
冬季限定商品のため、完売の際はご了承ください。

東京土建一般労働組合様向け

※標準価格はメーカー希望小売価格を指します。 軽減税率対象商品を除き税率10％で計算しています。

●素材：表／ポリエステル100%  タフタ、脇部分／レーヨン68% ナイロン27% ポリウレタン5%  ニット、
中わた／ポリエステル100% 60g/㎡、裏／ポリエステル100%  タフタ
●ファスナー：樹脂（前あき、右胸ポケット）
●ポケット位置：右胸ポケット、左右脇ポケット、バッテリーポケット

クールファン（ファン付き作業着）と同じバッテリーを採用！！
クールファン用バッテリーをお持ちの方は、ベストのみのご購入で使用可能です。
（注）ハイパワーバッテリーは互換性がない為ご使用いただけません。

電熱ユニット搭載
防寒ベスト（ベスト単品） 

HE10N2上

7,700円（税込）

●商品コード： 3130 0249

バッテリー単体
WE20バッテリー5

7,980

標準価格※：14,520円→

標準価格※：17,270円→

円（税込）

●商品コード： 3189 5106

充電アダプター単体

1,820
標準価格※：4,400円→

円（税込）

●商品コード： 3189 5069

ベストとセットでご購入ください

ベスト内に搭載した
電熱ユニットが
素早く体を暖めます

高所作業・建設作業を
サポートする、機能に優れた
フルハーネス対応防寒服

脇身頃は伸縮性に
優れたニット素材

防寒服特別価格のご案内

ベスト・バッテリー・アダプターを
すべてご購入の場合

標準価格：36,190 円のところ

となります。
17,500円（税込）特別価格
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●素材：表／ポリエステル100％ 撥水加工、裏／〈身頃〉トリコットキルト(起毛) 中わた140g/㎡、〈袖〉ポ
リエステルキルト 中わた100g/㎡
●ファスナー／樹脂・引手樹脂（簡易分離ファスナー）
●面ファスナー（背部開口部、胸ハーネスベルト通し部、前立て、フード収納部、胸ポケット、袖口）
●ポケット位置／左右胸ポケット（左胸ペン挿し付き）、左右脇ポケット、左袖ペンポケット

フルハーネス対応防寒ブルゾン

M3237H上

9,350円（税込）

●商品コード： 3130 0117

標準価格※：20,350円→
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ネイビー

ブラック

温度切替 強、標準、弱
使用時間（目安） （強運転）約4.5時間、（標準運転）約5時間、（弱運転）約6時間
バッテリー寿命 充放電回数 約500回
専用充電アダプター （入力）AC100V～240V 50/60Hz、（出力）DC8.4V
充電時間（目安） 約5時間

仕  様

ハーネス固定タブ

ランヤード通し穴

胸ベルト通し
フックハンガー

背中に電熱ユニットを
搭載し、身体全体を素
早く暖めます。薄手で
軽い為、インナーとし
ても使用できます。

WE20アダプターN



［平日9：00～ 16：00］

商品、ご注文に関するお問い合わせは、ミドリ安全.comコールセンターへ。

ご注文はこの専用FAXオーダーシートにご記入の上、下記FAX番号まで送信してください。

FAX：0120-363-932 TEL：

東京土建一般労働組合様専用 FAX オーダーシート
下記、枠内をご記入のうえ、FAX 送信してください。

申込者
ご氏名

カナ

姓 名 TEL

FAX

（会社名）

ー            　　　　          ー

ー            　　　　          ー

カナ

〒                      ーお届先
住　所

摘要欄 （所属支部名） （分会） （事業所名）

お支払方法（どちらかにチェックをしてください）
※未記入の場合は「コンビニ／郵便局／銀行振込」となります。ご了承ください。

代金引換 コンビニ／郵便局／銀行振込

【送料について】
ご注文金額 3,300 円（税込）以上の場合送料は無料。未
満の場合別途 880円（税込）が必要となります。沖縄県・
離島については別途送料が必要となります。

【代引き手数料について】
代金引換決済の手数料はお客様負担となります。

　※1 回のご注文金額が税込 50,000 円を超える場合の手数
料については、当社コールセンターまでお問い合わせく
ださい。

【コンビニ・郵便局・銀行での決済について】
コンビニ・郵便局お支払い、銀行振込決済の場合、当社
からの出荷が完了し次第別送にて払込票を送付させてい
ただきます。商品がお手元に届き次第、商品代金の払込
をお願いいたします。なお、払込票に記載されている期
日内にお客様からの払込が確認できない場合、当社契約
の「ネットプロテクションズ」より、督促を申し上げること
がございます。
なお、期日を過ぎてもお支払い頂けていない場合、次回
のご注文をお断りすることがございます。ご了承ください。

【交換について】
商品に欠陥のある場合を除き、交換はお受けできません。
申し訳ございませんが、返品手続き後に改めてご希望の
商品をご注文ください。

【返品・返金について】
・開封済、使用済、返品不可の表示がされている商品
・特殊な加工を行った商品　
・瑕疵の有無を問わず到着日から 15 日以上お客様が保管
された商品
については、返品依頼をお受けできません。
返品を希望される場合は、ミドリ安全 .comコールセンター
へ電話にてご連絡をお願いいたします。商品に欠陥があ
る場合を除き、返品に伴う配送料や当社からの返金手数
料等の諸費用はお客様負担となります。

ご注文金額（税込）
30,000 円未満

30,000 ～ 50,000 円未満

代引き手数料（税込）
385 円
550 円

0120-310-355FREE
CALL
MIDORI ANZEN

お客様 ID cc009737 パスワード cc009737

※ご利用者が未成年の場合、法定代理人（保護者等）の利用同意を得てご利用ください。
※軽減税率対象商品を除き税率 10％で計算しています。

税込 3,300 円以上のご注文で

サイズ欄に注文数をご記入ください。

7,700円（税込）

■ 電熱ユニット搭載 防寒ベスト（ベスト単品）
 HE10N2 上 ブラック

商品コード：3130 0249
SSS M L LL 3L 4L

9,350円（税込）

■ フルハーネス対応防寒ブルゾン
 M3237H 上 ネイビー

商品コード：3130 0117

SSS M L LL 3L 4L 5L

7,980円（税込）

■ バッテリー単体
 WE20 バッテリー 5

商品コード：3189 5106

すべてご購入いただくと17,500円（税込）となります。
すでにクールファン（ファン付き作業着）をご購入いただき、バッテリーをお持ちの方は、ベストのみのご購入で使用可能です。

1,820円（税込）

■ 充電アダプター単体
 WE20アダプターN

商品コード：3189 5069

スマートフォンで注文する
右のコードを読み取ってアクセス。下記「お客様ID」「パスワード」でログインして、特価商品一覧よりご注文ください。

（注）ハイパワーバッテリーは互換性がない為ご使用いただけません。


