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Vol.40 P.923 

雪や氷を溶かす融雪剤。 

※お届け地域によっては同一注文商品と別納になる可能性があります。 
※お届け地域によっては納品までに２～３日かかる場合があります。  

入数 お申込番号 価格(税込) 

単品（1袋） 166-4557 ¥ 615 

まとめ（8袋） 968-2351 ¥ 4,104 

●重量：2kg（1袋あたり） 
●成分：塩化カルシウム 
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Vol.40 P.923 

無塩タイプなので金属を腐食させにくい。 

●重量：10kg 
●サイズ：W510×D370×H90mm 
●成分：尿素・金属防錆剤 
●使用量の目安：①事前散布/20～30g(1㎡あたり） 
            ②残雪（3cm）/30～60g（1㎡あたり） 
 
※-15℃以下ではご使用できません。 

お申込番号 

368-8580 
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Vol.40 P.923 

●充てん可能容量：約350g 
●サイズ：W97×D295mm 
●材質：ポリプロピレン 

お申込番号 

067-1754 

仕様 入数 お申込番号 価格(税込) 

W2.7m×D5.4m 

1枚 

①834-5812 ¥ 8,178 

W1.7m×D2.0m ②834-5821 ¥ 2,142 

W3.6m×D5.4m ③834-5794 ¥9,967 

W5.4m×D5.4m ④834-5803 ¥15,084 
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シート表面に滑りやすくするための添加剤を 
練り込んでおり、従来のシート類よりも 

滑雪効果に優れています。 

★POINT  

〈使用イメージ〉 

※雪対策関連商品は季節限定品のため、数に限りがある場合がございます。お早めにご注文ください！ 

塩化カルシウム 
タイプ 

尿素 
タイプ 

融雪剤と 
ご一緒に！ 
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●容量：300mL 
●色：クリア 
●ラッカー 

スノーダンプ、スコップ、除雪機などの雪付着防止に。 
お申込番号 

008-4699 

お申込番号 

834-5776 
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Vol.40 P.922 

●重量：1160g 
●材質：頭部/アルミ、取手部/白樺 
●サイズ：970×260×160mm 

お申込番号 

368-8566 

●全長：1600～3000mm（伸縮式） 
●幅：408mm 

お申込番号 

837-5314 

現場や工場、積雪時の玄関に最適。 
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Vol.40 P.1139 

●厚さ：25mm 
●材質：硬亜鉛メッキ鉄線、 
       ふち/スチール亜鉛メッキ、 
       ブラシ/ポリプロピレン  
●屋外用 

仕様 入数 お申込番号 価格(税込) 

450×750mm 
1枚 

①065-3077 ¥ 2,036 

600×900mm ②065-3084 ¥ 3,498 

★POINT  
アルミ・鉄・ポリカーボネイト・ABS樹脂 
への密着に優れています。 

★POINT  
撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので 
溶かした氷の再凍結を防止します。 

アルミ製で 
錆びにくい！ 

●容量：500mL 
●自動車用ガラスの解氷用 

① 

② 

垣根やカーポートに積もった雪下ろしにも。 



お申込番号 

068-7135 
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Vol.40 P.679 

●消費電力：強 800W、弱 400W 
●サイズ：W305×D135×H365mm 
●重量：約1.7kg 
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Vol.40 P.679 

お申込番号 

464-9278 

●消費電力：1000W 
●サイズ：W約330×D360×H900mm 
●重量：約7kg 
●電源ケーブルの長さ：2m 
●サーマルスイッチ2個 
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Vol.40 P.679 

お申込番号 

068-7128 

●消費電力：950W 
●サイズ：W320×D320×H650mm 
●重量：約3.2kg 
●電源ケーブルの長さ：1.8m 
●自動首振り機能 

カーボンで速暖。 
シーズでじんわりあたたか。 
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部屋全体を暖めるのではなく、ヒーターにあたっている人を暖めます。 
暖まるスピードが速く、ピンポイントですぐに暖まりたい時におすすめ。 
★カーボン：つけ始めの速暖性に優れています。 
★シーズ：赤外線量が多く暖かいのが特徴。 
★電気ストーブ：遠赤効果は低いが低価格。 

温風を送ることで、部屋全体を暖めます。 
エアコンよりも低価格で持ち運びも可能です。 
★セラミック    ：電気のみで動きます。 
  ファンヒーター  コンセントさえあれば使用が可能です。 

電気ヒーターをパネルで覆ったもので、機器の放熱で部屋を暖めます。 
火災や火傷のリスクが低くコンパクトなので、置き場所を選びません。 

・転倒OFF機能 
★安全装置 



●消費電力：強 1000W、弱 500W 
●サイズ：W650×D250×H510mm 
●重量：約7.5kg 
●適用床面積：4.5～7畳 
●電源：AC100V 50/60Hz 
●生産国：日本 
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移動用ハンドル付 
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Vol.40 P.678 

●消費電力：強 800/750W（50/60Hz）、弱 400W 
●サイズ：W185×D155×H262mm 
●重量：1.7kg 

お申込番号 

463-4649 

お申込番号 

266-3216 

●消費電力：強 1200W、弱 600W 
●サイズ：W280×D320×H560mm 
●重量：約4kg 

●使用イメージ図 

お申込番号 

463-4687 
お申込番号 

768-1387 

1台あたり 

5,292円(税込) 
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キャスター付 
★安全装置 
・転倒時安全装置 
・温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ) 
・電流ヒューズ 
・切り忘れ防止タイマー(8時間) 

・温度過昇防止装置 
・転倒OFF機能 

★安全装置 

★安全装置 
・温度過昇防止装置 
・転倒時通電遮断装置 
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水を加熱して蒸発させるため、雑菌の飛散がありません。 

●適用床面積（木造）：20畳 
●適用床面積（プレハブ）：33畳 
●加湿能力：強 1200mL/h、弱 600mL/h 
●連続加湿時間：約7.5時間 
●運転音：約45dB 
●サイズ：W326×D290×H415mm 
●重量：約6.0kg 
●タンク容量：9.2L（4.6L×2） 
●消費電力：強 1000W、弱 500W 
●吹出し口温度：約50℃ 
●付属品：クリーンフィルター（2枚入）×2 

お申込番号 

369-5182 

たのめーる 
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Vol.40 P.681 

●適用床面積（木造）：10畳 
●適用床面積（プレハブ）：17畳 
●加湿能力：パワフル 600mL/h、標準 400mL/h、ひかえめ 200mL/h 
●連続加湿時間：①パワフル 約4.5時間、標準 約7時間、ひかえめ 約14時間 
             ②強 約5時間、中 約7.5時間、弱 約15時間 
●サイズ：①W215×D307×H232mm、②W225×D294×H274mm 
●重量：①約3.6kg、②約3.7kg 
●タンク容量：①約2.8L、②約3L 
●消費電力：①パワフル 500W、標準 340W、ひかえめ 200W 
          ②強 500W、中 360W、弱 200W 

仕様 お申込番号 価格(税込) 

湿度表示なし ①068-7203 ¥ 9,698 

湿度表示あり ②068-7197 ¥ 11,664 
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Vol.40 P.680 

お申込番号 

069-7745 

●内容量：30g×4包入 
●クエン酸100% 
●用途：スチーム式加湿器、電気ポット、 
            電気ケトル（ステンレス・フッ素加工内容器のもの） 

※樹脂製には使用しないでください。 

① 

② 

★吹出し口温度の低い安心設計 
★温度設定機能で適度な湿度コントロール 
★空焚きを防止する給水停止機能付 

★POINT 

https://www.nakatomi-sangyo.com/humidifier/SFH-12.html


内容量 
(1パック) 入数 

お申込番号 
価格 
(税込) ブレンディ まろやかな香り 

ブレンド 
深いコクの 
ブレンド 

160g 
1パック(単品) ①462-8327 ⑦462-8334 ⑬462-8341 ¥645 

3パック(まとめ) ②766-2720 ⑧766-2744 ⑭766-2768 ¥1,775 
12パック(ウルトラ) ③766-2737 ⑨766-2751 ⑮766-2775 ¥6,454 

210g 
1パック(単品) ④462-8358 ⑩462-8365 ― ¥753 

3パック(まとめ) ⑤766-2782 ⑪766-4717 ― ¥2,131 
12パック(ウルトラ) ⑥766-2799 ⑫766-4724 ― ¥7,750 

たのめーる 
カタログ掲載ページ 

Vol.40 P.694  

●タイプ：インスタント  
●詰替用 
●冷温OK 
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⑦ ⑬ 

たのめーる 
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入数 お申込番号 価格(税込) 

100バッグ（単品） ①061-0322 ¥ 635 

300バッグ（まとめ） ②960-0041 ¥ 1,701 

600バッグ（ウルトラ） ③767-8813 ¥3,227 

●タイプ：ティーバッグ 
●個包装：紙個包  
●内容量：1.8g（1バッグあたり） 
●原産国：インド、ケニア、他 
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Vol.40 P.697 

入数 お申込番号 価格(税込) 

1袋 ①368-5107 ¥ 504 

1箱 ②262-0866 ¥ 2,979 

●タイプ：インスタント 
●内容量：①300g、②80本 
●製造国：日本 

●容量：250mL  
●オンス：8オンス 
●色：3色アソート 
●サイズ：口径約78×底径56×高さ84mm 
●材質：バージンパルプ（間伐材）（表面断熱加工・ 
      内面ポリエチレンラミネート加工） 

仕様 入数 お申込番号 価格(税込) 

断熱レリーフカップ 
50個（1パック） ①068-9085 ¥ 549 

1000個（まとめ） ②767-7427 ¥ 9,892 
8オンス用 

ステイオンタブリッド黒  40個 ③068-9092 ¥239 
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お申込番号 

561-7151 

●色：茶 
●材質：クラフト紙 
●入数：1パック（100枚入） 

④ ⑩ ① 

② 
① 

② ① 

③ 

約12 
杯分 

80 
本入 

約220mm 

約55mm 
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お申込番号 

635-2737 ●入数：1双 
●厚み：1.2mm 
●色：ブラック 
●サイズ：M 
●全長：24cm 
●手のひら周り：18cm 
●中指長さ：8.0cm 
●質量：72g 

ケアたのめーる 
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Vol.20 P.253 

●サイズ：70×100cm 
●材質：ポリエステル100% 

※こちらの商品は、お届け地域によって 
 分納・翌日以降のお届けとなる場合がございます。 

仕様 入数 お申込番号 価格(税込) 

ブラウン 
1枚 

①067-3819 
¥ 598 

ベージュ ②067-3802 
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Vol.40 P.816 

ケアたのめーる 
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Vol.20 P.234 

仕様 入数 お申込番号 価格(税込) 

貼るタイプ 

1箱 
（30個入） ①461-0926 ¥ 950 

1箱 
（60個入） ②461-0933 ¥ 1,836 

貼らないタイプ 1箱 
（30個入） ③461-0940 ¥ 950 

仕様 入数 お申込番号 価格(税込) 

くつ用 1箱 
（15足入） 

④461-0957 
¥ 710 

くつ下用 ⑤461-0919 

●カイロサイズ：①～③130×95mm 

●カイロサイズ：④～⑤70×90mm 

② ③ 

④ ⑤ 

① 

寒い日の 
屋外作業に最適。 

② ① 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8

