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「安全装備商品リスト」 

追加商品画像 

（2021年度下期） 
 

 

 

 

 

 

 

 

※  商品画像はメーカーパンフレット等からの抜粋のため、2021 年度「林業労働安

全性向上対策事業」に掲載している商品の対象カラー及びサイズ等と異なる場

合がございます。 

 

※ 事業の対象となるカラー及びサイズ等につきましては、「安全装備商品リスト

(2021年度用)」をご確認下さい。 
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災害対策の必需品！災害対策の必需品！

高視認性防火長靴

TX777HV

高い安全性

高い機動性

ISO11999 適合のハイスペックモ
デル。高い水準の試験に合格し、
様々な状況下でも安心して着用
いただけます。

※製品は改良のため予告なく仕様・色・加工などを変更させていただく場合がありますのでご了承願います。

品　 番
甲 ゴ ム
先 　芯
表 　底

TX777HV
配合ゴム（天然ゴム）
ガイドラインに基づく材料

ステンレス板　（JIS　T8101 に基づく材料）

蛍光イエロー反射

中　 敷
踏抜防止板
キックスタンド

反射テープ

仕　 様

配合ゴム（NBR) 重耐油底

ISO11999　新ガイドライン適合品
JIS　T8101 適合品

ISO11999　国内ガイドライン適合品
JIS T8101 及び JIS T8103 適合品

静電加工

配合ゴム（天然ゴム）

SIZE：22.0cm～ 28.0cm/（0.5cmピッチ）
29.0cm・30.0cm

高い視認性

JIS　T8103 適合品
高視認配色 / 高視認反射テープ
キックバック付き

サイドファスナー＆キックバック
により着脱も容易に可能。様々な
現場を想定した、滑りにくい靴底
にも注目。

従来の配色とは異なり、蛍光イエ
ローを採用することで視認性を大
きくUP。防火衣の反射材のカラ
ーとも相性がバッチリ。

WOOD  LAND
株式会社 ウッドランド
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【ご使用方法】必要に応じて、本品裏面の寸法ガイドラインを参考に、ハサミなどで大きさを調節しカットしてください。
【サイズ展開】  S：22.0～23.5cm　M：24.0～25.5cm　L：26･0～27.0cm　LL：28.0～30.0cm

抗菌・防臭(銅イオン)

大同石油株式会社

銅イオンの力で抗菌・防臭効果。
※抗菌・防臭効果を付加しており、雑菌の繁殖を抑えます。JIS[抗
菌試験]に準拠した試験において規格をクリア（抗菌活性値 2.0
以上）。抗菌性試験 JIS  L 1902:2015 定量試験（菌液吸収法）

立体的(3D)なカップインソール形
状で足裏及び横からの踏み抜きを
守ります。JIS T8101に準拠した試
験で貫通力1100N以上を有していま
す。JIS T8101 耐踏抜き防止性能
相当。

高強度ポリエステル繊維積層素材採用。４層構造カップイン
ソールが衝撃吸収。疲れにくい構造、ホールド感が違う！！ 金属
板を使わず特殊ポリエステル製生地を採用しているので軽量・
屈曲性抜群。

踏抜き防止材
（ポリエステル）

銅イオン生地

EVA素材

クッション材

足裏面＋両サイドも保護。

災害時、解体現場、林業、建設現場に◎マイティソール

JIS T 8101
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目立てを半自動化します

AUTO GRINDER
オートグラインダー

スムーズな現場。
伐採作業に専念して頂く為の「高性能林業機械」です。



オレゴンツールジャパン株式会社
〒220-6212 横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC 12F
oregonproductsupport.jp@oregontool.com

実演動画はこちらから
ご覧になれます。

詳細情報は、
オレゴンホームページで
ご確認ください。

オートグラインダーB
710-120J

オートグラインダーA
720-120J

オートグラインダー 700シリーズ

3 in 1モード(上刃・デプス・ ガレッドの研磨)

を備え、1/4"~404"のチェーンの目立て

(1/4”のみ上刃だけ、他サイズは3 in 1可

能)を行えるモデルです。

特長

・自動コマ送り

・自動目立て

・エアテンショニング

・自動停止（電気式）

・カッターおよびデプスゲージ、

　ガレット同時研磨

・デジタルカウンター

・スキップチェーン対応（ 3/8"のみ）

・エアーテンショナー

・無段階速度調整

1/4"～.404"のチェーンの目立

て(上刃のみ)を行えるモデルで

す。

特長

・自動コマ送り

・自動目立て

・自動停止（機械式）

・エアテンショナー

・2速設定

オールインワンモード ヘッド傾斜角

コマ送り 研磨 停止 張り調整 上刃、デプス、ガレッドの同時研磨 上刃目立て角度 重量 縦x横x高(cm)

1/4"(上刃のみ), .325"LP, .325", 〇 50°－70°

 3/8"LP, 3/8"(含スキップ), .404" ※1/4"のみ上刃のみ 0°－35°

1/4"(上刃のみ), .325"LP, .325", × カッター用：3.2mm・4.8mm 50°－90°

 3/8"LP, 3/8", .404" ※デプス研磨可 デプスゲージ用：6.5mm 0°－35°

× カッター用：7.9mm 50°－90°

※デプス研磨可 デプスゲージ用：10mm 0°－35°

設置目安

60x60x160

49.9kg

自動

50.5kg

2速設定 44.5kg

無段階

無段階3/4"

B 〇 〇 機械式 〇

C 〇 〇 機械式 〇

モデル 対応ピッチ 付属ホイール厚 速度設定

カッター用：3.2mm・4.8mmA 〇 〇 電気式 〇

ishihara
スタンプ



class1 20m/s class1 20m/s

サイズ表 M L

ウェスト 51 54

ヒ ッ プ 63.5 67

ワ タ リ 36 38

股 下 70 72

裾 幅 28 30

(cm) (cm)

①

②

③

④

⑤

①

②
③

④

⑤
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TSI SE

AINA chaps 1

TSI SE

AINA chaps 1

TSI SE

AINA chaps 1

TSI SE

AINA chaps 1

POINT.1

動きやすさを追求
・表地、保護材、裏地

3ストレッチチャップス

POINT.2

イージーケア
・洗濯上限回数なし!!
・洗濯機で洗えます!!

POINT.3

高性能資材
・壊れにくい高強度バック
ル仕様

・表地は撥水、撥油、防汚
防シミ、帯電防止の効果

POINT.4

・右サイドに Dカン付き
・右前にフタ付きファス
ナー付きポケット

商品名：AINA chaps 1(アイナチャップスワン)
規 格：ISO 11393-2:2018切創試験適合 class1 20m/s
カラー：オレンジ/ブラックの2色
サイズ：日本人体型に合わせたM.Lの2サイズ
価 格：20,000円(税込22,000円)

株式会社 TSIソーイング
〒889-4602 宮崎県都城市山田町中霧島大堀3457-1 

商品に関するお問い合わせやご注文は、下記までご連絡ください

TEL.0986-64-2022   FAX.0986-64-2033  E-mail:swmz_jyucyu_kanri@tsi-holdings.com

製造元
QRコードをお読み取りください。脚絆の切創動画をご視聴できます。
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ノズル付きファン
車両の支柱に取り付けます。
ミストで冷却された風で首を
冷やします

本体
消費電力はわずか38Wで、
フォークのバッテリーに
負担をかけません。
車両の支柱や平らな場所など
様々な場所に設置可能。
2Lのペットボトルから給水します。

風量・ミストの量が調節可能
風量は強・中・弱の3段階
ミストはドライからウェットまで調整可能

濡れないミストでオペレーターを守ります

フォークリフト搭載用気化式冷風機
EC-V-04S

型式 EC-V-04S

ノズル数 1個（ファン付き）

ミスト噴霧量 調節可能（０～2L/時/ノズル）

風速 3段切り替え（強・中・弱）

消費電力 風速強: 38W、風速弱: 26W

電源 外部バッテリー（DC12V）

本体寸法 (mm) 200 x 140 x 165

本体質量 (kg) 約2.7kg (本体のみ)

ETG Japan株式会社

〒143-0016 東京都大田区大森北1-1-5
TEL: 03-6809-6810 http://www.etg-japan.com

デザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合があります

特徴②
消費電力がわずか38Wで
コンパクト！

特徴③
ミスト量、ファンのスピードが調整可能！

特徴①
濡れない微細ミストで8℃冷却！
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ポータブル・クーラー/ポータブル加湿・噴霧器

小型ミスト機 1台で冷却・加湿・除菌が行える！

片手で運べ、どこでも使える！

工事も必要なし！

加湿
スポット加湿機

除菌・消臭
噴霧器

冷却
ミストクーラー

スポットクーラーや加湿器と違い、オールシーズン使えるので非常に効率的

・ 最大8℃の冷却
・電源が取れない屋外で使える
・排気熱がほとんどなし

・スポット的に加湿
・静電気対策
・ウイルス対策

・ウイルス対策
・ニオイ対策
・ ミストが調節でき、様々な
用途で使用可能

【EAM-P-01】
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1台で冷却・加湿・除菌が行える！

ミスト調節可能

ハイブリッド

濡れないミスト

工事なし

コンパクト

低消費電力

12V電池があればコードレス
アダプターを使えばAC100V もOK

２０ミクロンの微細ミストです

狭い場所でも使えます

外部のコンプレッサーも水道も
必要なく、工事なしで使えます

ドライからウェットまで
用途に合わせ調節できます

最大わずか約50Wで、
別売電池を使えば約6時間

連続使用可能です

ETG Japan株式会社

〒143-0016 東京都大田区大森北1-1-5
TEL: 03-6809-6810 http://www.etg-japan.com

特徴① 電源・消費電力

特徴③ ミスト

特徴② 小型・軽量・静音

たったの6kg※

片手で運べます
※水、バッテリーは含みません

標準付属品

仕様 ●ミスト発生機：1台
●ノズル付きファン：1台

別売品

●リチウムイオン電池（充電器付）
● AC100V用アダプター
●ファン設置用スタンド

気にならない音

非常に静かです

軽量・コンパクト

肩掛けや背負っても
簡単に運べます

型式 EAM-P-01

電源 "ハイブリッド
（外部12Vバッテリーまたは AC100V）"

消費電力 最大約50W

風速 4段階（無風、弱、中、強）

ミスト噴霧量 調節可能（0～約2L/時）

ノズルタイプ 2流体

寸法 約420mm×約200mm×約370mm

質量 約6kg（バッテリー、水含まず）

製品の外観・仕様は改良のため、予告なく変更される場合があります。

様々なシーンで活躍します

フォークリフト
熱中症対策

ポータブル
冷却

ポータブル
加湿・除菌

暑さ対策が難しい
車両に

スポットクーラーの
代わりに

狭い場所での除菌に
背負って噴霧も可能



エヴァポ・クーラー（EAM-P-01）
ポータブル電源

エヴァポ・クーラー（EAM-P-01）
AC-DCアダプター
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