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●サイズ：W410×D820×H550mm 
●重量：22kg 
●燃焼持続時間：約8時間 
●50Hz/60Hz兼用タイプ 
●吹出角度調整：上下15° 
●形状：キャスター、ハンドル付 
●熱出力：14kW 
●消費電力（50/60Hz）：88W/113W 
●燃料タンク容量：14L 
●使用燃料：灯油（JIS1号灯油） 
●5つの安全装置内蔵（対震自動消火装置、炎監視制御装置、 
  過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置） 
●騒音値：73dB 
●保証期間：1年 

仕様 

バーナーの熱風を強力噴射！ 

70,000円（税抜） 

お申込番号 
369-3557   カタログ掲載ページ 

vol.42  569P 

160,000円（税抜） 

お申込番号 
 369-3540   カタログ掲載ページ 

vol.42  569P 

大型赤外線放熱板でパワフルな暖かさ。 

●サイズ：W800×D680×H810mm 
●重量：41.5kg 
●燃焼持続時間（50/60Hz）：約9/9.5時間 
●電源（50/60Hz）：AC100V 
●電流ヒューズ：3.15A 
●消費電力（50/60Hz）：【燃焼時】80/70W、【点火時】110/100W 
●点火方式：高圧放電点火方式 
●熱出力（50/60Hz）：38/36kW 
●燃料タンク容量：35L 
●使用燃料：灯油（JIS1号灯油） 
●燃料消費量（50/60Hz）：3.86/3.6L/h 
●5つの安全装置内蔵（対震自動消火装置、炎監視制御装置、 
  過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置） 
●騒音値（50/60Hz）：75/76dB 
●付属品：ガード×1、ガード取付金具 
●電源コード長さ：約2m 
●保証期間：1年 

仕様 

建築現場の 

暖房・乾燥に 

体育館 
集会場等
の暖房に 



    

暖かな裏起毛軍手 

防水性、透湿性に優れた 
高性能防寒手袋！ 

●全長：M/約27cm 
      L/約27.5cm 
      LL/約28cm 
      3L/約30cm 
●中指長さ：M/約7.8cm 
         L/約7.8cm 
        LL/約8.3cm 
        3L/約9cm 
●材質：【樹脂部】 ポリウレタン 
            【繊維部】 アウター/ナイロン、ポリウレタン 
             インナー/アクリル、ポリウレタン、その他 

仕様 

●タイプ：貼るタイプ 
●サイズ：130×95mm 

仕様 

適正温度が安定的に持続する 

●入数：6双入り 
●全長：約23cm 
●中指長さ：約8cm 
●材質：ポリエステル、その他 
※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 
カタログ掲載ページ 
vol.42  569P 358円（税抜） 

お申込番号 
069-6397 カタログ掲載ページ 

vol.42  569P 

入数 お申込番号 価格（税抜） 
１箱 

（３０個入）  461-0926  880円 
１箱 

（６０個入） 461-0933  1,700円 

タイプ お申込番号 価格（税抜） 

M 069-6304 

1,250円 
L 069-6311  
LL 069-6328 
3L 069-6335 

カタログ掲載ページ 
vol.42  812P 
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インナーにも丁度いい 

裏起毛だから雪や氷の作業も問題ナシ 



    

●タイプ：インスタント 
●内容量：13g（1本あたり） 

仕様 

濃厚なゆずの味わいと 
はちみつの甘さが調和 

人気の5種類の 
味が入った春雨スープBOX 

大きな文字で見やすいパネル 

●消費電力：沸騰時 905W 
●サイズ：①W220×D295×H260mm 
             ②W220×D295×H300mm 
             ③W220×D295×H350mm 
●重量：①約2.7kg 
      ②約3kg 
      ③約3.2kg 
●保温設定（最大）：98・90・80・70℃・まほうびん 
●保証期間：1年  
●機能：カフェドリップ給湯、5段階節約タイマー 

仕様 

●アソート内容：かきたま×10食 
           とろみ中華・シーフード・ 
           野菜としょうが・担々風×各5食 
●カロリー：44～62kcal（1食あたり） 

仕様 

カタログ掲載ページ 
vol.42  684P 

容量 お申込番号 価格（税抜） 

2.2L ①068-7302 12,800円 

3L ②068-7319  13,800円 

4L  ③068-7326 14,800円 

カタログ掲載ページ 
vol.42  709P 

タイプ お申込番号 価格（税抜） 
１箱 
（２０本）  460-7847 768円 
1セット 
（６０本：２０本×３箱） 766-9712 2,250円 

※賞味期限：商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。 
※メーカー都合により、パッケージおよびセット内容・仕様が変更になる場合がございます。 

カタログ掲載ページ 
vol.42  760P 

タイプ お申込番号 価格（税抜） 
１パック 
（３０食）  362-4407  1,479円 
1セット 
（６０食：３０食×２パック） 768-8386  2,800円 

HOT 

ICE 
& 
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●重量：2kg 
●成分：塩化カルシウム 
 
たのめーるカタログ掲載ページ Vol.42 P.925 

融雪剤 雪とけっこ  

入数 お申込み番号 価格（税抜） 

1袋 166-4557 570円 

1セット（8袋） 968-2351 3,800円 

※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。 

●サイズ：W510×D370×H90mm 
●重量：10kg ●成分：尿素・金属防錆剤 
 
たのめーるカタログ掲載ページ Vol.42 P.925 

融雪くん  

お申込み番号 価格（税抜） 

368-8580 3,686円 

※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。 
※マイナス15℃以下ではご使用できません。 

●サイズ：W97×D295mm 
●充てん可能容量：約350g 
 
たのめーるカタログ掲載ページ Vol.42 P.925 

融雪剤散布器 

お申込み番号 価格（税抜） 

067-1754 462円 

手を汚さずに効率よく 
簡単に散布 
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降雪前に行うことで対策 
その2 

事前準備…② 

●サイズ：1L/93.5×93.5×260mm 
       5L/230.0×145.0×240mm 
●重量：1L/1kg、5L/5kg 
 

住宅用凍結防止剤凍ランブルー 

容量 お申込み番号 価格（税抜） 

①1L 634-6160 667円 

②5L 634-6169 2,857円 

②5L 

①1L 

不凍効果にも優れ 
希釈により 

-１０～-５５℃まで 
幅広く対応できます 

●サイズ：幅1.8×長さ3.6m ●色：ホワイト 
●目合い：約1mm ●生地：ポリエチレン 
 

防雪・防砂ネット 

お申込み番号 価格（税抜） 

007-0740 2,708円 

防雪ネット自体に網目がありますが、
降雪時などは雪を通すほどの大きな
網目ではないため、しっかりと雪の吹
き込みや侵入を防ぐ事が可能です。 

網目は主に1～2mm程度の 
細かい網目ですので、 
雪の粒が通り抜ける事がなく 
通気性もあります。 
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降雪後の雪かき負担を軽減 
その2 

降雪後に… 

●サイズ：使用時/約575×145×53mm 
             折りたたみ時/約245×145×63mm 
●重量：約1,100g  
●材質：スチール、PP樹脂 

折りたたみスコップ 

お申込み番号 価格（税抜） 

004-7247  2,344円 

収納ケース付き 

●全長：1450mm  
●刃先幅：420mm ●刃先長：380mm 
●重量：1kg   
●材質：皿/ポリカーボネート、グリップ/ポリプロピレン、柄/天然木 
 

ポリカ雪かき 握り付 

お申込み番号 価格（税抜） 

200-1744 2,654円 

※こちらの商品は2本単位の販売となります。 
※お届けするトラックの車上での引渡しとなります。 

丈夫なスチール 

降り始め新雪、 
軽い雪向き 

●容量：300ml 
●色：クリア 

雪かきらくらく くん  

お申込み番号 価格（税抜） 

008-4699 714円 
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