
このたびは弊社アイスベストをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いなるようお願い申し上げます。

この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

このたびは弊社アイスベストをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いなるようお願い申し上げます。

この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

他社のバッテリーを使用して、問題が出た場合は、当社は一切責任を負いません。
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YSR-NV

付属のバッテリーの使用方法は、バッテリー使用説明書をお読みください。



アイスベスト 前面 アイスベスト 背面

水・ペットボトル投入口

バッテリー収納ポケット

電源オンオフスイッチ

■寸法

仕様　各部位説明

品質表示
ポリエステル 100％

カラー /ネイビー　 ベスト重量 /640kg （バッテリー・水・ペットボトル未装着時）

冷却パット

表路・裏地

TPU50％+ポリエステル 50％

取り扱い方法
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●お手入れの際は必ずバッテリー・モーターポンプ・タンク・ホースを外してください。
●汚れは中性洗剤を使用して洗いしてください。
●洗濯機は絶対に使用しないでください。
●製品を痛めるだけではなく洗濯機の故障の原因にもなります。
　尚ドライクリーニングは絶対にしないでください。
●乾燥機は絶対に使用しないでください。乾燥は日光を避け絞らずに日陰で吊り干ししてください。
　乾き次第取り入れ冷暗所に収納し上に何も乗せないでください。

取扱上の注意

3

●本品は火花・火気・摩擦により破損を起こし、水が漏れ出す場合があります。衝撃や過度の摩擦や火気には絶対に近づけない様ご注意
ください。また、火花が散る作業時は必ず上から作業着の着用をしてください。

●本品は水を循環させ使用する水冷構造です。規定の水量以上の水を入れた場合、溢れて機器の破損や、感電の恐れがあります。使用
上の注意に従い正しくご使用ください。

●本品を保管する場合、中の水を完全に抜き、日陰で充分乾燥させてから保管してください。
●市販のモバイルバッテリーを使用できますが、一部使用できない機種もございます。
●着用の際は、必ず肌着（薄い下着・Tシャツなど）を着用して、その上から本品を着てご使用ください。
●ペットボトルは市販の500～650㎖が適応します。
●必ずキャップをしっかり閉め、中の液体が漏れない様ご使用ください。

ご使用上の注意事項



冷却パッド

アイスベスト　機構説明

本品【アイスベスト】は、水冷循環機構により、
ベストの前後にある｢冷却パッド｣内に冷水を循環させる事で、冷やしていく仕組みです。

■肌着（Tシャツなど）を着用した上から本品を着用ください。
■体へ密着させる為、サイドマジックテープを調節をお願いします。
■タンクへの水（500㎖）は正しく入れてください。
　その他、注意事項を良く読みお使いください。

より効率的に機能させる為、下記の使用方法での着用をお願いします。



タンクへのペットボトル挿入手順

①600㎖の水を入れます。
②凍らせたペットボトルを入れるます。ペットボトルは、500～670㎖タイプをご使用いただけます。
③キャップをしっかりとしめて準備は完了です。

①

②

ペットボトル1本で約2時間冷却クール！※
最大2本でさらに長時間の持続も可能です。

※使用環境により冷却時間は異なります。

500～650㎖タイプ
ペットボトル



着衣について・ペットボトルの交換について

補助者に取り出しを頼めば
着たまま持続して
ご使用ができます。

●着用後、サイドのマジックテープで、フィット感を調節できます。

ご注意事項
※締め付けすぎない様にご注意ください。
※装着が困難な場合は、補助者に手伝って貰い、着用してください。

ペットボトルの交換について



電源のオン/オフについて

市販のバッテリーを使用する場合は、
バッテリーの仕様により
動作しない場合がございます。
予めご了承ください。

市販USBバッテリー
使用について

付属のリチウムイオンバッテリー

●着用後、サイドのマジックテープで、フィット感を調節できます。

ご注意事項
※締め付けすぎない様にご注意ください。
※装着が困難な場合は、補助者に手伝って貰い、着用してください。

●サイドのスイッチで、モーターのオン/オフを操作できます。

ご注意事項
※流水量は調節できません。
※スイッチの水濡れにご注意ください。
※強く引っ張ると断線する恐れがあります。

付属のバッテリーの使用方法は、
バッテリー使用説明書をお読みください。

バッテリーは、背面袋部に収まります。
固定用ゴムバンドでバッテリーを固定してください。

バッテリー収納ポケット



部品名称／交換部品一覧

●サイドのスイッチで、モーターのオン/オフを操作できます。

ご注意事項
※流水量は調節できません。
※スイッチの水濡れにご注意ください。
※強く引っ張ると断線する恐れがあります。

品　番 JANコード水袋キャップ付き

アイスベスト・交換パーツ部品

品　番 JANコードポンプ、スィッチセット

品　番 JANコードホース短黒

ホース短

品　番 JANコードホース長黒

水袋キャップ付き

ポンプ、スィッチセット

ホース短黒×2本

ホース長黒×2本

YSR-B1 4534587 782586

YSR-B2 4534587 782593

YSR-B3 4534587 782609

YSR-B4 4534587 782616

価格／11,520円（税別）

価格／11,930円（税別）

価格／600円（税別）

価格／600円（税別）

YSR-NV 冷却パット／ TPU50％+ポリエステル 50％

表路・裏地／ポリエステル 100％

①水袋

②

③④

キャップ

ポンプ

スイッチ

ホース長

①

②

③

④

アイスベスト



水袋　取り付け方法

水袋

① ②

③ ④ ⑤

①キャップ付きの水袋を細く折り畳んで
　ください。

②写真のようにアイスベスト背面の穴に
　差し込んでください。

③水袋を奥まで入れて服のゴムリングに
　はめ込んでください。

④水袋を整えてください。

⑤完成です。



ポンプ・ホース短　取り付け方法

OUT

OUT

IN

IN

※IN-OUTの取り付け位置を
　間違えないでください。

(水をポンプに送り込みます)

(水をポンプから排出します)

ホース短

ポンプ固定ゴム

ホース短の取り付け完了

①

②

③

①アイスベスト背面の下部ポケッ
トを開いていポンプスイッチ
セット（YSR-B1)のポンプ部分
をポンプ固定ゴムにはめ込んで
ください。

②写真のようにホール短黒を取り
付けてください。
※IN-OUTの取り付け位置を間違
えなえないでください。

③ 完成です。

YSR-B1



ホース長　取り付け方法

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑨ ⑩⑧

ホース長

① ②　アイスベスト背面（水、ペットボトル投入口
キャップ側上）のポケットのマジックテープ部分
を開けで右側のホース差し込み口を確認してくだ
さい。ホース長黒（YSR-B4)を差し込みます。

③ 差し込んだら差し込み
の直ぐ上側に金属リング
があるので通してホース
を外に出してください。

④⑤ アイスベスト背面左の水冷パット上
部に差し込み口にもう一つのホース長
黒（YSR-B4)を差し込みます。この時点
でアイスベスト背面側のホース取り付
けは終了になります。

⑥⑦ 次にアイスベスト前側右上の差し
込み口を確認してください。ホース長
黒（YSR-B4)を差し込みます。

ホースは奥まで差し込んでください。ホースが外れ水が噴き出す恐れがあります
ホースを何回か取り付けるとホース口が大きくなって来ます。
大きくなってきた場合は新しいホースと交換してください。ホースが外れ水が噴き出す恐れがあります。

⑧⑨アイスベスト前側左上の差し込み口を確認してくだ
さい。ホース長黒（YSR-B4)を差し込みます。

⓾完成です。　　　　

注意　



保証について

保証はバッテリーのみとなります。
本製品セット品に付属の、その他
パーツ類は、初期不良のみ交換対応
となります。予めご了承ください。

※掲載商品の仕様及びパッケージなど改良の為、予告なく変更する場合がございます。


