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股下

膝下に耐久性の高い
丈夫な素材を使用。裾
には反射テープを配置
し視認性を向上。ハイ
バックタイプ。
(19,800円/税別)

視認性・快適性・耐久性
があり動き易さを徹底
的に追求した４方向伸
縮素材を使用。
(28,380円/税別)

K-1 チェーンソープロテクターネクストワン

自社独自の防護素材
を使用しClass1認証
を取得した日本製防護
ズボン。
(26,800円/税別)

T-1 イノベーションチェーンソー防護ズボン

自社独自の防護素材
を使用した日本製防
護ズボン。
(16,000円/税別)

M-1 リンタロウ防護ズボン

膝・裾部に補強生地。
膝裏にはベンチレー
ション機能。
(24,000円/税別)

K-2 チェーンソープロテクターパンツタイプ

補強生地で膝・裾部を
強化し、膝裏にはベンチ
レーション機能。高視認
性で高い安全性を確保。
(27,000円/税別)

T-2 シェルパチェーンソー防護ズボン

国際基準では、チェンソーに対する切断防止
レベルをチェンスピードで分類しています。
クラスが高いほど、切断防止機能が高いこ
とを示します。おおよその目安として、秒速
20mとは、50ccクラスのチェンソーを
アクセル全開で丸太を切削している時の
チェンスピードに相当します。

国際的な基準に沿って、秒速20mまでの切
創試験を実施し、切断防止機能が確認され
た商品です。

このマークがある商品は、表面の生地に
伸縮（ストレッチ）素材を使用しています。

このマークがある商品は、表面の生地に
摩耗や引裂きに強い耐久性素材を使用
しています。

このマークがある商品は、反射素材を使用
し視認性を確保することで安全性を高
めています。

このマークがある商品は、太ももの裏側に
スリットの通気口をつけて通気性を高めて
います。

このマークがある商品は、太ももの裏側に
メッシュの通気口をつけて通気性を高めて
います。

このマークがある商品は、太ももの裏側
にファスナーの通気口をつけて通気性を
高めています。（ファスナーは開閉式）

Mサイズ股下70㎝で
1㎏以下の軽量。メッ
シュ換気と快適さを
追求したモデル。
(33,500円/税別)

M-16 Mr.FOREST防護ズボン

耐久性を保ち動きやす
さを追求した４方向スト
レッチ素材を使用。膝下
防水加工。
(24,500円/税別)

HZ-17 プロテクティブズボンテクニカルエクストリーム

視認性・ストレッチ素材
の動き易さ・快適性・耐
摩擦性素材を使用。
防水ファスナー・ウエ
ストとズボン袖に調整用
アジャスター付きの細部
までこだわった最上級
モデル。
(38,500円/税別)

HZ-1 プロテクティブズボンテクニカル HZ-3 プロテクティブズボンファンクショナル

2カ所のベンチレー
ション機能付き。
(14,000円/税別)

HZ-4 プロテクティブズボンクラシック Y-1 Y-2純正チェンソー用防護パンツ（共立）

国際規格ISO Class1
に準拠。軽くて動きや
すく、日本人の体形に
マッチした快適な履き
心地。
(18,000円/税別)

純正チェンソー用防護パンツ（新ダイワ）

国際規格ISO Class1
に準拠。軽くて動きや
すく、日本人の体形に
マッチした快適な履き
心地。
(18,000円/税別)
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し視認性を向上。ハイ
バックタイプ。
(19,800円/税別)
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があり動き易さを徹底
的に追求した４方向伸
縮素材を使用。
(28,380円/税別)
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(26,800円/税別)
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ション機能。
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補強生地で膝・裾部を
強化し、膝裏にはベンチ
レーション機能。高視認
性で高い安全性を確保。
(27,000円/税別)

T-2 シェルパチェーンソー防護ズボン

国際基準では、チェンソーに対する切断防止
レベルをチェンスピードで分類しています。
クラスが高いほど、切断防止機能が高いこ
とを示します。おおよその目安として、秒速
20mとは、50ccクラスのチェンソーを
アクセル全開で丸太を切削している時の
チェンスピードに相当します。

国際的な基準に沿って、秒速20mまでの切
創試験を実施し、切断防止機能が確認され
た商品です。

このマークがある商品は、表面の生地に
伸縮（ストレッチ）素材を使用しています。

このマークがある商品は、表面の生地に
摩耗や引裂きに強い耐久性素材を使用
しています。

このマークがある商品は、反射素材を使用
し視認性を確保することで安全性を高
めています。

このマークがある商品は、太ももの裏側に
スリットの通気口をつけて通気性を高めて
います。

このマークがある商品は、太ももの裏側に
メッシュの通気口をつけて通気性を高めて
います。

このマークがある商品は、太ももの裏側
にファスナーの通気口をつけて通気性を
高めています。（ファスナーは開閉式）

Mサイズ股下70㎝で
1㎏以下の軽量。メッ
シュ換気と快適さを
追求したモデル。
(33,500円/税別)

M-16 Mr.FOREST防護ズボン

耐久性を保ち動きやす
さを追求した４方向スト
レッチ素材を使用。膝下
防水加工。
(24,500円/税別)

HZ-17 プロテクティブズボンテクニカルエクストリーム

視認性・ストレッチ素材
の動き易さ・快適性・耐
摩擦性素材を使用。
防水ファスナー・ウエ
ストとズボン袖に調整用
アジャスター付きの細部
までこだわった最上級
モデル。
(38,500円/税別)

HZ-1 プロテクティブズボンテクニカル HZ-3 プロテクティブズボンファンクショナル

2カ所のベンチレー
ション機能付き。
(14,000円/税別)

HZ-4 プロテクティブズボンクラシック Y-1 Y-2純正チェンソー用防護パンツ（共立）

国際規格ISO Class1
に準拠。軽くて動きや
すく、日本人の体形に
マッチした快適な履き
心地。
(18,000円/税別)

純正チェンソー用防護パンツ（新ダイワ）

国際規格ISO Class1
に準拠。軽くて動きや
すく、日本人の体形に
マッチした快適な履き
心地。
(18,000円/税別)
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※3XLはPF-1のみ

84~88cm

履き心地の良いズボン。
多数のポケット付。
(16,000円/税別)

S-3 エコノミープラスズボン S-1 ダイナミックベントズボン

夏季作業に最適な高
通気性軽量ズボン。
腿裏側に通気調整
ジッパー付。伸縮素材
使用で快適。
(23,800円/税別)

S-6 ファンクションエルゴズボン

S-17 アドバンスX-フレックスズボン

通気性に優れた超軽
量切断防止素材使用。
耐水貫通処理された
頸部。腿裏側に通気
ジッパー付。
(41,600円/税別)

S-2 ダイナミックズボン S-24 アドバンスXライトズボン

通気性、防水性、貫通
防止性を高めたズボン。
(24,800円/税別)

ハイビスカラーで
SIP社製品すべてに
取付可能。
(3,000円/税別)

肩に優しくフィット
し、マジックテープ
で着脱が簡単。
※Mr.FOREST防
護ズボン、リンタロ
ウ防護ズボン専用
(2,400円/税別)

(2,900円/税別) (3,100円/税別)

(2,680円/税別) ※オールウェザー
ズボン、レインズ
ボンには装着不可
(2,880円/税別)

国際基準では、チェンソーに対する切断防止
レベルをチェンスピードで分類しています。
クラスが高いほど、切断防止機能が高いこ
とを示します。おおよその目安として、秒速
20mとは、50ccクラスのチェンソーを
アクセル全開で丸太を切削している時の
チェンスピードに相当します。

このマークがある商品は、表面の生地に
伸縮（ストレッチ）素材を使用しています。

このマークがある商品は、特に納品まで
時間がかかります。

このマークがある商品は、反射素材を使
用し視認性を確保することで安全性を
高めています。

このマークがある商品は、太ももの裏側
にメッシュの通気口をつけて通気性を高
めています。

このマークがある商品は、表面の生地に
摩耗や引裂きに強い耐久性素材を使用し
ています。

このマークがある商品は、太ももの裏側に
ファスナーの通気口をつけて通気性を高め
ています。（ファスナーは開閉式）

質量990g。超軽量
高通気切断防止素材
採用。脚部裏側は高
通気性素材で快適。
反射材も多数使用。
(30,800円/税別)

① チェンソーによる切創事故（自損）の8割近くが下半身、特に脚部が6割という統計があります。防護ズボンの着用で、労働災害やケガによる休業等の被害を抑えることができます。
　 ただし、防護ズボンは100％の安全性を保障するものではありません。
② 万が一の時に事故を防げるかどうかは、ソーチェンが当たる角度や速度、作業者の姿勢、防護ズボンの状態等、いろいろな要因が影響します。安全作業の第一は指導者による的確
　 な指導と作業者の技術であって、安全用品は万が一の時のケガを防ぐ、もしくは軽減するための補助的役割と考えてください。

③ オイルの浸透で防護素材が固まったものや、防護素材が露出するような穴が開いたもの、経年劣化が著しいものは防護性能が十分に発揮されないため、使用を中止してください。
④ 防護ズボンは洗濯可能ですが、熱湯での洗いや、洗濯機での強い回転・脱水は避けてください。洗濯後に防護材の片寄りが出た場合は、伸ばしてから陰干ししてください。
　 商品によってメンテナンス方法が若干異なりますので、詳細は各メーカーの取扱説明に従ってください。

防護ズボンは、チェンソーが布地の裏面に接触し
た時、防護繊維が引き出されスプロケットに絡み
つくことで瞬時にソーチェンの回転を停止させる
機能を持ちます。防護材は上記に示す青色の部分
をカバーしており、防護繊維やベースとなる生地等
が6～9層ほどになっています。防護繊維には、
ソーチェンが当たっても切れにくい強靭な化繊
（アラミド繊維等）が使われています。

PF-1 チェンソープロテクション
ベンチレーションパンツ

頑丈さと軽さ、動きや
すさを追求。極めて裂
けにくい素材を使用。
撥水機能有り。
(35,000円/税別)

PF-2 チェンソープロテクション
アーボリストパンツ

膝丈までが高撥水且
つトゲなどに強い素材
を使用。
フィット感も抜群。
(36,852円/税別)

注意事項とメンテナンスについて

防護ズボンについて

T-3 ボタン式サスペンダー M-2 サスペンダー S-4 サスペンダー(金属クリップ留め) S-5 サスペンダー(ボタン留め)

ファナーロゴ付き、
マジックテープ留
め。
(3,056円/税別)

ウエストの大きい
方にご用意しま
した。
※Mr.FOREST
チャップス、快適な
チャップス涼くん、
あ・かる～いチャッ
プス専用
(500円/税別)

HZ-5 サスペンダー(クリップ式) HZ-6 サスペンダー(ボタン穴式) PF-3 サスペンダー M-6 延長ベルト

各部に伸縮素材採用。
膝部の補強、通気ジ
ッパー、反射材付。
2つのジッパーポケット
装備。
(17,800円/税別)
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(2,880円/税別)

国際基準では、チェンソーに対する切断防止
レベルをチェンスピードで分類しています。
クラスが高いほど、切断防止機能が高いこ
とを示します。おおよその目安として、秒速
20mとは、50ccクラスのチェンソーを
アクセル全開で丸太を切削している時の
チェンスピードに相当します。

このマークがある商品は、表面の生地に
伸縮（ストレッチ）素材を使用しています。

このマークがある商品は、特に納品まで
時間がかかります。

このマークがある商品は、反射素材を使
用し視認性を確保することで安全性を
高めています。

このマークがある商品は、太ももの裏側
にメッシュの通気口をつけて通気性を高
めています。

このマークがある商品は、表面の生地に
摩耗や引裂きに強い耐久性素材を使用し
ています。

このマークがある商品は、太ももの裏側に
ファスナーの通気口をつけて通気性を高め
ています。（ファスナーは開閉式）

質量990g。超軽量
高通気切断防止素材
採用。脚部裏側は高
通気性素材で快適。
反射材も多数使用。
(30,800円/税別)

① チェンソーによる切創事故（自損）の8割近くが下半身、特に脚部が6割という統計があります。防護ズボンの着用で、労働災害やケガによる休業等の被害を抑えることができます。
　 ただし、防護ズボンは100％の安全性を保障するものではありません。
② 万が一の時に事故を防げるかどうかは、ソーチェンが当たる角度や速度、作業者の姿勢、防護ズボンの状態等、いろいろな要因が影響します。安全作業の第一は指導者による的確
　 な指導と作業者の技術であって、安全用品は万が一の時のケガを防ぐ、もしくは軽減するための補助的役割と考えてください。

③ オイルの浸透で防護素材が固まったものや、防護素材が露出するような穴が開いたもの、経年劣化が著しいものは防護性能が十分に発揮されないため、使用を中止してください。
④ 防護ズボンは洗濯可能ですが、熱湯での洗いや、洗濯機での強い回転・脱水は避けてください。洗濯後に防護材の片寄りが出た場合は、伸ばしてから陰干ししてください。
　 商品によってメンテナンス方法が若干異なりますので、詳細は各メーカーの取扱説明に従ってください。

防護ズボンは、チェンソーが布地の裏面に接触し
た時、防護繊維が引き出されスプロケットに絡み
つくことで瞬時にソーチェンの回転を停止させる
機能を持ちます。防護材は上記に示す青色の部分
をカバーしており、防護繊維やベースとなる生地等
が6～9層ほどになっています。防護繊維には、
ソーチェンが当たっても切れにくい強靭な化繊
（アラミド繊維等）が使われています。

PF-1 チェンソープロテクション
ベンチレーションパンツ

頑丈さと軽さ、動きや
すさを追求。極めて裂
けにくい素材を使用。
撥水機能有り。
(35,000円/税別)

PF-2 チェンソープロテクション
アーボリストパンツ

膝丈までが高撥水且
つトゲなどに強い素材
を使用。
フィット感も抜群。
(36,852円/税別)

注意事項とメンテナンスについて

防護ズボンについて

T-3 ボタン式サスペンダー M-2 サスペンダー S-4 サスペンダー(金属クリップ留め) S-5 サスペンダー(ボタン留め)

ファナーロゴ付き、
マジックテープ留
め。
(3,056円/税別)

ウエストの大きい
方にご用意しま
した。
※Mr.FOREST
チャップス、快適な
チャップス涼くん、
あ・かる～いチャッ
プス専用
(500円/税別)

HZ-5 サスペンダー(クリップ式) HZ-6 サスペンダー(ボタン穴式) PF-3 サスペンダー M-6 延長ベルト

各部に伸縮素材採用。
膝部の補強、通気ジ
ッパー、反射材付。
2つのジッパーポケット
装備。
(17,800円/税別)

76~80cm

80~84cm

88~92cm

92~96cm

96~100cm

100~104cm



※価格は全て標準価格です

  防護ブーツ

  足袋・ブーツ・キャハン

※価格は全て標準価格です

防護ブーツについて

注意事項とメンテナンスについて防護ブーツサイズ表 (足cm)

24.8 25.5 26.2 26.8 27.5 28.2 28.8 29.5

39 40 41 42 43 44 45 46
PF-4

HZ-7

HZ-8

S-7

S-8

T-7

HZ-9

HZ-10

37 38 39 40 41 42 43 44

37 38 39 40

39 40 41 42

40 41 42

41

41

38 39

37 38 39 4036 42 43

42 43 44

39 40 41 42 43 44

39 40 41 42 43 44

23
.5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5

24 25 26 27 28 29 30

サイズ：
23.0cm/
24.0/24.5/
25.0/25.5/
26.0/26.5/
27.0/28.0/
29.0
※特注サイズ

サイズ：
22.5cm/23.0/23.5/
24.0/24.5/25.0/25.5/
26.0/26.5/27.0/28.0/
29.0
カラー：ブラック/オレンジ

サイズ：
24.0cm/24.5/25.0/25.5/26.0/
26.5/27.0/28.0/29.0/30.0
※特注サイズ

サイズ：
24.5cm/25.0/25.5/26.0/
26.5/27.0/28.0/29.0/30.0

サイズ：
24.0cm/
24.5/25.0/
25.5/26.0/
26.5/27.0/
28.0/29.0
／30.0
※特注サイズ

サイズ：フリー
カラー：
レッド/グレー

サイズ：M/L

サイズ：
23.0cm/
24.0/24.5/
25.0/25.5/
26.0/26.5/
27.0/28.0/
29.0/30.0　
※特注サイズ

サイズ：
中（M）/大（L）/
特大（LL）

サイズ：
24.0cm/
24.5/25.0/
25.5/26.0/
26.5/27.0/
28.0

水がしみ込み難いPU素材の
股付安全スパイクたび。
(8,500円/税別)

W-13 W-3 W-14 W-4 SSキャハン

M-5 PF-7 ゲーターズ 脚絆 M-9 PF-8 アームプロテクター

爪先から甲までの安全性を大幅
にアップさせたスパイクたび。
(8,500円/税別)

強度のある鉄芯入りで危険な作業
から足先を保護。
(7,000円/税別)

ステンレス板入りすねガード。
(4,200円/税別)

丸鋸刃・笹刈刃対応。ステンレス
網入りで安心の防護具。
※ブーツは付属しません
(14,800円/税別)

ファスナーとバンドで簡単
に装着可能。
(7,593円/税別)

特殊繊維製防護材で
手の甲と腕をガード。
※手袋は付属しません
(7,800円/税別)

手の甲と腕全体を保護。
※手袋は付属しません
(8,426円/税別)

股付安全
スパイクシューズ807

8枚コハゼスパイクたび
Wガード甲付(8-K)

8枚コハゼスパイクたび
ガード付(8-G)

K-4 K-7 W-8 W-11 山林スパイクシューズ甲ガード付
(RV201G)マウントブーツNスパイク JIRIKI PRO＃6300 安全スパイクシューズ山彦

国際基準では、チェンソーに対する
切断防止レベルをチェンスピード
で分類しています。クラスが高い
ほど、切断防止機能が高いことを
示します。おおよその目安として、
秒速20mとは、50ccクラスの
チェンソーをアクセル全開で丸太
を切削している時のチェンスピード
に相当します。

①防護ブーツは、つま先から甲部分にかけて金属製の先芯、特殊加工された皮革やゴム等で補強
　されており、落下物からつま先を守り、チェンソーによる切断を防ぎます。登山靴タイプと長靴タイプ
　に大きく分かれ、登山靴タイプの方が比較的軽量になっています。

②防護ブーツは、防護素材（特殊加工された皮革やゴム）に十分な厚みを持たせることで、万一の時に
　チェンソーによる切断を防ぎます。そのため、通常の長靴と比べて重量が増していますが、防水や
　保温性に優れたものや、透湿性を備えた素材を使っているものもあります。ただし、先芯入りの靴が、
　すべてのチェンソーによる切断を防ぐ防護ブーツではないため、注意して下さい。

①チェンソーによる切創事故（自損）の8割近くが下半身、特に甲からつま
　先までが2割という統計があります。防護ブーツの着用で、労働災害や
　ケガによる休業等の被害を抑えることができます。ただし防護ブーツは、
　100％の安全性を保障するものではありません。

②万が一の時に事故を防げるかどうかは、ソーチェンが当たる角度や速度、
　作業者の姿勢、防護ブーツの状態等、いろいろな要因が影響します。
　安全作業の第一は指導者による的確な指導と作業者の技術であって、
　安全用品は万が一の時のケガを防ぐ、もしくは軽減するための補助的
　役割と考えてください。

③防護ブーツは、使用頻度に応じてメンテナンスしてください。日々の作業
　でブーツに付着したオイルや泥汚れを水洗いして落とした後、陰干しし
　てしっかり乾燥させてください。皮革製品の場合は、市販の皮革用クリ
　ーム等を使うことで防水性を高め、より長持ちさせることができます。
　詳細は、各メーカーの取扱説明に従ってください。

先芯入り脱着簡単なマジック
バンド式スパイクたび。
(8,000円/税別)

切創被害を軽減する甲ガード
を装着したスパイク安全靴。
(17,000円/税別)

地下足袋の履き心地を
受け継いだプロテクティブ
スニーカー（樹脂先芯）。
(5,000円/税別)

高強度繊維「Kevlar®」製織物を
使用した耐久性に優れたブーツ
（スパイク底）。
(21,700円/税別)

S-7 革製チェンソーブーツファンクション

T-7 スーパーフォレスト本革チェーンソーブーツ

通気性の良い生地を裏地に使用。
クッション性に優れたポリウレタン製靴底。
(36,800円/税別)

柔軟でフィット感優れたヌバック本革。幅狭甲低の
男性や女性にお勧め。(40,500円/税別)

●本体：皮革
●先芯：鉄

●本体：ラバー
●先芯：鉄

S-18：チェンソー
作業用ラバーブーツ用

●本体：ラバー
●先芯：鉄

HZ-22：ファンク
ショナル・ブーツ
ライト24専用

●本体：皮革
●先芯：鉄

●本体：皮革
●先芯：鉄

PF-4 チェンソープロテクション
ツェルマット

HZ-7

S-8
S-18

プロテクティブレザーブーツ
テクニカル24

チェンソー作業用ラバーブーツ
スパイク(35本入り)

後部に靴ひも付き。
スパイクピン取付け可（別売）。
(S-8:16,000円/税別)
(S-18:3,100円/税別)

100％防水性と透湿性を備えたスウェード
革製ブーツ。鉄製トゥカップ入り。
(32,000円/税別)

HZ-8 プロテクティブ・ブーツライト20 HZ-9 プロテクティブレザーブーツ
クラシック20

HZ-10
HZ-22

ファンクショナル・ブーツライト24
スパイク(50本入り)

防水加工したポリウレタン加工皮革製。
鉄製トゥカップ入り。(30,000円/税別)

丈夫で柔らかい軽量レザー製。鉄製トゥカップ
入り。紐でフィット感を調整し足首も保護。
(19,800円/税別)

スパイク取付け可能（別売り）。
鉄製トゥカップ入り。
(HZ-10:15,000円/税別)
(HZ-22:2,160円/税別)

ゴアテックス採用で完全防水且つ
通気性抜群。アルミニウムキャップ入り。
(40,278円/税別)

●本体：
　GORE-TEX
●先芯：
　アルミニウム

●本体：皮革
●先芯：鉄

●本体：皮革
●先芯：鉄

ハイボーグ丸のこ刃・
笹刈刃対応

チェンソー作業用
腕カバー



※価格は全て標準価格です

  防護ブーツ

  足袋・ブーツ・キャハン

※価格は全て標準価格です

防護ブーツについて

注意事項とメンテナンスについて防護ブーツサイズ表 (足cm)

24.8 25.5 26.2 26.8 27.5 28.2 28.8 29.5

39 40 41 42 43 44 45 46
PF-4

HZ-7

HZ-8

S-7

S-8

T-7

HZ-9

HZ-10

37 38 39 40 41 42 43 44

37 38 39 40

39 40 41 42

40 41 42

41

41

38 39

37 38 39 4036 42 43

42 43 44

39 40 41 42 43 44

39 40 41 42 43 44

23
.5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5

24 25 26 27 28 29 30

サイズ：
23.0cm/
24.0/24.5/
25.0/25.5/
26.0/26.5/
27.0/28.0/
29.0
※特注サイズ

サイズ：
22.5cm/23.0/23.5/
24.0/24.5/25.0/25.5/
26.0/26.5/27.0/28.0/
29.0
カラー：ブラック/オレンジ

サイズ：
24.0cm/24.5/25.0/25.5/26.0/
26.5/27.0/28.0/29.0/30.0
※特注サイズ

サイズ：
24.5cm/25.0/25.5/26.0/
26.5/27.0/28.0/29.0/30.0

サイズ：
24.0cm/
24.5/25.0/
25.5/26.0/
26.5/27.0/
28.0/29.0
／30.0
※特注サイズ

サイズ：フリー
カラー：
レッド/グレー

サイズ：M/L

サイズ：
23.0cm/
24.0/24.5/
25.0/25.5/
26.0/26.5/
27.0/28.0/
29.0/30.0　
※特注サイズ

サイズ：
中（M）/大（L）/
特大（LL）

サイズ：
24.0cm/
24.5/25.0/
25.5/26.0/
26.5/27.0/
28.0

水がしみ込み難いPU素材の
股付安全スパイクたび。
(8,500円/税別)

W-13 W-3 W-14 W-4 SSキャハン

M-5 PF-7 ゲーターズ 脚絆 M-9 PF-8 アームプロテクター

爪先から甲までの安全性を大幅
にアップさせたスパイクたび。
(8,500円/税別)

強度のある鉄芯入りで危険な作業
から足先を保護。
(7,000円/税別)

ステンレス板入りすねガード。
(4,200円/税別)

丸鋸刃・笹刈刃対応。ステンレス
網入りで安心の防護具。
※ブーツは付属しません
(14,800円/税別)

ファスナーとバンドで簡単
に装着可能。
(7,593円/税別)

特殊繊維製防護材で
手の甲と腕をガード。
※手袋は付属しません
(7,800円/税別)

手の甲と腕全体を保護。
※手袋は付属しません
(8,426円/税別)

股付安全
スパイクシューズ807

8枚コハゼスパイクたび
Wガード甲付(8-K)

8枚コハゼスパイクたび
ガード付(8-G)

K-4 K-7 W-8 W-11 山林スパイクシューズ甲ガード付
(RV201G)マウントブーツNスパイク JIRIKI PRO＃6300 安全スパイクシューズ山彦

国際基準では、チェンソーに対する
切断防止レベルをチェンスピード
で分類しています。クラスが高い
ほど、切断防止機能が高いことを
示します。おおよその目安として、
秒速20mとは、50ccクラスの
チェンソーをアクセル全開で丸太
を切削している時のチェンスピード
に相当します。

①防護ブーツは、つま先から甲部分にかけて金属製の先芯、特殊加工された皮革やゴム等で補強
　されており、落下物からつま先を守り、チェンソーによる切断を防ぎます。登山靴タイプと長靴タイプ
　に大きく分かれ、登山靴タイプの方が比較的軽量になっています。

②防護ブーツは、防護素材（特殊加工された皮革やゴム）に十分な厚みを持たせることで、万一の時に
　チェンソーによる切断を防ぎます。そのため、通常の長靴と比べて重量が増していますが、防水や
　保温性に優れたものや、透湿性を備えた素材を使っているものもあります。ただし、先芯入りの靴が、
　すべてのチェンソーによる切断を防ぐ防護ブーツではないため、注意して下さい。

①チェンソーによる切創事故（自損）の8割近くが下半身、特に甲からつま
　先までが2割という統計があります。防護ブーツの着用で、労働災害や
　ケガによる休業等の被害を抑えることができます。ただし防護ブーツは、
　100％の安全性を保障するものではありません。

②万が一の時に事故を防げるかどうかは、ソーチェンが当たる角度や速度、
　作業者の姿勢、防護ブーツの状態等、いろいろな要因が影響します。
　安全作業の第一は指導者による的確な指導と作業者の技術であって、
　安全用品は万が一の時のケガを防ぐ、もしくは軽減するための補助的
　役割と考えてください。

③防護ブーツは、使用頻度に応じてメンテナンスしてください。日々の作業
　でブーツに付着したオイルや泥汚れを水洗いして落とした後、陰干しし
　てしっかり乾燥させてください。皮革製品の場合は、市販の皮革用クリ
　ーム等を使うことで防水性を高め、より長持ちさせることができます。
　詳細は、各メーカーの取扱説明に従ってください。

先芯入り脱着簡単なマジック
バンド式スパイクたび。
(8,000円/税別)

切創被害を軽減する甲ガード
を装着したスパイク安全靴。
(17,000円/税別)

地下足袋の履き心地を
受け継いだプロテクティブ
スニーカー（樹脂先芯）。
(5,000円/税別)

高強度繊維「Kevlar®」製織物を
使用した耐久性に優れたブーツ
（スパイク底）。
(21,700円/税別)

S-7 革製チェンソーブーツファンクション

T-7 スーパーフォレスト本革チェーンソーブーツ

通気性の良い生地を裏地に使用。
クッション性に優れたポリウレタン製靴底。
(36,800円/税別)

柔軟でフィット感優れたヌバック本革。幅狭甲低の
男性や女性にお勧め。(40,500円/税別)

●本体：皮革
●先芯：鉄

●本体：ラバー
●先芯：鉄

S-18：チェンソー
作業用ラバーブーツ用

●本体：ラバー
●先芯：鉄

HZ-22：ファンク
ショナル・ブーツ
ライト24専用

●本体：皮革
●先芯：鉄

●本体：皮革
●先芯：鉄
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S-8
S-18
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●本体：
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　アルミニウム

●本体：皮革
●先芯：鉄

●本体：皮革
●先芯：鉄

ハイボーグ丸のこ刃・
笹刈刃対応

チェンソー作業用
腕カバー



  ジャケット ※価格は全て標準価格です ※価格は全て標準価格です

※各商品の対象サイズ
S-13、S-19、S-21：S/M/L
S-14、S-15：S/M/L/XL
S-20：XS/S/M/L/XL

国際基準では、チェンソーに対する切断
防止レベルをチェンスピードで分類して
います。クラスが高いほど、切断防止機能
が高いことを示します。おおよその目安
として、秒速20mとは、50ccクラスのチ
ェンソーをアクセル全開で丸太を切削し
ている時のチェンスピードに相当します。

S
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S

M

L

XL

44

52
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60

M

L

2L

46

50

92~96cm

100~104cm

L
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108~112cm

XL
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116~120cm

80~88cm

88~96cm

96~104cm

95~105cm

101~111cm

107~117cm

3L113~123cm

104~112cm

112~120cm

HZ-28 フォレストジャケットテクニカル
エクストリーム

視認性・快適性・耐摩擦性を追求したタイトフ
ィットの疲れにくい3Dデザイン。ハスクバー
ナ最上級モデル。(32,000円/税別)

HZ-13 フォレストジャケットテクニカル HZ-14 フォレストジャケットファンクショナル

このマークがある
商品は、脇下にフ
ァスナーの通気口
をつけて通気性
を高めています。
（ファスナーは開
閉式です）

このマークがあ
る商品は、脇下
にスリットの通
気口をつけて通
気性を高めてい
ます。

このマークがあ
る商品は、反射
素材を使用し視
認性を確保する
ことで安全性を
高めています。

４方向伸縮素材を使用。両脇にベンチレー
ションジッパー付き。(19,000円/税別)

脇下に大型ベンチレーション。部位により生地
を変えて耐久性と着心地を両立。反射テープ
で視認性向上。(14,800円/税別)

HZ-15 フォレストジャケットクラシック

視認性の良いオレンジ色と反射ロゴ採用。
腰を冷えから守るローバックタイプ。
(9,800円/税別)

HZ-19 プロテクティブジャケットテクニカル HZ-20 B&Tジャケットテクニカル

両腕から胸部までソープロテクション入
りジャケット。Class1のEN381適合。
(29,800円/税別)

ジャケット内側の肩パット用ポケットに付
属のパットを入れ肩にかかる負担を軽減。
(17,500円/税別)

HZ-21 ハイビズジャケットテクニカル

ストレッチ素材による動きやすさ、耐久性、
通気性を確保。最高レベルのClass3に適合
した高視認性ジャケット。(30,000円/税別)

S-19 アドバンスXベントジャケット

450gと軽量で高通気性。高視認性のオレ
ンジと反射材採用。肩に摩擦保護有。夏季
作業に最適。(31,100円/税別)

S-15 エコノミープラスジャケット S-13 ダイナミックベントジャケット

このマークがあ
る商品は、表面の
生地に伸縮（スト
レッチ）素材を使
用しています。

このマークがある
商品は、背中にス
リットの通気口を
つけて通気性を
高めています。

シグナルカラーを使用し、安全性を向上。
多数のポケット付。(13,000円/税別)

高通気性ジャケット。通気穴、伸縮素材、ひじ
部分の補強、反射材、4つのジップポケット付。
(20,800円/税別)

S-20 ファンクションエルゴジャケット

通気穴を備え、各部に伸縮素材を採用。視認
性の高いオレンジ、反射材装備。2つのポケット
装備。(15,800円/税別)

S-21 アドバンスX-シェルジャケット S-14 ダイナミックジャケット

高い伸縮性と速乾性、保湿性に優れたジャ
ケット。肩に摩擦保護有。耐水性と通気性
に優れる。(36,400円/税別)

シグナルカラーを広範囲に使用した快適な
ジャケット。背中はストレッチ素材を使用。
(25,000円/税別)

Y-3
Y-4

純正作業ジャケット（共立）
純正作業ジャケット（新ダイワ）

オールシーズン着用できる軽量で快適
な作業用ジャケット。安全に配慮し優れ
た視認性。(15,000円/税別)

このマークが
ある商品は、
表面の生地に
摩耗や引裂き
に強い耐久性
素材を使用し
ています。

ジャケットサイズ表(ハスクバーナ・ゼノア㈱) (胸囲cm)

HZ-13
HZ-14
HZ-15
HZ-19
HZ-20
HZ-21
HZ-28

92 96 100 104 108 112 116 120
ジャケットサイズ表(㈱スチール、㈱やまびこ) (胸囲cm)

S-13
S-14
S-15
S-19
S-20
S-21

Y-3
Y-4

1241201161121081041009692888480
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  ジャケット ※価格は全て標準価格です ※価格は全て標準価格です  手 袋

森の定番防振手袋

ハチアッチ蜂防護手袋 ハチアッチ蜂防護手袋
（防振機能付き）

グローブテクニカルライト

森の定番防振手袋
(蜂対策カラー)

森の定番防振手袋
(寒冷地仕様)森の定番防振・耐切創手袋

もりの手FIT

グローブエコノミーSOグローブ Nタイプ 防振レザーグローブ 振動低減用手袋

もりの手α もりの手Ⅰ MFウェーブカットグローブ

森の定番防振・耐切創手袋
／ロング

プロテクティブグローブ
テクニカル

グローブファンクショナル
冬用 グローブファンクショナル グローブクラシックライト

グラブ テクニック グラブ オールラウンド グラブ ケプロ グラブ サーモ

K-6 S-16 T-8 Y-5

W-7 W-6 W-9 W-10

M-8 M-10 M-11 M-12

M-13 M-14 M-15 HZ-16

HZ-23 HZ-24 HZ-25 HZ-26

PF-11 PF-12 PF-13 PF-14

T-4 イノベーションワーキングジャケット T-6 シェルパワーキングジャケット T-5 シェルパワーキングジャケット
HI-VIS

M-7 リンタロウジャケット M-17 Mr.FORESTジャケット PF-9 ベンチレーションジャケット

PF-10 アーボリストジャケット

※各商品の対象サイズ
T-4：XS/S/M/L
T-5、T-6：S/M/L

ジャケットサイズ表(田島山業㈱、㈱マックス、ファナージャパン) (胸囲cm)
78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 124 132

XS

84

S

96

M

102

L

108

XL

116

XXL

124

3XL

132

T-4
T-5
T-6

M-7
M-17

PF-9
PF-10

XS 78~86cm

90~96cm

S 86~94cm

M 94~102cm

L 102~110cm

M

95~101cmL

LL 100~106cm

通気性・撥水性に優れた振動軽減
手袋、日本製。(4,953円/税別)

サイズ：S/M/L

サイズ：S/M/L
カラー：レッド

サイズ：M/L/LL
カラー：オレンジ/ブルー

サイズ：M/L

切断防止機能を持った牛革
製手袋。(5,000円/税別)

内部ゴムによる衝撃吸収と防振
性作業手袋。(3,500円/税別)

ソフトパット内蔵によ
り優れたフィット感。
(2,800円/税別)

人工皮革ながら高強度、今までに
ない握りやすさ。(5,600円/税別)

両手甲部

左手甲部

牛本革を使用し強度
摩擦性に優れる振動軽減手袋。
(5,000円/税別)

オール牛革
製で強度摩
擦性に優れ
る振動軽減
手袋。
(4,800円/税別)

人工皮革な
がら高強度
ソフトタッチ。
蒸れにくく、
洗濯OK。
(1,800円/税別)

防振機能に耐切創機能を追加した
高レベルな仕様。(5,000円/税別)

甲側には吸汗速乾繊維を使用し、
ムレを防止。(4,000円/税別)

甲側には吸汗速乾繊維を使用し、
ムレを防止。(4,000円/税別)

甲側に防水防風フィルム、発熱
繊維を使用。(4,500円/税別)

ロングカフスにより木くずなどの
混入を防御。(5,500円/税別)

特殊３層構造により、蜂から
手甲をガード。(3,500円/税別)

特殊３層構造により、蜂から
手甲をガード。(4,500円/税別)

左手甲部にClass1の保護性
能付き。水が染み込み難いヤ
ギ革使用。(5,800円/税別)

手の甲に視認性のよい
反射パイピング付き。
(4,800円/税別)

内側はマイクロ
フリースで暖かく
快適な防寒グローブ。
(4,600円/税別)

手のひらは水が染み込み難い
ヤギ革、甲は伸縮性のある素
材を使用。(3,800円/税別)

スリムスタイルで心地よい
フィット感。(2,470円/税別)

手のひらは
補強し耐久性
が高く摩擦に
も強い。ゴート革。
(2,315円/税別)

手のひらは
ゴート革で
柔ら かく、
甲 は 綿 で
柔軟性あり。
(1,389円/税別)

手 のひら、
親指、人差
指にケプロ
補強材使用
で丈夫です。
(2,963円/税別)

保温性が高く
冬用のグラブ
です。手のひら
に縫目なし。
(1,852円/税別)

耐久性に優れ撥水・防汚加工を施した軽量快適な
ジャケット。脇下・背中に換気ベンチレーション。
(22,900円/税別)

ハードな使用にも耐えられる4方向スト
レッチ素材を使用。撥水・防汚加工。
(16,300円/税別)

ハードな使用にも耐えられる4方向ストレッチ
の高視認性素材を使用。撥水・防汚加工。
(20,200円/税別)

ベンチレーション機能や補強材使用で快適な作業性。
(21,000円/税別)

脇部・側面にベンチレーション機能、ストレッチ性・
撥水性を持った高視認性カラー生地を採用。
(22,000円/税別)

通気性、速乾性に優れている。脇下のジッパー
で通気調整。胸ポケットや裾を絞るバンド付き。
(30,093円/税別)

アーボリストの為のハイテクジャケット。
腰部分にシリコンプリント付き。
(32,870円/税別)

サイズ：
M/L/LL
※特注サイズ

サイズ：M/L/LL
JForest
マーク入り。

サイズ：M/L/LL サイズ：M/L/LL サイズ：M/L/LL

サイズ：
M/L/XL

サイズ：M/L/XL サイズ：M/L/XL サイズ：M/L/XL

サイズ：M/L/LL

サイズ：M/L/LL

サイズ：M/L/LL サイズ：L/LL サイズ：M/L/LL サイズ：M/L

サイズ：L/LL

サイズ：M/L/LL
JForest
マーク入り。

JForest
マーク入り。

サイズ：M/L/LL サイズ：S/M/L/LL

サイズ：M/L/LL

平成28年
7月1日発売予定

このマークがある商品
は、表面の生地に伸縮
（ストレッチ）素材を使
用しています。

このマークがある商品
は、背中にスリットの通
気口をつけて通気性を
高めています。

このマークがある商品
は、脇下にファスナーの
通気口をつけて通気性
を高めています。（ファ
スナーは開閉式です）

このマークがある商品
は、表面の生地に摩耗
や引裂きに強い耐久性
素材を使用しています。

このマークがある商品
は、脇下にスリットの通
気口をつけて通気性を
高めています。

このマークがある商品
は、反射素材を使用し視
認性を確保することで
安全性を高めています。

このマークがある商品
は、特に納品まで時間
がかかります。
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※各商品の対象サイズ
T-4：XS/S/M/L
T-5、T-6：S/M/L
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通気性・撥水性に優れた振動軽減
手袋、日本製。(4,953円/税別)

サイズ：S/M/L

サイズ：S/M/L
カラー：レッド

サイズ：M/L/LL
カラー：オレンジ/ブルー

サイズ：M/L

切断防止機能を持った牛革
製手袋。(5,000円/税別)

内部ゴムによる衝撃吸収と防振
性作業手袋。(3,500円/税別)

ソフトパット内蔵によ
り優れたフィット感。
(2,800円/税別)

人工皮革ながら高強度、今までに
ない握りやすさ。(5,600円/税別)

両手甲部

左手甲部

牛本革を使用し強度
摩擦性に優れる振動軽減手袋。
(5,000円/税別)

オール牛革
製で強度摩
擦性に優れ
る振動軽減
手袋。
(4,800円/税別)

人工皮革な
がら高強度
ソフトタッチ。
蒸れにくく、
洗濯OK。
(1,800円/税別)

防振機能に耐切創機能を追加した
高レベルな仕様。(5,000円/税別)

甲側には吸汗速乾繊維を使用し、
ムレを防止。(4,000円/税別)

甲側には吸汗速乾繊維を使用し、
ムレを防止。(4,000円/税別)

甲側に防水防風フィルム、発熱
繊維を使用。(4,500円/税別)

ロングカフスにより木くずなどの
混入を防御。(5,500円/税別)

特殊３層構造により、蜂から
手甲をガード。(3,500円/税別)

特殊３層構造により、蜂から
手甲をガード。(4,500円/税別)

左手甲部にClass1の保護性
能付き。水が染み込み難いヤ
ギ革使用。(5,800円/税別)

手の甲に視認性のよい
反射パイピング付き。
(4,800円/税別)

内側はマイクロ
フリースで暖かく
快適な防寒グローブ。
(4,600円/税別)

手のひらは水が染み込み難い
ヤギ革、甲は伸縮性のある素
材を使用。(3,800円/税別)

スリムスタイルで心地よい
フィット感。(2,470円/税別)

手のひらは
補強し耐久性
が高く摩擦に
も強い。ゴート革。
(2,315円/税別)

手のひらは
ゴート革で
柔ら かく、
甲 は 綿 で
柔軟性あり。
(1,389円/税別)

手 のひら、
親指、人差
指にケプロ
補強材使用
で丈夫です。
(2,963円/税別)

保温性が高く
冬用のグラブ
です。手のひら
に縫目なし。
(1,852円/税別)

耐久性に優れ撥水・防汚加工を施した軽量快適な
ジャケット。脇下・背中に換気ベンチレーション。
(22,900円/税別)

ハードな使用にも耐えられる4方向スト
レッチ素材を使用。撥水・防汚加工。
(16,300円/税別)

ハードな使用にも耐えられる4方向ストレッチ
の高視認性素材を使用。撥水・防汚加工。
(20,200円/税別)

ベンチレーション機能や補強材使用で快適な作業性。
(2－－－－1,000円/税別)

脇部・側面にベンチレーション機能、ストレッチ性・
撥水性を持った高視認性カラー生地を採用。
(22,000円/税別)

通気性、速乾性に優れている。脇下のジッパー
で通気調整。胸ポケットや裾を絞るバンド付き。
(30,093円/税別)

アーボリストの為のハイテクジャケット。
腰部分にシリコンプリント付き。
(32,870円/税別)

サイズ：
M/L/LL
※特注サイズ

サイズ：M/L/LL
JForest
マーク入り。
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JForest
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平成28年
7月1日発売予定

このマークがある商品
は、表面の生地に伸縮
（ストレッチ）素材を使
用しています。

このマークがある商品
は、背中にスリットの通
気口をつけて通気性を
高めています。

このマークがある商品
は、脇下にファスナーの
通気口をつけて通気性
を高めています。（ファ
スナーは開閉式です）

このマークがある商品
は、表面の生地に摩耗
や引裂きに強い耐久性
素材を使用しています。

このマークがある商品
は、脇下にスリットの通
気口をつけて通気性を
高めています。

このマークがある商品
は、反射素材を使用し視
認性を確保することで
安全性を高めています。

このマークがある商品
は、特に納品まで時間
がかかります。



  ヘルメット ※価格は全て標準価格です

  衣 類 ※価格は全て標準価格です

W-1
W-2

ヘルメッシュⅣセット（イヤーマフ付）
ホイッスルホルダー S-9 ヘルメットアドバンスHZ-11

HZ-35
フォレストヘルメットファンクショナル
フォレストヘルメットPro

W-12 森林オリジナルヘルメットセット S-10 ヘルメットエキスパートHZ-29 ヘルメットテクニカルH300

PF-15 プロトス フォレストヘルメット Y-6
Y-7

純正作業ヘルメット（共立）
純正作業ヘルメット（新ダイワ）PF-16 プロトス インダストリーヘルメット

身に付けるだけで不快害虫を寄せ付けない！
安全、無色無臭、洗濯しても効果持続、経済的。新しい虫よけ加工の製品です。

O-6 メンズ長袖ハイネックO-4 メンズ長袖シャツ O-5 ゲイターセット

  チャップス・刈払機用ズボン ※価格は全て標準価格です

K-3 チェーンソープロテクターチャップスタイプ

  衣 類 ※価格は全て標準価格です

ドライアップ丸首TシャツO-3 TN-1 TN-2ウィンドストッパーインナーウェア サンステラソックス

S-12

S-11

刈払機用防護ズボンFS3プロテクト

チャップスジッパータイプ

M-4

HZ-18

M-3

B&TズボンテクニカルB&Tズボンテクニカル

あ・かる～いチャップスあ・かる～いチャップスMr.FORESTチャップスMr.FORESTチャップス

M-19 あ・かる～いインナーチャップス

M-18 快適なチャップス 涼くん

HZ-27 チャップスファンクショナルチャップスファンクショナル

ナイロンメッシュ
バイザーとイヤ
ーマフ一体型。
通気性に優れた
ヘルメット。
あごひも付。

ハスクバーナとゼノアの２種
類のロゴ、カラー。

大きな通気孔＋ワイドシールド面で広い視界、専用
イヤーマフとセットで安全性もさらにアップ。
(W-1:17,650円/税別　W-2:1,300円/税別) (10,500円/税別) (12,800円/税別)

(14,100円/税別)

(30,370円/税別) (17,593円/税別) (7,000円/税別)

(18,500円/税別) (10,200円/税別)

必要な時に素早く出せる
保護帽取付型ホルダー。

ウルトラヴィジョンバイザー、
バイザー用ヒヨケ、イヤマフ、
アゴヒモ、ネックガードを完備。

軽量溝付きでフラットな
ひさしで視界を確保。
防災面とイヤーマフの
セット、安心の日本製
ヘルメット。

ナイロンメッシュバイ
ザー付。頭頂部に沿っ
て設けられた通気口。
あごひも付。

軽量で作業時の負担を
軽減した通気性の優れた
蒸れにくいヘルメット。

視界が広く、スライド式
通気口で涼しい。パッド
は取外可能。オプション
有り。

特殊加工により、不快
害虫を寄せ付けない。
吸汗速乾・UVケア。
(7,500円/税別)

不快害虫が寄り付
かないように衣類
の隙間をカバー。
吸汗速乾・UVケア。
(4,500円/税別)

屋外で作業される方に
識別しやすいカラー展開。
UVケア。(6,500円/税別)

ヘルメットとあご紐のみ。
バイザー、イヤーマフ等
は後付け可能。

飛来・落下物用の規格適合。
アジャスターダイヤルにより
簡単フィット。フェイスシー
ルド、イヤーマフセット、あご
ひも付。

サイズ：S/M/L/O
カラー：ネイビー/ベージュ

立作業や屋外で
長時間足を酷使
される方に最適。
(5,000円/税別)

汗を素早く吸収発散。
抗菌消臭。
JForestマーク入り。
(2,900円/税別)

汗のムレを放出し、
寒風による体の冷え
を防ぎます。
(19,800円/税別)

サイズ：SS/S/
M/L/O/XO/XXO

サイズ：S/M/L/LL/
                3L/4L

サイズ：フリー
※2足1セット
(セット販売のみ)
カラー：ブラック

3点：ネック・リスト・
      アンクル

カラー：
オーバルプリント/
オレンジ/迷 彩/
ブラック/カーキ/
ネイビー

サイズ：S/M/L/O

カラー①：オレンジ/
スカイ/ネイビー

カラー②：
オレンジｘイエロー/
スカイｘイエロー　
※②は作業向け視認
色、カタログ外特別
カラー　　　　　　
　

カラー：グレー/ブラック/
ネイビー/ホワイト

カラー：シルバーグレー

［W-1］
本体カラー：ホワイト
ひさし:グレー

［W-2］
カラー：グレー

カラー：オレンジ

●チェンソー用
サイズ：フリー

自社独自の防護素材を使用した日本
製防護チャップス、3ピース構造。
(16,000円/税別)

●チェンソー用
サイズ：M/L/LL

カラー：オリーブ×オレンジ

「EN381 Class1」規格に
適合した安全設計。
(15,000円/税別)

カラー：オレンジ/ネイビー

軽くて安全、使い易い新設計で、
快適な作業。
(13,000円/税別)

●チェンソー用
サイズ：M/L/LL

●刈払機用
サイズ：44/46/48

衝撃防止、貫通防止、湿気防止の
３つの防護機能を有した刈払機用
ズボン。
(20,000円/税別)

●刈払機用
サイズ：S/M/L/XL

前面・サイド・裾部分は撥水
素材。右側腰部には刈払機
のパイプが当たっても痛く
ないようパット内蔵。
(17,500円/税別)

●チェンソー用
サイズ：S/M/L/XL

軽量、防水性ポリエステル素材を使用。
ジッパータイプで履きやすい。
(14,800円/税別)

サイズ：M/L/LL

作業ズボンの下に着用するタイプ。
軽いのに安全機能は変わりません。
(10,000円/税別)

●チェンソー用

サイズ：M/L/LL

高機能素材使用により、
軽量で優れた快適性。
(14,000円/税別)

●チェンソー用

●チェンソー用
サイズ：S/M/L

20m/s Class１適合
（規格AS/NZS4453.3:1997）。
脹脛部分をマジックテープとバンド
でしっかり固定され、ずれにくい。
(11,000円/税別)
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３つの防護機能を有した刈払機用
ズボン。
(20,000円/税別)

●刈払機用
サイズ：S/M/L/XL

前面・サイド・裾部分は撥水
素材。右側腰部には刈払機
のパイプが当たっても痛く
ないようパット内蔵。
(17,500円/税別)

●チェンソー用
サイズ：S/M/L/XL

軽量、防水性ポリエステル素材を使用。
ジッパータイプで履きやすい。
(14,800円/税別)

サイズ：M/L/LL

作業ズボンの下に着用するタイプ。
軽いのに安全機能は変わりません。
(10,000円/税別)

●チェンソー用

サイズ：M/L/LL

高機能素材使用により、
軽量で優れた快適性。
(14,000円/税別)

●チェンソー用

●チェンソー用
サイズ：S/M/L

20m/s Class１適合
（規格AS/NZS4453.3:1997）。
脹脛部分をマジックテープとバンド
でしっかり固定され、ずれにくい。
(11,000円/税別)



  レインウェア ※価格は全て標準価格です  獣害対策資材・その他 ※価格は全て標準価格です

TN-3 サンステラⅡゴアテックスワークスーツO-1
O-2

ストレッチレインジャケット
ストレッチレインパンツ O-7 レインスーツ

KJ-5 3810視認性レインコート KJ-1 スリーレイヤースーツ KJ-2
KJ-3

煌レインジャケット
煌レインカーゴパンツ

KJ-4 オールマインドスーツ W-16 もりの河童PRO T-9 恵雨レインジャケット

HZ-31
HZ-32

HZ-33
HZ-34

オールウェザージャケットGORE-TEX
オールウェザーズボンGORE-TEX

レインジャケット
レインズボン

S-22
S-23

レインテックウィンドブレーカー
レインテックズボン

マウントリュックユーティリティ もりのチェーンソーリュックW-5K-5

ヒル下がりのジョニー オリジナル救急セット ヒルよらんD-4D -1W-15

D-3 ポイズンリムーバー D-2 ハチノックS フロンティアーズマンベアスプレーTJ-1

TJ-2 フロンティアーズマンベアーベル B-1
B-2

森の鈴 小
森の鈴 大 HZ-12 フェリングレバー

FJ-1
FJ-2
FJ-3

12C安全帯（森林組合連合会型）
12C安全帯（森林組合連合会型）LY250
12C安全帯（森林組合連合会型）LY300

FJ-4
FJ-5

FC安全帯（林業用）FC-22-W
FC安全帯（林業用）FC-22-W-LY300

植物由来原料のヤマビル忌避剤。
長靴・合羽等衣類に直接スプレー。
(900円/税別)

世界初の片手で引くワンタッチ操作だけで、
消音・発音の切り替えが可能。
(B-1:2,100円/税別)(B-2:2,700円/税別)

エアゾールタイプの瞬間
殺蜂スプレー。携帯用。
(1,020円/税別)

対熊用スプレー。飛距離10.5m（絶対
に人に向けて使用しないでください）。
携帯用ベルトホルスター付。
(12,000円/税別)

ハチなどの毒液を吸引
する応急処置用器具。
(1,100円/税別)

チェンソーを背負う為に開発
した日本製リュック（防水加
工）。最大高さ88cm。刃カ
バー付。
(14,000円/税別)

チェンソーがすっぽりと収まる
安全性の高いリュック。
(20,000円/税別)

ディート無添加、化学
薬品は使用してない
ヤマビル忌避剤。
(1,200円/税別)

ベルト取付用ストラップと消音用
マグネット付。(900円/税別)

直径１２ｍｍのビニール
パイプ付ロープを採用。
(FJ-1:9,400円/税別)
(FJ-2:10,000円/税別)
(FJ-3:10,400円/税別)

直径１６ｍｍのロープ
採用で強度アップ。
(FJ-4:18,200円/税別)
(FJ-5:20,400円/税別)

掛かり木の木廻し用。
(7,830円/税別)

丈夫で蒸れにくく、ストレッチが効い
て動きやすい作業用軽量レイン。
(O-1:11,900円/税別)
(O-2:8,800円/税別)

快適性・実用性を重視し、
幅広いシーンに対応。収
納袋付。
(7,900円/税別)

作業中の汗の蒸気を
外へ放出、ベタつき
やムレを軽減。
(31,700円/税別)

引き裂きに強い
リップストップ素材

上下セット
サイズ：
S/M/L/LL/3L/BLL/BEL
カラー：
オレンジ/イエロー/ホワイト

上下別売り
［ジャケット：オレンジ］
サイズ：
SS/S/M/L/O/XO
［パンツ：チャコール］
サイズ：
SS/S/M/L/O/XO/
BM/BL/BO
※Bサイズは太め仕様

上下セット
サイズ：
S/M/L/O/XO/XXO/
BBXO/4BXO
※BBXO、4BXOは
　ワイドサイズ
※作業向けカタログ
　外商品
カラー：オレンジ

上下セット
サイズ：
S/M/L/LL/3L
カラー：イエロー/
ロイヤルブルー/
マゼンタ

フック付　全長76㎝

上下セット
サイズ：S/M/L/LL/
３L/４L
カラー：
ネイビー/シルバー/
イエロー

上下別売り
サイズ：
S/M/L/LL/３
L/４L/５L/特寸
※特寸は
　ネイビーのみ
カラー：
ネイビー/レッド/
ターコイズ

胸・背中・腕・膝・裾に再帰反射
テープを装備した視認性の
良いレインスーツ。
(6,480円/税別)

上下別売り
［ウインドブレーカー］
サイズ：S/M/L
［ズボン］
サイズ：S/M/L

上下別売り
［ジャケット］
サイズ：S/M/L
［ズボン］
サイズ：S/M/L

上下別売り
［ジャケット］
サイズ：S/M/L/XL
［ズボン］
サイズ：S/M/L/XL

洗浄綿、ポーチ、ピンセット、ハサミ、コットン、
ガーゼ、包帯、絆創膏(大・小)、綿棒入り

上下セット
［ジャケット］
サイズ：
S/M/L/LL/3L
［パンツ］
サイズ：4L/5L
カラー：オレンジ/
イエロー/ネイビー

上下セット
サイズ：S/M/L/LL/
３L/４L/５L
カラー：
パープル/ターコイズ
/マゼンダ/ネイビー
/フラッシュグリーン
/オレンジ/ブラック/
グリーン/ブラウン/
シルバー 激しい雨の中でも的

確な作業をサポート
する機能性雨具。
(38,000円/税別)

サイズ：
XS/S/M/L
カラー：オレンジ

三層裏トリコットの東レ 
エントラントを使用。
ムレを逃してサラりと
した着心地。
(17,800円/税別) 腕の動きを楽にする立体裁断、

通気性を高めるベンチレーシ
ョン装備。

(KJ-2:4,980円/税別)

カーゴポケットを装備。
Ｓ～特寸まで豊富なサイズ
展開。

(KJ-3:3,980円/税別)

（小）カラー：ゴールド/パールピンク/パールブルー/ピンクゴールド/シルバー
（大）カラー：ゴールド/ピンクゴールド

カラー：
レッド/ブルー/イエロー/
グリーン/ブラック

Ｓ～５Ｌの豊富なサイズとカラー
バリエーション。(4,480円/税別)

耐久性、防水性、透湿性に優れEN343取得。
肩の反射パイピングと収納式フード付き。
(21,600円/税別)

高耐水性、高視認性。
脇下の通気スリットで高通気性。
撥水ジッパー、収納式つば付きフード付。
(S-22:24,800円/税別)
(S-23:17,600円/税別)

完全防水で雨と風を遮断。
耐摩擦性に優れ、ストレッチ性
のある生地で着心地快適。
(HZ-31:9,100円/税別)
(HZ-32:6,200円/税別)

GORE-TEX3層ファブリックス
の高い防水性と透湿性・防風性
で雨天時も蒸れずに快適。
(HZ-33:38,000円/税別)
(HZ-34:38,000円/税別)

東レ
エントラント素材

(1,600円/税別)



  レインウェア ※価格は全て標準価格です  獣害対策資材・その他 ※価格は全て標準価格です

TN-3 サンステラⅡゴアテックスワークスーツO-1
O-2

ストレッチレインジャケット
ストレッチレインパンツ O-7 レインスーツ

KJ-5 3810視認性レインコート KJ-1 スリーレイヤースーツ KJ-2
KJ-3

煌レインジャケット
煌レインカーゴパンツ

KJ-4 オールマインドスーツ W-16 もりの河童PRO T-9 恵雨レインジャケット

HZ-31
HZ-32

HZ-33
HZ-34

オールウェザージャケットGORE-TEX
オールウェザーズボンGORE-TEX

レインジャケット
レインズボン

S-22
S-23

レインテックウィンドブレーカー
レインテックズボン

マウントリュックユーティリティ もりのチェーンソーリュックW-5K-5

ヒル下がりのジョニー オリジナル救急セット ヒルよらんD-4D -1W-15

D-3 ポイズンリムーバー D-2 ハチノックS フロンティアーズマンベアスプレーTJ-1

TJ-2 フロンティアーズマンベアーベル B-1
B-2

森の鈴 小
森の鈴 大 HZ-12 フェリングレバー

FJ-1
FJ-2
FJ-3

12C安全帯（森林組合連合会型）
12C安全帯（森林組合連合会型）LY250
12C安全帯（森林組合連合会型）LY300

FJ-4
FJ-5

FC安全帯（林業用）FC-22-W
FC安全帯（林業用）FC-22-W-LY300

植物由来原料のヤマビル忌避剤。
長靴・合羽等衣類に直接スプレー。
(900円/税別)

世界初の片手で引くワンタッチ操作だけで、
消音・発音の切り替えが可能。
(B-1:2,100円/税別)(B-2:2,700円/税別)

エアゾールタイプの瞬間
殺蜂スプレー。携帯用。
(1,020円/税別)

対熊用スプレー。飛距離10.5m（絶対
に人に向けて使用しないでください）。
携帯用ベルトホルスター付。
(12,000円/税別)

ハチなどの毒液を吸引
する応急処置用器具。
(1,100円/税別)

チェンソーを背負う為に開発
した日本製リュック（防水加
工）。最大高さ88cm。刃カ
バー付。
(14,000円/税別)

チェンソーがすっぽりと収まる
安全性の高いリュック。
(20,000円/税別)

ディート無添加、化学
薬品は使用してない
ヤマビル忌避剤。
(1,200円/税別)

ベルト取付用ストラップと消音用
マグネット付。(900円/税別)

直径１２ｍｍのビニール
パイプ付ロープを採用。
(FJ-1:9,400円/税別)
(FJ-2:10,000円/税別)
(FJ-3:10,400円/税別)

直径１６ｍｍのロープ
採用で強度アップ。
(FJ-4:18,200円/税別)
(FJ-5:20,400円/税別)

掛かり木の木廻し用。
(7,830円/税別)

丈夫で蒸れにくく、ストレッチが効い
て動きやすい作業用軽量レイン。
(O-1:11,900円/税別)
(O-2:8,800円/税別)

快適性・実用性を重視し、
幅広いシーンに対応。収
納袋付。
(7,900円/税別)

作業中の汗の蒸気を
外へ放出、ベタつき
やムレを軽減。
(31,700円/税別)

引き裂きに強い
リップストップ素材

上下セット
サイズ：
S/M/L/LL/3L/BLL/BEL
カラー：
オレンジ/イエロー/ホワイト

上下別売り
［ジャケット：オレンジ］
サイズ：
SS/S/M/L/O/XO
［パンツ：チャコール］
サイズ：
SS/S/M/L/O/XO/
BM/BL/BO
※Bサイズは太め仕様

上下セット
サイズ：
S/M/L/O/XO/XXO/
BBXO/4BXO
※BBXO、4BXOは
　ワイドサイズ
※作業向けカタログ
　外商品
カラー：オレンジ

上下セット
サイズ：
S/M/L/LL/3L
カラー：イエロー/
ロイヤルブルー/
マゼンタ

フック付　全長76㎝

上下セット
サイズ：S/M/L/LL/
３L/４L
カラー：
ネイビー/シルバー/
イエロー

上下別売り
サイズ：
S/M/L/LL/３
L/４L/５L/特寸
※特寸は
　ネイビーのみ
カラー：
ネイビー/レッド/
ターコイズ

胸・背中・腕・膝・裾に再帰反射
テープを装備した視認性の
良いレインスーツ。
(6,480円/税別)

上下別売り
［ウインドブレーカー］
サイズ：S/M/L
［ズボン］
サイズ：S/M/L

上下別売り
［ジャケット］
サイズ：S/M/L
［ズボン］
サイズ：S/M/L

上下別売り
［ジャケット］
サイズ：S/M/L/XL
［ズボン］
サイズ：S/M/L/XL

洗浄綿、ポーチ、ピンセット、ハサミ、コットン、
ガーゼ、包帯、絆創膏(大・小)、綿棒入り

上下セット
［ジャケット］
サイズ：
S/M/L/LL/3L
［パンツ］
サイズ：4L/5L
カラー：オレンジ/
イエロー/ネイビー

上下セット
サイズ：S/M/L/LL/
３L/４L/５L
カラー：
パープル/ターコイズ
/マゼンダ/ネイビー
/フラッシュグリーン
/オレンジ/ブラック/
グリーン/ブラウン/
シルバー 激しい雨の中でも的

確な作業をサポート
する機能性雨具。
(38,000円/税別)

サイズ：
XS/S/M/L
カラー：オレンジ

三層裏トリコットの東レ 
エントラントを使用。
ムレを逃してサラりと
した着心地。
(17,800円/税別) 腕の動きを楽にする立体裁断、

通気性を高めるベンチレーシ
ョン装備。

(KJ-2:4,980円/税別)

カーゴポケットを装備。
Ｓ～特寸まで豊富なサイズ
展開。

(KJ-3:3,980円/税別)

（小）カラー：ゴールド/パールピンク/パールブルー/ピンクゴールド/シルバー
（大）カラー：ゴールド/ピンクゴールド

カラー：
レッド/ブルー/イエロー/
グリーン/ブラック

Ｓ～５Ｌの豊富なサイズとカラー
バリエーション。(4,480円/税別)

耐久性、防水性、透湿性に優れEN343取得。
肩の反射パイピングと収納式フード付き。
(21,600円/税別)

高耐水性、高視認性。
脇下の通気スリットで高通気性。
撥水ジッパー、収納式つば付きフード付。
(S-22:24,800円/税別)
(S-23:17,600円/税別)

完全防水で雨と風を遮断。
耐摩擦性に優れ、ストレッチ性
のある生地で着心地快適。
(HZ-31:9,100円/税別)
(HZ-32:6,200円/税別)

GORE-TEX3層ファブリックス
の高い防水性と透湿性・防風性
で雨天時も蒸れずに快適。
(HZ-33:38,000円/税別)
(HZ-34:38,000円/税別)

東レ
エントラント素材

(1,600円/税別)



2016年度
ミス日本みどりの女神 飯塚 帆南

平成28年度
安全対策商品カタログ

【商品の出荷】
商品の梱包・発送は、メーカー（全15社）ごとに行なわれ、別途送料がかかることがあります。商品は、ご指定の住所
へ直送となりますが、個人宅への発送はできかねます。

【出荷遅延】
特に注文が殺到する春～夏にかけて、在庫状況により出荷が遅れることもありますので、あらかじめご了承下さい。

【初期不良に伴う交換】
初期不良につきましては、注文先の森林組合又は森林組合連合会へご連絡の後、商品を指定の宛先へ返送下さい。なお、
不良品交換は使用前の商品（箱やタグ等も初期状態のもの）に限らせていただきます。

【お客様都合によるサイズ交換・返品】
サイズが合わない場合等お客様都合による交換・返品は、メーカーごとに対応が異なりますので、注文先の森林組合又は
森林組合連合会までお問合せ下さい。交換・返品についても、使用前の商品のみ対象です。

【価格の改定】
欧州等からの輸入商品も多いため、為替相場等の大幅な変動により、年度途中に価格改定となる可能性がございます。
あらかじめご了承下さい。

【注文・お問合せ】
商品のご注文ならびに販売価格・送料等に関するお問合せにつきましては、最寄りの森林組合または森林組合連合会まで
お願い致します。ご注文の際は、あらかじめサイズ表をご確認の上、数量・サイズ・カラー等をご指定下さい。

【ロゴマーク・記号対応表】

本カタログは、林業の現場で働く現場技能者の方々を対象に、林業の現場で役立つ安全用品等をご案内するものです。
平成28年度林野庁補助事業「緑の雇用」現場技能者育成推進事業の公示によれば、林業経験のない方が基本的な技術
を習得する一助となるよう、以下の用品の購入に対して助成されます。緑の研修生向けに、「安全向上対策費」と「資材費」
の対象となる安全用品等を色分けして表示しています。

林業事業体等が研修等に使用する最先端の安全装備等安全向上対策費
対象商品 防護ズボン／防護ブーツ

林業事業体等が研修等に使用する林業用の機械用具等
資材費対象商品 サスペンダー／足 袋・ブーツ・キャハン／ジャケット／手 袋／チャップス・

刈払機用ズボン／ヘルメット／衣類／獣害対策資材／レインウェア／その他

本カタログの掲載商品は、15社のメーカーおよび代理店の取り扱い品目からおすすめ商品をピックアップしています。
メーカー（代理店）とアルファベット記号は以下のように対応しています（掲載順）。

オーダー方法と留意点

【ＰF】 ファナージャパン

【Ｔ】 田島山業（株）シッププロテクション代理店 【Ｍ】（株）マックス

【Ｗ】（株）ウッドランド

【Ｏ】 オンヨネ（株） 【TN】 田中産業（株） 【Ｄ】 大同商事（株） 【ＴＪ】（株）トウキョウジュウホウ

【Ｂ】（株）東京ベル製作所 【FJ】藤井電工（株） 【ＫＪ】（株）カジメイク

【Ｋ】（株）光 和

【Y】 （株）やまびこ【Ｓ】（株）スチール

【ＨＺ】 ハスクバーナ・ゼノア（株）


