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熱中症指数計

税抜価格 3 ,400 円

●測定範囲… 温度：0～50℃、 
湿度：20～90%RH、
熱中症指数：0～60℃

●分解能… 温度：0.1℃、湿度：1%RH、 
熱中症指数：1℃

●精度…
　 温度：±1℃（10～39.9℃）、±2℃（その他の範囲）、 
湿度：±5%RH（30～69%RH）、±10%RH（その他の範囲）

●熱中症指数アラーム設定範囲…21～60℃
●機能…最高・最低値記録、タイマー、時計
●電源…CR2032×1個（付属）
●サイズ…47（W）×12.5（D）×82（H）㎜
●重量…40g（電池含む）　

●付属品…ストラップ

●熱中症指数のアラームをブザー音とLEDランプで
お知らせ。

品番 EA742MK-40

大特集大特集大特集大特集熱中症熱中症指数計指数計

熱中症にご注意！作業環境の安全管理に！

熱中症指数計

品番 サイズ 重量 税抜価格
EA742MK-61 ∅ 71×21㎜ 33g 1 ,700 円
EA742MK-62 ∅106×30㎜ 73g 1 ,860 円
EA742MK-63 ∅156×30㎜ 150g 2 ,420 円

●測定 範囲… 
温度：－20～40℃、
湿度：10～90%

●材質…
　本体： ポリスチレン樹脂、 

ABS樹脂
　針：アルミ

●熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する
注意を促します。

熱中症チェッカー

品番 EA742MK-12 税抜価格 19 ,800 円

●測定項目… 指数、気温、 
相対湿度、黒球温度

●測定範囲… WBGT指数：0～50℃、気温：
相対湿度：0～100%RH

●分解能… 0.1℃/0.1%RH
●測定精度…  
気温（TA）：±1℃、黒球屋内温度（IN）：±2℃ 
黒球屋外温度（OUT）：±3℃（15℃～40℃の時）

●WBGTアラーム設定範囲… 
 WBGT指数：21.0～31.0℃
●電源…単4電池×2本（付属）
●重量…約120g

●サイズ…本体：49（W）×29（D）×254（H）㎜、黒球：∅400㎜
●天候変化に素早いレスポンスの小型黒球を採用
●本体裏面にねじ山（UNC1 4  
カメラ用三脚に取り付けることができます。 
（推奨計測位置：接地面より1.2～1.5m）

WBGT

0～50℃、 
、黒球温度：0～80℃

/ ”)がきってあるため

熱中症指数計

税抜価格 1 ,600 円

●  測定項目…熱中症指数
（WBGT）、温度、湿度
●  測定範囲… 
熱中症指数…0～50℃、 
温度：0～50℃、湿度：20～90%RH

●  分解能…熱中症指数：1℃、 
温度：0.1℃、湿度：1%RH

●測定精度…温度： ±1℃（10.0～39.9℃） 
±2℃（0.0～9.9℃、40.0～50.0℃）

　　　　　　湿度： ±5%RH（30～69%RH） 
±10%RH（20～29%RH、70～90%RH）

●電源…CR2032×1個 （付属）
●サイズ…62（W）×40（D）×12.5（H）㎜
●重量…26g
●熱中症指数のアラームをブザーでお知らせします

●ストラップ付

品番 EA742MK-38

熱中症指数モニター

税抜価格 9 ,000 円

●測定項目… 指数、気温、
相対湿度、時刻

●測定範囲… 
WBGT指数：-2～60℃ 
気温（TA）：0～55℃ 
相対湿度（RH）：20～90%RH

●分解 能… 
0.1℃/0.1%RH

●精度… 
気温（TA）：±1℃（0～50℃）、±2℃（50.1～55.0℃） 
相対湿度（RH）： ±5%RH（30～70%RH）

±10%RH（30～70%RH範囲外、25℃時）
●電源…単3電池×3本（付属）
●WBGTアラーム設定範囲…0～60℃
●サイズ…91（W）×30（D）×110（H）㎜　●重量…200g
●ブザー音とLEDランプ（赤色）でアラームをお知らせ。

WBGT

品番 EA742MK-1

［携帯型］熱中症指数モニター

税抜価格 6 ,500 円
●測定範囲… ：0～60℃、

気温（TA）：0～50℃、 
相対湿度（RH）：20～90%RH

●分解能…0.1℃、1%RH
●測定精度… 気温（TA）：±1.0℃、 

相対湿度（RH）： 
±5%RH（30～69%RH）、 
±7%RH（その他の測定範囲）/25℃時

●WBGTアラーム設定範囲…20.0～60.0℃
●電源…CR2032×1個（付属）
●サイズ…37（W）×22（D）×174（H）㎜
●重量…65g　 ●ストラップ付
●ブザーでアラームをお知らせ。
●最高値、最低値メモリー、表示ホールド、オート 
パワーオフ機能（解除可能）付

●測定項目… 温度（TA）、 相対湿度（RH）

WBGT
品番 EA742MK-2A

熱中症チェッカー

税抜価格 28 ,000 円

●測定項目… 指数、温度、 
相対湿度、黒球温度

●測定範囲… 指数：0～50℃、
温度（TA）：0～50℃、 
相対湿度（RH）：10～90%RH、
黒球温度（TG）：0～80℃

●分解能…0.1℃/0.1%RH

●精度…WBGT指数： 
　室内モード（IN）±2.0℃ 
　室外モード（OUT）±2.0℃ 
　温度（TA）：±0.6℃ 
　黒球温度（TG）：±0.6℃ 
　相対湿度（RH）：※25℃時 
　　±5%RH（20.0～90.0%RH）
　　±7%RH（10.0～19.9%RH）

●機能… 最高値、最低値メモリー、ホールド、 
オートパワーオフ

●WBGTアラーム設定範囲… 
 20.0～50.0℃（0.5℃刻みで設定可能）

●電源…単4電池×4本（付属）
●サイズ… 本体：75（W）×75（D）×301（H）㎜、

黒球：∅ ㎜全球形75
●重量…280g
付属品…

 

専用ケース、ネックストラップ、
 熱中症予防指針ラベル

●

● カメラ用三脚(ねじ山  /  ”)に取り付け可能

WBGT

WBGT

●

使用場所に合わせて屋内(室内IN)と
屋外(野外OUT)のモード選択が可能

品番 EA742MK-11A
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熱中症指数計
●  測定項目… 
熱中症指数（WBGT）、温度、湿度

●  測定範囲… 
WBGT指数：0～60℃、 
温度：0℃～50.0℃、 
相対湿度：20%RH～90%RH

●  分解能… 
熱中症指数：0.1℃、温度：0.1℃、 
相対湿度：1%RH
税抜価格 8 ,000 円

●精度… 
温度： ±1℃（10.0℃～39.9℃）、 

±2℃（0℃～9.9℃、40.0℃～50.0℃）、
　相対湿度： ±5%RH（30%RH～69%RH）、 

±10%RH（20%RH～29%RH、70%RH～90%RH）、
25℃時

●熱中症指数アラーム設定範囲…
21～60℃(0.5℃刻みで設定可能)

 

●電源…単3電池×3本（付属）
●サイズ…108（W）×28（D）×133（H）㎜
●重量…240g
●壁掛と卓上の2通りの設置が可能

品番 EA742MK-36

熱中症指数モニター
●測定項目… 指数、温度、 

相対湿度、黒球温度
●測定範囲… 0～50℃、

温度 0～50℃、
相対湿度：20～90%RH、
黒球温度：0～80℃

●分解能… ：0.1℃、 
温度：0.1℃、 
相対湿度：0.1%RH、 
黒球温度：0.1℃

税抜価格 5 ,000 円
●  精度… 
WBGT（熱中症指数）：±2.0℃（INモード/OUTモード）、 
温度：±0.6℃（20.0～50.0℃）、±1℃（0.0～19.9℃）、
　相対湿度： ±5%RH（30.0～90.0%RH）、 

±10%RH（20.0～29.9%RH）　25℃時、
　黒球温度： ±0.6℃（20.0～60.0℃）、 

±1℃（0.0～19.9℃、60.1～80.0℃）
●WBGTアラーム設定範囲… 
 20～50℃（0.1℃刻みで設定可能）

●電源…単4電池×2本（付属）
●サイズ…67.5（W）×47.5（D）×114.5（H）㎜
●重量…90g
●付属品…ベルト、ベルト用アタッチメント
●使用場所に合わせて屋内（室内IN）と屋外（室外
OUT）のモード選択が可能

WBGT

：
：

WBGT

品番 EA742MK-3

WBGT

熱中症暑さ指数計

税抜価格 6 ,000 円

●測定項目…

 
暑さ指数（WBGT）、温度、 
湿度、黒球温度（表示なし）

●測定範囲…
 暑さ指数（WBGT）：0.0～50.0℃

 
温度：0.0～50.0℃ 
湿度：10.0～95.0%RH

●分解能…0.1℃/0.1%RH

●測定精度… 
暑さ指数（WBGT）：±2.0℃（20.0～40.0℃）、±0.3℃（左記以外） 
温度：±0.6℃（20.0～40.0℃）、±1.0℃（左記以外）
湿度：±5.0%RH（30.0～90.0%RH、at20～30℃）、±7.0%RH（上記以外）

●電源…コイン形リチウム電池（CR2032）×2個（付属）
●サイズ… 本体：60（W）×25（D）×122（H）㎜、 

黒球：∅40㎜
●重量…70g
●付属品… ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、

ベルト装着部品×1個、キーリング×1個

品番 EA742MK-15

熱中症指数計

税抜価格 3 ,200 円

●  測定項目… 
熱中症指数（WBGT）、温度、湿度

●  測定範囲… 
熱中症指数：0～60℃、
温度：0℃～50.0℃、 
相対湿度：20%RH～90%RH

●  分解能… 
熱中症指数：0.1℃、 
温度：0.1℃、相対湿度：1%RH

●測定精度…
　温度： ±1℃（10.0℃～39.9℃）、

±2℃（0.0℃～9.9℃、40.0℃～50.0℃） 
　相対湿度（25℃時）： ±5%RH（30%RH～69%RH）、

±10%RH（20%RH～29%RH、
70%RH～90%RH）

●電源…CR2032×1個（付属）
●サイズ…47（W）×12.5（D）×82（H）㎜
●重量…40g
●ストラップ付（壁掛設置可）
●暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエ
ンザ流行の危険ランクを2段階表示

●屋内型・携帯パーソナルタイプです。

品番 EA742MK-37

税抜価格 9 ,380 円

●測定範囲… 
温度：0～45℃ 
湿度：20～90%RH

●サイズ… 
 

∅300×40㎜

●重量…900g
★ 」戒警重厳「」戒警「」意注「をルベレ意注の症中熱
「危険」の4段階で表示　●壁掛用

★

熱中症指数計

品番 EA742MK-52

熱中症指数計

税抜価格 2 ,900 円

●測定項目… 熱中症指数（WBGT）、
温度、湿度

●測定範囲… 熱中症指数：0～60℃、
温度：0～50℃、 
湿度：20～90%RH

●分解能… 熱中症指数：1℃、 
温度：0.1℃、湿度：1%RH

●精度… 
温度：±1℃（10.0～39.9℃）、±2℃（その他の範囲）、 
湿度：±5%RH（30～69%RH）、±10%RH（その他の範囲、25℃時）

●機能… 熱中症指数（WBGT）危険度ランク表示 
（注意、警戒、厳重警戒、危険の4つ）、 
熱中症指数アラーム（28℃または31℃）

●電源…CR2032×1個（付属）
●サイズ…50（W）×14（D）×55（H）㎜
●重量…25g（電池含む）
●ストラップ付（壁掛け、卓上も可）
●熱中症指数のアラームをLEDとブザーでお知らせ
します。

品番 EA742MK-35

熱中症指数計（防雨型）

税抜価格 3 ,390 円

●測定範囲… 
　温度：－20～50℃ 
　湿度：10～90%

●材質…ポリスチレン
 樹脂、ABS樹脂

●サイズ…∅156×38㎜
●重量…160g

● 1目盛…温度：2℃、湿度：5%
●温度・湿度・熱中症注意が同時に確認できます。
●壁掛けできるフック穴付です。

品番 EA742MK-55

熱中症＆風邪指数計

税抜価格 2 ,350 円

●測定範囲… 温度：-10～60.0℃
湿度：20～95%RH

●分解能… 温度：0.1℃（0～50℃） 
湿度：1%RH（20～95%RH）

●精度… 温度：±1℃（0～40℃） 
湿度：±5%RH（40～65%RH）

●機能… 熱中症注意5段階 
インフルエンザ注意3段階表示 
時計（アラーム付） 
月日表示（5秒間自動切替）

●電源…LR44×1個（付属）
●サイズ…59（W）×15（D）×90（H）㎜
●重量…52g　●掛・置兼用
●熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤
色ランプが点滅

●スチール面に張り付けられる背面マグネット付

品番 EA742MK-51A


