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※イエローのみ平成27年12月販売終了
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LEDヘッドライト

耐熱性に適応した
ポリカーボネート仕様

100 lumens
明
る
さ

ルーメン
高光度・低光度
高光度点滅
赤色・赤色点滅

IPX4防水
機能

防沫
雨天
使用可

［サイズ］幅5.5cm×高さ4.3cm×奥行き3.5cm

［材質］ポリカーボネート　［重量］100g

［明るさ］高光度・点滅：100ルーメン、低光度：40ルーメン

［実用点灯時間］高光度：3時間45分、

低光度：12時間、点滅：6時間

［照射距離］高光度・点滅：71m、低光度：49m

［電池］単4×3個（付属）

LEDヘッドライト™2750

100LUMENS

High

40LUMENS

Low

Red

5 MODE

シリコンバンド（別売）にも交換可能！！

オープン価格
イエロー

ブラック ホワイト

プッシュボタンスイッチ

ダウンライトを含む6MODE
ハイスペックヘッドライト

133 lumens
明
る
さ

ルーメン
高光度・低光度
ダウン・点滅
赤色・赤色点滅

IPX4防水
機能

防沫
雨天
使用可

［サイズ］幅5.5cm×高さ4.5cm×奥行き3.5cm

［材質］ポリカーボネート　［重量］100g

［明るさ］高光度：133ルーメン、低光度：90ルーメン、

ダウンライト：40ルーメン、点滅：93ルーメン

［実用点灯時間］高光度：2時間15分、低光度：3時間30分、

ダウンライト：14時間、点滅：5時間

［照射距離］高光度・点滅：117m、低光度：86m

ダウンライト：18m　［電池］単4×3個（付属）

LEDヘッドライト™2760

133LUMENS

High

40LUMENS

Down

90LUMENS

Low

Red

6 MODE

シリコンバンド（別売）にも交換可能！！

オープン価格 ホワイト
※他色は別途相談
ブラック

グリーン：100%～75%
イエロー：75%～25%

レッド：25%～0%

バッテリーインジケーター

※防爆対応ヘッドライトも有ります

※防爆対応ヘッドライトも有ります45°光源
角度 可動

45°光源
角度 可動

バッテリーインジケーター

プッシュボタンスイッチ
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ひえひえ

ヘルメット取付用

●夏の屋外作業の熱中対策
に！気化熱作用で涼しさ
が持続！！
●本体を水に浸けて絞る
だけ！
●U Vカット&クーリン
グ効果！

装着例
ヘルメットは別売り

こかげのれん

外付け電池ボックス

2本単三電池

￥2,500（別売）
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メットエース コンプレッサー付
SGW-1201

メットエース専用洗剤

メットエース コンプレッサーなし
SGW-1301

オープン価格

オープン価格

本機で洗浄できるヘルメットは
右記のものです。
それ以外は絶対にご使用に
ならないでください。

遮熱塗装ヘルメット
直射日光による熱中症対策に。
高い遮熱性で、ヘルメット内の
温度上昇を抑えます。

熱を効果的に遮り、安全・快適な環境を提供します！

遮熱効果

14℃以上!!
ヘルメット内部温度
当社計測値

●ヘルメット内部温度比較

●ヘルメット外表温度比較

※ヘルメットの材質によっては温度差が異なる場合があります。

加工対象商品

40.0℃
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遮熱塗装
ヘルメット
帽体素材

赤外線

熱
伝
導
低

遮熱性能試験評価方法
白熱球300Wを使用し、照射距離300mmにて
ヘルメット遮熱塗装品と未塗装品で温度テストを実施。

300
mm

300W
白熱球

外表
測定点
内部
測定点

ヘ
ル
メ
ッ
ト
内
部
温
度（
℃
）

照射時間（分）

ヘ
ル
メ
ッ
ト
外
表
温
度（
℃
）

照射時間（分）

真夏の直射日光によるヘルメット内部温度は70℃以上に上昇する場
合があります。遮熱塗装が直射日光による温度上昇の原因となる赤
外線を反射遮断し、ヘルメット内部の温度上昇を抑え熱中症の防止
や安全・快適な作業環境を提供いたします。

遮熱性能

遮熱の
原理

遮熱塗装なし遮熱塗装あり
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効果大
11.0℃
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遮熱塗装あり

遮熱塗装あり

温度差

効果大
14.0℃
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防災・避難対策グッズ

ID・名刺ケース
ホイッスルバックル付き

IDケース 名刺ケース
ホイッスルバックル付 ホイッスルバックル付

ホイッスルバックル

※作業用ヘルメットにはご利用しないで下さい。

￥1,000 ￥1,000

￥3,400

あご紐 ホイッスルバックル付き ￥1,000

ヘルメットの中にすっぽリ収まって、 
お手持ちのヘルメットと非常バッグがセットに 

ヘルメットに収納 ヘルメット無しセット 

￥2,200ヘルメットバッグ本体のみ 

￥2,500コンパクト避難バッグ本体のみ 

￥6,800緊急用セット 

￥4,600緊急用セット 

￥6,000ヘルメット付セット 

『メットにINバッグ』

重　量 約210g 

品　　名 

製品寸法 

防災の極みシリーズ ヘルメットに収納
『メットにINバッグ』ヘルメット無しセット  

約168φ×D75mm 

￥4,500マグバッグ本体のみ 

無駄なスペースを取らない『椅子取り付け式コンパクト避難バッグ』

マグネット式机貼り付けバッグ『マグバッグ』

ヘルメットの中にちょうど入るサイズで、
そのままセットで保管できます。 
フックなどに引っ掛けられるようになって
いるため、デスク回リの 
デッドスペースも 
有効活用できます。 

●ヘルメットに収まるコンパクトバッグ 

●ヘルメットに装着してデスク回りに設置 

●ショルダーバッグ、ボディバッグの2WAY 

【内容】①メットにINバッグ　②いぼ付軍手　③呼子笛
　　　④マスク3枚　　　⑤防災冊子　⑥レスキューシート
　　　⑦靴擦れ防止シート  

ヘルメットをまるごとバッグに収納。 
椅子にも取リ付けられるボディバッグ 

重　量 約260g 

品　　名 
製品寸法 

ヘルメットが入るボディバッグ『ヘルメットバッグ』 
約390×290×180mm 

重　量 約850g 

品　　名 

製品寸法 

防災の極みシリーズ 
ヘルメットが入るボディバッグ『ヘルメットバッグ』緊急用セット 

約390×290×180mm 

置き場に困るヘルメットもバッグに入れれば
椅子に取リ付けて保管ができます。 
ボディバッグとして使う時は、肩に当たる
部分が幅広になっているので疲れにくい。 

椅子に取リ付けられるコンパクトバッグ。 
 普段は椅子に取り付けて保管。使用時には持ち手を調整すれば
ショルダーバッグ、ボディバッグ、ウエストポーチとしても利用できます。
両手が自由に使えることは、避難時の危険回避に有効。
内側は生地がオレンジ色なので、何が入っているのか確認しやすい。 

●ヘルメットがまるごと入る立体設計 

●両サイドにポケット付き 

●どんなタイプの椅子にも取リ付け可能 

●バッグ本体とストラップの2ヶ所に反射材付き 

【内容】①ヘルメットバッグ
　　　②ヘルメット
　　　③いぼ付軍手
　　　④呼子笛
　　　⑤マスク3枚
　　　⑥防災冊子
　　　⑦ルミカライト
　　　⑧スモークシャットアウト

【内容】①椅子取リ付け式コンパクト避難バッグ　②防災ハット
　　　③いぼ付軍手　④呼子笛 　⑤マスク3枚　⑥防災冊子
　　　⑦ルミカライト　⑧スモークシャットアウト

重　量 255g 

品　　名 
製品寸法 

無駄なスペースを取らない椅子取り付け式コンパクト避難バッグ 
約W260×H195×D110mm 

重　量 約520g 

品　　名 

製品寸法 

防災の極みシリーズ 
無駄なスペースを取らない『椅子取リ付け式コンパクト避難バッグ』 

約W260×H195×D110mm 

重　量 約640g 

品　　名 

製品寸法 

防災の極みシリーズ ヘルメットに収納
『メットにINバッグ』ヘルメット付セット  

約265×230×170mm 

【内容】①メットにINバッグ　②いぼ付軍手　③呼子笛
　　　④マスク3枚　⑤防災冊子　⑥レスキューシート
　　　⑦靴擦れ防止シート　⑧ヘルメット  

※予告なく内容が変更になる場合があります。 

ヘルメットが 
まるごと入ります 

1本背もたれ椅子用には 
こちらのベルトで取り付け可能 

反射材付き 

持ち手を付け替えればボディバッグに。長さを調節してウェストポーチに。 

●両手をふさがない3WAYバッグ 
●どんな椅子にも取リ付け可能 
●使いやすいポケット付き 
●職場に馴染むシンプルデザイン 

ワンタッチで簡単に脱着できます。 
どんなタイプの椅子にも対応可能。 

デスクに貼付けて身近に配置できる、
すぐに使える非常持ち出しバッグ 

【内容】①マグバッグ　②防災ハット
　　　③いぼ付軍手　④呼子笛
　　　⑤マスク3枚　⑥防災冊子
　　　⑦ルミカライト
　　　⑥スモークシャットアウト

重　量 530g 

品番・品名 
製品寸法 

マグネット式机貼り付けバッグ『マグバッグ』 
約W305×H205×D120mm（クローズ） 
約W305×H420×D60mm（オープン） 

￥8,800緊急用セット 

重　量 約740g 

品番・品名 

製品寸法 

防災の極みシリーズ 
マグネット式机貼リ付けバッグ『マグバッグ』緊急用セット 

約W305×H205×D120mm（クローズ） 
約W305×H420×D60mm（オープン） 

マグネット 

●場所を取らずに保管が可能 

●社員1人1人が身近に置ける 

●コンパクトなのに大容量 

●職場に馴染むシンプルデザイン 
薄いのでデスクに貼付けても
邪魔になりません。 

※黒色のあご紐もございます。

出荷ロット／1個 出荷ロット／1個

出荷ロット／1個

ストラップは3色の
カラーバリエーション

ヘルメットが入るボディバッグ『ヘルメットバッグ』

バックルを外せばそのままホイッスル
になります。広い場所でも音が届きや
すい。



防災・避難対策グッズ

ID・名刺ケース
ホイッスルバックル付き

IDケース 名刺ケース
ホイッスルバックル付 ホイッスルバックル付
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 普段は椅子に取り付けて保管。使用時には持ち手を調整すれば
ショルダーバッグ、ボディバッグ、ウエストポーチとしても利用できます。
両手が自由に使えることは、避難時の危険回避に有効。
内側は生地がオレンジ色なので、何が入っているのか確認しやすい。 

●ヘルメットがまるごと入る立体設計 

●両サイドにポケット付き 

●どんなタイプの椅子にも取リ付け可能 

●バッグ本体とストラップの2ヶ所に反射材付き 

【内容】①ヘルメットバッグ
　　　②ヘルメット
　　　③いぼ付軍手
　　　④呼子笛
　　　⑤マスク3枚
　　　⑥防災冊子
　　　⑦ルミカライト
　　　⑧スモークシャットアウト

【内容】①椅子取リ付け式コンパクト避難バッグ　②防災ハット
　　　③いぼ付軍手　④呼子笛 　⑤マスク3枚　⑥防災冊子
　　　⑦ルミカライト　⑧スモークシャットアウト

重　量 255g 

品　　名 
製品寸法 

無駄なスペースを取らない椅子取り付け式コンパクト避難バッグ 
約W260×H195×D110mm 

重　量 約520g 

品　　名 

製品寸法 

防災の極みシリーズ 
無駄なスペースを取らない『椅子取リ付け式コンパクト避難バッグ』 

約W260×H195×D110mm 

重　量 約640g 

品　　名 

製品寸法 

防災の極みシリーズ ヘルメットに収納
『メットにINバッグ』ヘルメット付セット  

約265×230×170mm 

【内容】①メットにINバッグ　②いぼ付軍手　③呼子笛
　　　④マスク3枚　⑤防災冊子　⑥レスキューシート
　　　⑦靴擦れ防止シート　⑧ヘルメット  

※予告なく内容が変更になる場合があります。 

ヘルメットが 
まるごと入ります 

1本背もたれ椅子用には 
こちらのベルトで取り付け可能 

反射材付き 

持ち手を付け替えればボディバッグに。長さを調節してウェストポーチに。 

●両手をふさがない3WAYバッグ 
●どんな椅子にも取リ付け可能 
●使いやすいポケット付き 
●職場に馴染むシンプルデザイン 

ワンタッチで簡単に脱着できます。 
どんなタイプの椅子にも対応可能。 

デスクに貼付けて身近に配置できる、
すぐに使える非常持ち出しバッグ 

【内容】①マグバッグ　②防災ハット
　　　③いぼ付軍手　④呼子笛
　　　⑤マスク3枚　⑥防災冊子
　　　⑦ルミカライト
　　　⑥スモークシャットアウト

重　量 530g 

品番・品名 
製品寸法 

マグネット式机貼り付けバッグ『マグバッグ』 
約W305×H205×D120mm（クローズ） 
約W305×H420×D60mm（オープン） 

￥8,800緊急用セット 

重　量 約740g 

品番・品名 

製品寸法 

防災の極みシリーズ 
マグネット式机貼リ付けバッグ『マグバッグ』緊急用セット 

約W305×H205×D120mm（クローズ） 
約W305×H420×D60mm（オープン） 

マグネット 

●場所を取らずに保管が可能 

●社員1人1人が身近に置ける 

●コンパクトなのに大容量 

●職場に馴染むシンプルデザイン 
薄いのでデスクに貼付けても
邪魔になりません。 

※黒色のあご紐もございます。

出荷ロット／1個 出荷ロット／1個

出荷ロット／1個

ストラップは3色の
カラーバリエーション

ヘルメットが入るボディバッグ『ヘルメットバッグ』

バックルを外せばそのままホイッスル
になります。広い場所でも音が届きや
すい。











〒468-0056　愛知県名古屋市天白区島田1-1314
TEL（052）801-1181　FAX（052）801-1182
URL http://www.kagahelmet.com
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●価格はすべて税抜です。
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