
働く現場の冬対策を大解剖 
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         冬季季節商品売上は2倍に拡大！    
         暖房器具需要、10月以降顕著な高まり 

当社の冬季季節商品ページ（https://www.monotaro.com/feat/1471/）掲載320アイテムの今シーズンの
売上金額は昨年の2倍を記録しました。また、商品別の購入ユーザー数ランキングでは、昨年販売開始した
当社プライベートブランド商品の電気ストーブやナショナルブランドの各種ヒーターなど、9つの暖房器具が昨年
より順位を上げてランクインしました。さらに、ランクインした9つの暖房器具の購入ユーザー数は10月に前年
同月比2倍、11月に前年同月比3倍を記録し、例年より早い時期からの暖房器具需要の高まりを反映する結
果となりました。 

 今冬は、11月に関東地方で観測史上初となる積雪を記録、また気象庁が2016年9月に発生したラニー
ニャ現象※1の継続可能性を発表するなど、寒さに関する話題が多く取り上げられ注目を集めています。 
 
 当社においては、冬季季節商品※2が前年同期間比約2倍の売上を記録するなど、製造業や建築・工事業
などを中心に、防寒アイテムの需要が拡大しています。 
 
 今回のニュースレターでは今シーズン（2016年10月～12月）の冬季季節商品の販売動向や今冬注目の
防寒グッズなど、働く現場における冬対策商品の最新トレンドをご紹介いたします。 

※1 ラニーニャ現象：東太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも低くなる現象を指し、日本では主に北極の寒気が流れ込む西日本で気温が低く   
   なるとされています。 
 
※2 本NEWS LETTER記載の商品販売価格（税別）は発表時時点の情報であり、予告なしに変更される場合があります。予めご了承ください。 

2016年冬季季節商品購入ユーザー数ランキングベスト20 
（データ集計期間：2016年10月～2016年12月、2015年10月～12月） 

2016年
ランキング

ブランド 商品名 内容量
販売価格

(税別)
2015年

ランキング

1 大阪魂 灯油ポンプ(手動) 1個 ¥119 1
2 大阪魂 灯油ポンプ(電動) 1個 ¥899 2
3 モノタロウ 電気ストーブ 1台 ¥2,390 5
4 イワタニ カセットガス 1パック(250g×3本) ¥569 3
5 古河薬品工業 解氷スプレー トリガー500 1本(500mL) ¥479 4
6 コロナ ポータブル石油ストーブ 1台 ¥7,990 13
7 YAMAZEN(山善) カーボンヒーター 1台 ¥3,990 10
8 TRUSCO 給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 1本 ¥1,157 11
9 コロナ 対流型石油ストーブ 1台 ¥17,900 -

10 ニチガス カセットガスボンベ 1パック(250g×3本) ¥339 7
11 大幸薬品 クレベリンG 1個(150g) ¥1,950 18
12 工進 ラクオート ドラム缶用(乾電池式) 1台 ¥4,183 15
13 YAMAZEN(山善) カーボンヒーター 1台 ¥6,490 -
14 ユアサ 1200Wセラミックヒーター 1台 ¥4,290 9
15 工進 ラクオート(電動) 1台 ¥9,590 8
16 コロナ 石油ファンヒーター 1台 ¥12,900 17
17 YAMAZEN(山善) グラファイトヒーター 1台 ¥9,990 21
18 YAMAZEN(山善) スチーム加湿器 1台 ¥3,490 23
19 アイリスオーヤマ 人感センサー付きセラミックヒーターメカ式 1台 ¥5,990 24
20 山崎産業(CONDOR) ドライワイパー 特大 1本 ¥8,558 20
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暖房器具を購入したユーザーの商品利用実態を調査したところ、接客用のレジ、事務所のデスク、工場内
のスポット暖房や部品の乾燥、従業員用の休憩所、出庫場所など様々な場所や用途に活用されていることが
判明しました。また、「仕事用に購入したが今は子供が使っている」という住居と仕事場が一体となった中小企
業ならではの利用実態も判明。さらに、「早めの購入が11月の積雪時に役立った」という、今シーズンを象徴
するような声も見受けられました。 

11月に雪が降るなんて、ここ神奈川

では前代未聞の出来事です。朝から
冷たい雨が雪に変わりましたが寒さ
に震えずに作業ができました。工場
用暖房に思い切って購入しておいて
良かった！！ 
 
神奈川県 自動車部品製造業  

レジ、作業場、出庫場所、休憩所など利用シーンも様々 
中小企業ユーザーの暖房器具利用実態調査を実施 

作業場のスポット暖房と部品の
乾燥用に使用しています。現場
には他にも設置してありますが、
軽いのにパワフルで、このタイプ
は重宝しています。 
 
石川県 電気工事業 

室内の暖房用に購入しました。使
い始めたばかりですが、コンパクト
で火力があります。デザインもすき
です。 
長崎県 老人福祉・介護事業 

レジ係の暖房用に使用していま
す。400W切り替えが上下で切り

替えが出来るので良かった。前
面に熱気が届くように小さなファ
ンが付いているとなお良いです
ね！ 
 
大阪府 小売業  

★モノタロウ 電気ストーブ コンパクトですが意外にパワフル
です。暖房の届きにくいデスクの
足元を温めるのに丁度イイです。
非常に使い勝手が良いため、い
つの間にか子供部屋に取られて
ました。今では子供たちの勉強
時間に足元を温めてます。 
 
埼玉県 店舗メンテナンス業  

従業員用の休憩所に購入しまし
た。十分な暖房能力で従業員も
満足しています。ホームセンター
より安く買えました。 
 
新潟県 土木工事業 

出庫場所の暖房として購入。値段
はとてもお買い得で、しかもお湯も
沸かせて加湿になるし、コンセント
もいらず乾電池と灯油でいいので、
経済的にも助かります。 
 
長野県 プラスチック製品製造業 

商品レビュー★4.5 獲得 人気No.1 

★ダイニチ工業 ブルーヒーター 

前シーズンより5倍の売上 

★コロナ 対流型石油ストーブ 

高コストパフォーマンスの逸品 

★コロナ 石油ファンヒーター 

安全装置付きスタンダードモデル 

★ナカトミ スポットヒーター 

パワフルで多目的利用に最適 



ウェットスーツ生地で頭+顔
+首まで完全防備 
おたふく手袋 
フルフェイスマスク 
￥639 

1万円で頭のてっぺんから足の先まで全身ポカポカ！ 
モノタロウで揃う寒さ知らずの防寒コーディネートアイテム 

本資料に関するお問い合わせ 

株式会社MonotaRO IR・広報グループ 木原 TEL:06-4869-7190 pr@monotaro.com 

MonotaRO 会社概要 本社：兵庫県尼崎市 代表執行役社長：鈴木雅哉 URL：https://www.monotaro.com/ 
2006年12月、東証マザーズ上場。2009年12月、東証一部上場。2015年度の12月期の売上高は575億円。2016
年度の12月期の売上高予想は693億円。 

株式会社MonotaRO （モノタロウ）は、工業用間接資材の通信販売最大手として、切削工具や研磨材などの工業用資材から自動車関連商
品、梱包・補修・清掃・安全・事務用品に至るまで、現場・工場で必要とされる製品 1,000万アイテムを販売しています。2016年12月12日現在
の登録ユーザー数は約217万。 

当社では今後も、積極的な商品拡充によるユーザー利便性の向上に貢献してまいります。 

仕事時に着用するものも防寒対策には欠かせません。ここでは、当社ユーザーに人気の合計1万円でできる
全身防寒コーディネートアイテムをご紹介します。 

保温+発熱効果の特殊レーヨンで
ポカポカ  
おたふく手袋  
BTサーモシャツ ￥1,390 

ワーキング防寒作業衣料の決定版!！ 
保湿効果抜群でポカポカ 
カジメイク 
NEOソルジャーパンツ  
￥2,190 

フリース、キルティング、トリコット生地で
ポカポカ  
モノタロウ 
防寒ブルゾン 
￥1,890 

冷凍室や屋外作業にも蒸れずにポカポカ 
ショーワグローブ  
No452フリースグリップ 
￥329 

抜群の保温性！ 
発泡体のEVAソールでポカポカ 
ジーベック  
ビーンブーツ 85713 
￥3,890 

        購入ユーザー数前年比4倍！    
        北海道・東北地方で今冬人気の雪対策アイテム 

寒さ対策の次は雪対策です。 2015年比で4倍も購入ユーザー数が増加した北海道や東北地方などの降
雪地域で大人気の今冬注目の雪対策アイテムをご紹介します。 

樹脂製で丈夫、雪かきの必需品 
モノタロウ 
雪スコップ 
￥1,190 

地面の凍結防止/融雪に大活躍 
男前モノタロウ  
無塩凍結防止(融雪)剤 
￥789～ 

取付簡単で雪道も安全 
EC(エフ・イー・シーチェーン) 
雪道楽αⅠ 
￥5,490 

給湯・給水配管の凍結防止に 
八光電機 
水道凍結防止用ヒーター  
￥2,584～ 

フェイスガード 

インナー 

アウター 

手袋 パンツ 

ブーツ 
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