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作業用品の総合商社として豊富な品揃えと

素早い対応で、地域Ｎｏ.1店を目指します

メーカーさん 当　社

厳しい競争の中、最終ユーザーさんに選んで頂く為に

グループが一丸となって発展へと前進出来ればと思います

小売店さん

納入業者さん

GROUP

〒246-0001 横浜市瀬谷区卸本町9279-37 TEL045-921-3561 FAX045-921-5337

メーカー、卸、小売と言う区分けはせず

全体をグループと考えて

メーカーさんは製造部門

小売店・納入業者さんは販売部門

当社はその間を繋ぐ

物や情報の行き来に携わる本部になれたら

と考えています

確かな目を持って、より多くの方に支持して頂ける様

今後も努力を続けます



※このカタログは2021年8月末現在のものです。市場動向、価格変動その他の理由により
　名称、単位、色、包装、結束、ケース入数、取扱い等、予告なく変更する場合があります。

=ブタマーク…………豚皮を使用しています

=取寄マーク…………取寄せ商品です取寄

（例）

安全靴類 24～27

セーフティスニーカー・ブランドスニーカー 27～46

長　靴 47.48

布製作業靴・サンダル・雪駄 49～53

合羽・ヤッケ・その他衣類 54～58

腕カバー・サポーター・ガーター 58～61

インソール類 62～65

タオル・ウエス 66

マスク・耳せん・メガネ 67

帽子・ベルト類・その他 68

軍　手 1.2

バイク・ドライブ・セーム手・すべり止め 3.4

皮　手 5～9

合成皮革手袋・人工皮革手袋 9.10

ゴム引き・ゴム張り 11～13

ゴム手袋・ビニール手袋（加工手袋） 13～15

靴　下 16～20

足　袋 21～23

カタログの見方
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N605 特選日本一
出荷単位：40打　　　　　　　　　　　
●特紡 620g
●安定した品質

N625 極上日本一
出荷単位：40打　　　　　　　　　　　
●特紡 650g
●安定した品質

N655 極上日本一
出荷単位：1打　ケース：40打
●特紡 650g
● 安定した品質

C-602 日本一
出荷単位：1打　ケース：60打
●600g
●生成の日本一

国産日本一 最上級
出荷単位：1打　ケース：60打
●特紡2.5本　600g
●国産品

#100 ハンマー軍手
出荷単位：1打　ケース：60打
●国産品 特紡 700g
●風合いのいい安定した人気商品

亀甲６００ 黄
きっこう（かめ）

出荷単位：1打　ケース：60打
●特紡2本　600g

小太鼓判 金茶
出荷単位：1打　     ケース：40打
●特紡3本　750g
●国産品

小太鼓判 マロン
出荷単位：1打　     ケース：40打
●特紡3本　780g
●国産品

N750 ぴったり軍手
出荷単位：1打　     ケース：40打
●特紡3本　750g
●厚手のぴったりサイズ

N780 ぴったり軍手
出荷単位：1打　     ケース：40打
●混紡5本　780g
●油作業に強いピッタリサイズ

７ゲージ
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８ゲージ

N500HG 日本一
出荷単位：1打　ケース：60打
●特紡 500g
●10Gタイプで手にフィット

ハイゲージ400 黄
出荷単位：1打　　  ケース：60打
●特紡1.5本　400g
●10ゲージで薄手だけど手にフィット

10ゲージ

婦人用 力印
出荷単位：1打　　ケース：60打
●国産品　550g
●婦人用軍手の中でも小さめの生成タイプ

亀甲 生成女子用軍手
出荷単位：1打　　ケース：60打
●400g
●女性用サイズの10ゲージ生成

女性用

サイズ軍手 シノ２本編み
出荷単位：1打　　  ケース：60打
●S/500g M/600g L/650g LL/700g
●サイズが選べる軍手

N788 純綿軍手
出荷単位：1打　     ケース：40打
●5本編　780g
●綿100%

SP-153 純綿カフス軍手
出荷単位：1打　     ケース：40打
●780g
●純綿カフス付タイプ

純綿
純綿８Ｇ ９本編み

出荷単位：1打　     ケース：30打
●750g
●火花や油に強い
　最高級の純綿軍手
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バイク・ドライブ

セーム手・すべり止め

ビニポップ

●7Gのすべり止付。1双袋入
　ロングセラー品

ビニポップ 女性用

●7Gのすべり止付。1双袋入
　女性用

ポチロン 紺

●7Gナイロン軍手すべり止付

お徳用すべり止め5P

●7Gすべり止付5双パック

C-250すべり止め12P

サイズ／フリー
●7Gすべり止付12双パック

キープショート

●10ゲージタイプの
　指切すべり止め付

カーポップ

●10Gのすべり止付。1双袋入
　綿100%

カーポップ女性用

●10Gのすべり止付。1双袋入
　綿100%

20カツロンドライブ

●10Gの綿ドライブすべり止付

ソフトドライブ

●10Gのすべり止付。1双袋入
　綿100%

800ホリデー 白

●10Gすべり止付で子供から
　大人まで使えるタイプ

501バイク

●綿100%の10Gタイプ

300テピタ

サイズ／S～L
●表ナイロン、裏綿原手のすべり止付

ゴムライナー

サイズ／M、L
●10G原手の天然ゴム
　すべり止付

ゴムライナー 女性用

サイズ／M
●10G原手の天然ゴム
　すべり止付。女性用

ゴムキーパー

サイズ／L
●10Gの天然ゴムすべり止付

いよ！名人 すべり止め手袋5P

サイズ／M、L
● 10Gの綿ドライブすべり止付。5双入

210-5 すべり止手袋5P

サイズ／フリー
●10Gのすべり止付。格安品

出荷単位：12双　ケース：360双 出荷単位：12双　ケース：360双 出荷単位：12双　ケース：360双

350

出荷単位：1袋　ケース：50袋

1005 取寄

出荷単位：1打　ケース：40打 出荷単位：10双　ケース：200双

145 取寄

出荷単位：12双　ケース：480双

101

出荷単位：12双　ケース：360双

9250

出荷単位：12双　ケース：360双

9252

出荷単位：12双　ケース：480双 出荷単位：12双　ケース：480双

出荷単位：12双　ケース：600双 出荷単位：10双　ケース：240双 出荷単位：12双　ケース：480双

003

出荷単位：12双　ケース：480双

004

出荷単位：12双　ケース：480双

560

出荷単位：1袋　ケース：120袋

280

出荷単位：1袋　ケース：120袋

取寄

取寄 取寄

取寄

245お徳用ドライブ5P

サイズ／フリー
●10Gすべり止付5双パック

出荷単位：1袋　ケース：100袋



バイク・ドライブ・セーム手・すべり止め
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アトムターボ 白 5双組

サイズ／S～L
●綿100%セーム手タイプ
　スベリ止付

サンセーム

サイズ／M、L
●綿セームホック付。綿100%

40セーム

●ホック付の綿セーム手

41セーム

●横開きタイプの綿セーム手

55カーグローブ

●ホック付すべり止付の
　綿セーム手

56カーグローブ

●横開きすべり止付の
　綿セーム手

礼装用ナイロン

サイズ／M～LL
●ナイロンセームのホック付
　ナイロン100%

ナイロンセーム横開 Ｌ

●横開きタイプのナイロンセーム

ナイロンセーム口丸

サイズ／M～LL（L、LL取寄）
●口丸タイプのナイロンセーム

下ばき手袋 20枚入

サイズ／フリー
●純綿13ゲージの下ばき手袋

36スムス マチなし

サイズ／S～L
●40番手マチなしタイプ

37スムス マチ付

サイズ／S～L
●40番手マチ付タイプ

ポリフィット手袋

サイズ／S～L
●ポリエステル100%で
　手にピッタリ

ポリフィット手袋すべり止5P

サイズ／S～L
●ポリエステル100%で
　手にピッタリ。すべり止付

サイズ／S～L
●綿100%マチなしタイプ

667 綿スムス手袋 マチなし

サイズ／S～L
●綿100%マチ付タイプ

668 綿スムス手袋 マチ付

ワークグリップ6P

サイズ／S～L
●横開きすべり止綿セームの6双入

402スムス

サイズ／S～LL
●綿100%マチなし

N230極上ドライブ10P

サイズ／フリー
●10G原手の上質な10双パック
　すべり止付

亀甲ドライブ

●10G綿ドライブ手袋

きっこう（かめ）

出荷単位：1袋　ケース単位：40袋 出荷単位：12双　ケース単位：720双 出荷単位：1打　ケース単位：50打

S:7372
M:7373
L:7374

出荷単位：1袋　ケース単位：50袋

386

出荷単位：1打　ケース単位：100打

S:6673
M:6674
L:6675

出荷単位：1打　ケース単位：100打

S:6683
M:6684
L:6685

出荷単位：1打　ケース単位：100打

取寄

出荷単位：1打　ケース単位：100打

取寄

出荷単位：1打　ケース単位：100打 出荷単位：1袋　ケース単位：100袋

SY-516

出荷単位：1袋　ケース単位：120袋

149-5P 取寄

出荷単位：12双　ケース単位：480双

M:9573
L:9570

出荷単位：12双　ケース単位：720双 出荷単位：12双　ケース単位：720双 出荷単位：12双　ケース単位：720双 出荷単位：12双　ケース単位：720双

出荷単位：12双　ケース単位：480双

M:9561
L:9560

LL:9559

出荷単位：12双　ケース単位：600双 出荷単位：12双　ケース単位：600双 ケース単位：40袋

830 取寄
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横濱皮手

サイズ／M、L
●オイル床皮背縫いのクレスト当付

N400油皮手背縫クレスト当付
出荷単位：1双　ケース：120双

油

サイズ／M、L
●厚みのある革に青色牛クレスト当付
　「横濱」の刻印入り

N470 粋 背縫い皮手
出荷単位：1双　ケース：120双

サイズ／M、L
●厚みのあるオイル革に青色牛クレスト当付
　「横濱」の刻印入り

N471 粋 オイル背縫い皮手
出荷単位：1双　ケース：120双 粋

サイズ／M、L
●白床の厳選素材使用
　極上品

N440 極上皮手背縫い
出荷単位：1双　ケース：120双

サイズ／M、L
●オイル皮手の上級品

N442 極上オイル皮手背縫い
出荷単位：1双　ケース：120双

極上

サイズ／M、L
●手の平側の皮が二重になっていて丈夫
 オイル加工。バイアス付

N420重ね油背縫い
出荷単位：1双　ケース：120双
重

凄
サイズ／M、L
●フィット感にとことんこだわった床背縫い革手
　非常にやわらかい皮を使用しているので、すぐに手になじみます

N435 凄皮手背縫い
出荷単位：1双　ケース：120双
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6

サイズ／M、L
●オイル床皮背縫いでバイアス付

B430オイル外縫い人工黒当
出荷単位：5双　ケース：120双サイズ／Ｍ、Ｌ

●黒当付で価格の割に品質がいい
　ロングセラー商品

B1004高級外縫本革黒当付
出荷単位：5双　ケース：120双

サイズ／フリー
●ジャージ付けてみました！冬はあったか！
　ゴミも入りにくくなっています！

R302 オイル内綿ジャージ
出荷単位：5双　ケース：120双

サイズ／フリー
●オールシーズンいけます！
　冬暖かく夏はさわやか！

R303 オイル内綿マジック
出荷単位：5双　ケース：120双

サイズ／M～LL
●永遠の定番、オイル背縫い！

R500 オイル背縫い皮手
出荷単位：5双　ケース：120双

サイズ／M、L
●背縫いでもマジックでもない！
　柔らかオイル仕上げ！

R501 オイル絞りタイプ
出荷単位：5双　ケース：120双

サイズ／M～LL
●手の平に牛クレスト使用！
　甲は薄いスウェード仕上げ！

R700 牛クレストツートンマジック
出荷単位：5双　ケース：120双

サイズ／フリー
●ソファーなどの皮を使用！
　柔らかく使いやすい！

R900 ツートン背縫い内綿

※カラーアソート
　（色指定不可）

出荷単位：5双　ケース：120双
サイズ／M～LL
●質の良いクレストを使用。
　人差し指から手のひらまでの当て付き！

R701 牛レインジャー当付
出荷単位：5双　ケース：120双

BOMBER

R
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サイズ／フリー
●床皮の甲メリタイプ

405SSL 甲メリ皮手
出荷単位：12双

●床皮背縫いの指先ピッタリ
　タイプ。売筋品

ジャスト 小さめ皮手
出荷単位：10双　　ケース：120双

サイズ／M～LL（LL取寄）
●床皮の背縫い上級品

富士グローブ No.6
出荷単位：10双　　ケース：120双

サイズ／M～LL（M、LL取寄）
●床皮のマジック当付タイプ

EX330 床マジック
出荷単位：10双　　ケース：120双

サイズ／M～3L（M、LL、3L取寄）
●床皮の背縫い上級品

ホーケン No.6
出荷単位：10双　　ケース：120双

サイズ／M～LL（M、LL取寄）
●床皮の背縫い黒吟当タイプ

ホーケン No.6 黒当
出荷単位：10双　　ケース：120双

サイズ／M～LL（LL取寄）
●床皮の内縫い上級品

ホーケン No.9
出荷単位：10双　　ケース：120双

●床背縫い吟当付

１０７ＡＰ 吟当付
出荷単位：10双　　ケース：100双

●床皮背縫いのBCグレード
　タイプ。格安品

PW6600 外縫い皮手
出荷単位：12双　　ケース：120双

サイズ／M～LL
●オイル床皮の背縫い。売筋品

146オイル外縫い
出荷単位：10双　　ケース：120双

サイズ／M～LL（M、LL取寄）
●オイル皮手の格安品

EX680 オイル背縫い
出荷単位：10双　　　ケース：120双

サイズ／M～LL
●オイル床皮でマジック当付

オイル33 マジック
出荷単位：10双　　ケース：120双

サイズ／M～LL
●オイル床皮背縫い。売筋品

オイル66 外縫い
出荷単位：10双　　ケース：120双

●オイル床皮と帆布生地で
 できている

オイル88
出荷単位：10双　　　ケース：120双

40

●オイル床皮のマジック当付
　内綿タイプ

オイル331マジック内綿
出荷単位：10双　　ケース：120双

サイズ／M、L
●オイル床皮の背縫いタイプ
 上級品

SN-6 床厚オイル背縫い
出荷単位：10双　　ケース：120双

サイズ／フリー
●床皮で外縫いタイプ

No.60FGC 床皮背縫い
出荷単位：10双　　ケース：120双

取寄

●袖部分が短いので脱ぎはめ
　がしやすい。人工皮革当付

60-SH背縫袖短 床皮手
出荷単位：10双　　ケース：120双

取寄

●オイル床皮とコーティング
 床皮でできている

オイル77 外縫い
出荷単位：10双　　ケース：120双

取寄

サイズ／フリー
●床皮背縫いの安価タイプ。

得得パック 床背縫い10双組
出荷単位：1袋　　ケース：12袋

サイズ／フリー
●厚地の革を使用しており耐久性に優れて
 います。

SO-102 床革背縫い上級品
出荷単位：12双　ケース：120双

サイズ／フリー
●厚地の革を使用しており耐久性に優れて
 います。黄色補強当て付。

SO-105 床革背縫い黄当本革
出荷単位：12双　ケース：120双

サイズ／フリー
●厚地の革を使用しており耐久性に優れて
 います。黄当付。オイル加工で柔らかい。

OS-105 床革背縫いオイル加工
出荷単位：12双　ケース：120双
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サイズ／M～LL
●オイル床皮で人工皮革の大きな当付
 小さめタイプ

ジャスト JS-068 オイル外縫い
出荷単位：10双　　ケース：120双

サイズ／M～LL
●オイル床皮マジック付で人工皮革の
 大きな当付。小さめタイプ

ジャスト JS-328 オイルマジック
出荷単位：10双　　ケース：120双

サイズ／M～LL
●オイル床皮甲メリで人工皮革の
 大きな当付。小さめタイプ

ジャスト JS-128 オイル甲メリマジック
出荷単位：10双　　ケース：120双

470オイル背縫い内綿皮手

サイズ／M～LL
●オイル皮手の内綿タイプ

出荷単位：10双　　ケース：120双

取寄

サイズ／M～LL（LL取寄）
●オイル33のお徳用3双パック

3-33オイルマジック3双組
出荷単位：1袋（取寄10袋）
ケース：40袋

サイズ／M～LL（LL取寄）
●オイル66のお徳用3双パック

3-66オイル背縫い3双組
出荷単位：1袋（取寄10袋）
ケース：40袋 サイズ／M～LL

●床皮と柔らか床皮で指が動かしやすい

92-T床内縫いツートン
出荷単位：10双　　ケース：120双

●船舶用の床皮タイプ
　防水帆布使用

船具用皮手 白
出荷単位：10双　　ケース：120双

●船舶用のクレスト皮厚地タイプ
　防水帆布使用

船具用皮手 茶
出荷単位：10双　　ケース：120双

●丈の長い溶接用
 ガス溶接向き。約35cm

120DKN 溶接用 床三本指
出荷単位：1双　　ケース：60双

●丈の長い溶接用内縫いタイプ
 ガス溶接向き。約35cm

122DKN 溶接用 床五本指
出荷単位：1双　　ケース：60双

●丈の長いアルゴン溶接、
 電気溶接向き。約35cm

122APN 溶接用 コンピ五本指
出荷単位：1双　　ケース：60双

サイズ／M～LL
●牛クレストスタンダード

100 牛クレスト 白
出荷単位：10双

サイズ／M～LL
●牛クレスト上級品。口丸

ハンマークレストＳＴ
出荷単位：1双

58

サイズ／M～LL
●牛クレスト甲メリタイプの上級品

ハンマー甲メリクレスト
出荷単位：1双

59

●牛クレストマジック当付タイプ

１０００牛革レインジャー 当付
出荷単位：10双　　ケース：120双

●牛クレストのマジック当付
 上級品

７０１０レインジャー 白 Ｌ
出荷単位：10双

牛革レインジャー当付

サイズ／M～LL
●マジック当付

出荷単位：10双　　ケース：200双

Y-125

取寄

サイズ／M、L
●床皮と帆布使用でムレにくい

プロカワテ118
出荷単位：10双　　ケース：120双

取寄

サイズ／L、LL
●オイル床皮のマジックタイプ
 上級品

SW-32B オイルマジック
出荷単位：10双　　ケース：120双

サイズ／M～LL
●選び抜いた原皮を使用。
　至高の柔らかさと耐久性。
　洗えるオイルタイプ。

TO-6 オイル背縫い
出荷単位：10双　　ケース：120双

サイズ／M～LL
●選び抜いた原皮を使用。
　至高の柔らかさと耐久性。
　洗えるオイルマジックタイプ。

TO-3 オイルマジック
出荷単位：10双　　ケース：120双

サイズ／M～LL
●選び抜いた原皮を使用。
　至高の柔らかさと耐久性。

TW-606 白床背縫い
出荷単位：10双　　ケース：120双

サイズ／M～LL
●選び抜いた原皮を使用。
　至高の柔らかさと耐久性。

TW-303 白床マジック
出荷単位：10双　　ケース：120双

取寄 取寄
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合成皮革手袋

人工皮革手袋

その他手袋

取寄2043

出荷単位：10双　　ケース：120双
サイズ／M～LL
●手の平補強付甲メリタイプ

ピッグローブ

Y-250

出荷単位：10双　　ケース：200双
サイズ／M～LL
●マジック当付

レインジャー当付
Y-210

出荷単位：10双　　ケース：200双
サイズ／M～LL
●マジック付

クレストマジック付

JW-835

出荷単位：10双　　ケース：120双
サイズ／M、L
●マジック付内綿タイプ

内綿タイプ
EX-235

出荷単位：10双　　ケース：120双
サイズ／M～LL（M、LL取寄）
●手首シボリ付

豚皮手首シボリ
EX-232

出荷単位：10双　　ケース：120双
サイズ／M～LL
●マジック付

豚マジック

取寄

出荷単位：10双　　ケース：120双
サイズ／S～LL
●マジック付

ポークジョイ210

取寄

出荷単位：10双　　ケース：120双
サイズ／S～LL
●スタンダードタイプ

ポークジョイ240

取寄

出荷単位：10双　　ケース：120双
●袖シボリ付

ポーキイカクテル 白

K-18

出荷単位：5双　　ケース：120双
サイズ／M～LL
●吸汗速乾甲メリ使用
　合成皮革

取寄

ＰＵ－ＷＡＶＥ レッド
K-18

出荷単位：5双　　ケース：120双
サイズ／M～LL
●吸汗速乾甲メリ使用
　合成皮革

ＰＵ－ＷＡＶＥ ブルー
K-18

出荷単位：5双　　ケース：120双
サイズ／M～LL
●吸汗速乾甲メリ使用
　合成皮革

ＰＵ－ＷＡＶＥ ブラック

出荷単位：10双　　ケース：120双
サイズ／S～LL（S取寄）
●マジック当付タイプ

ポークジョイ250

出荷単位：10双　　ケース：60双
サイズ／M～LL
●レインジャータイプ。格安品

KT320 豚表皮マジック当付

出荷単位：10双　　ケース：120双
サイズ／S～LL
●甲メリマジックタイプ

ポークジョイ260
取寄

出荷単位：10双　　ケース：120双
サイズ／S～LL
●甲メリタイプ

ポークジョイ220
取寄

サイズ／M～LL
●牛クレストで甲部分がジャージ
　で指先にPUですべりにくい

ツートングリップ
出荷単位：10双　　ケース：120双

シープレインジャー

サイズ／S～LL（S、LL取寄）
●羊皮でフィット感抜群
　消防団の方にもおススメ！

出荷単位：1双（取寄10双）
ケース：120双

TG-305 取寄

出荷単位：1双（取寄10双）
ケース：120双
サイズ／S～LL（S、M、LL取寄）
●合成皮革

S :0784
M :0785
L :0786
LL:0787
ＰＵライナーα イエロー

出荷単位：1双（取寄10双）
ケース：120双
サイズ／S～LL（S取寄）
●合成皮革

S :0780
M :0781
L :0782
LL:0783
ＰＵライナーα ブラック

S :0788
M :0789
L :0790
LL:0791

出荷単位：10双
ケース：120双
サイズ／S～LL
●合成皮革

ＰＵライナーα グレー

取寄

M :0914
L :0915
LL:0916

出荷単位：10双　　　ケース：120双
サイズ／M～LL
●赤色PU生地が印象的。洗濯可

デジレッド

取寄

K-17

出荷単位：5双　　ケース：120双
サイズ／M～LL
●ワンランク上の合成皮革

ＰＵ－ＫＩＮＧ ブラック×イエロー

取寄
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出荷単位：10双　　ケース：120双
サイズ／S～LL（S取寄）
●人工皮革

S :7701
M :7702
L :7703
LL:7704

S :7705
M :7706
L :7707
LL:7708 取寄

PA-7030

出荷単位：10双
サイズ／M～LL
●合成皮革、マジックタイプ

M :PA-8252
L :PA-8253
LL:PA-8254

M :PA-9232
L :PA-9233
LL:PA-9234

M :PA-9242
L :PA-9243
LL:PA-9244

出荷単位：10双　　ケース：120双
サイズ／M～LL
●合成皮革、マジックタイプ安価品

P-130

出荷単位：10双
サイズ／M～LL
●合成皮革、甲メリタイプ

PA-7040 PA-7100

出荷単位：10双
サイズ／SS～LL
●合成皮革、甲メリタイプ

PA-7050 取寄

出荷単位：10双　　ケース：120双
サイズ／S～LL（S取寄）
●人工皮革

出荷単位：10双
サイズ／M～LL
●合成皮革、甲メリタイプ

出荷単位：10双
サイズ／M～LL
●合成皮革、甲メリタイプ

出荷単位：10双
サイズ／M～LL（LL取寄）
●合成皮革、マジックタイプ

出荷単位：10双
サイズ／M～LL（LL取寄）
●合成皮革、マジックタイプ

SC-703 シンクロ ブルー SC-703 シンクロ ブラック Ｐパターンマジック ホワイト Ｐパターンマジック レッド Ｐパターンマジック ブルー

Ｐパターン甲メリ レッド Ｐパターン甲メリ ブルー Ｐパターン甲メリ ホワイト Ｐパターン甲メリ ブラック

出荷単位：10双　　ケース：120双
サイズ／M～LL（LL取寄）
●極厚人工皮革
 耐久性抜群

メダリスト MD-6 背縫い

出荷単位：1双　　ケース：120双
サイズ／M～LL
●人工皮革製
 振動作業用

ダンシング

ＰＵテックス グレー

出荷単位：5双　　ケース：120双
サイズ／M、L
●天然革の特性を人工新素材で実現
　合成樹脂＋PVCコート

T-708
樹脂コーティング手袋 マジック

出荷単位：5双　　ケース：120双
サイズ／M、L
●天然革の特性を人工新素材で実現
　合成樹脂＋PVCコート

T-709
樹脂コーティング手袋 背縫

出荷単位：1双（取寄10双)
ケース：120双
サイズ／M～3L（M･3L取寄）
●耐切創用　カットレベル5（EN388）

BD-501
ノンカットグリップ

出荷単位：1双（取寄10双)
ケース：120双
サイズ／M～3L（M･3L取寄）
●耐切創用　カットレベル5（EN388）

BD-502
ノンカットグリップ ロング

出荷単位：5双　　　ケース：120双
サイズ／M～LL
●ジャージ生地にシリコンゴム
　コーティング。マジック付

T-705
シリコン手袋 エンジ

出荷単位：5双　　ケース：120双
サイズ／M～LL
●ジャージ生地にシリコンゴム
　コーティング。マジック付

T-705
シリコン手袋 ブラック

出荷単位：5双　　ケース：120双
サイズ／M、L
●高強度PU素材『マットクリート』コーティング。
　原手には綿・ポリエステル混紡生地に特殊樹脂コーティングを使用。
　通気性・柔軟性を損なわず洗って使える経済性を実現。

T-703
ビルドグローブ ベルトタイプ

T-704
ビルドグローブ 背縫いタイプ

取寄 取寄 取寄

水に濡れても硬くならない

天然皮革に比べ重量約 50% カット
   ※当社比 ( 片手 : 床皮手 100g 本製品 50g)

素材に左右されない安定性

天然皮革に勝る耐久性

天然を超えた人工皮革

出荷単位：1双　　ケース：120双
サイズ／M、L
●人工皮革素材で摩耗に強い
　皮手と違い人工素材なので品質が均一

H901 人工皮革 背縫い
出荷単位：1双　　ケース：120双
サイズ／M、L
●人工皮革素材で摩耗に強い
　皮手と違い人工素材なので品質が均一

H902 人工皮革 背縫い

HAMAGLO
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ゴム引き

ゴム張り

グリップソフト グリーン

サイズ／S～LL
●超有名商品。天然ゴムコーティング

グリップソフト３双組 グリーン

サイズ／S～LL
●超売筋品の３双パック

強力グリップ

サイズ／M～LL
●ニトリルゴムを使った強力タイプ

ナックルグリップ

サイズ／M、L
●手の甲まで天然ゴムが付いたタイプ

股付グリップ

サイズ／M、L
●親指と人差し指の指股部分が補強してある

グリップソフト３双組 ブラック

サイズ／M、L
●超売筋品の３双パック

グリップカーボン

サイズ／M、L
●カーボンブラックで耐久性アップ

ライトグリップ レッド

サイズ／S～L
●13Gタイプで薄くて柔らかい

ライトグリップ パープル

サイズ／S～L
●13Gタイプで薄くて柔らかい

ブレスグリップ

サイズ／M、L
●発泡ニトリルコーティング
　ムレにくい

ピッタリ背抜き ピッタリ背抜き 強力ロング

サイズ／S～L
●ロングタイプで
　ニトリルコーティング

組立グリップ

サイズ／S～LL
●13Gナイロン原手の
　ニトリルコーティング

組立グリップ３双パック

サイズ／S～LL
●大ヒット商品の3双パック

組立グリップ３双パック 黒

サイズ／S～L
●大ヒット商品の3双パック

サイズ／S～L
●13Gナイロン原手の
　ウレタンコーティング

組立グリップ クラスター ブラック

サイズ／S～L
●ニトリルゴムコーティング
　S-press仕上げで柔軟性に優れる

マイクログリップ

サイズ／S、M、L
●マイクロファイバー糸を使用し
　手と手袋の一体感を高めた手袋

ウレタン背抜き手袋

サイズ／S～L
●13Gウレタンコーティングの格安品

ケミソフト ブラック背抜き

サイズ／S～L（S取寄）
●13Gナイロン原手の
　ウレタンコーティング

出荷単位：10双　　ケース：120双

310

出荷単位：5袋　　ケース：40袋

313

出荷単位：5袋　　ケース：40袋

313

出荷単位：10双　　ケース：120双

318

出荷単位：10双　　ケース：120双

360

出荷単位：10双　　ケース：120双

305

出荷単位：10双　　ケース：120双

330

出荷単位：10双　　ケース：120双

341

出荷単位：10双　　ケース：120双

341

出荷単位：10双　　ケース：120双

260

出荷単位：10双　　ケース：120双

265 取寄

取寄

出荷単位：10　　ケース：120双

370

出荷単位：5袋　　ケース：40袋 出荷単位：5袋　　ケース：40袋 出荷単位：10双　　ケース：120双

371

出荷単位：10双　　ケース：120双

380

出荷単位：10双　　ケース：120双

381

出荷単位：10双　　ケース：240双

A-33

出荷単位：10双　　ケース：120双

1550
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アトムG

●超有名、元祖ゴム張り。超強力

アトムZ

●アトムGのソフトタイプ

ガッツ

●ドット意匠のゴム張り

ゴム張りクロベエ

●ゴムシートにカーボンブラック
　を使用。摩耗に優れている

ゴム張りアカベエ

●カラーゴム張りの元祖

ゴム張りアオベエ

●カラーゴム張りの元祖

クロベエ３双組

●お徳用３双パック

タフグリ３双組

サイズ／M～LL（LL取寄）
●10Gゴム引きタイプの3双パック

ブラックタフマン３双組

サイズ／M～LL
●10Gゴム引きタイプの3双パック

レッドタフマン３双組

サイズ／M～LL
●10Gゴム引きタイプの3双パック

ニトリルキング 10双組

サイズ／M～LL
●ニトリルコーティング薄手
 タイプ。お買得10双パック

ラテックスペシャル 10双組

サイズ／M～LL
●天然ゴムコーティング薄手
 タイプ。お買得10双パック

やわらかクロベエ

●10ゲージナイロンゴム張り
　ソフトタイプで手にフィット

タフレッド３双組

サイズ／S～L
●お徳用３双パック

タフレッド

サイズ／S～L
●13Gタイプの薄手で手にピッタリ

エアテクターＸエアテクターＸ

サイズ／M、L
●通気性のあるゴムシートでムレにくい

タフレッドスリム 3双組

サイズ／S～L
●手袋がズレにくいスリム設計
 グリップ力抜群。15Gタイプ

ウレタンゴールド10双組

サイズ／S～LL
●ウレタンコーティング薄手
 タイプ。お買得10双パック

出荷単位：5双　　ケース：120双

122G

出荷単位：5双　　ケース：120双

122Z

出荷単位：5双　　ケース：120双

123

出荷単位：5双　　ケース：120双

158

出荷単位：5双　　ケース：120双

122GX

出荷単位：5双　　ケース：120双

122GR

出荷単位：5双　　ケース：120双

122GB

出荷単位：5双　　ケース：120双

122SX 取寄

出荷単位：1袋　　ケース：40袋

122GX-3P

出荷単位：5袋　　ケース：40袋

1440-3P

出荷単位：5袋　　ケース：40袋

1480-3P 取寄取寄

出荷単位：5袋　　ケース：40袋

1480-3P 取寄

出荷単位：5双　　ケース：240双

1470

出荷単位：1袋　　ケース：80袋

1470-3P

出荷単位：1袋　　ケース：80袋

1450-3P

出荷単位：1袋　　ケース：12袋

BD-401

出荷単位：1袋　　ケース：12袋

BD-402

出荷単位：1袋　　ケース：12袋

BD-403
ゴムグリ ブラック

サイズ／M、L
●安価品 背抜きタイプ
　使うほどにやわらかくなる

2300X-1

出荷単位：12双　　ケース：120双
ゴムグリ レッド

サイズ／M、L
●安価品 背抜きタイプ
　使うほどにやわらかくなる

2300R-1

出荷単位：12双　　ケース：120双
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デジハンド パワフルフィット ブルー

サイズ／S～L
●発泡天然ゴムコーティングの
　薄手タイプ

万年Ⅱ

●7ゲージ原手の元祖ゴム引き
　超ロングセラー

ハリテＺ

サイズ／フリー
●7G原手のゴム張り
　抗菌防臭加工

出荷単位：5双　　ケース：120双

HZ-5200
ベストグリップ アクアガード

サイズ／S～LL（LL取寄）
●土や水が入りにくい
　手の甲までしっかりガード

出荷単位：10双　　ケース：240双

LKX301
ベストグリップ 天然ゴム薄手

サイズ／S～L（Sサイズ取寄）
●13ゲージ原手で使いやすい
　薄手タイプ。小指がフィット。

出荷単位：10双　　ケース：300双

LA304

出荷単位：10双　　ケース：120双

取寄

カラーグリップ イエロー

サイズ／S～L
●高弾力ポリエステル厚手
　天然ゴムコーティングで
　最高峰のやわらかさ

出荷単位：10双　　ケース：120双

FT3370
カラーグリップ ネイビー

サイズ／S～L
●高弾力ポリエステル厚手
　天然ゴムコーティングで
　最高峰のやわらかさ

出荷単位：10双　　ケース：120双

FT3370
スゲェー使いやすい手袋

サイズ／M～LL
●やわらかく、使いやすい

出荷単位：10双　　ケース：500双

295

メジャーローブフィット

サイズ／S～LL（S、LL取寄）
●10ゲージ原手のマイクロ
　フィニッシュ加工のゴム引き

出荷単位：10双　　ケース：120双

323
ゴム引きブルー 薄手5P

サイズ／フリー
●10Gタイプのゴム引5双パック

出荷単位：1袋　　ケース：60袋

575
ゴム引きグリーン10P

サイズ／フリー
●10Gゴム引の安価品

出荷単位：1袋　　ケース：50袋

SY-359
ガンバルFIT3P

サイズ／M、L
●13ゲージ原手のゴム引き
　3双パック

出荷単位：1袋　　ケース：80袋

P-088

出荷単位：12双　　ケース：120双

002
グットゴム引き

●7Gゴム引きでやわらかい
出荷単位：12双　　ケース：360双

百日ビニール

サイズ／フリー
●ビニール引きの手袋

出荷単位：12双　　ケース：240双

ゴム手袋

ビニール手袋

（加工手袋）

ニュービニローブ

サイズ／S～LL（S取寄）
●塩化ビニール製

耐油ビニローブ

サイズ／M～3L
●耐油のベストセラー

ニューロングビニローブ

サイズ／M～LL
●長さは30cmのロングタイプ
　LLは32cm

耐油ロングビニローブ

サイズ／M～LL
●全長30cm（LL32cm）

出荷単位：10双　　ケース：60双

610

出荷単位：10双　　ケース：60双

620

出荷単位：10双　　ケース：60双

650

出荷単位：10双　　ケース：60双

660

Ｋ－２

サイズ／S～L
●背抜きジャージ。塩化ビニール製

出荷単位：5双　　ケース：120双

812
ぬり手10KG

サイズ／フリー
●純綿10Ｇ原手のゴム引き

出荷単位：12双　　ケース：240双

ニトリルマルチグローブ マジック

サイズ／M～LL
●ニトリルコーティングなのに透湿性〇
　サニタイズ でニオイ菌を抑制。

出荷単位：1双　　ケース：100双

SY1060

®
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グリーンジャージ

サイズ／S～LL
●手首ジャージでピッタリ

ニトローブ

サイズ／S～LL（S取寄）
●突き刺しに強いニトリルゴム製

テムレス

サイズ／S～LL（S取寄10双単位）
●ポリウレタン透湿防水タイプ

耐油ビニローブ２双組

サイズ／M～LL
●お徳用２双パック

ビニトップ薄手 白

サイズ／S～L
●裏毛なし薄手タイプ。塩化ビニール

ブルーフィット

サイズ／S～L
●耐油薄手の安価版です

ビニローブ 421

●長さ33cmで水作業に最適

腕カバー付厚手

サイズ／Mピンク、Lバイオレット
●Ｍは60cm、Ｌは65cm

腕カバー付ニュービニローブ

サイズ／M、L
●Ｍは60cm、Ｌは65cm

腕カバー付耐油ビニローブ

サイズ／M、L
●長さ65cmの耐油

出荷単位：5袋　　ケース：30袋

652

出荷単位：10双　　ケース：60双

600

出荷単位：10双　　ケース：120双

750
ニトローブW＋

サイズ／S～XL
●ニトリルをWコーティング。
 更なるグリップ力とバツグンのフィット感。

出荷単位：1双　　ケース：60双

378

出荷単位：1双　　ケース：120双

281

出荷単位：20双　　ケース：240双

130

出荷単位：10双　　ケース：60双

出荷単位：1双　　ケース：60双

140

出荷単位：1双　　ケース：60双

645

出荷単位：1双　　ケース：60双

695

出荷単位：20双　　ケース：240双

181
ビニトップ厚手 バイオレット

サイズ／S～L
●裏毛付厚手タイプ。塩化ビニール

出荷単位：10双　　ケース：120双

132

ハイロン #40

サイズ／L、LL
●耐油の重作業用
　塩化ビニール製

ライトイーグル

サイズ／S～LL（S取寄）
●ニトリルゴムすべり止付
　国産品

ラバーホープ

サイズ／S～LL（S取寄）
●天然ゴム手袋。国産品

出荷単位：10双　　ケース：60双

出荷単位：5双　　ケース：120双

214

出荷単位：5双　　ケース：120双

1300

1210 防水ラバーグローブ

サイズ／M～LL
●裏布付天然ゴム手袋安価品 国産品
　

1210-3P 防水ラバーグローブ

サイズ／M～LL
出荷単位：10双　　ケース：120双 出荷単位：1袋　　ケース：40袋

ビルパール厚手 バイオレット

サイズ／M～LL
●炊事、掃除など幅広い用途
　塩化ビニール製

出荷単位：10双　　ケース：120双

002

JOYHAND耐油腕カバー付

サイズ／Ｍ～ＬＬ
●耐油性。塩化ビニール

出荷単位：10双　　ケース：60双

647

333カテロン

サイズ／フリー
●すべり止め付。塩化ビニール製

ナカロン 3P

サイズ／M～LL
●天然ゴム製格安品３双パック

出荷単位：1袋　　ケース：40袋

N-610

出荷単位：10双　　ケース：120双

取寄
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ニュートワロン

サイズ／S～LL（S取寄）
●天然ゴムで柔らかさ抜群

トワロンロング

サイズ／M～LL
●M・L28.5cm、LL29.5cm

ニトロン880

サイズ／M～LL
●ニトリルゴム耐油性

ニトロン880 ロング

サイズ／M～LL
●ニトリルゴム耐油性
　ロングタイプ 30cm

M:8807
L:8806

LL:8805

リューロンソフト25

●耐油性。塩化ビニール製

ホーケン #900

サイズ／L、LL（LL取寄）
●背抜き、ジャージ付。
　塩化ビニール製

リューロンＡ 片面メッシュ

●ジャージ付、片面メッシュ

出荷単位：5双　　ケース：120双

152

出荷単位：5双　　ケース：120双

155

出荷単位：10双　　ケース：120双 出荷単位：10双　　ケース：120双

M:8803
L:8802

LL:8801

出荷単位：10双　　ケース：120双 出荷単位：10双　　ケース：150双 出荷単位：10双　　ケース：150双

PVC オイルレジスタントグローブ3P ブルー

サイズ／M～LL
●塩化ビニール耐油性。安価品

出荷単位：1袋　　ケース：50袋

A-208

サクラメンＤＸ１００枚入 ピンク

サイズ／M、L
●ポリエチ使い捨て手袋100枚入
　エンボス加工

出荷単位：1箱　　ケース：60箱

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 外ｴﾝﾎﾞｽ 100枚入

サイズ／S～L
●ポリエチ使い捨て手袋100枚入
　エンボス加工

出荷単位：1箱　　ケース：40箱

2012
スーパータッチ ノンパウダー 粉無し100枚入

サイズ／SS～L
(SS取寄 ケース単位)
●ビニール使い捨て手袋100枚入
　ノンパウダー

出荷単位：1箱　　ケース：20箱
ニトリル 使い切り手袋 粉無し 100枚入

サイズ／SS～L (SS取寄)
●ニトリル使い捨て手袋100枚入
　ノンパウダー

出荷単位：1箱　　ケース：12箱

ダイローブ550

サイズ／L、Lw（Lw取寄）
●ポリウレタンゴムで軽い
●耐溶剤用標準タイプ33cm

出荷単位：1双　　ケース：50双

PVC オイルレジスタントグローブ ブラック

サイズ／M～LL
●塩化ビニール耐油性。安価品

出荷単位：5双　　ケース：120双

A-207

アイアングリップハード 粉無50枚入

サイズ／M～LL
●ニトリルのブラック＆厚地タイプ
 バイク、車整備などにもオススメです。

出荷単位：1箱　　ケース：20箱

2064

ラ・タッチ 粉無し 100枚入

サイズ／S～L
●天然ゴム使い捨て手袋100枚入
　ノンパウダー

出荷単位：1箱　　ケース：20箱

956 天然ゴム極厚ロング手袋

●食品衛生法適合商品です。
　ヒジからヒジ先までをカバーすることができます。
　厚み約1ｍｍの極厚使用。
　ベトナム製。

出荷単位：1双　　ケース：80双

全
長
約

40
cm

取寄

きれいな手ポリ100枚 半透明

サイズ／S、M、L
●ポリエチなのに伸びるから、手にフィット。
　パウダーフリーで食品衛生法適合。
　

出荷単位：1箱　　ケース：24箱
きれいな手ポリ100枚 ﾌﾞﾗｯｸ

サイズ／S、M、L
●ポリエチなのに伸びるから、手にフィット。
　パウダーフリーのブラックタイプ。
　

出荷単位：1箱　　ケース：24箱

846847

ﾀﾞｲﾉｸﾞﾛｰﾌﾞ ﾌﾞﾗｯｸ50枚入り

サイズ／M～2L
●PVCのブラック＆厚地タイプ
 バイク、車整備などにもオススメです。

出荷単位：1箱　　ケース：20箱

トワロン

サイズ／S～LL
●超有名裏布付天然ゴム手袋

出荷単位：5双　　ケース：120双

151

991
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靴　下

フィットパワー晒丸5P

●のびのびタイプ
　Wサポート付。綿約80%

フィットパワー晒指5P

●のびのびタイプ
　Wサポート付。綿約80%

●肌ざわりがよく吸汗性に優
　れる。綿100%

●肌ざわりがよく吸汗性に優
　れる。綿100%

純綿魂キナリ丸5P 純綿魂キナリ指5P

綿の助 混紡先丸5P

●綿混格安品、抗菌防臭加工
　サポート付

綿の助 混紡指付5P

●綿混格安品、抗菌防臭加工
　サポート付

たすけたすけ

●足の大きい人に。綿100%

黒馬 大寸杢丸6P

●足の大きい人に。綿100%

黒馬 大寸杢指6P

男振りメッシュ先丸黒4P13

●綿100%のメッシュ

男振りメッシュ指付晒4P

●綿100%のメッシュ

男振りメッシュ指付モク4P

●綿100%のメッシュ

男振りメッシュ先丸晒4P

●綿100%のメッシュ

男振りメッシュ先丸モク4P

●綿100%のメッシュ

男振りメッシュ指付黒4P

●綿100%のメッシュ

カラーストレッチ 先丸5P

●ズレ落ちにくいWサポーター
　仕様。のびのびタイプ

カラーストレッチ 指付5P

●ズレ落ちにくいWサポーター
　仕様。のびのびタイプ

SS-314赤-3P 先丸

●つま先、足の裏がやぶれにくい
　厚地タイプ

SS-314黒-3P 先丸

●つま先、足の裏がやぶれにくい
　厚地タイプ

薔薇 厚底2重モク丸5P

●のびのび厚底サポーター付
　洗濯に強い。綿約80%

薔薇 厚底2重モク指5P

●のびのび厚底サポーター付
　洗濯に強い。綿約80%

出荷単位：1袋　　ケース：80袋

S-173

出荷単位：1袋　　ケース：80袋

S-174

出荷単位：1袋　　ケース：80袋

S-178

出荷単位：1袋　　ケース：80袋

S-179

出荷単位：5袋　　ケース：60袋

GS5052

出荷単位：5袋　　ケース：　60袋

GS5252

出荷単位：1袋　　ケース：80袋 出荷単位：1袋　　ケース：80袋

出荷単位：5袋　　ケース：80袋

SS-336

出荷単位：5袋　　ケース：80袋

SS-337

出荷単位：1袋　　ケース：40袋

HS771

出荷単位：1袋　　ケース：40袋

HS772

出荷単位：1袋　　ケース：40袋

HS773

出荷単位：1袋　　ケース：40袋

HS776

出荷単位：1袋　　ケース：40袋

HS777

出荷単位：1袋　　ケース：40袋

HS778

出荷単位：1袋　　ケース：0袋 出荷単位：1袋　　ケース：60袋 出荷単位：1袋

取寄C763

出荷単位：1袋

取寄C768



靴　下

17

強力ＩＮＧ 先丸4P

●厚地で丈夫。安全靴向き
　綿約65%

ゴーリキング

強力ＩＮＧ 指付4P

●厚地で丈夫。安全靴向き
　綿約65%

ゴーリキング

のびのびEX黒丸5P

●のびのびWサポート付先丸
　5足組。綿約80%

のびのびEX紺丸5P

●のびのびWサポート付先丸
　5足組。綿約80%

のびのびEX紺指5P

●のびのびWサポート付指付
　5足組。綿約80%

のびのびEX黒指5P

●のびのびWサポート付指付
　5足組。綿約80%

のびのびEX大判黒丸5P

●足の大きい人に、5足組
●のびのびでWサポート付

のびのびEX大判紺丸5P

●足の大きい人に、5足組
●のびのびでWサポート付

のびのびEX大判紺指5P

●足の大きい人に、5足組
●のびのびでWサポート付

のびのびEX大判黒指5P

●足の大きい人に、5足組
●のびのびでWサポート付

すべり止付のび晒丸3P

●長靴や安全靴にも最適。
　綿約80%

すべり止付のび晒指3P

●長靴や安全靴にも最適。
　綿約80%

すべり止付のび黒丸3P

●長靴や安全靴にも最適。
　綿約80%

超純綿 黒丸3P

●ヨリ糸使用で丈夫。綿100%

超純綿 黒指3P

●ヨリ糸使用で丈夫。綿100%

すべり止付のび黒指3P

●長靴や安全靴にも最適。
　綿約80%

疲れ軽減 先丸 黒

●足首と土踏まず部分を
　強力サポートで疲労軽減

疲れ軽減 指付 黒

●足首と土踏まず部分を
　強力サポートで疲労軽減

働く靴下ロング丸

●安全靴用に最適ロングタイプ
　厚底クッション、上部サポート編み

働く靴下ロング指

●安全靴用に最適ロングタイプ
　厚底クッション、上部サポート編み

黒純綿サポート先丸

●つま先とかかとに補強糸入り
　サポート編み

黒純綿サポート指付

●つま先とかかとに補強糸入り
　サポート編み

出荷単位：1袋

C713

出荷単位：1袋

C714 取寄

出荷単位：1袋

C718

出荷単位：1袋

C719 取寄

出荷単位：1袋

C713L

出荷単位：1袋

C714L 取寄

出荷単位：1袋

C718L 取寄

出荷単位：1袋

C719L 取寄

出荷単位：1袋 出荷単位：1袋

出荷単位：1袋

C711R

出荷単位：1袋

C715R

出荷単位：1袋

C716R

出荷単位：1袋

C718R

出荷単位：1袋

CH873

出荷単位：1袋

CH878

出荷単位：1個

M160-3P

出荷単位：1個

M260-3P

出荷単位：5個

82931-2P

出荷単位：5個

81931-2P

出荷単位：1個　　ケース：30個

83346-3P

出荷単位：1個　　ケース：30個

83347-3P

G108A G108B

取寄 取寄

派手サポート先丸

●働く靴下シリーズ
　ダブルサポート編み、厚地タイプ

派手サポート指付

●働く靴下シリーズ
　ダブルサポート編み、厚地タイプ

出荷単位：1個　　ケース：30個

99381-3P

出荷単位：1個　　ケース：30個

99382-3P
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裏シルク2重底ショート先丸2P

●厚底で安全靴にも対応。先丸タイプ
　カラーアソート

360°ストレッチ先丸 クルー 2P

●全方向に伸縮するので
　24～30cm対応

360°ストレッチ指付 クルー 2P

●全方向に伸縮するので
　24～30cm対応

超抗菌防臭2P クルー

●ニオイ菌99.9%カット

ワークソックス クルー丈 3P

●耐久強度6倍で安全靴用に最適

ワークソックス 甲メッシュ3P クルー

●耐久強度6倍で安全靴用に最適

仕事人ミドル杢丸3P

仕事人ミドル黒丸3P 仕事人ミドル杢指3P

●ミドル丈指付。綿約80%●ミドル丈先丸。綿約80%

●ミドル丈先丸。綿約80%

仕事人ミドル黒指3P

●ミドル丈指付。綿約80% ●ショートタイプ底パイル
　綿約80%

スニーカーソックス白3P

●ショートタイプ底パイル
　綿約80%

スニーカーソックスカラー3P

黒サポートミドル 先丸

●黒いミドル丈軍足
　三色アソート

黒サポートミドル 指付

●黒いミドル丈軍足
　三色アソート

出荷単位：1個　　ケース：40個

CA-004

出荷単位：1個　　ケース：40個

CC-009

出荷単位：1個　　ケース：60個

WC-0122

出荷単位：1個　　ケース：40個

WC-1140

出荷単位：1個　　ケース：40個

WC-1163

出荷単位：5個

SS763

出荷単位：5袋　　ケース：80袋

M111-3P

出荷単位：5袋　　ケース：80袋

M211-3P

出荷単位：1袋

WS713

出荷単位：1袋

WS714

出荷単位：1袋

WS718

出荷単位：1袋

WS719 取寄S-801

出荷単位：5袋　　ケース：80袋

取寄S-804

出荷単位：5袋　　ケース：80袋

●綿混パイルソックス3足組

HF5243 パイル3P

●綿混パイルソックス3足組

HF5433 パイル3P 指
出荷単位：5個　　ケース：80個 出荷単位：5個　　ケース：80個

ベリーショート先丸 オレンジ

●靴をハダシで履いているかのような丈。
　かかとすっぽりワイドヒール仕様。

ベリーショート先丸 ブラック

●靴をハダシで履いているかのような丈。
　かかとすっぽりワイドヒール仕様。

ベリーショート先丸 ホワイト

●靴をハダシで履いているかのような丈。
　かかとすっぽりワイドヒール仕様。

ベリーショート先丸 レッド

●靴をハダシで履いているかのような丈。
　かかとすっぽりワイドヒール仕様。

ベリーショート先丸 ネイビー

●靴をハダシで履いているかのような丈。
　かかとすっぽりワイドヒール仕様。

出荷単位：1個　　ケース：40個

MG505-2P

出荷単位：1個　　ケース：40個

MG506-2P

出荷単位：1個　　ケース：40個

MG507-2P

出荷単位：1個　　ケース：40個

MG508-2P

出荷単位：1個　　ケース：40個

MG509-2P

凄強 先丸2P

●その名の通り耐久性が凄く強いです。
 つま先、かかとに「ダイニーマ 」を
 使用しています。

出荷単位：1個

M700-2P

®
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強力ＩＮＧ 厚地五本指4P 黒

●厚地で丈夫
　安全靴に最適。綿65%

ゴーリキング

強力ＩＮＧ 厚地五本指4P モク

●厚地で丈夫
　安全靴に最適。綿65%

ゴーリキング

すべり止付かかと付五本指3P 晒

●長靴や安全靴にも最適。
　綿約90%

すべり止付かかと付五本指3P 黒

●長靴や安全靴にも最適。
　綿約90%

男振りメッシュ5本指晒3P

●綿100%(指先のみ)のメッシュ
　カカト付

男振りメッシュ5本指黒3P

●綿100%(指先のみ)のメッシュ
　カカト付

SS-315赤 3P 五本指

●つま先、足の裏がやぶれにくい
　厚地タイプ。カカト付

SS-315黒 3P 五本指

●つま先、足の裏がやぶれにくい
　厚地タイプ。カカト付

強力ＩＮＧ 厚地五本指4P 白

●厚地で丈夫
　安全靴に最適。綿65%

ゴーリキング

男振りメッシュ5本指モク3P

●綿100%(指先のみ)のメッシュ
　カカト付

360°ストレッチ5本指クルー 2P

●全方向に伸縮するので
　24～30cm対応

超抗菌防臭5本指2P アンクル

●ニオイ菌99.9%カット

超抗菌防臭5本指2P クルー

●ニオイ菌99.9%カット

出荷単位：1袋

611R

出荷単位：1袋

615R

出荷単位：1袋 出荷単位：1袋 出荷単位：1袋

出荷単位：1袋　　ケース：70袋

HS921

出荷単位：1袋　　ケース：70袋

HS925

出荷単位：1袋　　ケース：70袋

HS926

出荷単位：1袋　　ケース：60袋

出荷単位：1袋　　ケース：60袋 出荷単位：1個　　ケース：40個

CB-004

出荷単位：1個　　ケース：60個

WC-1233

出荷単位：1個　　ケース：60個

WC-1234

G911 G915 G916

五本指

純綿魂五本指4P 黒

●かかとなし綿100%

純綿魂五本指4P 晒

●かかとなし綿100%

疲れ軽減5本指 黒

●足首と土踏まず部分を
　強力サポートで疲労軽減

黒純綿サポート5本指

●つま先とかかとに補強糸入り
　サポート編み。カカト付

派手サポート5本指

●働く靴下シリーズ
　ダブルサポート編み、厚地カカト付

超純綿 カカト付五本指3P 黒

●カカト付　綿100%
　ヨリ糸使用で丈夫

出荷単位：1袋　　ケース：80袋

S-277

出荷単位：1袋　　ケース：80袋

S-278

出荷単位：1袋

M360-3P

出荷単位：1袋　　ケース：30袋

83348-3P

出荷単位：1袋　　ケース：30袋

99383-3P

出荷単位：1袋

CH625 取寄

取寄
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ニッカ靴下

仕事人ミドル黒 五本指3P

●ミドル丈でズレにくい。
　綿90%

仕事人ミドル杢 五本指3P

●ミドル丈でズレにくい。
　綿90%

N304 股付ロングソックス2P 明るめ

●ニッカ用靴下。綿100%
　2足組

おたふくニッカ3P

●綿100%のニッカソックス
　3足組

日本鳶ニッカ2P

●綿混のびのびニッカソックス
　2足組

黒サポートミドル 5本指

●黒いミドル丈5本指
　三色アソート

ベリーショート5本指 オレンジ

●靴をハダシで履いているかのような丈。
　かかとすっぽりワイドヒール仕様。

ベリーショート5本指 ブラック

●靴をハダシで履いているかのような丈。
　かかとすっぽりワイドヒール仕様。

ベリーショート5本指 ホワイト

●靴をハダシで履いているかのような丈。
　かかとすっぽりワイドヒール仕様。

ベリーショート5本指 レッド

●靴をハダシで履いているかのような丈。
　かかとすっぽりワイドヒール仕様。

ベリーショート5本指 ネイビー

●靴をハダシで履いているかのような丈。
　かかとすっぽりワイドヒール仕様。

スニーカーソックス五本指3P 白

●スニーカータイプのかかと付
　五本指。綿約85%

スニーカーソックス五本指3P カラー

●スニーカータイプのかかと付
　五本指。綿約85%

出荷単位：1個　　ケース：30個

MG905-2P

出荷単位：1個　　ケース：30個

MG906-2P

出荷単位：1個　　ケース：30個

MG907-2P

出荷単位：1個　　ケース：30個

MG908-2P

出荷単位：1個　　ケース：30個

MG909-2P 取寄

出荷単位：5袋　　ケース：80袋

S-803N 取寄

出荷単位：5袋　　ケース：80袋

S-806N

出荷単位：5袋　　ケース：80袋

M311-3P

出荷単位：1袋

WS945

出荷単位：1袋

WS946

出荷単位：6袋　　ケース：144袋
N305 股付ロングソックス2P 渋め

●ニッカ用靴下。綿100%
　2足組

出荷単位：6袋　　ケース：144袋 出荷単位：4袋　　ケース：120袋

765

出荷単位：6袋　　ケース：180袋

766

裏シルク2重底ショート5本指2P

●厚底で安全靴にも対応。5本指タイプ
　カラーアソート

出荷単位：5個

SS948

絹のちから五本指3P 黒

●内絹で夏ムレにくく冬暖かい
出荷単位：1袋　　ケース：80袋

S-292
絹のちから五本指3P グレー

●内絹で夏ムレにくく冬暖かい
出荷単位：1袋　　ケース：80袋

S-293
絹のちから五本指3P 白

●内絹で夏ムレにくく冬暖かい
出荷単位：1袋　　ケース：80袋

S-290
絹のちから五本指3P 紺

●内絹で夏ムレにくく冬暖かい
出荷単位：1袋　　ケース：80袋

S-291
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足　袋

力王 ファイター
□１０枚　23･24～27･28cm
□１２枚　23･24～27･28･29･30cm
□１５枚　23･24～27･28cm（23cm取寄）

力王 太郎
□ ７枚　23･24～27･28cm
□１０枚　23･24～27･28cm
□１２枚　23･24～27･28･29･30cm
□１５枚　23･24～27･28cm（取寄）

力王 ファイター 〆太
●１２枚　24～27･28･29･30cm
●ふくらはぎの太い人に

力王 太郎 〆太
●１２枚　24～27･28･29･30cm
●ふくらはぎの太い人に

力王 貼付
□５枚紺　22.5･23･24～27･28cm
 （取寄）
□１０枚　23･24～27･28cm（取寄）
□１２枚　23･24～27･28cm

力王 軽快
□ ５枚　22～23･24～26･27･28cm
　 （取寄）
□１０枚　23･24～26･27･28cm（取寄）
□１２枚　23･24～26･27･28cm

力王 実用
□ ５枚　22～23･24～26･27･28cm
　 （22cm取寄）
□１０枚　23･24～26･27･28cm（取寄）
□１２枚　23･24～26･27･28cm

力王 ホワイト
□ ５枚　22.5･23･24～27･28cm
（取寄）
□ ７枚　22.5･23･24～27･28cm
□１０枚　23･24～27･28cm（取寄）
□１２枚　22.5･23･24～27･28･29･30cm
□１５枚　23･24～27･28cm（取寄）

力王 保温たび 黒
●１２枚　24～27･28cm
●冬場でもあったかーい

力王 保温たび 紺
●１２枚　24～27･28cm
●冬場でもあったかーい

力王 先丸軽快
●５枚　22～23･24～27･28cm

取寄

力王 エアー足袋フィット 白
□ ５枚　23～27･28･29cm（取寄）
□ ７枚　23～27･28･29cm
□１２枚　23～27･28･29cm（取寄）
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2

現場大王 黒
●１２枚　24～27･28cm
●軽量樹脂先芯入

現場大王 紺
□ ７枚　24～27･28cm（取寄）
□１０枚　24～27･28cm
□１２枚　24～27･28cm
●軽量樹脂先芯入

現場大王 白
●１２枚　24～27･28cm
●軽量樹脂先芯入

2MW-200P 安心たび12枚
サイズ／24.5～27･28cm
●コハゼ12枚。プラ先芯

2MW-310P 昇龍安全藍染10枚
サイズ／24.5～27･28･29cm（29cm取寄）
●コハゼ10枚。MW-307P コハゼ7枚、
　MW-312P コハゼ12枚もあります（取寄）

天領たび 紺
●１２枚　24～27･28cm
●屋根作業に最適
　黒もあります（取寄）

2安全足袋#1000 大馳8枚
サイズ／24～27･28･29cm
●大ハゼ8枚

M-1000-8

力王 スパイク地下たび
●大ハゼ８枚　24～27･28cm
●山林作業等向

パワー 黒
●１２枚　24～27･28cm
●安価品

パワー 紺
●１２枚　24～27･28cm
●安価品

丸五 スパイク１０枚Ⅱ型
サイズ／23･24～27･28cm
●山菜取りなどにピッタリ

取寄
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ジョグ地下 紺
●１２枚　24～27･28cm
●貼付タイプだけど高所作業
　用として人気

プロガード ファスナー足袋
サイズ／24.5～27･28cm
●ストレッチ素材使用でフィットする
●樹脂先芯入

VO-80高所用股付安全シューズ 紺
サイズ／24～27･28cm
●JIS S級適合鉄芯入

きねや 紺サージ
□ ７枚 23･24～27･28･29･30cm（取寄）
□１０枚 23･24～27･28･29･30cm（23cm取寄）
□１２枚 23･24～27･28･29･30cm（取寄）
●生地がサージでやわらかい

竹匠TZ-121
●１２型　24～27･28cm（24cm取寄）
●横ファスナーで簡単装着
●黒生地／アメ底

祭りジョグ 白
□ ６枚　22.5～28･29･30cm（27.5･29･30cm取寄）
□１２枚　24～28･29･30cm（取寄）
●かかと部分にクッション

プロガード万年　紺
□ ７枚　24～27･28cm
□１０枚　24～27･28cm
□１２枚　24.5～27･28cm
●樹脂先芯入

プロガードジョグ
●１２枚　24～27･28･29･30cm
●ジョグ地下タイプ
●樹脂先芯入

きねや 青縞岡足袋７枚
サイズ／24～27･28cm
●藍染晒裏

トラクターシューズ(股付)
サイズ／特小～特々大・４Ｌ（特小取寄）
●防水ゴム足袋
●先丸もあります（取寄）

トラクターつま先保護（内部股付）
サイズ／特小～特々大（特小、小取寄）
●防水ゴム足袋
●樹脂先芯入

BP2531 防水ゴムタビ ストロング
サイズ／S～3L（S取寄）
●防水ゴム足袋、鉄先芯入。
 内部指付仕様

BP471 防水ゴムタビ 指付
サイズ／S～3L（S取寄）
●防水ゴム足袋

きねや 青縞
□ ５枚 22～23･24～27･28･29･30cm（取寄）
□ ７枚 22～27･28･29･30cm（22～23.5取寄）
□１０枚 23、24～27･28･29･30cm（23cm取寄）
□１２枚 23、24～27･28･29･30cm（取寄）
●藍染手縫い足袋

VO-80高所用股付安全シューズ 黒
サイズ／24～27･28cm
●JIS S級適合鉄芯入

おかたび４枚 晒裏
サイズ／24～27･28cm
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安全靴類

サイズ／23.5～28･29･30cm
FD22 中編

●JIS規格品スタンダード。鋼製先芯
サイズ／23～28･29･30cm
FD11 短靴

●JIS規格品スタンダード。鋼製先芯
サイズ／23.5～28･29･30cm
FD44 半長靴

●JIS規格品スタンダード。鋼製先芯
 23.5、24、24.5、27.5、29、30cm取寄

取寄

サイズ／23.5～28cm
AS21DX

●JIS規格品 鋼製先芯

取寄

サイズ／23.5～28cm
AS22

●JIS規格品 鋼製先芯

取寄

サイズ／23.5～28cm
AS23

●JIS規格品 鋼製先芯

取寄標準重量：450g

※標準重量は26cm（Lサイズ）片足で計測しています。
　 重量はあくまでも目安として参考にしてください。

標準重量：480g 標準重量：580g

標準重量：550g 標準重量：590g 標準重量：615g

サイズ／23.5～28cm
AW22 中編

●JIS規格品ウレタン二層底
 ワイドACM樹脂先芯

サイズ／23.5～28cm
AW33 長編

●JIS規格品ウレタン二層底
 ワイドACM樹脂先芯

取寄 取寄

サイズ／22.0～28cm
AW11 短靴

●JIS規格品ウレタン二層底
 ワイドACM樹脂先芯
 22.0～24.5、27.5cm取寄

サイズ／23.5～28cm
AW44 半長靴

●JIS規格品ウレタン二層底
 ワイドACM樹脂先芯

標準重量：385g 標準重量：430g 標準重量：500g 標準重量：500g取寄

サイズ／23.5～28･29･30cmcm
7511 短靴

●JIS規格品ウレタン二層底
 ワイドACM樹脂先芯
 23.5、24、24.5、27.5、29、30cm取寄

サイズ／23.5～28cm
7533 長編

●JIS規格品ウレタン二層底
 ワイドACM樹脂先芯
 23.5、24、24.5、27.5cm取寄

サイズ／23.5～28cm
7544 半長靴

●JIS規格品ウレタン二層底
 ワイドACM樹脂先芯
 23.5、24、24.5、27.5cm取寄

サイズ／23.5～28cm
7522 中編

●JIS規格品ウレタン二層底
 ワイドACM樹脂先芯
 23.5、24、24.5、27.5cm取寄

標準重量：400g 標準重量：445g 標準重量：510g 標準重量：500g

サイズ／23.5～28cm
AS24

●JIS規格品 鋼製先芯

取寄 標準重量：560g

取寄
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サイズ／23.5～28･29･30cm
501 短靴

●JIS規格品スタンダード。鋼製先芯
 27.5cm取寄

サイズ／23.5～28･29･30cm サイズ／23.5～28･29･30cm
602 中編

●JIS規格品スタンダード。鋼製先芯
 27.5cm取寄

703 長編

●JIS規格品スタンダード。鋼製先芯
 27.5cm取寄

サイズ／23.5～28･29･30cm
806 半長靴

●JIS規格品スタンダード。鋼製先芯
 27.5cm取寄

サイズ／24.5～28･29cm
AQZ-BK アクアゼロ

●防水、鉄芯、耐油底
 24.5、27.5、29cm取寄

標準重量：520g

標準重量：520g 標準重量：550g 標準重量：610g 標準重量：600g

サイズ／23.5～28･29cm
609高所用ワンタッチ

● JIS規格品、高所用。鋼製先芯
 23.5、24、24.5、27.5、29cm取寄

標準重量：565g

サイズ／23.5～28cm
安芸たび　AT207

●高所用アメ底、踏抜防止板入。鋼製先芯
 23.5、24、24.5、27.5cm取寄

標準重量：510g

サイズ／23～28･29･30
みやじま鳶 半長靴　M208

●高所用チャック付半長靴。鋼製先芯
 踏抜防止板入。JIS規格品
 23、23.5、24、24.5、27.5、29、30cm取寄

サイズ／23～28･29･30
みやじま鳶 長編　M207

●高所用売筋品、踏抜防止板入
 JIS規格品、鋼製先芯
 23、23.5、24、24.5、27.5、29、30cm取寄

標準重量：500g 標準重量：475g

サイズ／23.5～28cm
AS28

●JIS規格品 鋼製先芯
 23.5、24、24.5、27.5cm取寄

標準重量：580g

サイズ／23.5～28･29･30cm
8538 黒

●JIS規格品SX3層底
 ワイドACM樹脂先芯
 23.5、24、27.5、29、30cm取寄

標準重量：500g

サイズ／23.5～28cm
技 F-2 茶×白

● JIS規格品・鋼製先芯・高所作業向
 RBセラミックス配合ソールで耐滑性アップ
 23.5、24、24.5、27.5cm取寄

サイズ／23.5～28cm
技 F-1 黒×グレー

● JIS規格品・鋼製先芯・高所作業向
 RBセラミックス配合ソールで耐滑性アップ
 23.5、24、24.5、27.5cm取寄

標準重量：500g 標準重量：500g

サイズ／23.5～28cm
L53 H1

●JIS規格品ベロア革。鋼製先芯
 23.5、24、27.5cm取寄

標準重量：460g

サイズ／23.5～28cm
L53 H1 オールハトメ チャック付

●JIS規格品ベロア革。鋼製先芯
 23.5、24、24.5、27.5cm受注生産
 着脱簡単なファスナータイプ

標準重量：530g

サイズ／23.5～28cm
鍛冶鳶　KT207

●溶接作業向け耐熱革使用、鋼製先芯
 踏抜防止板入。JIS規格品
 23.5、24、27.5cm取寄

標準重量：600g
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サイズ／24.5～28cm（24.5･27.5cm取寄）

ZR-21 ALL WHITE

●発泡ウレタン2層底でクッション◎。鋼製先芯
 JIS規格品、ベロア革使用
  大人気の限定色が定番で復活。

サイズ／23～28･29･30cm
HSK208 半長靴

●舗装工事専用半長靴タイプ
 鋼製先芯
 23、23.5、24、29、30cm取寄

サイズ／23～28･29･30cm
HSKマジック HSK LITE

●舗装工事専用マジック売筋品
 鋼製先芯
 23、23.5、24、29、30cm取寄

サイズ／M、L、LL、3L
●舗装用安全靴のマジックタイプ
 安価品。革＋人工皮革。樹脂先芯
 進化したサブＨＳＫの後継品。

標準重量：640g標準重量：450g 標準重量：675g 標準重量：575g

サイズ／25～27･28cm
N4000 港鳶 高所用安全靴

●JIS規格品、高所用ベロア。鋼製先芯
　マジックタイプ。当社オリジナル

標準重量：560g

サイズ／25～27･28cm
N4010 みやじま鳶 勝色

●JIS規格品・鋼製先芯・踏抜防止板入
 ベロア革使用、高所作業向
 当社オリジナル

標準重量：520g

サイズ／25～27･28cm
N4030 みやじま鳶 琥珀色

●JIS規格品・鋼製先芯・踏抜防止板入
 ベロア革使用、高所作業向
 当社オリジナル

標準重量：550g

サイズ／25～27･28cm
N4500 みやじま鳶 八分丈 墨色

●JIS規格品・鋼製先芯・踏抜防止板入
 ベロア革使用、高所作業向
 当社オリジナル

標準重量：510g

サイズ／25～27･28cm
N4510 みやじま鳶 八分丈 月白

●JIS規格品・鋼製先芯・踏抜防止板入
 ベロア革使用、高所作業向
 当社オリジナル

標準重量：510g

サイズ／25～27･28cm
N4040 高所安全靴 -MUSASABI-
●JIS規格品、鋼製先芯高所用ベロア
 RBセラミックス入耐滑ソール
 当社オリジナル

標準重量：525g

サイズ／25～27･28cm
N4050 鍛冶鳶 朱色

●JIS規格品、鋼製先芯高所用ベロア
 踏抜き防止インソール入り。溶接作業向
 当社オリジナル

標準重量：560g

サイズ／25～27･28cm
N4060 鍛冶鳶 勝色

●JIS規格品、鋼製先芯高所用ベロア
 踏抜き防止インソール入り。溶接作業向
 当社オリジナル

標準重量：560g

サイズ／25～27･28cm
N4900 ハイカット安全靴 KARASU

●発泡ウレタン2層底でクッション◎。鋼製先芯
 JIS規格品、ベロア革使用、当社オリジナル。
 大人気シリーズのマジックタイプ

標準重量：512g

サイズ／25～27･28cm
N4901 ハイカット安全靴 ZEBRA

●発泡ウレタン2層底でクッション◎。鋼製先芯
 JIS規格品、ベロア革使用、当社オリジナル。
 大人気シリーズのマジックタイプ

標準重量：512g

サイズ／25～27･28cm
N4902 ハイカット安全靴 BISON

●発泡ウレタン2層底でクッション◎。鋼製先芯
 JIS規格品、ベロア革使用、当社オリジナル。
 大人気シリーズのマジックタイプ

標準重量：512g

サイズ／25～27･28cm
N4080GK 瓦礫屋 建さん

● JSAA規格 A種認定品
 樹脂先芯、踏抜き防止板入、静電防止機能付
 溶接作業向、ファスナー付、当社オリジナル

標準重量：600g



安全靴類

27

サイズ／24.5～27･28cm

●パンチング仕様反射材付
 鋼製先芯入

標準重量：510g

N8900 高所用ハイガード
サイズ／24.5～27･28cm

●鋼製先芯入・つま先部分本革使用

標準重量：510g

N8901 高所用HG 改
ハイガード

サイズ／24.5～27･28cm

●皮と合皮のマジックタイプ
 鋼製先芯入　売筋品

標準重量：550g

N5050 軽量マジック
サイズ／24.5～27･28cm

●皮と合皮の長編チャック
 鋼製先芯入　売筋品

標準重量：570g

N5053 軽量長編チャック

JSAA規格
A種 合格品

JSAA規格
A種 合格品

JSAA規格
A種 合格品

JSAA規格
A種 合格品

サイズ／24.5～27･28cm

●超軽量。強化樹脂先芯入

標準重量：560g

YT505 軽量マジック（長）
サイズ／24.5～27･28cm

●半長靴の短いタイプで短長靴
 鋼製先芯入

標準重量：430g

YT503 短長靴
タンチョウカ

ハンチョウカ タンチョウカ

JSAA規格
B種 合格品

JSAA規格
B種 合格品

サイズ／24.5～28cm

●超軽量。強化樹脂先芯入

標準重量：395g

YT500 軽量短靴マジック

JSAA規格
B種 合格品

サイズ／24.5～28cm

●超軽量。強化樹脂先芯入

標準重量：370g

YT501 軽量短靴 紐

JSAA規格
B種 合格品

サイズ／24.5～27･28･29･30･31cm

●超軽量。強化樹脂先芯入

標準重量：490g

YT502 軽量マジック（中）

JSAA規格
B種 合格品
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サイズ／25～27･28cm

●三本マジック。
ベーシックなデザインのロングセラー商品。

標準重量：490g

N6000ST
スタンダード

カラー／

白×オレンジ 白×紺 黒×ダークグレー

白×オレンジ
白×紺
黒×ダークグレー

JSAA規格
A種 合格品

カラー／白×銀
サイズ／25～27･28cm

●三本マジック。鋼製先芯入

標準重量：520g

N6021MG
ミドルガード

カラー／ブラック
レッド

サイズ／Ｓ～３Ｌ（Ｓはブラックのみ）

標準重量：225g

Y7210

白×銀
JSAA規格
A種 合格品

サイズ／25～27･28cm
カラー／白×ブルー

●三本マジック。鋼製先芯入

標準重量：520g

白×ブルー

N6020MG
ミドルガード

JSAA規格
A種 合格品

アッパー：PU
ソール：ゴム

アッパー：PU
ソール：ゴム

白×グリーン

カラー／白×グリーン
サイズ／25～27･28cm

●一部本革使用。鋼製先芯入

標準重量：460g

N6050MG
ミドルガード

JSAA規格
A種 合格品

かかとを踏みやすい構造により
ON/OFF で履き分け可能軽量鋼製先芯を採用

進化したＥＶＡラバーソールで
歩行時の衝撃を軽減

アッパー：PU
ソール：ゴム

アッパー：PU
ソール：ゴム

アッパー：ポリエステル
ソール：ＥＶＡ

S
23.0cm～23.5cm
※BLACKのみ

M 24.5cm～25.0cm
L 25.5cm～26.0cm

LL 26.5cm～27.0cm
3L 27.5cm～28.0cm
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レッド×ホワイト

標準重量：450g

●NBAで有名なPEAKブランド
 耐油、耐滑ゴム底、銅鉄先芯入

サイズ：24.5～28.0･29.0･30.0cm
BAS-4503

カラー：レッド×ホワイト

※24.5･29.0･30.0cm取寄

ホワイト×レッド

標準重量：450g

サイズ：24.5～28.0･29.0･30.0cm
BAS-4504

カラー：ホワイト×レッド

※24.5･29.0･30.0cm取寄

73

ローズピンク

サイズ：24.5～28.0･29.0･30.0cm

●NBAで有名なPEAKブランド
 JSAA A種合格品
 耐油底、耐滑ゴム底、樹脂先芯入

標準重量：395g

WOK-4505

カラー：ローズピンク
ホワイト

※24.5･29.0･30.0cm取寄

ブラック オレンジ

サイズ：24.5～28.0･29.0･30.0cm

●NBAで有名なPEAKブランド
 JSAA A種合格品
 耐滑ゴム底、耐油底
 樹脂先芯入

標準重量：395g

WOK-4506

カラー：ブラック
オレンジ

※24.5･29.0･30.0cm取寄

●NBAで有名なPEAKブランド
 耐油、耐滑ゴム底、銅鉄先芯入

ホワイト

●NBAで有名なPEAKブランド
 JSAA A種合格品
 先芯部の破れやすい部分を
 シフトラバーパットで補強。
 耐油底、樹脂先芯入

サイズ：24.5～28.0･29.0･30.0cm
BAS-4507

カラー：ブラック
ブルー
イエロー

※24.5･29.0･30.0cm取寄

①消耗の激しい先芯部に、耐久性のあるゴムをコーティングすることにより、
　量・通気性を維持しながらも、耐久性を高めることが出来ました。
②PEAK独自に開発し、さらに進化したミッドソールで、足・腰の負担を軽減。
③カカト部に夜間に光る反射材を採用。
④銀イオン消臭加工。
⑤アッパーはポリエステル糸を気泡状に編み込みことにより、
　通気性と耐久性の両立に成功。

標準重量：410g
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73

標準重量：420g

サイズ：24.5～28.0cm

●NBAで有名なPEAKブランド
 JSAA A種合格品 

RUN-4508

カラー：グレー
ネイビー
レッド

サイズ：24.5～28.0cm

●NBAで有名なPEAKブランド
 JSAA A種合格品 

RUN-4509

カラー：レッド
ブルー

グレー

レッド ネイビー

RUN-4508

RUN-4509

※24.5cm取寄
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■アッパー:本体／合成繊維製＋人工皮革製　補強／人工皮革製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:ワイド(3E相当)
■インナーソール:取り替え式

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008■カラー:400 アシックスブルー×ホワイト
026 シートロック×ホワイト
025 ファントム×シルバー
102 ホワイト×ピーコート
602 クラシックレッド×ホワイト

■サイズ:22.5～28.0･29.0･30.0cm
　　※22.5～24.0･29.0･30.0cmはお取寄せになります

602
クラシックレッド×ホワイト

102
ホワイト×ピーコート

025
ファントム×シルバー

標準重量：430g1271A029（CP209）

種先芯
入り

A

Boa システムを採用し
フィット性を高めたローカットタイプ。

■アッパー:本体／人工皮革製　補強／人工皮革製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:ワイド(3E相当)
■インナーソール:取り替え式

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008■カラー:100 ホワイト×クラシックレッド
750 ブライトイエロー×ハバネロ
001 ブラック×ブラック

■サイズ:22.5～28.0･29.0･30.0cm
　　※22.5～24.0･29.0･30.0cmはお取寄せになります

標準重量：440g1273A029 (CP306)

種先芯
入り

A

Boa システムを採用し
アッパー全面に人工皮革を使用した
ローカットタイプ。

400
アシックスブルー×ホワイト

026
シートロック×ホワイト

100
ホワイト×クラシックレッド

750
ブライトイエロー×ハバネロ

001
ブラック×ブラック

￥11,800＋税本体価格

￥11,800＋税本体価格
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■アッパー:本体／人工皮革製＋合成繊維製　補強／人工皮革製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:ワイド(3E相当)
■インナーソール:取り替え式

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008■カラー:400 マコブルー×ブライトイエロー
001 ブラック×ホワイト
100 ホワイト×ブラック
600 クラシックレッド×ブラック

■サイズ:22.5～28.0･29.0･30.0cm
　　※22.5～24.0･29.0･30.0cmはお取寄せになります

標準重量：465g1271A030（CP304）

種先芯
入り

A

600
クラシックレッド×ブラック

100
ホワイト×ブラック

001
ブラック×ホワイト

400
マコブルー×ブライトイエロー

Boa システムを採用し
フィット性を高めたハイカットタイプ。

■アッパー:本体／人工皮革製＋合成繊維製＋合成樹脂製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:ワイド(3E相当)
■インナーソール:取り替え式

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008■カラー:100 ホワイト×クラシックレッド
300 ネオンライム×ブラック

■サイズ:22.5～28.0･29.0･30.0cm
　　※22.5～24.0･29.0･30.0cmはお取寄せになります

標準重量：450g1273A028 (CP307)

種先芯
入り

A

レースをサイドに配した
新構造のBOAフィットシステム。
新たなフィット感を実現。

ダイヤル・ワイヤーの破損は Boa® ライフタイム保証制度にて無償で交換パーツのお申し込みが出来ます。
※ダイヤル・ワイヤーの破損は asics および代理店・販売店でのご対応は致しかねます。
※ワイヤーのガイド・ダイヤルの受け部の破損は保証対象外になります。
※保証されるダイヤル・ワイヤーのカラーはお選びいただけません。

Boa　交換

①Boa® ウェブサイト (www.THEBOASYSTEM.COM) 内

「ライフタイム保証制度」 専用ページにアクセス。

②質問に答えて Boa 交換キットを請求してください。

　 ※asics 製品に使用されているダイヤルは 【L6】 です。

③交換キットが届いたら、 同梱されている説明書に

　 従って交換してください。 

Boa ダイヤル・ワイヤー破損時のご対応Boa ダイヤル・ワイヤー破損時のご対応

ネオンライム×ブラックホワイト×クラシックレッド
300100

￥12,800＋税本体価格

￥13,800＋税本体価格
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標準重量：400g

■アッパー:本体／人工皮革製　補強／人工皮革製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:ワイド(3E相当)
■インナーソール:取り替え式

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008
■つま先部にはラバー補強

FCP301
■カラー:600  クラシックレッド×ピエドモントグレー

102  ホワイト×クラシックレッド
0101 ホワイト×ホワイト
9090 ブラック×ブラック

■サイズ:22.5～28.0･29.0･30.0cm
　　※22.5～24.0･29.0･30.0cmはお取寄せになります

0101
ホワイト×ホワイト

種先芯
入り

A

9090
ブラック×ブラック

砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。
快適性と滑りにくさも実現。

標準重量：430g

■アッパー:本体／人工皮革製　補強／人工皮革製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:ワイド(3E相当)
■インナーソール:取り替え式

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008
■つま先部にはラバー補強

FCP302
■カラー:300 シラントロ×ブライトイエロー

021 メトロポリス×ホワイト
100 ホワイト×ホワイト
9090 ブラック×ブラック

■サイズ:22.5～28.0･29.0･30.0cm
　　※22.5～24.0･29.0･30.0cmはお取寄せになります

100
ホワイト / ホワイト

種先芯
入り

A

足首をサポートするハイカットタイプ。
砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。

9090
ブラック×ブラック

021
メトロポリス×ホワイト

102
ホワイト×クラシックレッド

300
シラントロ×ブライトイエロー

600
クラシックレッド×ピエドモントグレー

￥9,800＋税本体価格

￥10,800＋税本体価格
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標準重量：375g

■アッパー:本体／合成繊維製　補強／人工皮革製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:ワイド(3E相当)
■インナーソール:取り替え式

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008
■つま先部にはラバー補強

FCP202
カラー:501   ジェントリパープル×ブライトイエロー

753   ブライトイエロー×ピュアシルバー
2390 クラシックレッド×ブラック
9090 ブラック×ブラック

サイズ:22.5～28.0･29.0･30.0cm
　　※22.5～24.0･29.0･30.0cmはお取寄せになります

9090
ブラック×ブラック

2390
クラシックレッド×ブラック

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008

種先芯
入り

A

種先芯
入り

A

軽量性と履き心地を両立した、
メッシュ使いのローカットベルトタイプ。

標準重量：450g

■アッパー:本体／合成繊維製　補強／人工皮革製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:ワイド(3E相当)
■インナーソール:取り替え式

FCP203
カラー:601  クラシックレッド×ブラック

1601 ファントム×ホワイト

サイズ:22.5～28.0･29.0･30.0cm
　　※22.5～24.5･29.0･30.0cmはお取寄せになります

1601
ファントム×ホワイト

足首のホールド性を高めた、
メッシュ使いのハイカットベルトタイプ。

753
ブライトイエロー×ピュアシルバー

601
クラシックレッド×ブラック

501
ジェントリパープル×ブライトイエロー

￥9,800＋税本体価格

￥10,800＋税本体価格
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標準重量：430g

■アッパー:本体／人工皮革製　補強／人工皮革製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:ワイド(3E相当)
■インナーソール:取り替え式

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008
■つま先部にはラバー補強

1271A045(CP212 AC)
■カラー:750 フラッシュイエロー×ブラック

101 ホワイト×ピュアゴールド
400 アシックスブルー×エレクトリックブルー

■サイズ:24.0～28.0･29.0･30.0cm
　　※24.0･24.5･29.0･30.0cmはお取寄せになります

400
アシックスブルー×エレクトリックブルー

750
フラッシュイエロー×ブラック

101
ホワイト×ピュアゴールド

標準重量：450g

■アッパー:本体／人工皮革製＋合成繊維製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:ワイド(3E相当)
■インナーソール:取り替え式

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008
■つま先部にはラバー補強

1271A035(CP305 AC)

■カラー:100 ホワイト×ホワイト
001 ブラック×ブラック

■サイズ:24.0～28.0･29.0･30.0cm
　　※24.0･24.5･29.0･30.0cmはお取寄せになります

100
ホワイト×ホワイト

001
ブラック×ブラック

ダブルラッセルメッシュとエアサイクルシステムによる優れた通気性を。
スタイリッシュなデザインを受け継いだセカンドモデル。

歩行動作に合わせて足裏に
空気を取り込むソール構造。
ムラをおさえてハードな現場に。

ソールに設けた通気孔から空気を取り込み、

湿気や熱気を放出。シューズ内部を快適に保ちます。

吸 気
SYSTEM 01

歩行動作に合わせて

空気を取り込む

循 環
SYSTEM 02

ミッドソールを通して

空気が流れる

放 出
SYSTEM 03

湿気や熱気を逃がし

シューズ内を換気

AIRCYCLE®SYSTEM

種先芯
入り

A

ミッドソールの前足部～中足部にかけて溝を

張り巡らせ、中敷の通気孔から足裏に空気を

送る

FUNCTION 03

※画像の矢印はイメージです。

ミッドソールの前足部と中足部に設けられた

通気孔から空気を取り入れる構造

FUNCTION 02

※画像の矢印はイメージです。

FUNCTION 01

を採用し、ソールだけでなくアッパーからも

空気を取り込み、シューズ内のムレを軽減

アッパー（本体部分）にダブルラッセルメッシュ

￥11,800＋税本体価格

￥11,800＋税本体価格
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標準重量：400g

■アッパー:本体／合成繊維製　補強／人工皮革製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:レギュラー(2E相当)
■インナーソール:取り替え式

1271A001（CP205）
カラー:001 ブラック×ブラック（取寄）

400 ブループリント×グレイシャーグレー
600 クラシックレッド×ホワイト

サイズ:24.0～28.0･29.0･30.0cm
　　※24.0･29.0･30.0cmはお取寄せになります

400
ブループリント×グレイシャーグレー

600
クラシックレッド×ホワイト

標準的なレギュラーウイズ（２E相当）設計の
ローカットベルトタイプ。

種先芯
入り

A

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008

標準重量：348g

■アッパー:本体／人工皮革製＋合成繊維製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:レギュラー(2E相当)
■インナーソール:取り替え式

1273A006（CP210）
■カラー:020 ミッドグレー×ホワイト

400 マコブルー×シルバー
600 クラシックレッド×ホワイト

■サイズ:21.5～28.0･29.0･30.0cm
　　※21.5～24.5･29.0･30.0cmはお取寄せになります 種先芯

入り

A

ホールド性と軽量性に優れたモデル。
走りたくなるワーキングシューズ誕生。

400
マコブルー×シルバー

020
ミッドグレー×ホワイト

600
クラシックレッド×ホワイト

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008

標準重量：380g

■アッパー:本体／合成繊維製＋人工皮革製＋合成樹脂製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:レギュラー(2E相当)
■インナーソール:取り替え式

1271A052（CP213 TS）
■カラー:020 グラシアグレー×ピエドモントグレー

400 ディープシーティール×グローイエロー
600 ファイアリーレッド×ホワイト

■サイズ:24.5～28.0･29.0･30.0cm
　　※24.5･29.0･30.0cmはお取寄せになります

通気性とフィット性を両立させた
ニューフェイスが登場。
薄底ソール設計により「足裏感覚」を実現。

400
ディープシーティール×グローイエロー

020
グラシアグレー×ピエドモントグレー

600
ファイアリーレッド×ホワイト

001
ブラック×ブラック 取寄

￥9,800＋税本体価格

￥10,800＋税本体価格

￥9,800＋税本体価格

A種
先芯入り
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600
チリフレーク×ホワイト

標準重量：360g

■アッパー:本体／合成繊維製　補強／人工皮革製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:ワイド(3E相当)
■インナーソール:取り替え式

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008

FCP201
■カラー:0190 ホワイト×ブラック

0433 ゴールドフュージョン×アストラルオーラ
4901 インディゴブルー×ホワイト
9090 ブラック×ブラック
600　 チリフレーク×ホワイト

■サイズ:21.5～28.0･29.0･30.0cm
　　※21.5～24.0･29.0･30.0cmはお取寄せになります

0190
ホワイト×ブラック

0433
ゴールドフュージョン×アストラルオーラ

4901
インディゴブルー×ホワイト

9090
ブラック×ブラック

種先芯
入り

A

グリップ性に優れたCPグリップソール採用。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。

■アッパー:本体／人工皮革製＋合成繊維製　補強／人工皮革製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:ワイド(3E相当)
■インナーソール:取り替え式

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008■カラー:100 ホワイト×ブラック
400 ピーコート×ハバネロ
750 ブライトイエロー×マコブルー

■サイズ:22.5～28.0･29.0･30.0cm
　　※22.5～24.5･29.0･30.0cmはお取寄せになります

標準重量：465g
1273A031 (CP211 SLIP-ON)

履き口が広く、脱ぎ履きしやすい
スリッポンタイプ。

100 ホワイト×ブラック

400 ピーコート×ハバネロ 750 ブライトイエロー×マコブルー
脱ぎ履き時の摩擦による摩耗を軽減
するかかと部内側人工皮革

脱ぎ履きしやすい大きな履き口

種先芯
入り

A

￥8,700＋税本体価格

￥8,300＋税本体価格
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標準重量：450g

■アッパー:本体／合成繊維製＋人工皮革製
　　　　　 補強／人工皮革製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:ワイド(3E相当)
■インナーソール:取り替え式

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008
■つま先部にはラバー補強

CP601 G-TX

■カラー:001  ブラック×ブラック
0790 フラッシュイエロー×ブラック

■サイズ:24.5～28.0･29.0･30.0cm
　　※24.5･29.0･30.0cmはお取寄せになります

0790
フラッシュイエロー×ブラック

001
ブラック×ブラック

※GORE-TEX .ゴアテックス はW.L.Gore&Associatesの商標です。Ｒ Ｒ

優れた防水性と透湿性を両立する
「ゴアテックス ファブリクス」を搭載。

種先芯
入り

A

種先芯
入り

A

■アッパー:本体／人工皮革製＋合成繊維製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:ワイド(3E相当)
■インナーソール:取り替え式

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008
■カラー:001 ブラック×ブラック

600 ファイアリーレッド
　　×ビートジュース

■サイズ:24.0～28.0･29.0･30.0cm
　　※24.0･24.5･29.0･30.0cmはお取寄せになります

標準重量：435g
1271A036 (CP602 G-TX)

防水なのにムレにくい。
動きやすいローカットタイプの
ゴアテックスモデル。

■適合する別売中敷:1273A007･1273A008
標準重量：666g

■アッパー:本体／人工皮革製＋合成繊維製＋天然皮革製
■アウターソール:ゴム底
■生産国:ベトナム
■ウイズ:レギュラー(2E相当)
■インナーソール:取り替え式

1271A042 (CP403 TS)
■カラー:001 ブラック×ホワイト

100 ホワイト×ピュアゴールド
600 クラシックレッド×
    フラッシュイエロー
　　

■サイズ:24.0～28.0･29.0･30.0cm
　　※24.0･29.0･30.0cmはお取寄せになります

種先芯
入り

A

足裏でつかむ。
薄底ソール設計による優れた「足裏感覚」。
グリップ性、フィット性に優れたモデル。

※この商品は防火靴ではありません。

※GORE-TEX .ゴアテックス はW.L.Gore&Associatesの商標です。

001 ブラック×ブラック
600 ファイアリーレッド
　　×ビートジュース

100 ホワイト×ピュアゴールド 600 クラシックレッド×
    フラッシュイエロー

001 ブラック×ホワイト

￥16,800＋税本体価格

￥19,700＋税本体価格

￥10,800＋税本体価格

取寄
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取寄

取寄

取寄

取寄

取寄
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取寄

取寄

取寄

取寄

取寄

取寄
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取寄

取寄

取寄
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取寄

取寄

取寄

取寄

取寄
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標準重量：370g

008 ブラック 053 ネイビー 069 カーキ

008 ブラック
069 カーキ

サイズ：22.5～28.0･29.0･30.0cm

●フィッティングをサポートする
 シューレースタイプ。
 JSAA A種認定品

WX-0001

カラー：008 ブラック
053 ネイビー
069 カーキ

24.5～28.0･29.0･30.0cm（カーキのみ）

サイズ：24.5～28.0cm

●ローカットシューレースデザイン。
 動きやすさと屈曲性に配慮。
 JSAA A種認定品

WX-0007

カラー：008 ブラック
033 ベージュ
069 カーキ
099 バーガンディ
251 アップルレッド(取寄)

※24.5･25.0･27.5cm取寄

サイズ：24.5～28.0cm ●ハイカットデザイン。
 脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。
 JSAA A種認定品

WX-0008

カラー：008 ブラック
069 カーキ
023 マスタード(取寄)

※24.5･25.0･27.5cm取寄
サイズ：24.5～28.0cm ●ブーツカットデザイン。

 足首周りをしっかりサポート。
 JSAA A種認定品

WX-0009

カラー：008 ブラック
033 ベージュ

※24.5･25.0･27.5cm取寄

取寄

標準重量：370g

001 ホワイト 008 ブラック 979 ライトイエロー

サイズ：24.5～28.0cm

●フィッティングをサポートする
 シューレースタイプ。
 JSAA A種認定品

WX-0001S

カラー：001 ホワイト
008 ブラック
979 ライトイエロー

取寄

サイズ：24.5～28.0･29.0･30.0cm

●脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。
 JSAA A種認定品

標準重量：375g

WX-0002

カラー：008 ブラック
020 イエロー
040 レッド

020 イエロー 040 レッド008 ブラック

取寄

サイズ：24.5～28.0cm

●脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。
 JSAA A種認定品

標準重量：375g

標準重量：435g

WX-0002S

カラー：001 ホワイト
040 レッド
057 ライトブルー

040 レッド 057 ライトブルー001 ホワイト

取寄

033 ベージュ 099 バーガンディ

251 アップルレッド

008 ブラック 069 カーキ 023 マスタード 008 ブラック 033 ベージュ

取寄

取寄

標準重量：490g 標準重量：520g
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サイズ：

●規格：JSAA規格A種 認定品
●甲被：PU＋ポリエステルメッシュ
●靴底:EVA＋合成ゴム底
●先芯:鋼製先芯
●インソール:EVAカップインソール
●標準重量：360g

NS811

カラー：黒／レッド
黒／シルバー

24.0～27.0･28.0･29.0cm

黒／レッド 黒／シルバー

サイズ：24.0～27.0･28.0･29.0cm
　　※24.0･24.5･29.0cm取寄

NS818

黒/ブルー

サイズ：24.0～27.0･28.0･29.0cm
　　※24.0･24.5･29.0cm取寄

●規格：JSAA規格A種 認定品
●甲被：PU＋ポリエステルメッシュ
●靴底：合成ゴム底
●先芯:鋼製先芯
●インソール:EVAカップインソール
●標準重量：485g

S038 鳶技
サイズ：24.0～27.0･28.0･29.0cm
　　※24.0･24.5･29.0cm取寄

●規格：JSAA規格A種 認定品
●甲被：PU＋パンチングPU
●靴底：合成ゴム底
●先芯:鋼製先芯
●インソール:EVAカップインソール
●標準重量：475g

S538 鳶技

サイズ：25.0～27･28･29cm
        ※29.0cm取寄

●ハイパーＶソールのミドルカット！
 意外とかっこいい！

HyperV #906MG

カラー：

規 格 ：JSAA規格B種 認定品
アッパー材：合成皮革・合成繊維
底 材 ：ハイパーVソール
先 芯 ：樹脂先芯
標準重量：330g

ブラック

レッド

ネイビー

ブラック
レッド
ネイビー

●規格：JSAA規格A種 認定品
●甲被：PU＋ポリエステルメッシュ
●靴底:EVA＋合成ゴム底
●先芯:鋼製先芯
●インソール:EVAカップインソール
●標準重量：365g

取寄
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サイズ：

●ハイパーＶソールで滑りにくい
 ムレにくい

HyperV #2000

カラー：

アッパー材：合成繊維・合成皮革・革
底 材 ：ハイパーVソール
先 芯 ：樹脂先芯
標準重量：350g

ブラック グレー ブルーワイン チョコ

ブラック、ワイン
チョコ、グレー、ブルー

取寄

22.5～27･28･29cm
　（ブラック、ワイン）

24.5～27･28･29cm
　（チョコ、グレー、ブルー）

取寄 取寄 取寄取寄

サイズ：24.5～27･28･29cm

●ハイパーＶソールで滑りにくい

HyperV #206
カラー：

アッパー材：合成皮革・革
底 材 ：ハイパーVソール
先 芯 ：樹脂先芯
標準重量：365g

ブラック ワイン グリーン

ブラック
ワイン
グリーン

サイズ：24.5～27･28･29cm

●ハイパーＶソールで滑りにくい
 履き心地重視

HyperV #228
カラー：

アッパー材：合成皮革・編物・革
底 材 ：ハイパーVソール
先 芯 ：樹脂先芯
標準重量：370g

ネイビー

ネイビー

取寄

取寄

サイズ：22～28･29cm

●ハイパーＶソールで滑りにくい
 ひもタイプ

SPIDER MAX #6100
カラー：黒

規 格 ：JSAA規格A種 認定品
アッパー材：合成皮革・革
底 材 ：ハイパーVソール
先 芯 ：鋼製先芯
標準重量：415g

サイズ：22.5～27･28･29cm
　　　※22.5～24･29cm取寄

●ハイパーＶソールで滑りにくい
 マジックタイプ

SPIDER MAX #6000

カラー：白×黒

規 格 ：JSAA規格A種 認定品
アッパー材：合成皮革・革
底 材 ：ハイパーVソール
先 芯 ：鋼製先芯
標準重量：425g

サイズ：22.5～27･28･29cm
　　　※22.5～24･29cm取寄

●ハイパーＶソールで滑りにくい
 マジックタイプ

SPIDER MAX #6200

カラー：黒

規 格 ：JSAA規格A種 認定品
アッパー材：合成皮革・革
底 材 ：ハイパーVソール
先 芯 ：鋼製先芯
標準重量：440g

サイズ：24.5～27･28･29cm

●ハイパーＶソールで滑りにくい
 ムレにくい

HyperV #970AGG
カラー：ブラック

アッパー材：編物・合成皮革・革
底 材 ：ハイパーVソール
先 芯 ：樹脂先芯
標準重量：345g

取寄　　　マークがない商品でも
22.5～24、29cmはお取り寄せになります。
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サイズ／25～27･28cm
ESM-102

●デニムに合うミドルカットスニーカー

　特殊パターンソールで耐滑性◎ 

■アッパー：合成皮革

■ソール：合成底

■先芯：鋼鉄製

サイズ／25～27･28cm
ESM-102

●デニムに合うミドルカットスニーカー

　特殊パターンソールで耐滑性◎ 

■アッパー：合成皮革

■ソール：合成底

■先芯：鋼鉄製

サイズ／25～27･28cm
ESM-103

●デニムに合うミドルカットスニーカー

　特殊パターンソールで耐滑性◎

■アッパー：合成皮革

■ソール：合成底

■先芯：鋼鉄製

サイズ／25～27･28cm
ESM-103

●デニムに合うミドルカットスニーカー

　特殊パターンソールで耐滑性◎

■アッパー：合成皮革

■ソール：合成底

■先芯：鋼鉄製

サイズ／25～27･28cm
ESM-104

●デニムに合うローカットスニーカー

　かかとが踏めるスリッポンシューレース

■アッパー：合成皮革

■ソール：合成底

■先芯：鋼鉄製

タグ (ベロ )タグ (ベロ ) タグ (アウトサイド )タグ (アウトサイド )

AZ
UK
I

AZ
UK
I

KIN
AK
O

KIN
AK
O

MA
CC
HA

MA
CC
HA

カカトが踏めるカカトが踏める サイドゴムで
脱ぎ履きが楽
サイドゴムで
脱ぎ履きが楽

カ
カ
ト
が
踏
め
る

反射材付き反射材付き

46
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長　靴

サイズ／24～27･28cm
WW724作業半長靴 黒

●塩化ビニール製。
サイズ／M～XL
S225 安全ゴム長靴 スミクロ

●特殊機能ゴム配合でセメント
 （アルカリ）に有効。鉄先芯入
 グリーン取寄

サイズ／24.5～26･27･28cm
ユンケルカラーブーツ ＃20 ネイビー

●カラフルなカバー付長靴

標準重量：575g 標準重量：950g

標準重量：700g

25.5cm

30cm

5.5cm

31cm

12cm

外寸表記の標準寸法は
26cmまたはLサイズです

サイズ／24～27･28･29cm
N900 吸湿速乾 軽半長靴

●天然ゴム製
 スタンダードな軽半長
 吸湿速乾、カップインソール入

30cm

標準重量：700g

サイズ／M～XL
N2012 ブラック／ブルー

●天然ゴム製。鋼製先芯入
 踏み抜き防止ステンレス板入
 ショートタイプ

25cm

4.5cm

標準重量：1010g

サイズ／M～XL
N950 マリンブーツ　ネイビー

●天然ゴム製。マリンタイプ
 吸湿速乾、カップインソール入

31cm

4cm

標準重量：835g

サイズ／M～XL
N2015 ブラック／レッド

●天然ゴム製。鋼製先芯入
 踏み抜き防止ステンレス板入
 吸湿速乾、カップインソール入

31cm

4.5cm

標準重量：1060g

サイズ／M～XL
N2020 高視認性安全長靴

●天然ゴム製。鋼製先芯入
 規格クリアーの踏み抜き防止板入
 吸湿速乾、クッションインソール
 再帰反射材使用

30cm

5cm

標準重量：1010g

サイズ／29･30･31･32cm
　　　※23～27･28cm取寄

ジョルディックセフティーDX

●デカイサイズのセフティ長靴
 メッシュ繊維入りで強度も高い。

標準重量：760g

31cm 
(計測30.0cm)

6cm

サイズ／22.5～26･27･28cm
ゾナＧＬ　白

●耐油性 白底 国産品
サイズ／22.5～27･28･29cm
（29cm取寄）

ゾナＧ３　白

●耐油性 アメ底 国産品

28.5cm
30cm

標準重量：590g 標準重量：700g
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サイズ／24.5～27･28cm
AS-320 安全耐油長靴

色／ホワイト、ブラック、オレンジ
●鋼製先芯入・耐油性底
 抗菌防臭加工・吸汗性ドライ裏地

38cm

サイズ／24～27･28･29cm（29cm取寄）

ザクタス Z-01

色／白、ブルー（取寄）
●耐油性 国産品

41.5cm

標準重量：920g

標準重量：880g

白

ホワイト ブラック オレンジ

ブルー

黒

サイズ／24～27･28･29･30cm
JW-709 安全耐油長靴

色／白、黒
●鋼製先芯入、塩化ビニール製
 耐油性。

39cm

標準重量：1100g取寄

白

サイズ／21.5～28･29･30cm
HyperV #5000

色／白、黒
●ハイパーＶソール使用の厨房シューズ

標準重量：265g

白

黒

取寄
取寄

サイズ／SS(取寄),S,M,L,LL,3L

TSK-1 タスカール

色／ネイビー、オレンジ(取寄）
●折りたためる長靴
　踏抜き防止インソール入り
　PVC素材

サイズ／ S（23.5～24.0):着丈134／胸囲120／股下81cm
　　　　 M（24.5～25.0):着丈135／胸囲126／股下83cm
　　　   L（25.5～26.0):着丈136／胸囲130／股下85cm
　　　  LL（26.5～27.0):着丈137／胸囲132／股下87cm
　　　  3L（27.5～28.0):着丈138／胸囲134／股下89cm

V-70 チェストハイウェーダー

重量／約2500g
素材／靴部：PVC　胴部：合成繊維
●胸元までしっかり防水。
 立ちしゃがみが楽なゆったりサイズ。

取寄
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布製作業靴

サンダル

雪駄

白 紺

カラー／白
紺

●水をはじく！
　撥水加工済み作業靴

標準重量：230g

N800 はっすいくん

サイズ／24～27･28cm

白 紺 黒×赤

カラー／白
紺
黒×赤

●足袋のように柔らかい靴底
　足に吸い付くようなフィット感

標準重量：250g

N808 たび底くん

サイズ／24.5～27･28cm

白

カラー／白

●内装作業に最適！
　床をキズつけにくい！汚しにくい！

標準重量：250g

N805 内装くん

サイズ／24～27･28cm

白

カラー／白

●内装作業に最適！
　床をキズつけにくい！汚しにくい！

標準重量：280g

N8051 内装くんG
サイズ／24.5～27･28･29cm

ガード

プラスチック先芯入

白 紺 黒

カラー／白
紺
黒

●水をはじく！
　撥水加工済み作業靴

標準重量：280g

サイズ／24.5～27･28cm

N8001 はっすいくんG
ガード

プラスチック先芯入

白 黒

カラー／白
黒

●スリッポンスタイル

標準重量：430g

サイズ／24.5～27･28cm

N8085 撥水デッキG
ガード

プラスチック先芯入
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白
（アメゴム底）

紺
（グレー底）

黒
（黒底）

カラー／白
紺
黒

●ゴム底使用

標準重量：365g

サイズ／24.5～27･28cm

N8008 いえてんG
ガード

プラスチック先芯入

紺白 黒

カラー／白
紺
黒

●ハイガードタイプ

標準重量：500g

サイズ／24.5～27･28cm

N8800 いえてんHG
ハイガード

鋼製先芯入

紺 黒

カラー／紺
黒

●ミドルガードタイプ

標準重量：430g

サイズ／24.5～27･28cm

N8080 いえてんミドルG
ガード

鋼製先芯入

紺

カラー／紺

●ハイガードタイプ
　くるぶしパット付

標準重量：400g

サイズ／24.5～27･28cm

N8801 たび底くんHG
ハイガード

鋼製先芯入

白 紺 黒

カラー／白
紺
黒

標準重量：235g

C912 たびぐつ

サイズ／白:22.5～27･28cm
紺:22.5～27･28･29cm
黒:22.5～27･28cm
(黒:22.5～23.5cm取寄)

白

紺

カラー／白
紺

標準重量：320g

サイズ／24～27･28cm

C950 たびぐつG
ガード

プラスチック先芯入

紺

カラー／紺

●元祖ハイガード

標準重量：440g

サイズ／

C960 たびぐつHG
ハイガード

鋼製先芯入
23･24～27･28･29cm
（23･24･29cm取寄）

取寄
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カラー／ホワイト
トリコロール

●ハイパーＶソールで滑りにくい

標準重量：345g

HyperV #1200 屋根プロ
サイズ／22.5～27･28･29cm
　　※22.5～24･29cm取寄

カラー／ホワイト
キャメル

●ハイパーＶソールで滑りにくい

標準重量：345g

HyperV #1300 屋根プロⅡ
サイズ／24.5～27･28･29cm
　　※24.5･29cm取寄

ホワイト ブルー ブラック

カラー／ホワイト
ブルー
ブラック（取寄）

標準重量：290g

寅さん
サイズ／22.5～27･28･29cm

ホワイト ブルー ブラック

カラー／ホワイト（取寄）
ブルー
ブラック（取寄）

標準重量：335g

寅さん #6
サイズ／22.5～27･28･29cm

取寄

取寄 取寄

ホワイト トリコロール

ホワイト キャメル

カラー／ブラック
カモフラ

●ハイパーＶソールで滑りにくい

標準重量：285g

HyperV #1100 屋根プロ
サイズ／22.5～27･28･29cm
　　※22.5～24･29cm取寄

ブラック カモフラ

カラー／白
紺

●ハイパーＶソールで滑りにくい

標準重量：310g

HyperV #1000 たびぐつ
サイズ／22.5～27･28･29cm
　　※22.5～23.5･29cm取寄

白 紺
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No.5 ライオンヘップ

カラー／白
黒

サイズ／M～LL

●国産にこだわった
 本革製のサンダル

白 黒
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001 ホワイト 002 ブラック 003 ブルー

004 オレンジ 006 ライトブラウン005 イエロー

007 ライム 009 パープル008 ピンク

010 グレー 011 ネイビー 012 オリーブ

014 レッド013 ワイン 015 ダークブラウン

012 オリーブ 013 ワイン 014 レッド 015 ダークブラウン

001 ホワイト 002 ブラック 003 ブルー

007 ライム

004 オレンジ

008 ピンク 009 パープル 010 グレー

011 ネイビー

005 イエロー

006 ライトブラウン
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合　羽

ヤッケ

その他衣類

1100ビニールレインスーツ

サイズ／M～3L
素材／塩化ビニール樹脂
色／ネイビー
●ビニール合羽安価品、フード取り外し可

レインストーリー2800紺
サイズ／M～5L
素材／ビニール製
●ビニール糸入りタイプで丈夫
　ズボンのみもあります（取寄）

RF-12 レインファクトリーハード

サイズ／M～4L
素材／表:ナイロン100%（PVCラミネート）
　　　裏:ポリエステル100%　メッシュ
色／ダークグレー、オレンジ
●肩、肘、膝部分に補強付

　耐水圧20,000mmH2O

RF-13 レインファクトリーコンフォート（透湿タイプ）

サイズ／M～4L
素材／表:ナイロン100%（PU透湿コーティング）
　　　裏:ポリエステル100%　メッシュ
色／ネイビー、フラッシュグリーン
●透湿度2,000g/m2-24h
　耐水圧10,000mmH2O

取寄

取寄

ARG-100 ベーシック レインスーツ

サイズ／S～4L（S取寄）
素材／表地:ポリエステル100%（裏:塩化ビニルラミネート）
　　　裏地:ポリエステル100%
色／ブルー、マスタード、オリーブ、チャコール、ネイビー
●ポリエステル裏メッシュ。メッシュが細かく引っかけにくく

　なっています。お手頃価格。

　耐水圧10,000mmH2O

EZ-55 イージーレイン

サイズ／S～5L（S、4L、5L取寄）
素材／表:ポリエステル100% タフタ
     （塩化ビニル樹脂引き）
　　　裏:ポリエステル100% メッシュ
色／在庫：ブルー、ブラウン、イエロー、ネイビー
　　取寄：シルバー、レッド、パープル、ブラック
●耐水圧20,000mm、消臭繊維「ブリーズブロンズ」採用

FP-11 ファンプラスライト

サイズ／S～3L、5L（S取寄）
素材／表:ポリエステル100% タフタ
     （透湿ポリウレタン引き）
　　　裏:ポリエステル100% メッシュ
色／シルバー、ブラック、ターコイズ（取寄）
●耐水圧10,000mm、透湿度2,000g/m2.24hr
 超軽量
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レインストーリー536白
サイズ／M～5L
素材／表:ナイロン100%
　　　裏:ビニール引
●交通腕章付、耐水圧20,000mm
　ジャンパーのみ裏メッシュ付

3672 ニューイーグル

サイズ／M～5L（4L、5L取寄）
　　　 ※4L、5Lはネイビーのみ
素材／表:ポリエステル100%（PVCラミネート）
　　　裏:ポリエステル100% メッシュ
色／ネイビー、ブルー（取寄）

FS-5900 フォーシーズンストレッチレイン

サイズ／M～4L
素材／ポリエステル100%
     （TPUラミネート）
色／在庫：サファリオリーブ、ダックブルー、サンドベージュ

　　●耐水圧10,000mm、透湿性5,000/㎡/24h

1200 ポケットコート 100/110/120/130cm
取寄 取寄

3522 ストレッチレインスーツ

サイズ／M～3L
素材／表:ポリエステル100%（透湿防水コーティング）
　　　裏:ポリウレタンラミネート
色／レッド、イエロー、ネイビー
●透湿度8,000g/m2/24H
　耐水圧10,000mm

取寄単位：12着
素材／塩化ビニール樹脂
●コートタイプ
　コンパクト簡易タイプ

ARG-310/311/305 4WAY ストレッチレイン

サイズ／M～3L
素材／表地:ポリエステル100%（裏:ポリウレタンラミネート）
色／ARG-310:ブラック、オリーブ(取寄)　ARG-305:ブラック　
　　ARG-311:ツリーカモ、杢グレー、インディゴ
●上下別売りのストレッチタイプ

　耐水圧12,000mmH2O　透湿性5,000g/㎡ 　伸縮性110%(全方向)

ARG-311

ARG-305ARG-310

ツリーカモ

ブラック ブラックオリーブ

インディゴ杢グレー
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3100ヤツデスラックス3000ヤツデヤッケ 3300ポリヤッケ 上下セット
サイズ／M～4L
色／ネイビー、グレー(取寄)
●ポリエステル製
●ネイビーのみ5Lあり

3400ポリエステルヤッケ
サイズ／M～4L（4L取寄）
色／ネイビー、グレー(取寄)
●ポリエステル製
●ネイビーのみ5Lあり（取寄）

サイズ／M～4L（4L取寄）

色／グレー（取寄）、ネイビー
●ポリエステル製
●ネイビーのみ5Lあり（取寄）

3500ポリエステルズボン 完全防水ヤッケ
サイズ／M～3L
色／ネイビー、パープル（取寄）
    ピーコックブルー（取寄）
●酢酸ビニール混合素材使用

　で環境にやさしい

完全防水パンツ
サイズ／M～3L
色／ネイビー、パープル（取寄）
    ピーコックブルー（取寄）
●酢酸ビニール混合素材使用

　で環境にやさしい

9012-5 リフレクターベスト
色／黄×黄、紺×黄、紺×白
サイズ／着丈60cm
ウエスト／105～130cm
●5cm巾タイプ反射ベスト

55cm 53cm

サイズ／M～3L
色／ネイビー、ブルー（取寄）、黒、白（取寄）
●ナイロン製
●ネイビーのみ4Lあり

サイズ／M～3L
色／ネイビー、ブルー（取寄）、黒、白
●ナイロン製
●ネイビーのみ4Lあり

50本●電子警笛・LED付

　単3電池用スペーサー付属

　電池別売（単2×2本使用）

D-381RA 誘導灯 笛音付
50本●電子警笛・LED付

　単3電池用スペーサー付属

　電池別売（単2×2本使用）

D-551RA 誘導灯 笛音付
50本●LED内蔵

　電池別売（単2×2本使用）

ナイトリーダー誘導灯 NL-103

9037-7スターMX40ベスト
色／黄×黄、紺×黄、紺×白
サイズ／着丈40cm
ウエスト／105～130cm
●7cm巾タイプ、ラメ入り反射ベスト
　工具の出し入れが邪魔にならないショートタイプ

9021-7 プレミアムMXベスト
色／黄×黄、紺×黄、紺×白
サイズ／着丈50～60cm（調節可能）
ウエスト／90～135cm
●7cm巾タイプラメ入り反射ベスト、内側収納ポケット
　背面大型名刺入れポケット（横21cm×縦11cm）

9017MX-7 リフレクターベスト
色／黄×黄、紺×黄、紺×白
サイズ／着丈60cm
ウエスト／105～130cm
●7cm巾タイプ、ラメ入り反射ベスト

VN-900 カモフラバンドルヤッケ 2P＋1P
サイズ／M～3L
●ヤッケ２P＋パンツ１P入り

　ヤッケ：フラップ付きフロントポケット

　　　　　裾ドローコードで調整可能

　パンツ：ポケット付き

　　　　　裾絞りボタン付き
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前　掛

タイベック1010Bアゼアス防護服
サイズ／M～3L
●デュポンタイベック製

FT-500着たろう
サイズ／M～3L
●不織布つなぎ服

　フード付、前チャック式

　胸ポケット付

6500 不織布つなぎ服

●共ひも　ペン差し付
　丈約88cm×巾約63cm

2005 デニムエプロン ﾀｽｷﾀｲﾌﾟ
●ロープひも　ペン差し付
　丈約88cm×巾約63cm

2002 デニムエプロン ﾛｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ
●共ひも　　　ポケット付
　丈約68cm×巾約60cm

2007 デニムエプロン 腰下タスキ

●ロープひも　ペン差し付
　丈約102cm×巾約62cm

608デニム胸付前掛ロープロング 帆前掛
色／紺
●帆布生地使用 約75×46cm

床 腰下前掛
●溶接作業用腰下前掛

　丈約60cm 巾約50cm

SWS 革胸付前掛け(一枚物)
●溶接作業用胸付前掛

　継皮 丈約88cm 巾約55cm

サイズ／M～3L
●不織布つなぎ服

　フード付、前チャック式
●ポリプロピレン製

9023-5YL ガラス反射安全ベスト
色／イエロー
サイズ／着丈58cm
ウエスト／108～140cm
●5cm巾ガラスビーズ型反射材使用

9023-5OG ガラス反射安全ベスト
色／オレンジ
サイズ／着丈58cm
ウエスト／108～140cm
●5cm巾ガラスビーズ型反射材使用

9023-5NV ガラス反射安全ベスト
色／ネイビー
サイズ／着丈58cm
ウエスト／108～140cm
●5cm巾ガラスビーズ型反射材使用

9023-5SB ガラス反射安全ベスト
色／Sブルー
サイズ／着丈58cm
ウエスト／108～140cm
●5cm巾ガラスビーズ型反射材使用
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腕カバー

サポーター

ガーター

●純綿ブロード製袖口両ゴム

綿 腕カバー 両ゴム

●純綿ブロード製袖口タック●純綿ブロード製袖口ジャージ

綿 腕カバー ジャージ 綿 腕カバー タック

●プリント柄の袖口タック
　柄は随時変わります

プリント腕カバー タック

●綿100%　ヘッダー付
　手首ジャージ付

綿 腕カバー ジャージ

●綿100%　ヘッダー付
　上下両方ゴムタイプ

綿 腕カバー 両ゴム

●綿100%　ヘッダー付
　手首タックゴム付

綿 腕カバー タック

●溶接作業用腕カバー
　長さ約51cm

床 腕抜き

●ビニール製 防水タイプ
　手首タックゴム付。1双袋入

ビニール腕カバー クリア

●防水タイプ、タックゴム

ビニール腕カバー クリアー

●ポリウレタン製で、耐油性
　耐寒性に優れる。1双袋入

ウレタン腕カバー

軍手サポーター

●手首をケガや汚れから守る

□ 短（10cm）　□ 長（15cm） 色／グリン、ブルー、パープル、
　　ピンク、イエロー

185ワーキングサポーター マジック手甲
□ 幅細　フリー
□ 幅広　中～特大、フリー

コハゼ手甲

サイズ／中～特大

□ 5枚　□ 7枚

エステル胸付前掛
色／白、紺
在庫サイズ／白 M～LL
　　　　　　紺 M～LL

白880
紺830

エステル腰下前掛
色／白
在庫サイズ／白 M～LL

白880

製品仕上りサイズ 製品仕上りサイズ

880胸付前掛 白 830胸付前掛 紺
サイズ 巾×丈（cm） サイズ 巾×丈（cm）

M 79×107 M 79×107
L 88×110 L 88×110

LL 97×110 LL 97×110
EL 97×115 EL 97×115
XL 88×123 3L 97×123
3L 97×123
4L 103×125

880腰下前掛 白
サイズ 巾×丈（cm）

M 70×92
L 79×95

LL 88×95
EL 88×97
XL 79×100
3L 88×100
4L 97×100

出荷単位：12組

901

出荷単位：12組

903

出荷単位：12組

902

出荷単位：12組 出荷単位：10組

313AG

出荷単位：10組

313AB

出荷単位：10組

313AT

出荷単位：10組

C313

出荷単位：1組 出荷単位：12組 出荷単位：5組

出荷単位：10組 出荷単位：10組

908
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単位:cm
多少の誤差はありますので、あくまでも目安として参考にしてください

手甲のサイズ
小 中 大 特大

4枚タイプ
A 8.5 8.5 8.5 8.5
B 18 19.5 20.5 22
C 23 24 25.5 27.5

5枚タイプ
A 10.5 10.5 10.5 10.5
B 18 20 20.5 22
C 24 25 26.5 28.5

6枚タイプ
A 13 13 13
B 20 21 22
C 27 28 29.5

●マジックタイプ、フリー
　表裏両面使える

色／ブルー、パープル、白、紺、グリン、赤

リバーシブル手甲刺子織手甲

●刺子織で丈夫

サイズ／2（小）～5（特大）

さしこおり

強力 藍染め手甲 4枚・5枚・6枚  

●国産品本藍染め細刺し

サイズ／小～特大

　　　小／5枚・6枚(取寄単位：5組）

強力 藍染め手甲 4枚・ 5枚 青刺し

●国産品本藍染め細刺し
サイズ／中～特大

強力 藍染め手甲 4枚・5枚 赤刺し

●国産品本藍染め細刺し
サイズ／中～特大

強力 藍染め手甲 4枚・5枚 白刺し

●国産品本藍染め細刺し
サイズ／中～特大

きねや青縞手甲 4枚・5枚・6枚

●藍染め
サイズ／中～特大

きねや青縞手甲 色刺し 4枚
サイズ／中～特大
藤色・緑色・桜色・銀色

きねや青縞手甲 色刺し 5枚
サイズ／中～特大
藤色・緑色・水色・橙色

取寄

色 4枚 5枚

藤色 〇 〇

緑色 〇 〇

桜色 〇

銀色 〇

水色 〇

橙色 〇
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N40 マジック手甲

●4枚幅マジックタイプ
サイズ／中～特大

N44 手甲4枚

●4枚コハゼ
サイズ／中～特大

N46 手甲6枚

●6枚コハゼ
サイズ／中～特大

N-044 柄手甲4枚 C/1 赤

●千鳥格子風柄
サイズ／中、大

N-044 柄手甲4枚 C/2 紫

●とんぼ柄
サイズ／中、大

N444 唐獅子藍染手甲 4枚

●内面に柄のある唐獅子柄手甲
 藍染4枚はぜ

サイズ／中、大、特大

N445 唐獅子藍染手甲 5枚

●内面に柄のある唐獅子柄手甲
 藍染5枚はぜ

サイズ／中、大、特大

きねや　デニム手甲 4・5・6枚

●クロキ製 セルビッチデニム14.5oz使用
 厚地のデニム地を使用
 使い込むほど味が出ます

サイズ／中、大、特大
（6枚は取寄/10組単位)

N-044 柄手甲4枚 C/3 紺

●麻の葉柄
サイズ／中、大

N-044 柄手甲4枚 C/4 ブルー

●波柄
サイズ／中、大

N-044 柄手甲4枚 C/5 和柄

●縞柄
サイズ／中、大

色落ち例

N45-1 藍染め手甲5枚 ブルー

●草木染シリーズ
　独特の色合い。

サイズ／中、大

N45-2 琉球手甲5枚

●草木染シリーズ
　独特の色合い。

サイズ／中、大

N45-3 蘇芳手甲5枚N44-1 藍染め手甲4枚 ブルー N44-2 琉球手甲4枚 N44-3 蘇芳手甲4枚

●草木染シリーズ
　独特の色合い。

サイズ／中、大
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ブラックサポーター固定 手首用
サイズ／フリー
●ブラックでかっこよく、汚れも目立ちにくい
  保温タイプもあります（取寄）

ブラックサポーター固定 足首用
サイズ／フリー
●ブラックでかっこよく、汚れも目立ちにくい
  保温タイプもあります（取寄）

ブラックサポーター固定 ひじ用
サイズ／M、L
●ブラックでかっこよく、汚れも目立ちにくい
  保温タイプもあります（取寄）

腰部固定帯 パワーベルト
サイズ／M、L
●ブラックでかっこよく、汚れも目立ちにくい
  腰痛予防

ブラックサポーター固定 ひざ用
サイズ／M、L 

●ブラックでかっこよく、汚れも目立ちにくい
  保温タイプもあります（取寄）

色／白、黒、青、赤、オレンジ
●定番のヘアバンド

綿タオルのバンド 頭用皮製3本バンド足カバー

●ゲートル付、溶接作業用

CAN410 帆布 靴カバー

 ●丈夫な帆布製。長さ約32cm

はんぷ

ビニール靴カバー

 ●ビニール製の簡易靴カバー

ワンタッチガーター

 ● 引っ掛けるだけで簡単
　色アソート

ガーターマジック 幅広

 ● マジックで楽々
　色アソート 

LS-401

出荷単位：10組 出荷単位：20組

4000

出荷単位：6組

SY-967

出荷単位：6組

SY-968

444帆布足カバー マジック 黒

●マジック底ゴム付、フリー
　切傷防止

はんぷ

ニーパッドカバー ネイビー
●膝あて部分を合成皮革で丈夫に。
　パッドが立体裁断で膝になじみやすい。

2761

丸五 脚絆5枚

●足首を保護する
サイズ／中～特大

藍染脚絆 ひも付

●本藍染8枚コハゼひも付
サイズ／中～特大

取寄

丸五 長脚絆6枚

●足首を保護する
サイズ／中～特大

 ●マジック式で簡単
　長さ約20cm

サイズ／L
　

帆布足カバー マジック
はんぷ

CAN-404
取寄
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N91超クッションインソール 指付
サイズ／M～LL
●カカトアーチ型でクッション性に優れる
　足袋型クッションインソール 

N90超クッションインソール
サイズ／24.5～27･28cm
●カカトアーチ型でクッション性に優れる
　超売筋品

N92 超クッションインソール 赤
サイズ／M～3L
●カカトアーチ型でクッション性に優れる
　N90の赤バージョン、4サイズ展開

N96 抗菌通気インソール
サイズ／M～3L
●通気性に優れる
 カップインソールスタイル

N97 ゼラチンインソール
サイズ／M～3L
●クッション性の高いポリウレタンを使用
　履き心地を高め、足の負担を和らげる

N94 ウレタンクッションインソール
サイズ／M～3L
●カカトアーチ型でクッション性の高い
　ポリウレタン素材

N98 踏み抜き防止繊維入り
    クッションインソール
サイズ／M～3L
●特殊ポリエステル生地で
 足を守る

N99 踏み抜き防止ステンレス入り
    クッションインソール
サイズ／M～3L
●踏み抜き防止タイプだけど
 クッション性もある

PIERCING PREVENTION INSOLE

PIERCING PREVENTION INSOLEJIS T8101 の付加価値性能と認められる

1100N 以上の踏み抜き試験をクリアーしています

JIS T8101 の付加価値性能と認められる

1100N 以上の踏み抜き試験をクリアーしています
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ＡＣＴＩＶＥ

Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ

3D 設計

衝撃吸収

抗菌防臭

衝撃
吸収

抗菌

防臭
クッション

  かかと

ＡＣＴＩＶＥ

Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ

疲労

軽減

衝撃
吸収抗菌

防臭クッション

  かかと

疲労

軽減

N87 3D INSOLE
サイズ／M(24.5～26),L(26.5～28)
●3D設計で足裏をサポート

　かかとクッションで衝撃吸収

N87 3D INSOLE
サイズ／M(24.5～26),L(26.5～28)
●3D設計で足裏をサポート

　かかとクッションで衝撃吸収

N88 AIR INSOLE
サイズ／M(24.5～26),L(26.5～28)

N88 AIR INSOLE
サイズ／M(24.5～26),L(26.5～28)

N89 SUPER DEO INSOLE
サイズ／M(24.5～25cm),L(25.5～26cm)
     　       LL(26.5～27cm),3L(27.5～28cm)
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WX-1001 SOCK インソール
サイズ／SS～LL（SS、S、LL取寄）
●足裏アーチへのフィット性を追求した
　立体成型インナーソール
　スタンダードタイプ（消臭・FIT）

WX-1002 SOCK インソール
サイズ／SS～LL（SS、S、LL取寄）
●足裏アーチへのフィット性を追求した
　立体成型インナーソール
　コンフォートタイプ（消臭・FIT・SOFT）

アシックス 1273A007 中敷き

サイズ／4S～4L（4S、3S取寄）
●足沿いがよく足にやさしい3D構造中敷

色／001 ブラック

is-fit フットサポート コンフォート

サイズ／S～L（S取寄10足単位）
●立体3D設計でホールド性アップ
　衝撃吸収素材使用

男女兼用

S:M120-2740
M:M120-2757
L:M120-2764

is-fit フットサポート エアー

サイズ／M、L
●強制空気循環構造
　抗菌効果ポリエステル生地使用

男性用

M:M100-2986
L:M100-2993

is-fit プロバランス アスレティクス

サイズ／S～L
●抜群のクッション性とフィット性
　立体成型により安定感も増します。

男性用

S:M150-8309
M:M150-8316
L:M150-8323

アシックス 1273A008中敷き

サイズ／4S～4L（4S、3S取寄）
●足沿いがよく足にやさしい3D構造中敷

色／020 グレー、400 ブルー、600 レッド、750 イエロー

020 グレー 400 ブルー 600 レッド 750 イエロー

ソルボライト
サイズ／SS～LL（SS、S、LL取寄）
●人工筋肉「ソルボ」が足にかかる圧力を均一に分散し衝撃を和らげ、
  抗菌性にも優れる

SS:61460
S:61461
M:61462
L:61463

LL:61464
ソルボヘルシーフル
サイズ／3S～LL（3S、SS、S取寄）

3S:61361
SS:61362

S:61363
M:61364
L:61365

LL:61366
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is-fit 吸湿発熱ボアー

●吸湿発熱繊維使用
フリーサイズ

M068-2696

エアーインソール

●靴の中で空気が回り通気性
　抜群、ポリエチレン製

フリーサイズ

M30-154

SKA-106 踏抜防止中敷 丸
サイズ／SS～4L
●合成樹脂系素材の踏抜き防止中敷
　洗濯可。

SKB-1000 踏抜防止中敷 指
サイズ／M～3L
●合成樹脂系素材の踏抜き防止中敷
　洗濯可。足袋用

JW690タフネス踏み抜きインソール
サイズ／M～LL
●ステンレス製鋼板入り

M080-8217
is-fit 足快楽インソール

●クッション性バツグンで疲労軽減
フリーサイズ

M098-8200
is-fit 極通気インソール

●強制空気循環構造で通気性バツグン
フリーサイズ

is-fit 足裏健康インソール

●表面のボツボツで足が気持ちいい
フリーサイズ

M050-2955

防水スプレー
●本革、布などに使える

is-fit 液体靴クリーム
●手を汚さず塗れる液体靴
　クリーム、黒

ウォッシャブルインソール

●洗って繰り返し使えるスニーカーに
　最適なインソール。消臭性も優れる。

フリーサイズ

M060-2996
ニードルインソール

●化合繊維使用でクッション性
　耐久性に優れる

フリーサイズ出荷単位：10足

MO45羊毛暖フェルト

サイズ／フリー（22.0～28.0cm）
●長靴用

男女兼用

M045-7269

出荷単位：10足

カラーパンチ 丸

●カーペット生地の様なインソール
　先丸。色アソート

フリーサイズ出荷単位：10足
カラーパンチ 指

●カーペット生地の様なインソール
　指付。色アソート

フリーサイズ出荷単位：10足

活性炭羊毛インソール

●表面パイルウール100%で
　暖かい

フリーサイズ

500

is-fit 制菌バイオガード

●制菌加工素材バイオガードＣＧＸを
　使用。優れた吸水・速乾性

フリーサイズ

M060-3508
サランインソール
サイズ／24～27、28cm
●サランタイプで通気性に優れる。洗濯可

アクティカインソール
サイズ／24～27、28cm
●サランタイプで活性炭入。超売筋品

is-fit 高吸水インソール

●高吸水繊維「BELL OASIS」を使用
　吸水性バツグン

フリーサイズ

M070-2238

M050-2979
is-fit さ～らさらタオル生地

●サランタイプで表面がタオル生地
フリーサイズ

取寄 取寄
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タオル

ウエス

お徳用タオル5枚入 カラーお徳用タオル5枚入 白

●お徳用5枚入。34×86cm
　200匁ソフトタオル使用

●お徳用5枚入。色アソート
　200匁ソフトタオル使用

のしポリ 御多織る5P
●名刺を入れられるポケット付 ●お徳用タイプ5枚入

ぞうきん5P

タオルの匁（もんめ）とは

　昔の尺貫法の単位で「匁」は一文銭の目方であること
から、「文目」と呼ばれていた事に由来するそうです。
実際の重さは、1匁=3.75グラムと決められています。
したがって200匁タオルの場合は、1ダースの重さが
200匁なので200×3.75=750グラムとなり、1枚の重さは
750÷12=62.5グラムとなります。

今でもこの単位が使われて取引されていますので、
参考にしてください。160匁中共 白タオル

●格安品色／紫、グレー、紺、黒、エンジ、赤、白、ブラウン
● 92cmの総パイル長尺タオル

260匁カラー総パイル長尺タオル
出荷単位：12本 出荷単位：60本

●色のメリヤス。綿100%

色メリウエス 2キロ入
出荷単位：5袋

取寄

●白地の布帛使用

白ウエス 2キロ入

ふはく

出荷単位：5袋

取寄

●ウス色の綿100%

中白ウエス 2キロ入
出荷単位：5袋

取寄

●白地のメリヤス使用

白メリウエス 2キロ入
出荷単位：5袋

取寄

サイズ :400×500×2(mm)

材質：PP( ポリプロピレン )

吸収量：約 480ml/1 枚

多目的
S-7100

吸い吸いオイルくん
す す

サイズ :400×500×2(mm)

材質：PP( ポリプロピレン )

吸収量：約 520ml/1 枚

使用上の
ご注意

本品のご使用後は、各地域の条例に基づいて適切に処分してください。
吸収量はあくまでも目安です。（吸収する液体の性質により異なります）
屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。

油
専用

S-7000

吸い吸いオイルくん
す す

●1枚で約520mlの油を吸着
　吸着率はウエスの約6倍
●機械整備やオイル交換時に最適
●中央のミシン目でカットも可能

S-7000 吸い吸いｵｲﾙくん
出荷単位：1袋（5枚入）

●1枚で約520mlの油を吸着
　吸着率はウエスの約6倍
●機械整備やオイル交換時に最適
●中央のミシン目でカットも可能

S-7000 吸い吸いｵｲﾙくん
出荷単位：1袋（5枚入）

●1枚で約480mlの油を吸着
　吸着率はウエスの約5倍
●機械整備やオイル交換時に最適
●中央のミシン目でカットも可能

S-7100 吸い吸いｵｲﾙくん
出荷単位：1袋（5枚入）

●1枚で約480mlの油を吸着
　吸着率はウエスの約5倍
●機械整備やオイル交換時に最適
●中央のミシン目でカットも可能

S-7100 吸い吸いｵｲﾙくん
出荷単位：1袋（5枚入）
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マスク

耳せん

メガネ

1021Rマスク

1005Rマスク1010Aマスク

● フィルター交換式防じんマスク
　国家検定合格品

● フィルター交換式防じんマスク
　国家検定合格品

 ● フィルター交換式防じんマスク
　国家検定合格品

1015マスク

 ● フィルター交換式防じんマスク
　国家検定合格品

7121Rマスク

 ● 防じんマスク
　アスベスト類対策レベル1対応
● RD-6型フィルターもあります

R5マスク

 ●  防毒マスク
   国家検定合格品
 ● KGC-1M(C) 吸収缶もあります

耳せん3M 1100耳せん

 ● 紛失防止のひも付、箱入り ● フォームタイプ
　JIS1種 EP-1適合

7

350Bメガネ

 ● ゴーグルタイプ
　別売りで替えレンズあります

338メガネ

337Sメガネ

色／ブルー
 ● 保護メガネ、JIS規格品

 ● 保護メガネ

マイスター防じんメガネ

 色／1200 クリア、1300 グリーン、
　　1400 イエロー、1500 スモーク

T-81クリアーメガネ

 ● 保護メガネ

PG-C1 プロギアサングラス クリアー

● 傷がつきにくいハードコートレンズ
　UVカット率99%

PG-C3 プロギアサングラス スモーク

● 傷がつきにくいハードコートレンズ
　UVカット率99%

PG-KG1 プロギアサングラス クリアー

 ● UVカット率99%

PG-K3 保護メガネ ブルー

● くもり止め特殊加工
　UVカット率99%

PG-JM1 脱着式保護メガネ

● 傷がつきにくいハードコートレンズ
　UVカット率99%

出荷単位：1個 出荷単位：1個 出荷単位：1個

出荷単位：1個 出荷単位：1個 出荷単位：1個

RD-6型　ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀｰ

 ●  石綿類対策用
 ●  7121Rマスク対応

出荷単位：1組(2個入)

7KGC-1型Ｍ　有機ガス用(C)

 ●  有機ガス用
 ●  Ｒ５マスク対応

出荷単位：1個

出荷単位：1個　  ケース：200個 出荷単位：1個　  ケース：100個 出荷単位：1個 出荷単位：1個

出荷単位：1個 出荷単位：1個

取寄

出荷単位：1個 出荷単位：1個

出荷単位：1個 出荷単位：1個 出荷単位：1個 出荷単位：1個

1005R用ミクロンフィルター

 ●  交換用フィルター
 ●  1005Rマスク対応

出荷単位：10枚

71010A用ミクロンフィルター

 ●  交換用フィルター
 ●  1010Aマスク対応

出荷単位：10枚

1021R用ミクロンフィルター

 ●  交換用フィルター
 ●  1021Rマスク対応

出荷単位：10組

71015用ミクロンフィルター

 ●  交換用フィルター
 ●  1015マスク対応

出荷単位：10枚

7接顔メリヤス　Ｐタイプ

 ●  汗による肌荒れを防ぐカバー
 ●  パイル地

出荷単位：５枚

7替えスポンジ 50枚入

 ●  使い捨てタイプ
 ●  マスク内の湿気を吸い取ります

出荷単位：1袋(50個入)
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帽　子

溶接帽子ロング溶接帽子 丸天帽子八角帽子 アジャスター付

色／グレー、紺、ベージュ
サイズ／M～LL
●たれ付、溶接用

色／グレー、紺、ベージュ
サイズ／M～LL
●ツバが短くヘルメットの下でもOK

色／紺、グレー、アースグリン
サイズ／フリー

●たれが長く安全。ツバなし
　フリーサイズ

CP-3-2 ヘルインナー2P

色／ブルー、ブラック、ホワイト
●元祖汗取用インナーキャップ

ビニール雨帽子

サイズ／M～LL

ベルト類

その他

30ミリ 綿 ＧＩベルト 40ミリ 綿 ＧＩベルト

色／ベージュ、紺、グリン
　　グレー、白、黒

色／ベージュ、紺、グリン、グレー
　　白、黒、アースグリン、キナリ

40ミリ ナイロン 1Pベルト

色／紺、グリン、ベージュ、黒
　　グレー

40ミリ ナイロン 2Pベルト

色／紺、グリン、ベージュ、黒
　　グレー

N50 なんでもケース

色／ブルー、ブラック、クリア
● タバコ、チョーク等のケースに最適

靴ひも 長靴ひも 中靴ひも 短

● 替えヒモ短靴用80cm ● 替えヒモ中編用140cm ● 替えヒモ長編用184cm

TXX117 フラットシューレース 130

色／04 イエロー、18 ローズピンク、33 パープル、
　　42 ブルー、50 ネイビーブルー、84 グリーン
● アシックス製靴ひも 130cm

プロギア PSB-100

● クッション性に優れる
　D環5ヶ付

色／ブラック、ブラウン(取寄)、レッド(取寄)

綿100%出荷単位：1個 綿100%出荷単位：1個 綿35%、ポリエステル65%出荷単位：1個 綿100%出荷単位：1個

出荷単位：1個

3005

出荷単位：1個 出荷単位：1本 M:100cm、L:120cm 出荷単位：1本 M:100cm、L:120cm

出荷単位：1本 M:110cm、L:130cm 出荷単位：1本 M:110cm、L:130cm 出荷単位：5個 出荷単位：1組

出荷単位：10組 出荷単位：10組 出荷単位：10組 出荷単位：1本


