
猛暑現場用 酷暑対策/熱中症対策製品

ホレイワールド®のご提案 2021

詳しくは「ホレイワールド®」で検索！ http://ryozai-ya.com/

新開発保冷剤による強力パワー/長時間保冷

（A-MEC株式会社）

りょうざい屋/A-MEC株式会社
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気候変動の進展、猛暑日の増加
東京では既に、熱帯夜（最低気温25℃以上）が６０日/年、
猛暑日（最高気温35℃以上）が１５日/年のレベルに達し、今後は、さらに増加予想。
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熱中症緊急搬送者/時間帯別 （出典：消防庁）



“ホレイワールド®”とは
新開発保冷剤を用いた保冷ウェア群
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【新技術による３大メリット】 猛暑環境に最適！
1. 新開発保冷剤により強力パワー/長時間保冷。
2.新素材採用によりムレない、汚れにくい。
3. 軽量で着やすく動きやすい。
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大手から中小まで多数の御採用実績

主な採用実績の業種
金属加工業、鉄鋼業、建設業、物流業、成型加工業、製薬会社、食品
工場、金属熱処理業、設備工事業、工務店様、研究所、等

主な御採用企業様（順不同）
日立金属株式会社様、トヨタＬ＆Ｆ株式会社様、キッコーマン食品株式会社様、
パナソニック建設エンジニアリング株式会社様、株式会社きんでん様、リョービ株式
会社様、三菱日立パワーソリューションズ株式会社様、東京製鐵株式会社様、鹿島
建設株式会社様、日本パーカライジング株式会社様、大成建設株式会社様、ＪＦＥエ
ンジニアリング株式会社様、新日鉄住金株式会社様、株式会社関電工様、上野動
物園様、山陰酸素工業株式会社様、株式会社多摩リネン（西武グループ）様、株式
会社イトーキ様、株式会社島津製作所様、日本工営株式会社様、トーソー株式会社
様、浅川熱処理株式会社様、筑波大学様、東北化学薬品株式会社様、早稲田大学
様、株式会社青葉造園産業様、東海工営株式会社様、山梨大学様、他多数
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商品開発と知的財産登録（特許庁）
• 2015年登録 商標権 名称「ホレイベスト」

• 2015年登録 商標権 名称「タウンクール」

• 2016年登録 商標権 りょうざい屋マーク

• 2016年登録 意匠権 ネックアイシング

• 2016年登録 意匠権 アイシングサポータＡ

• 2016年登録 意匠権 アイシングサポータＢ

• 2016年登録 意匠権 アイシングサポータＣ

• 2016年登録 意匠権 保冷剤の構造1

• 2017年登録 意匠権 犬用ホレイベスト1

• 2018年登録 意匠権 犬用アイシングマット

• 2018年登録 意匠権 犬用アイシングケージ

• 2018年登録 商標権 ブランド名称「ホレイワールド」

• 2019年登録 意匠権 保冷剤の構造2

• 2019年登録 意匠権 犬用ホレイベスト2

• 2020年登録 商標権 ブランド名称「Horay World」（米国特許庁）

• 2020年登録 商標権 名称「Horay Cooling Vest」(米国特許庁)
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日米の主要展示会へ出展（米国）
米国NSC-Expo (サンディエゴ) 弊社ブース来場者：１５２名
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日米の主要展示会へ出展（国内）
6月熱中症対策フェア(インテックス大阪)、九州猛暑対策展（マリンメッセ福岡）
7月第5回猛暑対策展（東京ビッグサイト） 弊社ブース来場者：617名
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ファンタイプ冷却服との比較
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条件/特性 ホレイベスト® ファンタイプ冷却服

猛暑環境
(35℃以上)

◎：本来の威力発揮 ×：熱風により効果失い、逆に脱
水症状→熱中症促進の可能性あり

作業性 ◎：体にフィット、機敏
な動きが可能

△：作業服が膨らむため、
作業や動作の邪魔

制服・保護服
の着用

◎：制服や保護服の下
に着用可能

×：着用不可

高所作業の
安全性

〇：フルハーネスの下
に着用可 （FHV仕様）

△：フルハーネスでは冷却
服とハーネスが干渉する

クリーン性 〇：無発塵で、クリーン
ルームでも使用可

×：発塵現場やホコリを嫌う
工程では使用不可



猛暑では、ファン式冷却服の下に保冷剤を使用すればい
い？本当？→ファン不要/弊社ベストだけで十分快適！
猛暑ではファンの風を体に当てては危
険！脱水症状→熱中症促進の可能性
あり。では、ファン式冷却服の下に保
冷剤を使用すればいい・・？ 本当？

知っていますか（理科の実験）？氷に
扇風機の風をあてると？→ すぐ溶け
てしまう。

弊社の実証実験では３５℃環境で、市販ベスト
用保冷剤にファンの風をあてると、わずか70分
（スペックは３時間）で融けて効果を失いました。
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70分後サーモ画像、
表面は既に20℃以上

理由：ベスト用の保冷剤は省エネ性が決めてです。すなわち冷凍で蓄え
たコンパクトな冷却エネルギーを、極力ムダ無く体に伝えることが必須で
す。しかし、これに風を当てて冷気を散乱させることは、効果の薄いムダ
な消耗となり、短時間で溶解し、効果を失います。すなわち、燃費20km/L
の車を5km/Lで走行させるようなもので、直ぐガス欠となります。



ホレイベスト®のコア技術、新開発保冷剤
（経産省新商品新サービス開発支援補助金認定）

新開発保冷剤の特徴
1. ５～７種類の薬剤(無害)を含有

2. 強力冷却を長時間持続 猛暑環境に最適！

3. 断熱/冷却の独自保冷剤構造（意匠権登録済2件）

その原理
①複数の無害化学成分により氷点を用途に応じ適度に変化させ、

②新開発の保冷剤構造により冷気放出のムダ・ムラを無くして、

猛暑環境での強力パワー/長時間保冷を実現。
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一般ベスト用保冷剤と新開発保冷剤の比較

保冷剤種
類/特性

弊社新開発保冷剤 市販クールベスト用保冷剤例

化学成分 水+複数化学成分（長時間冷却） 水＋ゲル化剤（冷却特性は水と同じ）

構造 裏側は複数断熱シート、
冷却側はポリエチレン
窓構造（意匠権登録済）

全面断熱シートで包んだ
もの、外観は全面アルミシート

冷却能力
冷たさ感

◎:冷却能力は強く、ひんやり快適、
特に猛暑環境35℃以上で効果発揮。

×~△:全面断熱シートにより、冷え
方は緩やか過ぎ、特に猛暑環境35℃以
上では冷たさが不足。

持続時間 ◎:3～4時間(30~35℃) ※ △～〇:2～3時間 ※
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※保冷剤性能は各社任意にスペック記載されているため、弊社では、保冷剤の試験方法規
格（試験条件を決め、積分計算で正味の冷却エネルギーを算出すべき）を広く提案しています。



保冷剤の冷却パワー比較試験結果
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市販のベスト用保冷剤と弊社保冷剤の表面温度を比較した実験結果：
環境試験装置３２℃、90分後において、弊社保冷剤は6.4℃と十分に冷たい。
一方、市販のベスト用保冷剤3社は11.3～17.1℃と比較して高く、猛暑環境で
は冷たさが全く不足することが確認できた。

仕様装置及び測定器
・環境試験装置：山梨産業支援
センタｰ保有のエイペックDR-2KH
・サーモグラフィーFLIR E6
・温度センサーPT-100
・温度ロガーTM947SD

A社 B社 C社



ホレイワールド®/保冷剤 数々の受賞実績！

■経済産業省 令和元年度補正「ものづくり補助金」認定

対象製品：新開発保冷剤

■経済産業省・特許庁 令和元年「中小企業等外国出願支援事業」

対象製品：ホレイベスト用保冷剤、ホレイベストワン

■経済産業省 平成29年「革新的ものづくり・商業・サービス開発

支援事業」認定 対象製品：ホレイベスト-ワン-等

■経済産業省 平成27年度ものづくり・サービス革新事業認定

対象製品：アイシングサポーター等
■経済産業省「新商品新サービス開発支援事業」認定
対象製品：ホレイベスト、保冷サポーター等
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ホレイワールド®がメディアで紹介されました！
■電材流通新聞(電材流通新聞社)に優れた熱中症対策製品としてホレイベストが掲載されました！

■テレビ東京「よじごじDays」-猛暑アイテム- 社長インタビューとともに紹介されました！

■TBSテレビ「あさチャン！」優れもの熱中症対策商品として社長インタビューとともに紹介！

■「冷凍空調設備７月号」(一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会)有効な熱中症対策製品として掲載されました！

■警備保障タイムズ(警備保障タイムズ株式会社発行)にホレイベストが記事掲載されました！

■日本ビル新聞（日本ビル新聞社発行)にホレイベストが記事掲載されました！

■株式会社文藝春秋/週間文春 特集記事「猛暑を乗り切る“いいとこどり”健康法」で掲載されました！

■集英社/週刊プレイボーイ 「灼熱地獄サバイバル 納涼グッズ編」のトップ記事で掲載されました！

■毎日新聞記事 「長持ち保冷剤：節電の暑さ対策に」社長のインタビューとともに掲載！
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伸長する応用製品群 “ホレイワールド®”
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新開発保冷剤による猛暑対策・熱中症対策製品、医療・スポーツアイシング用品

詳しくは「ホレイワールド®」で検索！



猛暑の作業現場で採用が進む“ホレイベスト®”
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1.新開発の強力保冷剤、猛暑環境35℃以上で威力発揮！
2.最長時間保冷！
3.ムレない・汚れない
（新採用ハードメッシュ生地）

4.着やすく、動きやすい！
（ラジオ体操ができる）

5.豊富な便利オプション
（携帯保冷ケース、－10℃保冷剤
専用アンダーウエア）



フルハーネス完全対応、安全＆快適徹底！
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1.フルハーネス完全対応ホレイベスト
各種フルハーネス仕様と作業動作を徹底研究。新
開発保冷剤により、猛暑作業も安全＆快適。

2.安全性・作業性抜群！制服の下にも
着用可！
高所作業性や保冷剤の落下防止等、安全性を徹底
追及、コンパクトで体にフィットし、快適作業。

3.高性能保冷剤がぴったりフィット
保冷剤が違う！
新開発保冷剤は、脇の曲面に沿うようにぴった

りフィット。新開発保冷剤で強力パワー/長時間保
冷。



用途に応じた便利なオプション
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現場へ持参、 ８時間は凍結保存可能！

「携帯用保冷ケースセット」

保冷ケース専用保冷剤(-１０℃)付属！

ホレイベストの下に着用 快適さ倍増！

「クールフィットウエア」



御採用検討にあたり
○ 数量値引きがあります。（要見積）

○ 職場温度や作業内容に応じて保冷剤を選択できます。

標準タイプ／ソフト冷却タイプ／結露フリータイプ

〇 全製品にわかりやすい取説が付属します。

使用にあたり特段の社内説明は不要。

○ 繰り返し使用できます。

保冷剤は１シーズンが目安、保冷剤は別売りで常時購入可能。

是非、貴社の御採用をお願い申し上げます。
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2021年投入新製品 画期的保冷剤（NPCM）

２０２１夏、ホレイワールドは以下の新製品を投入予定。

経済産業省の補助金認定を受け、世界で初めて「ハイブリッド凍結」し、柔らかく

体にフィットしかつ冷却能力が長時間持続する画期的保冷剤（NPCM）を開発しま

した。この夏、これを用いた下記新製品を販売開始します。

・新開発保冷剤（NPCM）を用いたネッククーラー

・新開発保冷剤（NPCM）を用いたアイマスク

・新開発保冷剤（NPCM）を用いたフェイスマスク

・新開発保冷剤を用いたアイシンググッズ

これらの新製品は、発売開始時点で、再度ご案内をいたしますので、

ぜひ、続報をお待ちくださいませ。
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ご清聴ありがとうございました。
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（A-MEC株式会社）
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詳しくは「ホレイワールド®」で検索！


