


内容量 420ml
入　　数 内箱：１２本　

外箱：４８本
J　A　N

製品サイズ 65Φ×220㎜

内容量 300ml
入　　数 内箱：１２本　

外箱：４８本
J　A　N

製品サイズ 55Φ×205㎜

4582331850371

4582331850593

フッ素系×シリコン系

撥水・即効・持続・速乾・通気性

いいとこどり！

驚きの撥水でリピーター続出！

1本で上下物のウェア約2着分使用できます。

速乾性で乾くと臭いも残りません。

透湿性、通気性生地の繊維製品にも使用

できます。

詳しくはこちら！

衣類・傘やカッパなどの

雨具・靴・鞄・キャップ

繊維製品・布製品など

臭いにを取ってカビも予防！

３３０種類以上の菌に効く

消臭＋抗菌をこれ一本で！

超消臭＋超抗菌スプレーは

汗による臭いを分解

臭いのもとになる菌の付着を防止

することで

嫌な臭いを発生させません！

さらに防カビ効果によって

カビの繁殖を抑制します！

ブーツ・シューズ・ヘルメット

靴下・グラブ・マスク

サポーター・アンダーウェア

繊維製品、布製品など

詳しくはこちら！
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内容量 50ml
入　　数 内箱：１２本　

外箱：４８本
J　A　N

製品サイズ 33Φ×120㎜

内容量 50g
入　　数 12個
J　A　N

製品サイズ ｗ97×D16×H135ｍｍ

4582331850739

4582331850579

汚れ、油脂、イカ墨洗浄！

浸透性の高い洗浄剤が

汚れ・油分を分解！

・がちがちにこびりついた塩

・ロッド・ライン・ガイドの汚れ

・イカスミ

・泥汚れ、油分

・グリップやブーツの汚れ

・固着した塩で動かなくなったファスナー

あらゆる汚れにこれ一本で対応できます！

釣り人の必須アイテム

普段使いでもばっちり活躍します！！

バッカン、ロッドケースの

ファスナーに固着した塩分の分解

ロッド、ラインの油分、汚れ落とし

エギ、スッテなどのイカスミ落とし

詳しくはこちら！

イカ狙いの必須アイテム！

エギやスッテに付着したイカ

スミをつけ置きで落とします

衣類やズックに浸み込んだイ

カスミも落とします

エギ・スッテ・服・靴

などについてしまった

イカスミ汚れがきれいに落ちる！

新しくついた汚れはもちろん

数年前のイカスミや落とせなかった汚れも

きれいに落とします！

1袋で約20回分の洗浄が可能

５０～６０度のお湯に漬けるだけ！

詳しくはこちら！
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内容量 300ml
入　　数 内箱：１２本　

外箱：３０本
J　A　N

製品サイズ 65Φ×183㎜

内容量 300ml
入　　数 内箱：１２本　

外箱：４８本
J　A　N

製品サイズ 55Φ×205㎜　

4582331850838

4582331850876

貝の力で安全に強力消臭！

ホタテの貝殻が主成分だから

魚が触れるクーラーボックス

まな板や調理具も安全に消臭！

安全面が気になる

クーラーボックスやまな板などに

安心して使用することができます！

イオンが汚れの隙間に入り込み

汚れと嫌な臭いを取り除きます！

詳しくはこちら！

クーラーボックス・まな板

食材を扱う場面など

抗ウイルス・除菌・抗菌・消臭＋安心安全

主成分の銀イオンに

フィトンチッドを

（植物由来消臭原料）

配合した高機能抗菌消臭剤

フィトンチッドが嫌な臭いを「即効対処」

銀イオンが臭いの発生源を 「根本対処」

Wの効き目でしっかり

抗ウイルス・消臭・除菌・抗菌

さらに・・・

原料が銀イオンとフィトンチッド（植物抽出物）

なので安心安全です！

あらゆる場面で大活躍します。

病院の除菌、抗菌、感染防止対策

施設内の除菌、抗菌対策

ホテル・学校・社内・店舗の

除菌、抗菌、消臭

食品工場のHACCP対策

トイレの除菌、抗菌、消臭

衣類・日用品などにも

詳しくはこちら！
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パーツクリーナー PA001

機械油の洗浄剤です

劣化オイルを落とします
ゴム、プラスチック部分への
影響も少ないクリーナーです

JAN:4960833011306

入数:35

SIZE: 65Φ×H:280㎜

タフペイント

濡れた上からでも書けるマーカー

イカダや釣堀等のラインのマーキングに最適です。

JAN: 4560382

黒100232 赤100249 青100256 黄100263

白100270 蛍光黄101376 蛍光桃101383
入数:10SIZE: 15Φ×145㎜

アルミ、銅以外の金属の錆を
分解し除去します。
ムースタイプなので液だれし
にくく、錆にしっかりと絡みつ
き落とします

JAN: 4960833039003

入数:20個

SIZE:Φ40×H140mm

瞬間サビ取りスプレー

サビアウト

スーパーサビ取り

漬け置きサビアウト

金属表面を腐食せず錆を分解

し洗浄します コ

ンパウンドは含んでおりません

ので擦り傷もつきません

漬け置きタイプの錆取り剤です

細かい部分や複雑な形状の部
分の錆でも浸漬することで分解
洗浄することができます

JAN: 4960833033001

入数20個

SIZE:Φ40×H140mm

金属表面を腐食せず錆を

分解し洗浄します

コンパウンドは含んでおり

ませんので擦り傷もつきま

せん

JAN: 4960833033001

入数20個

SIZE:Φ40×H163mm

JAN: 4960833033001

入数10個

SIZE:Φ65×H185mm

YKK社の軽量樹脂カラビナ。バネも本体も

すべて樹脂なので絶対に錆びません。
引張り強度20kg

JAN:4582331850548

入数:各色２個釣台紙

SIZE: W140×D10×H640mm

錆びないカラビナ

魚や肉のドリップを防
ぎ逆戻りさせず鮮度
を保持します 魚の
ブロック、切り身やネ
タの鮮度保持に抜群
です

鮮度落ちま鮮

JAN: 4973421304001

入数:10個

SIZE:W:260×D201×H350㎜
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毒虫に刺されたときに

応急処置ができる吸い

だし器 吸

出しカップは傷口に合

わせて2種類に使い分

けができます

ポイズンリムーバー

JAN: 4573110527614

入数:24個

SIZE:W1250×D30×H170㎜

熊よけ鈴 ブロンズタイプ

マルチツールエイトアックス

熊よけ鈴 カラビナタイプ

熊よけ鈴 ぅリップ付き

職人による手作り鈴（大鈴）

3連鈴が遠くまで共鳴します

真鍮古美鈴仕上げです

春、秋の山歩きの必需品です

斧、ハンマー、ペンチナイフ等

13種類のツールが一つになっ

たマルチに役立つキャンプギ

アです

専用収納ホルダー付き

職人による手作り鈴（大鈴）

3連鈴が遠くまで共鳴します

便利な方位磁石付きカラビナ

春、秋の山歩きの必需品です

JAN: 4573110527249

入数: 12個

SIZE: W105×D35×H190mm

JAN: 4942859

（大）180587 （小）180655

SIZE: W68×D28×H210mm

入数: 6個

JAN: 4942859

（大）180631 （小）180662

SIZE: W68×D28×H210mm

JAN: 4942859108679

入数: 6個

職人による手作り鈴（大鈴）

3連鈴が遠くまで共鳴します

クリップでどこにでも付けれます。

春、秋の山歩きの必需品です

SIZE: W68×D28×H210mm

入数: 6個

助け笛

職人による手作り鈴（大鈴）

3連鈴が遠くまで共鳴します

便利な方位磁石付きカラビナ

春、秋の山歩きの必需品です

JAN: 4942859
（ブルー）180822
（シルバー）1806839

入数: 6個

SIZE: W80×D28×H175mm

1,200℃の強力バーナー
逆さ噴射でも使用できま
すハサミ、ナイフ、缶切り、
やすりのパーツも内蔵
市販のライター用ガスに
対応

サバイバルバーナー

JAN: 4582107442861 

入数:6

SIZE: W90×D20×H165mm

プラズマアークライター

プラズマアーク放電による

ライターです。

風の強いひでも確実に

着火できます。

ラインカッターとして便利に

使えます

JAN: 4902741305498

入数: 10個

SIZE: W96×D③0×H180mm
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10巻入

プチ蚊取りり線香セット プチ蚊取り線香詰替用

虫よけミスト 携帯用60ml

虫よけスプレー300ml

虫除けミスト 200ml

虫よけスプレー180ml

コンパクトサイズなのでベルトに
吊るして使え、携帯性抜群です。

燃焼時間は約3時間です。

JAN: 4900480286580

入数: 1台紙6個吊

SIZE: W147×D50×H234mm

ミニサイズでも燃焼時間は3時間。
プチ蚊取り線香の替用線香にも使えます。

JAN: 4900480286528

SIZE: W70×D40×H85mm
入数: 20

無香料タイプで、
べとつかない
サラサラパウダー
入りです。

JAN: 4900480108226

入数:24

SIZE: 53Ф×145mm

無香料タイプで、
べとつかない
サラサラパウダー
入りです。

JAN: 4900480108240

入数:36

SIZE: 65Ф×183mm

使いやすいミストタイ

プです。
蚊、ブヨ、刺しバエ、
マダニ、トコジラミに
効果があります。

JAN: 4900480200388

入数:12

SIZE:W45×D30×H131㎜

JAN: 4900480200050

入数:30

SIZE: W65×D35×H220mm

使いやすいミストタイ

プです。
蚊、ブヨ、刺しバエ、
マダニ、トコジラミに
効果があります。

プッシュ蚊取り空間ガード（屋外・室内両用）

屋外、室内の両方で使える虫よけです。

室内では、電気・電池・火を使わず１回プッシュするだけで 約12時

間効果が持続します。

1プッシュで必要量が噴射され、使いすぎを防止します。

※お部屋の広さに応じて、回数を調整してください。

屋外では、蚊が潜んでいそうな場所（草むら、庭木周り、土壌）に噴

射することで、蚊よけ空間を作ります。

JAN: 4900480226500

入数: 1台紙6個吊

SIZE:Φ35×H140mm
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強力虫ガードプラス 虫ガードプラスガールズキャンプ

さっと拭くだけの便利な

虫除けティッシュ。
塗りムラができず
しっかりガードできます。

JAN: 4900480108233

入数:12個吊台紙

SIZE: W100×D13×H2.4mm

冷凍庫で冷やして

首などに巻く冷却材です。
繰り返し使えます。
洗濯もできます。

天然木酢液と
ペパーミントが
成分です。
蚊、ブヨ、アブ、
ヒルにも効果が
あります。

JAN: 4560322320980

入数:12

SIZE: 38Ф×130mm

天然木酢液と
ペパーミントが
成分です。
蚊、ブヨ、アブ、
ヒルにも効果が
あります。

JAN: 4560322320560

入数:12

SIZE: 38Ф×130mm

虫よけティッシュ クールアイスベルト

JAN: 4900480221697

入数:20

SIZE: W118×D60×H200mm

クールタオル 瞬間冷却パック

水に濡らすだけでひんやり。持ち運びも楽。

繰り返し冷やし直すことができます。

カラーは3色

JAN: 4580278 058225

入数:各色4
SIZE:約W95×H28.5cm（タオル）

袋をたたくと瞬時に0℃以
下になる瞬間冷却剤凍ら
したり冷やしたりする手
間がいらないので、アイ
シング、熱中症対策に便
利です。

JAN: 4580296424215 

入数:12
SIZE: W126×2×150㎜

冷霧（シャツ用瞬間冷却剤）

汗をかいたシャツにスプレー
するとひんやりします。
シャツ、衣類、寝具に。
抗菌剤配合で臭いも抑えます。

JAN: 4582331850852 

入数:12
SIZE: 36Φ×135㎜
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900lm。連続点灯4時間。
IP65.フル充電6時間。AC・DC
アダプター付き
JAN: 4589663780079

入数:1

SIZE: W:115×D:121×H:85mm（使用時）

1800lm。連続点灯4時間。
IP65.フル充電6時間。AC・DCアダプター付き

JAN: 4589663780178

入数:1

SIZE: W:180×D:130×H:140mm（使用時）

投光器10W 充電式 投光器20W 充電式

投光器30W 充電式

2700lm。連続点灯4時間。
IP.65フル充電6時間。AC・DCアダプター付き

JAN: 4589663780277

入数:1

SIZE: W:180×D:110×H:220mm（使用時）

投光器50W 充電式

4500lm。連続点灯4時間。
IP65.フル充電6時間。AC・DCアダプター付き

JAN: 4589663780376

入数:1
SIZE:W:230×D:130×H:280mm（使用時）

連続点灯：LOW３６時間、HIGH２４時間
照射角度２７０度調整可能。

200lm。単1電池３本使用。
JAN: 4580278055026

入数:12

SIZE: W:16×D:11×H:22ｃm（箱）

COB防滴ハードライトCOBフィールドライト

450lm。連続点灯６時間。IPX3.。
スタンドは１８０度調整可能。
単3電池4本使用。

JAN: 4580278059826

入数:12

SIZE: W:17.5×D:7.5×H:130（箱）
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組立式２人用ドームテントブラック 　　　　折りたたみアルミローテーブルブラック

　２０２２　新製品

組立式1人用ドームテントブラック

　　　　　JAN：4573110527430 入数：6個 JAN：4573110526167
入数：12個

ブラックアルミテーブル
折りたたみアームチェアブラック

jAN：4573110527546 入数：５個

インフレーターマットブラック
JAN：4573110527119
入数：12個

          ジョイントシュラフブラック

JAN：4573110525812 　入数：５個 　　　　　JAN：4573110527058
　　　　　　入数：12個

        マルチテント
JAN：4573110526976 　入数：６個 　　チェア用フットレスト

取っ手付きマルチプレート

JAN：4573110526891 　入数：24個
JAN：4573110526686 　　　　　JAN：4573110526822

コンパクトハンガーラック 入数：12個 　　　　　入数：12個

　４WAYマルチアウトドアクッカー
　　　　極厚タフプレート

JAN：4573110527287 JAN：4573110525832 　入数：12個 JAN：4573110527591
入数：12個 入数：６個

　　　弓切り式火起こし器
     ＬＥＤロープライト 　　　　折りたたみレジャーマット

JAN：4573110527331
入数：12個 JAN：4573110527232 入数：12個

JAN：4573110526921 入数：12個
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アウトドアクッカー8点セット

JAN：4573110527157（JAN変更） 　　アルミ製ライスクッカー
入数：12個

JAN：4573110524712

　　アウトドアクッカー４点セット 入数：12個

　手挽きコーヒーミル

　　　　グリルホットパン

　　　　　JAN：4573110527140（JAN変更）
　　　　　　入数：12個

アウトドアコーヒードリッパー

JAN：4573110524699 JAN：4573110527997
入数：12個 　　　　（JAN変更）

入数：12個

ポータブル焚き火＆グリル

コンパクト焚き火ストーブ

JAN：4573110524705
入数：24個 JAN：4573110524590

入数：12個

JAN：4573110524989
入数：６個

　ポータブルBBQコンロ

インスタントＢＢＱコンロデラックス 折りたたみウォータージャグ5.5リットル

JAN：4580278059673
入数：10個 JAN：4580278055095

JAN：4580278052483 入数：12個（2色アソート）
入数：12個 アウトドアウォーターシャワー

　インスタントBBQコンロ JAN：4580278052711
入数：12個 　　　ファイヤースターター

JAN：4573110525221
入数：24個

JAN：4580278520011
入数：12個
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〒:662-0915 

兵庫県西宮市馬場町2－8 フリードム西宮106

TEL:0798-26-6325   FAX:0798-26-6328 

Mail: info@ehu-kei.com 
URL:http://ehu-kei.com

エフ・ケイＨＰ


