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New

反射

反射機能付メッセンジャーバッグ

反射

撥水機能付、反射生地を使用。
自転車に乗る時や夜間歩く時も反射機能で安全です。

通常
通常

RC-03
季節商品

New

反射機能付き防寒手袋

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で滑りにくく、手首のネオプレーンで手
首にやさしくフィットします。

RG-01
REFLO ウォームアップグローブ
サイズ：M/L
カラー：カモフラージュ
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

通常

季節商品

※反射イメージ

RC-04

通常

反射する防寒ニット！

反射糸を使用し、夜間の視認性が高いです。
ネックウォーマーは裏ボア仕様で暖かく、ソフトな肌触りです。

反射

RC-03 REFLOワッチ
RC-04 REFLO裏ボアネックウォーマー
サイズ：フリー
カラー：ブラック
素 材：
（RC-03）アクリル・ポリエステル
（RC-04）アクリル・ポリエステル

※反射イメージ

季節商品

New ストレスのない動き
反射

※反射イメージ

ストレッチ素材を使用した反射安全ベスト。
伸縮自在なので動きにストレスを感じることなく作業に
集中できます。4点アジャスター付きで調整も可能。

同色
2個入

蓄光と反射を合わせ持つ安全ベスト。明るい場所で光を蓄え、暗く
なると発光する蓄光に加え光やライトが当たると反射するリフレク
ト材。日中は蛍光イエローで視認性あり。
昼夜問わず存在感を与える安全ベストです。

かる～い あったか～い 輝いてるぅ～

EVA 成型一体型なので下から 6cm 完全防水 !! 軽くてクッション性が抜
群。接地面は合成ゴムで雨や雪の日も安心です。筒の部分はオール反射
生地を採用し暗い場所の視認性もバッチリ。また、インナーボア + ウレ
タン素材で保温効果がテキメンです。

RW-200 REFLO PRO ストレッチ反射安全ベスト
サイズ：フリー（ 着丈は最大60㎝まで 胴回りは最大120㎝まで）
カラー：イエロー/オレンジ
素 材：［ベルト］ポリエステルゴム ［反射材］反射プリント
［バックル］ポリプロピレン

New 蓄光と反射！？ ベスト

RFB-02 REFLOメッセンジャーバッグ
サイズ：W42×H13×D33(cm)
カラー：ブラック
素 材：ポリエステル・ナイロン・合成皮革・他

RS-10
REFLO ウォームアップセーフティーブーツ
サイズ：M/L/LL/3L
素 材：樹脂先芯・EVA＋合成ゴム底
［アッパー表］ポリエステル
［裏］ポリエステルボア＋ウレタン
重 さ：約 360g(L サイズ片足 )
通常

※反射イメージ

RW-100 REFLO PRO 蓄光反射安全ベスト
サイズ：フリー
カラー：イエロー
素 材：［メッシュ］ポリエステル ［反射材］PVC

※反射イメージ

反射
反射イメージ

イエロー

オレンジ

New ヨーロピアンレザースニーカースタイル
発光イメージ

ヨーロピアンテイストのレザースニーカータイプ
NEW STYLEの提案です。
幅広い世代が抵抗なくご使用できるセーフティスニーカー
軽量 幅広設計で履き心地も快適です。

SS-15 SS-25
ランマックスセーフティ
サイズ：25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0/29.0
カラー：（SS-15）ブルー × ブラック（SS-25）ブルー
素 材：樹脂製先芯・合成底
［アッパー］PU レザー + PU スエード
［ライニング］メッシュ［中敷き］
メッシュ
重 さ：約 320g(26.0cm 片足 )
季節商品

New 秋冬定番のコーデュロイ New ワイルドに決める

秋冬定番のコーデュロイ生地を使用したスリッポン
インナーはボアを使用し足元暖かく先芯はJIS S級相当樹脂先
芯を使用してます。

ニットセーフティー
ニット素材をKPUで補強と安定感をUP！
さらにシューレースを締めればフィット感UP！
勿論、そのままでもOK。
ロゴ・シューレース・ヒールには反射材を
使用してます。

ブルー × ブラック

ブルー

SS-15

SS-25
季節商品

防寒機能付きの
安全ショートブーツ

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防寒も出来
ちゃうなんて至れり尽せり。

グレーカモ

ベージュ

ネイビー

α-15
コーデュロイ ボア セーフティー
サイズ：M/L/LL/XL
カラー：ネイビー / ベージュ
素 材：樹脂製先芯（JIS S級 相当）・合成ゴム底
［アッパー］コーデュロイ［ライニング］ポリエステルボア
［中敷き］ボア 5mm 厚クッション
重 さ：約 345g( L サイズ片足 )

グリーンカモ
GR-9
KPUニットグルービー
サイズ：25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0
カラー：グリーンカモ / グレーカモ
素 材：鋼鉄製先芯・EVA + ラバー底
EVA メッシュカップインソール
［アッパー表］ポリエステルニット + KPU
［アッパー裏］スパンデックス
重 さ：約 370g(26.0cm 片足 )

SB-30
防寒安全ショートブーツ
サイズ：M/L/LL/XL
素 材：
ゴム・鋼製先芯
ウレタン付保温裏
吸汗フラットインソール

季節商品

New 季節商品
インナーで防寒対策ができる
優れもの !!
ハイネックとサムホールにより防寒性を高めたストレッチシャツ。
通常のインナーでは少し寒い時に最適です。

極上の着心地

季節商品

視認性に優れた防水防寒

耐水圧10,000mmH2Oの防水防寒ス
ーツで冬のハードシーンに対応。
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です。

ストレッチ＋シームレスにより極上の着心地。
フード付きなので防寒性も高いんです。
オープンポケット付きで使いやすさも◎

N-02 シームレスストレッチベスト
（フード付）
サイズ：M/L/XL
カラー：ブラック/グレー
素 材：
［表地］ポリエステル・ TPU ラミネート
［裏地］ポリエステル
［中綿］ポリエステル
ブラック

パンツ左右に
吊り下げループ付

グレー

N-03 ハイネックストレッチシャツ
サイズ：M/L/XL
カラー：チャコール×ブラック
チャコール×ブルー
チャコール×パープル
素 材：ポリエステル 90％
ポリウレタン 10％

季節商品

W-60 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］ポリエステル
［中綿］ポリエステル

New
チャコール×ブルー

チャコール×ブラック

最強コスパの中綿キルトウエアシリーズ

この中綿シリーズは暖かさと軽さが特長です。裏地にキルティング加工を施し、袖はパイピング仕様。
撥水加工で水が入りづらく、中身の落下も防止できる二重フラップポケット仕様。
素

材：（W-250）
（W-255）
（W-270）
（W-260）
［表地］ポリエステル・撥水コーティング加工
［裏地］アクリルコーティング加工 ［中綿］ポリエステル

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

季節商品

迷彩ヤッケの新メンバー！

多くのお客様からの要望で、人気の迷彩ヤッ
ケに裾ゴムタイプを作りました。上衣前面に
収納ポケット付きで、ズボンには寒風・ホコ
リの侵入を防ぐ裾ゴムを使用しています。

チャコール×パープル

Ｗ-340 裾ゴム上下組迷彩ヤッケ
サイズ：M/L/LL/3L/4L
カラー：迷彩グリーン
迷彩グレー
素 材：
ポリエステル 100％
撥水コーティング加工
裏アクリルコーティング加工

W-260
中綿キルトベスト
サイズ：M/L/XL
カラー：ブラック/ブルー

New
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
ブラック

迷彩グリーン

ブルー
ブラック

裾ゴム入りで
裾のバタツキを解消！
迷彩グレー

ブラック
ブルー

ブルー

New 横迷彩柄の PU 手袋を
作りました !!

New 手首絞りで脱げにくい !!
13G 原手を使用し、柔らかくムレにくい。手首絞りで脱げにく
い仕様になっています。フィット感抜群で園芸、組立、精密作
業などのあらゆる軽作業に最適です。

手の平は滑りにくい PU 生地を使用し、甲部には長時
間使用してもムレにくいメッシュ生地を使用してます。
甲部はデザイン性優れた総柄生地を採用。

UF-10 ウレタンフィット 10 双組
サイズ：S/M/L
素 材：［原手］13G ポリエステル
［手の平・指先］ポリウレタンコーティング

PG-01 PU グリップ®
ウェーブカモ
サイズ：M/L
素 材：ポリウレタン（PU）・ポリエステル・合成ゴム

New ぴったりフィット S サイズ

New カラフルで仕事も楽しい !!

M サイズよりも少し小さく設計されて
おり、抜群のフィット感です。

作業により色革手を使い分けることができ、
オイル加工を施しているので、柔らかく水に濡れても硬く
なりにくいです。

A-20
A-10 A-20
ど根性極柔革手
サイズ：S/M/L
素 材：牛床革

極柔オイルレインジャー

A-10
極柔オイル背縫い

A-30 A-40
ど根性極柔色革手
サイズ：M/L
カラー：
群青 / 渋茶 / 黄金
素 材：牛床革

群青

渋茶

黄金

A -30

A -30

A -30

群青

渋茶

黄金

A -40

A -40

A -40
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