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76ファン必見！

このレイン、半端ないって!!

76ファンなら即手に入れたい、あの大人気ブー
ツが装い新たに新登場！発泡ゴムの弾力性や断
熱性はもちろん耐摩耗性も高い。
１度履いたら手放せません。

SB-761

76セフティーブーツ

サイズ：M/L/LL/XL
カラー：ブラック/オレンジ
素 材：発泡ゴム/合成ゴム底/鋼製先芯
重 さ：約970g(Ｍサイズ片足)

熱くハードに使い倒せ!!
袖を通した瞬間に感じる暖かさと
ストレスフリーの着心地はまさに
至極。それでいて意外と汗ばむ冬
には吸汗のスピードも忘れない。
『おしゃカッコいい』袖口の反射
プリントも見逃すなかれ。

日本に感動をありがとう！そんなレインウェアです。いやいやどんなレイ
ンウェアやねん。耐水圧10,000㎜Ｈ2Ｏ、袖口や背中に反射プリント、ク
ラシカルなデザイン・・・etc 書ききれないよー。おまけに収納袋まで付
いちゃいます。

W-764

N-761

76レインウェア

サイズ：M/L/LL/3L
カラー：マスタード/ブラック/ブルー
素 材：(表地)ポリエステル100％
(裏地)ＰＶＣラミネート
(メッシュ)ポリエステル100％

北風～小僧～の寒太郎～♪

76カラーの凄いヤツ
～♪

う

たろ

かん

北風小僧もビックリの多機能マ
ルチジャケット！
防風・撥水・保温・ストレッチ
なんでもござれ。

W-768

歩きスマホはやめて～!!
段違いの保温力
防風ラミネートが外気をシャットアウト。
さらに裏地フリースが保温力を高めます.。
タッチパネル対応だからって手袋したまま
歩きスマホは絶対ダメだよ！！

LG-02

ライフガード防風手袋

サイズ：M/L
素 材：(手の甲)ポリエステル/TPUラミネート
(手の平)ポリエステル
(裏 地)ポリエステル

76ストレッチシャツ

サイズ：M/L/XL
カラー：カモフラージュ/ブラック
素 材：ポリエステル90％
ポリウレタン10％

ザ・76カラーのこのスーツなんと耐水圧
10,000㎜Ｈ2Ｏ。中綿入りで防寒対策も
バッチリ。

W-763

76防水防寒スーツ

サイズ：M/L/XL
素 材：(表地)ポリエステル、ＰＶＣラミネート
(裏地)中綿ポリエステル100％

76防風ジャケット

サイズ：M/L/XL
素 材：(表地)ポリエステルＴＰＵラミネート
(裏地)ポリエステル100％

ワークというよりストカジ
ストリートでも充分通用するこの見た目に3層構造の
防風仕様。生地表面は撥水加工。おまけにリバーシ
ブルだなんて・・・
買わない理由が見つからない。

ＬＷ-03
ライフガード リバーシブルジャケット
サイズ：M/L/XL
カラー：グリーンカモフラージュ×チョコレート
グレーカモフラージュ×ブラック
素 材：(表地)ポリエステル100％、撥水加工
(裏地)ＡＣコーティング
(中綿)ポリエステル100％

向かい風を
強力ブロック!!

厚底なのにこんなに曲がる!!

顔前面にラミネート防風フィル
ムを施した3層構造で自転車や
バイクはもちろん冬のスポーツ
でもがっちりガード。

LC-02
ライフガード
防風フェイスキャップ
サイズ：フリー
素 材：ポリエステル

段違いの保温力
通勤や通学はもちろん冬の寒～い
毎日にスポッとかぶって温かさを
手に入れよう。

LC-01
ライフガード
防風ネックウォーマー

クッション性が良い 3.5 ㎝の厚底アウトソールなのに、驚きの屈
曲性を実現。フィット感もよく脱げにくく、長時間履いても疲れ
にくい。１度履けばこの違いがわかるはず。

LL-04
ライフガードカラーブーツ
サイズ：M/L/LL/XL
カラー：グリーン/ブルー
素 材：ゴム/ウレタンメッシュ
中敷き：カップインソール
重 さ：約950g(Mサイズ片足)

祝誕生！ネスタ３兄弟
NEC-10
ネスタワッチキャップ
カラー：グレー
サイズ：フリー
素 材：ポリエステル/ポリウレタン
ネスタ３兄弟の長男ワッチキャップ！ワッチってなによ？アメリ
カ海軍が見張りの際に防寒具として使用していたウォッチキャッ
プがなまってワッチキャップと変化したとかしないとか…？

NEC-11
ネスタ防風ネックウォーマー
サイズ：フリー
素 材：ポリエステル
ポリウレタン
ポーラテックフリース
真ん中次男って自立心があり社交
的なんですって。
このネックウォー
マーもスポーツや通勤通学いろん
なシーンにひっぱりだこ。

NEC-12
ネスタ防風フェイスキャップ
サイズ：フリー
素 材：ポリエステル/ポリウレタン
さすが自由人の三男坊！
アレンジ自在で6パターンの着用方
法があるんです。え？もっとあるか
も？あなただけのオリジナルパター
ンを探してみては。

サイズ：フリー
素 材：ポリエステル
まだまだ、ほんの序の口、宵の口～
この秋冬ぜったいに見逃せない
Ｋ-ＷＯＲＫオリジナルブランドの
商品が盛り沢山

裏面も必読あるのみ！！
Please turn over

悪魔的な視認性に驚愕する

ジワジワきます

360 °どの角度からでも光を反射する驚愕の視認性。ファスナー付
ポケットが4つに内ポケットもあり収納力も確保。保温性に優れた
中綿入り。

手の甲の迷彩柄が光を反射。防風フィルムと裏地フリースで
ダブル保温。手の平のシリコンゴムと手首のネオプレーンで
動作性も抜群。使えば使うほどこのグローブの凄さをジワジ
ワ感じる事でしょう。

RV-01

写真映えのギャラクシー感

REFLOベスト

RG-01

サイズ：M/L/XL
カラー：ギャラクシーブラック×ブラック
ギャラクシーＯＤ×ブラック
素 材：(表地)ポリエステル100％(撥水加工)
(裏地)ＡＣコーティング、ＴＰＵラミネート
(中綿)ポリエステル100％

反射生地による視認性とデザイン性は元よりストレッチ性も
兼ね備えたポケッタブルなストレッチジャケット。ぜひ暗闇
で写真を撮ってみて！

RJ-01

REFLOウォームアップグローブ

サイズ：M/L
カラー：カモフラ
素 材：(手の平)人工皮革/シリコンゴム
(手の甲)ポリエステル/TPU
(手 首)ネオプレンゴム
(裏 地)フリース

REFLOストレッチジャケット

サイズ：M/L/XL
カラー：ギャラクシーブラック×ブラック
ギャラクシーＯＤ×ブラック
素 材：(表地)ポリエステル100％(撥水加工)
(裏地)ＡＣコーティング、ＴＰＵラミネート

意匠登録申請中

ハイカット界のニュースター
アッパー全体に反射材が施された視認性の高いセーフティ
ースニーカーにハイカットverが新登場。ハイカットスニー
カーの一番のポイントは履くだけでこなれ感を演出できる
点ですよね。しかも安全靴だなんて恐るべしニュースター。
マジックテープで足首をホールドし疲れも軽減。

RS-02
REFLOセーフティースニーカー
サイズ：25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0
素 材：鋼製先芯/合成ゴム底
ポリエステル/合成皮革
重 さ：約450g(26.0cm片足)

意匠登録済

※反射イメージ

しみじみの中綿シリーズ

まるで果実の様な鮮やかさ

この中綿シリーズの暖かさと軽さはホントにしみじみしちゃうんです。
裏地に中綿入りのキルティング加工を施し、袖と裾は着た瞬間フィット
するパイピング仕様。防水性の高い二重フラップポケットは水滴が入り
づらく、中身の落下も防止。
素 材：(表地)ポリエステル100％、撥水コーティング加工
(裏地)アクリルコーティング(中綿)ポリエステル100％

ライムグリーンの視認性はもとより、吊
下げループやベルクロ仕様の裾など便利
機能がいっぱい。

W-250

中綿ジャケット

サイズ：M/L/XL
カラー：ブラック/ブルー

W-255

中綿パンツ

サイズ：M/L/XL
カラー：ブラック

W-60

W-270
中綿フード付コート
サイズ：M/L/XL
カラー：ブラック/ブルー
素 材：(表地)ポリエステル100％
撥水コーティング
(裏地)アクリルコーティング
(中綿)ポリエステル100％
しみじみの中綿シリーズに新型が
登場。裏地付きでハンドウォーマー
としても使える大型ポケットにシ
ーンにより着脱できる中綿入りフ
ードが付いたジャケットタイプ。お
尻までスッポリ隠れる丈で暖かさ
を大きく向上しました。

新色でた？

安全靴のニュースタンダード
至れり尽せり
調整ひも付フードで屋外の作
業にも最適。裏地はウレタン
付きで保温性あり。さらに防
寒も出来ちゃうなんて至れり
尽せり。

防水防寒スーツ

サイズ：M/L/XL
素 材：(表地)ポリエステル
ＰＶＣラミネート
(裏地)中綿ポリエステル100％

安定の人気を誇るSSシリーズがより洗練されたデザイン
で新登場。3本ラインとステッチ使いがクールな見た目を
演出。中敷きにはEVAクッションを採用し疲れ知らず。
サイズ：25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0/29.0
素 材：樹脂先芯/PU合皮/合成底

SS-10
ランマックスセーフティ

SB-30
防寒安全ショートブーツ

そだねー。新色出たねー。カジュ
アル＆セーフティーが売りのセフ
ティカモに新色が登場。デジタル
カモでよりスタイリッシュに。

SS-4
セーフティカモ
カラー：グリーンカモ/デジタルカモ
サイズ：25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0
素 材：樹脂先芯/合成ゴム底/綿
重 さ：約310g(26.0㎝片足)

※撥水加工

多面性ブーツ
シンプルな見た目とは裏腹に多面性
のあるこのブーツ。内側ボアで暖か
いのに軽い。マジックで脱ぎ履きし
やすい。JIS S級相当の鋼製先芯で
安全。などなど様々なシーンで活躍
してくれる事間違いなし。

サイズ：M/L/LL/XL
素 材：ゴム/鋼製先芯
ウレタン付保温裏
調整ひも付フード
吸汗フラットインソール

α-10
ウォームアップセーフティ
SS-20
ランマックスセーフティ

サイズ：M/L/LL/XL
素 材：鋼製先芯/合成底
PU合皮
重 さ：約450g(Lサイズ片足)

www.nestabrand.jp

