


作業する人のために

安心・安全を追及し続けるブランド



０1  セーフティシューズ 先芯入りの安全タイプ
軽作業に最適

□ JANコード

サイズ
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
29.0

ﾎﾜｲﾄ/ﾎﾜｲﾄ（0101）
4969010192111
4969010192128
4969010192135
4969010192142
4969010192159
4969010192166
4969010192180
4969010192197

ﾎﾜｲﾄ/ﾌﾞﾗｳﾝ（0108）
4969010192319
4969010192326
4969010192333
4969010192340
4969010192357
4969010192364
4969010192388
4969010192395

□ 製　法：セメント式
□ 先　芯：鋼鉄製
□ 甲　被：高耐久ポリウレタン
□ 靴　底：耐油性ゴム
□ ワイズ：ＥＥＥ（３Ｅ）
□ サイズ：24.5～27.0・28.0・29.0
□ 紐タイプ：片足 530ｇ（26.0cmの場合）

ホワイト/ブラウン（0108）ホワイト/ホワイト（0101）

＃C-21
Cricket
Ma（クリケット ）

● ベロ部分は通気性の良いメッシュ仕様

● 白い靴底で内装工事にも最適！

脱ぎ履きの多い皆様へ！　サッと踏めて、サッと履ける

⇒
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０1  セーフティシューズ

□ マジックタイプ：片足550ｇ（26.0cmの場合）

□ JANコード

サイズ
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
29.0

ホワイト／グレー（0136）
4969010191213
4969010191220
4969010191237
4969010191244
4969010191251
4969010191268
4969010191282
4969010191299

ブラック／ブラック（4444）
4969010191817
4969010191824
4969010191831
4969010191848
4969010191855
4969010191862
4969010191886
4969010191893

□ 製　法：セメント式
□ 先　芯：鋼鉄製
□ 甲　被：高耐久ポリウレタン
□ 靴　底：耐油性ゴム
□ ワイズ：ＥＥＥ（３Ｅ）
□ サイズ：24.5～27.0・28.0・29.0

● ４ｍｍ厚のインソールのカカト部分に、
　 衝撃吸収材を使用

● 内側を袋縫いする事により、
　 足を包み込みフィット力をアップ！

● Ｍ-19は替え紐付き

Mantis

ブラック/ブラック（4444）ホワイト/グレー（0136）

ブラック（4443）ホワイト（0136）

Ｍ-19（ホワイト）

＃M-20
Mantis

（マンティス ）

□ 紐タイプ：片足520ｇ（26.0cmの場合）

□ JANコード

サイズ
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
29.0

ホワイト（0136）
4969010190117
4969010190124
4969010190131
4969010190148
4969010190155
4969010190162
4969010190186
4969010190193

ブラック（4443）
4969010190315
4969010190322
4969010190339
4969010190346
4969010190353
4969010190360
4969010190384
4969010190391

＃M-19
Mantis

（マンティス ）

曲がる踏み抜き防止板入り

３２ｍｍ厚のソールを採用

更に高クッション材を挿入

ネジ・釘・ガラス等

32mm

Ｍ 19（ホワイト）
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替え紐：グレー 替え紐：ブラック



０1  セーフティシューズ

□ 製　法：セメント式
□ 先　芯：鋼製先芯
□ 甲　被：ポリエステル
□ 靴　底：ＥＶＡ + ゴム
□ ワイズ：Ｅ
□ サイズ：22.5～27.0・28.0・29.0
□ 紐タイプ：片足 約265ｇ（26.0cmの場合）

● カジュアルでファッション性に富んだセーフティスニーカー

グレー（36）

＃Ａ-30
ANGE SAFETY

（アンジュセーフティ ）

サイズ

22.5

23.0

23.5

24.0

24.5

25.0

25.5

26.0

26.5

27.0

28.0

29.0

ブラック

（44）

4969010200311

4969010200328

4969010200335

4969010200342

4969010200359

4969010200366

4969010200373

4969010200380

4969010200397

4969010200403

4969010200427

4969010200434

グレー

（36）

4969010200519

4969010200526

4969010200533

4969010200540

4969010200557

4969010200564

4969010200571

4969010200588

4969010200595

4969010200601

4969010200625

4969010200632

ブルー

（80）

4969010200717

4969010200724

4969010200731

4969010200748

4969010200755

4969010200762

4969010200779

4969010200786

4969010200793

4969010200809

4969010200823

4969010200830

□ JANコード

ブラック（44） グレー（36） ブルー（80）

一枚生地のアッパー

通気性・軽量性に優れており、

まるで素足のような感覚。

こだわったニット縫製

2種類の素材を使用。

履き口のフィット感・ホールド感

大幅UP!!　　　

超軽量

汚しにくいホワイトソール採用

グレー、ﾌﾞﾙｰはホワイトソールを

採用しており、室内作業でも安心して

ご使用戴けます。
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女性サイズ有



０1  セーフティシューズ

□ 製　法：セメント式
□ 先　芯：鋼鉄製
□ 甲　被：ＰＵメッシュ・ＰＵ
□ 靴　底：発泡ゴム
□ ワイズ：ＥＥＥ（３Ｅ）
□ サイズ：24.5～27.0・28.0
□ 紐タイプ：片足350ｇ（26.0cmの場合）

● 暗所作業でも安心の反射板付き

● 鋼鉄製先芯入りなのに軽い！

レッド/ブラック

＃Ｂ-27
BUBBLE SNEAKER

（バブルスニーカー ）

サイズ

24.5

25.0

25.5

26.0

26.5

27.0

28.0

ﾚｯﾄﾞ/ﾌﾞﾗｯｸ
（4344）

4969010195112 

4969010195129 

4969010195136 

4969010195143 

4969010195150 

4969010195167 

4969010195181 

ﾒｲｻｲ/ｴﾒﾗﾙﾄﾞ
（6771）

4969010195310 

4969010195327 

4969010195334 

4969010195341 

4969010195358 

4969010195365 

4969010195389 

ﾈｲﾋﾞｰ/R.ﾌﾞﾙｰ
（1105）

4969010195518 

4969010195525 

4969010195532 

4969010195549 

4969010195556 

4969010195563 

4969010195587 

□ JANコード

レ ド ブ ク

レッド/ブラック（4344） メイサイ/エメラルド（6771） ネイビー/Ｒ．ブルー（1105）

超軽量タイプ

片足 約350ｇと超軽量！

なので疲れにくい。

新配合ゴム底バブルエアソール

ゴムなのに軽く、スベリにくい。

摩擦耐久度は、

通常ゴム底スニーカーの約4倍！

超軽量

TryAnt インソール

EVA・メッシュのカップインソールで

クッション性・通気性・速乾性抜群！
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０1  セーフティシューズ

□ 製　法：インジェクション式
□ 先　芯：鋼鉄製
□ 甲　被：ポリエステル
□ 靴　底：ポリウレタン
□ ワイズ：ＥＥ（２Ｅ）
□ サイズ：24.5～27.0・28.0
□ 標準重量：片足420ｇ（26.0cmの場合）

● 脱ぎ履きはバンドでワンタッチ

● くるぶしガード付き

ネイビー/イエロー

＃Ｌ- 28
Leech

（リーチ ）

サイズ

24.5

25.0

25.5

26.0

26.5

27.0

28.0

レッド/ブラック
（4336）

4969010200014 

4969010200021 

4969010200038 

4969010200045 

4969010200052 

4969010200069 

4969010200083  

ネイビー/イエロー
（1145）

4969010200113 

4969010200120 

4969010200137 

4969010200144 

4969010200151 

4969010200168 

4969010200182 

ホワイト/ホワイト
（0101）

4969010200212 

4969010200229 

4969010200236 

4969010200243 

4969010200250 

4969010200267 

4969010200281 

□ JANコード

レッド/ブラック（4336） ネイビー/イエロー（1145） ホワイト/ホワイト（0101）

エスラチック素材を使用

伸縮性のある生地で抜群のフィット感

足首からのゴミや異物の侵入もカット

ゴム紐と生地に注目

ゴム紐なので自然にフィット

柔らかい生地で包まれる履き心地

インジェクションソール

柔らかいインジェクションソールで

悪路でも路面をキャッチ

ネイビー/イエロー
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０1  セーフティシューズ

ライトグレー（02）

★パープル（86）

ダークグレー（48）

※折り返し時

※折り返し時

□ 製　法：インジェクション式
□ 先　芯：鋼鉄製
□ 甲　被：撥水ポリエステル
□ 靴　底：耐油ポリウレタンゴム
□ ワイズ：ＥＥ（２Ｅ）
□ サイズ：23.0～27.0・28.0・29.0
□ 標準重量：片足450ｇ（26.0cmの場合）

● 内側を袋縫い！フィット力が抜群にＵＰ

● 折り返せる２WAY仕様

＃L-25
Light strider
（ライトストライダー ）

□ JANコード
サイズ
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
29.0

ダークグレー（48）
4969010193118 
4969010193125 
4969010193132 
4969010193149 
4969010193156 
4969010193163 
4969010193170 
4969010193187 
4969010193194 
4969010193217 
4969010193231 

パープル（86）
4969010193316 
4969010193323 
4969010193330 
4969010193347 
4969010193354 
4969010193361 
4969010193378 
4969010193385 
4969010193392 
4969010193415 
4969010193439 

＃W-22
Water strider

（ウォーターストライダー ）

□ 製　法：インジェクション式
□ 先　芯：鋼鉄製
□ 甲　被：撥水ポリエステルメッシュ
□ 靴　底：耐油ポリウレタンゴム
□ ワイズ：ＥＥ（２Ｅ）
□ サイズ：23.0～27.0・28.0・29.0
□ 標準重量：片足490ｇ（26.0cmの場合）

□ JANコード
サイズ
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
29.0

ライトグレー（02）
4969010193514 
4969010193521 
4969010193538 
4969010193545 
4969010193552 
4969010193569 
4969010193576 
4969010193583 
4969010193590 
4969010193613 
4969010193637 

ダークグリーン（40）
4969010193712 
4969010193729 
4969010193736 
4969010193743 
4969010193750 
4969010193767 
4969010193774 
4969010193781 
4969010193798 
4969010193811 
4969010193835 

● クッションカップインソール使用で疲れ軽減

● アッパーとソールを一体成型 ( インジェクション式）
　ソール剥がれの心配なし！

軽 量

軽 量

女性サイズ有

女性サイズ有

やわらかソール

ソールが柔かいので
高所作業にも。　　

撥水加工

撥水性の高い素材を使用
更に撥水コーティング。 

アッパーとソールを一体成型

インジェクション式なので、
ソール剥がれの心配なし！

やわらかソール

ソールが柔かいので
高所作業にも。　　

レガーﾒｯｼｭ採用

通気性が良く蒸れにくい。
水ハジキが良い！！　　 

2本のバンドでホールド

フィット力アップ！！

ダークグリーン（40）
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０2  長靴 水場の多い現場作業に最適
スタンダード長靴

ネイビー

ブラック

ブラック

サイズ
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0

ブラック
4969010148507 
4969010148514 
4969010148521 
4969010148538 
4969010148545 
4969010148552 
4969010148569 

□ 甲　被：天然ゴム
□ 裏　地：メリヤス
□ ワイズ：ＥＥＥ（３Ｅ）
□ サイズ：24.5～27.0・28.0
□ 標準重量：片足760ｇ（26.0cmの場合）
□ 標準寸法：全長31cm（26.0cmの場合）
□ JANコード

＃AL-102
軽半長靴

サイズ
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0

ネイビー
4969010148361 
4969010148378 
4969010148385 
4969010148392 
4969010148408 
4969010148415 
4969010148422 

□ 先　芯：鋼鉄製先芯
□ 甲　被：天然ゴム
□ 裏　地：メリヤス
□ ワイズ：ＥＥＥ（３Ｅ）
□ サイズ：24.5～27.0・28.0
□ 標準重量：片足1050ｇ（26.0cmの場合）
□ 標準寸法：全長35.5cm（26.0cmの場合）
□ JANコード

＃AL-008
ｾｰﾌﾃｨｶﾗｰﾌﾞｰﾂ

サイズ
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0

ブラック
4969010148439 
4969010148446 
4969010148453 
4969010148460 
4969010148477 
4969010148484 
4969010148491 

□ 先　芯：鋼鉄製先芯
□ 甲　被：天然ゴム
□ 裏　地：メリヤス
□ ワイズ：ＥＥＥ（３Ｅ）
□ サイズ：24.5～27.0・28.0
□ 標準重量：片足890ｇ（26.0cmの場合）
□ 標準寸法：全長31cm（26.0cmの場合）
□ JANコード

＃AL-007
ｾｰﾌﾃｨﾌﾞｰﾂ

ブラック

ブラック

踏み抜き防止板入り
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０3  人工皮革 革に近い風合を持つ素材
天然皮革よりも優れた耐水性

ターコイズブルー

シャンパンゴールド

ホワイトグレー

＃716
3D GLOSS PU

（スリーディ－グロースピーユー）

マイクロファイバー
（耐久性・柔軟性ＵＰ）

カラーシリコンｶﾓﾌﾗ柄
（耐久性・グリップ力ＵＰ）

手首ショート
スリッポンタイプ

手首の可動域が広く、　　
腕時計をしてもあたらない
スリッポン式で着脱楽々！

3Ｄ立体縫製
指、掌が自然と握りやすく
仕上げられた3D立体縫製

シャンパンゴールド

□ 素　材
　 手の平／マイクロファイバー
　　　　　 カラーシリコンゴム
　 手の甲／ポリエステル

□ サイズ
　 M　・　Ｌ　・　ＬＬ
　（シャンパンゴールドのみ ＳＳ ・ Ｓ 有り）

□ 入　数
　 100双（10双×10）

女性サイズ
・

子供サイズ

ございます

反射板

サイズ

ＳＳ

Ｓ

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

シャンパンゴールド

4969010180415 

4969010180422 

4969010180439 

4969010180446 

4969010180453 

ターコイズブルー

4969010180538 

4969010180545 

4969010180552 

ホワイトグレー

4969010180637 

4969010180644 

4969010180651 

08

グロス（艶）甲メリ使用
伸縮性・通気性・吸汗速乾 ◎
存在感のあるグロス（艶）生地

枝豆縫製
間接に沿って指をキャッチ
指に吸い付くようにフィット



０3  人工皮革
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革に近い風合を持つ素材
天然皮革よりも優れた耐水性

ライトイエロー ピーチオレンジ

ロイヤルブルー ブラック

＃715
SHORT GLOSS PU
（ショートグロスピーユー）

黒マイクロファイバー
（耐久性・柔軟性ＵＰ）

×
カラーシリコンｶﾓﾌﾗ柄
（耐久性・グリップ力ＵＰ）

手首ショートタイプ
手首の可動域が広く、　　
腕時計をしてもあたらない

グロス（艶）甲メリ使用
伸縮性・通気性・吸汗速乾 ◎
存在感のあるグロス（艶）生地

ライトイエロー

□ 素　材
　 手の平／黒マイクロファイバー
　　　　　 カラーシリコンゴム
　 手の甲／ポリエステル

□ サイズ
　 M　・　Ｌ　・　ＬＬ
　（ピーチオレンジのみ ＳＳ ・ Ｓ 有り）

□ 入　数
　 100双（10双×10）

サイズ

ＳＳ

Ｓ

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

ライトイエロー

4969010180248 

4969010180255 

4969010180262 

ロイヤルブルー

4969010180040 

4969010180057 

4969010180064 

ピーチオレンジ

4969010180323 

4969010180330 

4969010180347 

4969010180354 

4969010180361 

ブラック

4969010180149 

4969010180156 

4969010180163 

女性サイズ
・

子供サイズ

ございます

反射板



０3  人工皮革

□ 素　材
　 手の平／黒マイクロファイバー・シリコンゴム
　 手の甲／ポリエステル

□ 入　数
　 100双（10双×10）

レッド パープル ゴールド

ピンク

＃713
GLOSS PUマジック
（グロスピーユー）
□ サイズ
　 M　・　Ｌ　・　ＬＬ

□ JANコード

カラー

ピンク

サイズ

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

ＪＡＮ

4969010179327 

4969010179334 

4969010179341 

＃714
GLOSS PU手首ゴム

□ JANコード

カラー

レッド

パープル

ゴールド

サイズ

F

ＪＡＮ

4969010179433 

4969010179471 

4969010179532 

GLOSS PU

□ サイズ
　 Ｆ（フリー）

（グロスピーユー）

黒マイクロファイバー
（耐久性・柔軟性ＵＰ）

×
カラーシリコンｶﾓﾌﾗ柄
（耐久性・グリップ力ＵＰ）

グロス（艶）甲メリ使用
伸縮性・通気性・吸汗速乾 ◎
存在感のあるグロス（艶）生地

人工皮革とは？

ナイロンやポリエステル等の化学繊維を

粒子状の極細繊維化し、圧縮したもの。

◎メリット◎

・ 軽量・耐摩耗性・吸水性に優れている

・ 水洗いができ、お手入れが簡単

・ 量産ができる為、安定供給が可能

713 ピンク
つ や
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０3  人工皮革

□ 素　材
　 手の平／マイクロファイバー
　　　　　 シリコンゴム（５層）
　 手の甲／ポリエステル
 

□ サイズ
　 M　・　Ｌ　・　ＬＬ

□ 入　数
　 100双（10双×10）

ライトグリーン

ブラック

＃817
Bright Grip

（ブライトグリップ）

□ 素　材
　 手袋／マイクロファイバー
　 ゴム／格子状シリコンゴム 

□ サイズ
　 M　・　Ｌ　・　ＬＬ

□ 入　数
　 100双（10双×10）

□ JANコード

カラー

グレー

サイズ

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

ＪＡＮ

4969010179129 

4969010179136 

4969010179143 

＃818
MICRON
（マイクロン）

□ JANコード

カラー サイズ

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

ＪＡＮ

4969010179228 

4969010179235 

4969010179242 

4969010179266 

4969010179273 

4969010179280 

ライト

グリーン

ブラック

シリコンゴム5層構造

１ 層目：すべりに強いシリコンゴム
　　  サラッと仕上げの高耐滑

3層目：粘りっけの強いシリコンゴム
　　　 摩擦・磨耗に優れた高耐久

⇒耐久力・グリップ力ＵＰ

シリコンゴムの特徴

紫外線や雨風にさらされても

強度・柔らかさはほとんど変

化がありません。

耐熱性・耐寒性に優れ、短時

間であれば-70℃～350℃

での使用が可能。

通常ゴムに比べ熱伝導性・

難燃性・電気絶縁性にも優れ

ています。

1層目

3層目
ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰ

無臭・洗濯可能！

人工皮革を使用しているので
柔軟性があり、無臭・洗濯可

格子状のシリコンゴム

マイクロファイバーの特性に
格子状のシリコンゴムで補強

グリップ力をプラス！！

11



０4  合成皮革 優れた伸縮性にフィット感。
通気性・透湿性にも優れ作業が快適に。

□ 素　材
　 手の平／高強度ポリエチレン・ポリウレタン
　 手の甲／メッシュ部分：ポリエステル
　 　　　／メッシュ以外：高強度ポリエチレン
　　　　　　　　　　　 ポリエステル

□ サイズ
　 M　・　Ｌ　・　ＬＬ

□ 入　数
　 100双（5双×20）

□ JANコード

カラー

ブラック

サイズ

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

ＪＡＮ

4969010178627 

4969010178634 

4969010178641 

＃717
耐切創 PU手袋

（CUT RESISTANT GLOVE）

耐切創生地を使用
※注：　　部分以外は耐切創生地では

　  　　ございませんのでご注意ください。

の部分が 耐切創になっています。

ＥＮ388に基づいた品質基準 ※図1：ヨーロッパ規格EN388

欧州（EN）の統一規格のもと手袋に求められる
安全性を表記する基準です。（※図1）
下記の4項目の試験が規定。

耐摩耗レベル
耐切創レベル
耐引裂レベル
耐突刺レベル

2
4
3
4

耐引裂

耐突刺

耐摩耗

耐切創

試験基準

耐摩耗性
（cycles)

耐切創性
（index）

耐引裂性
（newton)

耐突刺性
(newton)

レベル1

100以上
500未満

1.2以上
2.5未満

10以上
25未満

20以上
60未満

レベル2

500以上
2000未満

2.5以上
5.0未満

25以上
50未満

60以上
100未満

レベル3

2000以上
8000未満

5.0以上
10.0未満

50以上
75未満

100以上
150未満

レベル4

8000以上

10.0以上
20.0未満

75以上

150以上

レベル5

20.0以上

● 産廃収集/内装・外装業・電工作業/板金加工
　 ガラス加工・自動車・鉄鋼業/建築・土木作業
　 警備員の方にも･･･　あらゆる作業に

717  Lサイズ

Mサイズ  Lサイズ  LLサイズ
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０4  合成皮革

□ 素　材
　 手の平／ポリウレタン
　 手の甲／ナイロン※
 （※新製法：ハチの巣メッシュ）

□ サイズ
　 M　・　Ｌ   ・　ＬＬ

□ 入　数
　 100双（10双×10）

□ JANコード

M（オレンジ）M（マゼンタ） Ｌ（エメラルド）

M / L / LL（ブルー）

ブルー

ブラック

＃198
Stretch Soft

（ストレッチソフト）

□ 素　材
　 手の平／ポリウレタン
　 手の甲／ナイロン
　　　　　 マイクロファイバー

□ サイズ
　 M　・　Ｌ　・　ＬＬ

□ 入　数
　 100双（10双×10）

□ JANコード

カラー

ブルー

ブラック

サイズ

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

ＪＡＮ

4969010178924

4969010178931

4969010178948

4969010178962

4969010178979

4969010178986

＃621
Stretch Touch
（ストレッチタッチ）

無敵の伸縮力！
手に優しくフィット！

新製法ハチの巣メッシュ
指先まで通気性抜群
蒸れ防止・吸汗速乾！

ﾀｯﾁパネル（5本指）対応

ストレッチメッシュ使用
蒸れにくい・ツッパりにくい

親指のマイクロファイバー
　　部分でホコリ・汚れが拭ける

13

カラー

ブルー

マゼンタ

オレンジ

エメラルド

サイズ

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

Ｌ

ＪＡＮ

4969010178887

4969010178856

4969010178894

4969010178849

4969010178863

4969010178870

Ｍ



０5  羊革 きめの細かさ、柔らかさが特徴の素材。
断熱性と保温効果が高い。

□ 素　材
　 羊革

□ サイズ
　 Ｓ　・　M　・　Ｌ　・　ＬＬ

□ 入　数
　 120双（10双×12）

□ JANコード

サイズ

Ｓ

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

ＪＡＮ

4969010181122 

4969010181139 

4969010181146 

4969010181153

＃916
SHORT SHEEP
（ショートシープ）

● 土木・建築、日曜大工、アウトドア、BBQ、
　 登山、バイク等に。

● 女性サイズのＳもございます。

14

手首ショートタイプ
手首スッキリで可動域ＵＰ
腕時計をしてもあたらない

ゴールドの羊革
羊特有のしなやかさ
独特の馴染みやすさ

ピタリフィット
指周り、甲周りのサイズ感に
こだわってピタリフィット！

マウンテンロゴ
映えるマウンテンロゴの焼き印

アウトドアにも

手首当て付き
当てが有るのと無いのとでは
装着のしやすさが違います！

キュッ

女性サイズ有



０6  内メッシュ革手 革手袋の内側にメッシュ生地を使用

□ 素　材
　 豚革クレスト
　 メッシュ（ポリエステル）

□ サイズ
　 M　・　Ｌ　・　ＬＬ

□ 入　数
　 120双（10双×12）

□ JANコード

ＪＡＮ
4969010458521
4969010458538
4969010458545

＃9200
豚革クレスト
内メッシュマジック式

共当て付

15

サイズ
Ｍ
Ｌ

□ 素　材
　 牛床革（オイル加工）
　 メッシュ（ポリエステル）

□ サイズ
　 M　・　Ｌ

□ 入　数
　 120双（10双×12）

□ JANコード

ＪＡＮ
4969010458675 
4969010458682  

＃7288
牛床革オイル
内メッシュマジック式

共当て付

□ 素　材
　 牛床革（オイル加工）
　 メッシュ（ポリエステル）

□ サイズ
　 M　・　Ｌ　・　ＬＬ

□ 入　数
　 120双（10双×12）

□ JANコード
サイズ
Ｍ
Ｌ
ＬＬ

ＪＡＮ
4969010458323 
4969010458330 
4969010458347 

＃8588
牛床革オイル
内メッシュ背縫い

共当て付

※人にも環境にも優しい無染色。

洗える
オイル革手

洗える
オイル革手

内側にメッシュ生地

ベトつかず、サラッとした
使い心地。 　　　　　 
オールシーズン快適！

↓

サイズ
Ｍ
Ｌ
ＬＬ



０7  牛床皮革手
＃TAG-66
ピタリハマル
カワテ

□ JANコード

□ 素　材

   牛床革/あて革　本革

□ 入　数
　 120双（12双×10）

（ディフェンドグローブ）

基本スペック
高品質の牛床革使用

納得の皮厚
シブの本革アテ □ サイズ

　 Ｍ　･　Ｌ　・　ＬＬ

サイズ

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

ＪＡＮ

4969010459115

4969010459122

4969010459139

色々な使い道
鉄骨・解体・建設・溶接

　　　ＤＩＹ等の作業時に！　　

↓

＃TAG-006
Ｄefend Glove

特大

□ 素　材

   牛床革

□ 入　数
　 120双（5双×24）

□ サイズ
　 特大のみ

□ JANコード

サイズ ＪＡＮ

4969010459016特大

特大サイズ
軍手や厚手のゴム手袋を
内側にはめて作業できる。

細すぎず太すぎない指回り＆掌周り
抜群のサイズ感。

長すぎず短すぎない指長。
小指の付け根部分をミリ下げることで

　　　生まれるフィット感。　　

使用用途
溶接の際や、ハツリ時等の

手の保護に！
　 園芸や庭作業に！　

16

溶接溶接溶接
解体解体解体



０8  牛床革オイル 牛床皮に特殊オイルで加工を施した手袋
柔らかく作業性に優れ、洗ってもソフトな使い心地を持続

□ 素　材
　 牛床革（オイル加工）

□ サイズ
　 M　・　Ｌ

□ 入　数
　 120双（10双×12）

□ JANコード

サイズ
Ｍ
Ｌ

ＪＡＮ
4969010458910 
4969010458927 

□ 素　材
　 牛床革（オイル加工）

□ サイズ
　 M　・　Ｌ

□ 入　数
　 120双（10双×12）

□ JANコード

サイズ
Ｍ
Ｌ

ＪＡＮ
4969010458811 
4969010458828 

□ 素　材
　 牛床革（オイル加工）
　 タオル（綿100％）

□ サイズ
　 M　・　Ｌ

□ 入　数
　 120双（10双×12）

□ JANコード

サイズ
Ｍ
Ｌ

ＪＡＮ
4969010458712 
4969010458729 

＃3288
牛床革オイル
マジック式黒当て

＃5288
難燃オイル
背縫い共当て

＃4588
牛床革オイル
背縫い黒当て

手首ﾏｼﾞｯｸ
マジック式なので、 　
ズレにくい・脱げにくい

特殊オイル加工
柔らかく作業性抜群！
洗っても硬くなりにくい

防炎加工タオルＲＥＳＣＵＥ
優れた防炎加工で燃えにくい

綿100％で柔軟性・吸水性も抜群

ケブラ糸使用
耐熱性に優れています

黒当て付
親指付け根に当てを付け、
強度をアップ！！　　　  

国産

17



０９  ソファー革手 熱に強い牛革の手袋
耐久性もあり重作業にも最適

□ サイズ
　 Ｌ

（レザークラフト）

＃901
LEATHER CRAFT

背縫い

□ JANコード

サイズ ＪＡＮ

4969010457821Ｌ

□ サイズ
　 Ｍ　･　Ｌ　・　ＬＬ

□ 素　材

　 牛クレスト（ソファー革裏返し）

 　綿（902の内綿タイプのみ）

●コーティングされたソファー革を
　裏返して加工！

●カラーアソート（カラーは選べません）
　革手でもカラーをお楽しみ
　戴けます。

●洗える革手袋

□ 入　数
　 120双（5双×24）

（レザークラフト）

＃902
LEATHER CRAFT

内綿

□ JANコード

サイズ

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

ＪＡＮ

4969010457715

4969010457722

4969010457739

LEATHER CRAFT

ソファー革使用
コーティングされているので、
色落ちしにくく、水に濡れても
硬くなりにくい。　　　　　 

コーティング牛皮革の使用で
床革より強度ＵＰ！　　　　

夏は汗を吸いやすく、

ベタつきやムレを解消。

さらに乾きやすい。

冬は暖かく防寒用にも！

※カラーアソート

※カラーアソート
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１０  コーティング手袋

□ 素　材
　 手の平／天然ゴム
　 手袋　／ナイロン　13ゲージ

□ サイズ
　 Ｓ　・　Ｍ　・　Ｌ　・　ＬＬ

□ 入　数
　 120双（10双×12）

レッド

Ｍサイズ

＃1025
TAGrip

（タグリップ）

□ 素　材
　 手の平／ポリウレタン
　 手袋　／ポリエステル　13ゲージ

□ サイズ
　Ｓ　・　 M　・　Ｌ　・　ＬＬ

□ 入　数
　 50組

□ JANコード

サイズ

Ｓ

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

ＪＡＮ

4969010175114 

4969010175121 

4969010175138 

4969010175145 

手 首

ホワイト

グリーン

グレー

イエロー

＃175
PU GLOVE 10P

（ピーユーグローブ10双組）

□ JANコード

● 耐久性・柔軟性・通気性
　更にグリップ性も ◎　
● ナイロン13ゲージ使用で
　 肌触り良くピッタリフィット

● 通気性に優れピッタリフィット

● 農作業や果樹収穫・選別

● 機械の精密作業に最適

カラー サイズ

S

M

Ｌ

ＬＬ

S

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

ＪＡＮ

4969010176111 

4969010176128 

4969010176135 

4969010176142 

4969010176210 

4969010176227 

4969010176234 

4969010176241 

レッド

ブルー

ＥＮ388安全規格適合商品
Ｐ10 ※図1参照(EN388規格)

消臭加工
天然ゴムの嫌なニオイをｶｯﾄ

滑り止め効果
手の平の「ボソボソ感」が
滑り止め効果を発揮！！

ブルー

軽作業に使いやすい
滑り止め加工手袋
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11  軍手・ドライブ手袋

□ 素　材：ポリエステル・綿・その他
□ 重　さ：約600ｇ
□ 品　質：2本編み　７ゲージ
□ 糸　種：空紡糸
□ サイズ：フリー
□ 入　数：60ダース

＃KT-600
軍手  日本一

□ 素　材：ポリエステル・綿・その他
□ 重　さ：約620ｇ
□ 品　質：2本半編み　７ゲージ
□ 糸　種：リング糸
□ サイズ：フリー
□ 入　数：60ダース

＃K-620
軍手  日本一

□ JANコード

サイズ

フリー

ＪＡＮ

4969010111310

□ JANコード

サイズ

フリー

ＪＡＮ

4969010139406

□ 素　材：手　袋 / ポリエステル
　　　　　　　　　綿・その他
　　　　　滑り止め / 塩化ビニール
□ 品　質：７ゲージ
□ サイズ：フリー
□ 入　数：40ダース

＃3300
アイアンマン滑り止め

□ JANコード

サイズ

フリー

ＪＡＮ

4969010330001

20



０1  セーフティシューズ11  軍手・ドライブ手袋

21

□ 素　材：手　袋 / 綿100％
　　　　　滑り止め / 塩化ビニール
□ 品　質：10ゲージ
□ サイズ：フリー
□ 入　数：80組（5双入×80組）

□ JANコード

サイズ

フリー

ＪＡＮ

4969010111358

□ JANコード

サイズ

フリー

ＪＡＮ

4969010111389

□ 素　材：手　袋 / 綿100％
　　　　　滑り止め / ポリ塩化ビニール
□ 品　質：10ゲージ
□ サイズ：フリー
□ 入　数：40組（5双入×80組）

□ 素　材：手　袋 / 綿100％
　　　　　滑り止め / 塩化ビニール
□ 品　質：10ゲージ
□ サイズ：フリー
□ 入　数：40組（10双入×40組）

□ JANコード

サイズ

フリー

ＪＡＮ

4969010111365

＃KT-126
握ボツ

5双組

（ニギボツ）

＃KT-110
佐織 ドライブ滑り止め

10双組

（サオリ）

＃KT-155
神手 ドライブ滑り止め

5双組

（シンズイ）



１２  合羽 超軽量実現！
透湿性に優れたレインコート

□ 素　材
　 表地 ： ポリエステル（ＰＵコーティング）
     裏地 :  ポリエステル

ＪＡＮ

4969010600012 

4969010600029 

4969010600036

4969010600043

□ サイズ
　M　・　Ｌ　・　ＬＬ　・　3Ｌ

□ 入　数
　 20 着

□ JANコード

サイズ

Ｍ

Ｌ

ＬＬ

3Ｌ

＃1015
NUOVO
（ノバ）

22

耐水圧：10,000(mmH2O)以上
浸透性：3,000(g/m2・24hrs)以上(B-1法)

裏総ﾒｯｼｭ
裏総メッシュ使用で、

蒸れにくく、サラサラの着心地。

着脱式ﾌｰﾄﾞ
着脱可能で作業時も
邪魔になりにくい。

透明ﾌｰﾄﾞで視界良好。

オリジナル反射プリント
デザイン反射プリントで

暗所での視認性を高めます。

足元2WAY仕様
裾ボタン使用で、

長靴にも入れやすい。

オリジナル反射プリント
ネイビー

ひよく採用
裏に1枚生地を当てることで

雨や風が侵入しにくい。



13  Ｔ.Ａ.Ｖ 価格と品質を追求した
コストパフォーマンスの高い商品
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□ 素　材
　 手の平／ポリウレタン合皮
　 裏生地／ポリエステル
　 手の甲／ポリエステル

□ サイズ：Ｍ・Ｌ・ＬＬ

□ 入　数：120双(10双×12）

TA-426
PU Try

□ 素　材
　 手の平／ポリウレタン合皮
　 裏生地／ポリエステル
　 手の甲／ポリエステル

□ サイズ：Ｍ・Ｌ・ＬＬ

□ 入　数：40組(4組×10）

TA-436-3P
PU Try 3 双組

□ JANコード

サイズ

M

Ｌ

ＬＬ

ＪＡＮ

4969010340017

4969010340024

4969010340031

□ JANコード

サイズ

M

Ｌ

ＬＬ

ＪＡＮ

4969010340062

4969010340079

4969010340086

□ 素　材：牛床革

□ サイズ：フリー

□ 入　数：120双(12双×10）

TA-533
牛床革手

□ JANコード

グリップ性能抜群
長時間作業でも手が疲れにくい

グリップ性能抜群
長時間作業でも手が疲れにくい

装着時に縫い目が当たらない
適度な柔らかさ

通気性がよく履き心地がよい
軽量で耐水･耐久性に優れている
長時間履いても疲れない

サイズ

フリー

ＪＡＮ

4969010340314

□ 素　材：ＥＶＡ樹脂

□ サイズ：Ｍ・Ｌ・ＬＬ

□ 入　数：24足

TA-750
EVA サンダル

□ JANコード

サイズ

M

Ｌ

ＬＬ

ＪＡＮ

4969010340826

4969010340833

4969010340840



14  アルバトロス

□ JANコード

AT-82
4548890247656
4548890247663
4548890247670
4548890247687
4548890247694
4548890247700
4548890400808
4548890247717
4548890247724

24

AT-14
 (ホワイト×ターコイズブルー）

AT-82
 (グレー×ブラック）

AT-32
 (レッド×ブラック）

AT-242
 (ブラック×パープル）

AT-14
4548890247496
4548890247502
4548890247519
4548890247526
4548890247533
4548890247540
4548890400785
4548890247557
4548890247564

ALBATROSS SERIES
Produced by DIADORA×ＴｒｙAntProduced by DIADORA×ＴｒｙAnt

AT-242
4548890247731
4548890247748
4548890247755
4548890247762
4548890247779
4548890247786
4548890400815
4548890247793
4548890247809

AT-32
4548890247571
4548890247588
4548890247595
4548890247601
4548890247618
4548890247625
4548890400792
4548890247632
4548890247649

AT-112C
 (ホワイト×ホワイト）

AT-422C
 (ロイヤルブルー×ブラック）

AT-522C
 (ライトイエロー×ブラック）

AT-812C
 (ピーチオレンジ×ホワイト）

AT-244C
 (ブラック×ターコイズブルー）

ALBAROROSS

ALBAROROSS
MESH

（アルバトロス）

（アルバトロス　メッシュ）

□ JANコード

AT-244C
4548890401157
4548890401164
4548890401171
4548890401188
4548890401195
4548890401201
4548890401218
4548890401225
4548890401232

AT-422C
4548890327198
4548890327204
4548890327211
4548890327228
4548890327235
4548890327242
4548890327259
4548890327266
4548890327273

AT-112C
4548890327105
4548890327112
4548890327129
4548890327136
4548890327143
4548890327150
4548890327167
4548890327174
4548890327181

サイズ
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
29.0

サイズ
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
29.0

□ 標準重量：片足440g　(26.0cmの場合)

AT-522C
4548890327280
4548890327297
4548890327303
4548890327310
4548890327327
4548890327334
4548890327341
4548890327358
4548890327365

AT-812C
4548890327372
4548890327389
4548890327396
4548890327402
4548890327419
4548890327426
4548890327433
4548890327440
4548890327457

□ 標準重量：片足420g　(26.0cmの場合)

● 足首部分は、

クロロプレーン素材を使用。

足首を包み込むように優しくホールド！

フィット感と安定感を実現しました。

さらに、足首の屈曲時も

ピッタリフィットするので、

砂・ホコリなどが侵入しにくい！

4

（アルバトロス シリーズ）

※限定商品の為、無くなり次第終了となりますのでご注意ください。

※LIMITED 

自力で光る蓄光材

今ま多く使用されていた

反射材と違い、自力で光を

貯めて発光します。

ﾗｲﾄ等の光が無いところでも

発光するので,

より安心・安全です。

(※蓄光時間が足りないと、

 発光時間も少なくなります。）

反射板使用

靴先に、反射板を採用！！

安心・安全です。

※ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽメッシュのみ

スプリング状態になったTPUの

バックパートがアーチを面で

ホールド。

足のアーチの落ち込みをサポート

カカトに内蔵された衝撃吸収材

(ポロン)が衝撃から足を守ります。

足に設置する面はEVAで

通気構造

　JSAA規格 Ａ種

新開発の樹脂先芯

スマートでありながら、

JSAA A種の機能を持つ

先芯をこの新型ピーコック

の為に開発しました。

スマートな仕上がりは靴を

見れば分かります。

耐摩耗TPUアウトソール

従来のゴム底と比べ、50％

以上丈夫で長持ち、

硬度と意匠でＰＧ、IBに

比べ高い耐滑性能を

実現しました。

3つのアーチをサポート

①土踏まずをキープする内側アーチ

②外側には内側をあ守る重要な

　アウトサイドアーチ

③内外の踏みつけを結ぶ横軸アーチ

これらのアーチが、

疲れ等で落ちてくると作業効率が

落ちます。

　JSAA規格 Ａ種
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