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※表示の本体価格は税抜価格です。
　お支払時に別途消費税額を申し受けます。

ボ
ト
ル
ス
タ
イ
ル •サーキット走行などの車載用

•魔法瓶タイプなので冷却持続性に優れている

ポ
ー
タ
ブ
ル
ボ
ッ
ク
ス
ス
タ
イ
ル

•冷却持続性に優れている •ホースの範囲で移動に対応
•キャリングハンドルで持ち運びに対応

セイフティー関連パーツ

ボ卜ル型アイスクーラーは断熱性・保冷性能に優
れた魔法瓶タイプ。主にモータースポーツの車載
用としてロールバーなどに取り付けて使用します。
クイックリリースタイプのブラケッ卜により脱着もス
ムーズで簡単。

バッテリーで冷却水を循環させるボックス型アイス
クーラーです。断熱性・保冷性能に優れたクーラー
ボックスタイプを採用し冷却持続時間に優れてい
ます。バイク等車載に便利な収納バッグもオプショ
ンでご用意。

〔仕様〕 ■冷却持続時間 約～6時間
　　　 ■ポンプ 水量5OOml/min
　　　 ■バッテリー 7.4V 2200mAh ～8時間

主にモータースポーツ専用車両の車載用に開発
された DC12V 用循環冷却システムです。設定
した温度に水温が自動制御されますので長時間
快適性を保つことができます。
リモー卜コン卜ローラーにより温度設定が可能。
電源なしで稼働できるバッテリーもオプションでご
用意。

〔仕様〕
■稼働電圧DC12V
■動作電流5～13A
■冷却容量50～200W
■冷却性能‒9～30℃
■温度誤差±1℃
■重量7.0㎏
■騒音レベル58dB

品　番 価　格
IF1413K ¥59,800

品　番 価　格
IF1411K ¥68,600

品　番 価　格
IF1603K ¥340,000

New

New

New

●アイスフロー　ボトル型アイスクーラーセット

●アイスフロー　ボックス型アイスクーラーセット

●アイスフロー　車載循環冷却システム（DC12V）

※バッテリーは単品もあります。

容量
1.9L

氷使用 バッテリー
駆動

汎用モバイル
バッテリ一対応

容量
6.0L

氷使用 バッテリー
駆動

汎用モバイル
バッテリ一対応

水タンク 冷却＆
水温制御

DC
12V

操作
リモコン

〔仕様〕  ■冷却持続時間 約～1.5時間
　　　 ■ポンプ 水量5OOml/min 
　　　 ■バッテリー 7.4V 2200mAh ～8時間

■オプション
　ビレットインテークダクト
　アダプター

品　番 サイズ
外径（㎜） 価　格

IF1603A 73 ¥3,800

ロールバ一に取り付け 付属品類

付属品類

120

247

本体サイズ（㎜）

290

383

200
本体サイズ（㎜）

208

280

185

本体サイズ（㎜）

202

New

Ⓡ

延長ホース（2m）付属
↓

延長ホース（2m）付属
↓

延長ホース（2m）付属
↓

メッシュクーリングベストは含みます

メッシュクーリングベストは含みます

カラー：P46参照

カラー：P46参照

カラー：P46参照
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※表示の本体価格は税抜価格です。
　お支払時に別途消費税額を申し受けます。

●アイスフロー　氷水循環冷却システム　オプションパーツ

セイフティー関連パーツ

品　番 サイズ
幅（㎜）×奥行き（㎜）×高さ（㎜） 性能 価　格

IF1700K 51×87×24 7.4V/2.2Ah ¥6,600

品　番 電源幅（V） 性能 価　格

IF1711K 100〜220 7.4V/2.2Ah ¥2,300

品　番 使用タイプ型番 サイズ
幅（㎜）×高さ（㎜）

容量
約（ℓ）価　格

IF1515K IF1402K、IF1403K 180×230 1.5 ¥5,800
IF1520K IF1401K 180×335 2.0 ¥5,800
IF1530K IF1404K 200×410 3.0 ¥5,800
IF1531K IF1405K 200×410 3.0 ¥7,000

品　番 サイズ
幅（㎜）×奥行き（㎜）×高さ（㎜）カラー 価　格

IF1361K 420×230×230 ブラック ¥10,000

■オプション
　リチュームイオンバッテリー

■オプション
　バッテリーチャージャー

■オプション　シリコン製 アイスクーラーバッグ

■オプション
　IF1411K用 収納バッグ（固定ベルト付き）

■オプション
　クイック・ドレンセット
　◦ハンドポンプ ×1
　◦クイックジョイント（オス） ×2 
　◦クイックジョイント（メス） ×2 
　◦ホース ×4

■オプション　ワンタッチリリース  ホースジョイント
品　番 形状（タイプ） 許容温度範囲（℃） 差込み外径（φ） 価　格

IF1506MK オス –40〜82 1/4"（6.4） ¥1,700
IF1506FK メス –40〜82 1/4"（6.4） ¥1,700

■オプション　延長ホースキット
品　番 長さ（m） 1パック 価　格

IF1540K 2 2 ¥6,000

■オプション　PULLリリース  ホースジョイント
品　番 形状（タイプ） 許容温度範囲（℃） 差込み外径（φ） 価　格

IF1508MK オス –18〜66 1/4"（6.4） ¥3,000
IF1508FK メス（ナット付） –18〜66 1/4"（6.4） ¥5,200

■オプション　アイスバッグ用蓄冷剤
品　番 サイズ  縦（㎜）×横幅（㎜）×厚み（㎜）カラー 価　格

IF1532K 150×90×20 ブルー ¥600品　番 価　格
IF1509SK ¥6,800

IF1515K IF1520K IF1530K IF1531K

New

New New New

New

New

New

New

New New New New

Ⓡ

※レース車両にオススメです。

※ IF1531K  容量：1 ℓ＋ 2 ℓ

カラー：P47参照




