18,900 ¥20,412 ¥20,400 ¥22,032 ¥15,900 ¥17,172

KU90470
6L-7L

3色
¥8,200 ¥8,856 ¥18,000 ¥19,440 ¥19,500 ¥21,060 ¥15,000 ¥16,200

8L-10L ¥9,400 ¥10,152 ¥19,200 ¥20,736 ¥20,700 ¥22,356 ¥16,200 ¥17,496

この価格は予告なしに変更する可能性がございます、予めご了承ください。




