


カラー：ブラック/レッド
サイズ：XS/S/M/L/XL
股　下：78/82 
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視認性・ストレッチ素材の
動き易さ・快適性・強化し
た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
こだわった最上級のNEW
デザインモデル。
(38,500円）

サイズ：46/50/54/58/62

※価格は全て標準価格（税別）
※サイズ・アイコンについては１６～１８ページの表を参照

※価格は全て標準価格（税別）
※サイズ・アイコンについては１６～１８ページの表を参照

サイズ：46/50/54/58/62 サイズ：46/50/54/58/62

視認性・快適性・耐久性が
あり、動き易さを徹底的
に追求した立体裁断と4
方向伸縮素材を使用した
NEWデザイン。
(28,380円）

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。
※XXL以上及び股下87cmは
価格+15％
（36,852円）

カラー：レッド/グレー
サイズ：XS/S/M/L/XL/
　　　XXL/3XL
股　下：75/80/87

後部、腰部に蛍光オレンジ
色を取り入れ視認性を
向上させたNEWデザイン。
膝下に耐久性素材の高い
丈夫な素材を使用。
(19,800円）

蛍光オレンジ色と左足太
ももに反射ロゴを取り入
れ視認性を向上させた
NEWデザイン。
(14,000円）

サイズ:44/46/48/50/52/
          54/56/58/60/62

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。
※XXL以上及び股下87cmは
価格+15％
（35,000円）

カラー：レッド/グレー
サイズ：XS/S/M/L/XL/
　　　 XXL/3XL
股   下:75/80/87

質量1.3kg。軽量高通気
切断防止素材採用。脚部
裏側に通気調整ジッパー
付き。反射材も多数使用。
（41,600円）

サイズ:48/52/56

質量1.4kg。通気性、防水
性、貫通防止性を高めた
ズボン。
（24,800円）

サイズ:46/48/50/52/
         54/56

質量1.1kg。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）

サイズ：
42/44/46/48/50/52/54/56

質量0.99ｋg。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）

サイズ:48/52/56

質量1.4kg。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）

サイズ：
44/46/48/50/52/54/56

質量1.3kg。履き心地の
良いズボン。多数のポケ
ット付。
（16,000円）

サイズ：
44/46/48/50/52/54/56

HZ-０1 HZ-02

PF-01

HZ-03

HZ-04 PF-02

S-01 S-02 S-03

S-04 S-05 S-06

プロテクティブズボンテクニカルエクストリームⅡ プロテクティブズボンテクニカルⅡ

チェンソープロテクション アーボリストパンツ

プロテクティブズボンファンクショナルⅡ

プロテクティブズボンクラシックⅡ チェンソープロテクション ベンチレーションパンツ

アドバンスX-フレックスズボン アドバンスX-ライトズボン ダイナミックズボン

ダイナミックベントズボン ファンクションエルゴズボン エコノミープラスズボン

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）

サイズ：M/L/LL

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）

サイズ：M/L/LL

Mサイズ股下74cmで
1kgの軽量。メッシュ換
気と快適さを追求した
モデル。
（33,500円）

カラー：レッド/グレー
サイズ：XS/S/M/L/XL
股　下：74/78/82 

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）

落ち着いた色のフォレス
トグリーンのお求めやすい
価格の防護ズボン。
(14,900円）

「林業女子」向けにデザイ
ン、サイズ規格された「ク
ラス１」適合モデルです。
＊ＭＴ５９２/サスペンダー付き
（26,000円）

膝・裾部に補強生地。膝裏
にはベンチレーション機能。
ストレッチ生地使用で快適
な着心地感があります。
（24,000円）

サイズ：Ｍ/Ｌ/ＬＬ

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
高い安全性を確保します。
＊ＭＴ５９２/サスペンダー付き
（27,000円）

K-01 K-02

T-02 T-03

T-04

T-01

M-01 M-02

M-03 M-04 M-05

チェーンソープロテクターネクストワン チェーンソープロテクターパンツタイプ

イノベーションチェーンソー防護ズボン シェルパチェーンソー防護ズボン

エコチェーンソー防護ズボン

ダブルAIRイノベーションチェーンソー防護ズボン

Mr.FOREST防護ズボン MissFOREST防護ズボン

リンタロウ防護ズボン マッククール防護ズボン シンタロウ防護ズボン

チェーンソー防護ズボン チェーンソー防護ズボン

高視認性、耐久性、伸縮性
を兼ね備えたアウター素
材。防水膝当て。従来の3倍
のベンチレーションで涼し
さ倍増。5月中旬発売予定。
(38,000円）

カラー：オレンジ
サイズ：XS/S/M/L/XL
股　下： 76/82

サイズ：Ｍ/Ｌ/ＬＬサイズ：XS/S/M/L/XL
股　下：70(XS・S) 74(M・L・XL)

サイズ：Ｍ/Ｌ

防暑対応モデルで後ろ側
には通気性、吸放湿性に
優れた生地を使用し、夏
でも快適な作業をサポ
ートします。
（22,000円）

サイズ：Ｍ/Ｌ/ＬＬ

軽くて耐久性に優れた生
地を使用し、膝部裏側には
高通気性生地を使用、山
の作業を快適にサポート
します。
（18,000円）

サイズ：Ｍ/Ｌ/ＬＬ

日本企画による軽量・暑さ
対策を重点ポイントに置
いた防護ズボン。サイズ
も日本人体型に合わせ、
柔らかい素材で作業効率
向上します。
平成29年5月中旬発売予定。
（24,800円）

カラー：レッド
サイズ：M/L

WA-01杣(ＳＯＭＡ)防護ズボン　











HZ-12 HZ-13

HZ-15

S-14 S-15 S-16

S-17 S-18 S-19

M-10 M-11 H-05

HZ-14

HZ-16 HZ-17

HZ-18 T-09

T-11 T-12

T-08

※価格は全て標準価格（税別）
※サイズ・アイコンについては１６～１８ページの表を参照

※価格は全て標準価格（税別）
※サイズ・アイコンについては１６～１８ページの表を参照林業用ジャケット 林業用ジャケット

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。デザ
インを一新させたハ
スクバーナ最上級モ
デル。(32,000円）

サイズ：S/M/L/XL/XXL

フォレストジャケットテクニカルエクストリームⅡ ハイビズジャケットテクニカル

フォレストジャケットテクニカルⅡ

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
レベルのクラス3適
合した高視認性ジャ
ケット。
(30,000円）

サイズ：S/M/L

4方向伸縮素材と更
なる動きやすさを追
及させた立体裁断の
NEWデザイン。
(19,000円）

サイズ：S/M/L/XL/XXL

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）

サイズ：S/M/L

アドバンスX-シェルジャケット アドバンスX-ベントジャケット ダイナミックジャケット

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）

サイズ：S/M/L/XL

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）

サイズ：S/M/L/XL

両腕から胸部まで
ソープロテクション
入りジャケット。
(29,800円）

サイズ：S/M/L/XL

プロテクティブジャケットテクニカル

B&Tジャケットテクニカル フォレストジャケットファンクショナルⅡ

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）

サイズ：S/M/L/XL

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
と着心地両立。ポケッ
ト位置を変更して使用
向上させたNEWデザ
イン。(14,800円）

サイズ：S/M/L/XL/XXL

視認性の良いオレン
ジ色と反射ロゴ採用。
ポケット位置を変更
して使用向上させた
NEWデザイン。
(9,800円）

サイズ：S/M/L/XL/XXL

フォレストジャケットクラシックⅡ イノベーションワーキングジャケット

シェルパワーキングジャケットHI-VIS

軽量快適で耐久性に
優れ撥水・防汚加工。
脇下・背中に換気ス
リット。肩の反射材
パイピング。
(22,900円）

サイズ：XS/S/M/L/XL

ダイナミックベントジャケット ファンクションエルゴジャケット エコノミープラスジャケット

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）

サイズ：XS/S/M/L

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）

サイズ：S/M/L

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）

サイズ：S/M/L

Mr.FORESTジャケット ＭissFORESTジャケット リンタロウジャケット

「林業女子」向けに
デザイン、サイズ
規格された通気性、
ストレッチ性、撥水性
に優れたジャケット。
      (21,000円）

サイズ：M/L

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）

サイズ：M/L/LL

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）

サイズ：M/L/LL

マッククールブルゾン シンタロウブルゾン フリーフィールド

軽さと高通気性を
持った生地を使用。
背面両サイドにス
リット機能を付けた、
暑さにも対応した
モデルです。
       (12,000円）

サイズ：M/L/LL

スイスシェラー社
の生地を使用し、
視認性、動き易さ、
無駄のないシルエ
ット、スリムなデザ
イン。
(25,000円）

サイズ：M/L/XL

高通気機能を持っ
た生地を使用した、
防暑対応のブルゾ
ンです。
      (14,000円）

サイズ：M/L/LL

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・
防汚れ加工。肩の反
射材パイピング。
(20,200円）

サイズ：XS/S/M/L/XL

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・防汚れ加工。肩
の反射材パイピング。
(16,300円）

サイズ：XS/S/M/L/XL

シェルパワーキングジャケット エコワーキングジャケット

ダブルAIRイノベーションワーキングジャケット

視認性の優れた
オレンジを採用し
た、SIP伝統的な
デザインのお求め
やすいジャケット。
　　　(8,300円）

サイズ：XS/S/M/L/XL

軽量快適で耐久性に
優れ撥水・防汚加工。
高視認性カラー、肩
の反射材パイピング、
腰回りの反射材テ
ープ。
(25,000円）

サイズ：XS/S/M/L/XL
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必要な時に素早く出せる
保護帽取付型ホルダー。

［W-16］
本体カラー：ホワイト
ひさし:グレー

［W-17］
カラー：グレー

12

ヘルメット

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）。(23,100円）

サイズ：23/24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/28 サイズ：24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/２８/２９/３０
       　２９．０（１００円ｕp） ３０．０（２００円up)

サイズ：24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/２８/２９/３０
         ２９.0（１００円up） ３０.0（２００円up)　

完全防水、防風、透湿性に優れ鉄製トゥカップ入り
ブーツ。インナーは衝撃吸収力があり長時間履い
ても疲れにくい。(14,500円）

サイズ：24/25/25.5/26/
          26.5/27.5/28/29

K-06 マウントブーツNスパイク HZ-29 ブーツテクニカル W-05 甲ガード付安全スパイク地下たび(8-K) W-06 ガード付スパイク地下たび(8-G)

11

足袋・安全靴・キャハン

WA-05 杣(ＳＯＭＡ)安全ガードレガース

超軽量のレガース。ベルクロタイプで脱
着も簡単。平成29年5月中旬発売予定。
(2,800円）

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）

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(8,500円）

サイズ：フリー

鉄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）

サイズ：24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/２８

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）

サイズ：24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/２８

鉄先芯入り先丸タイプのマジック式
安全シューズ。(6,000円）

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。(15,000円）

W-11 安全スパイクシューズ山彦

W-10 股付安全スパイクシューズ807W-09 甲ガード付山林スパイクシューズ(RV201G)

W-13 スパイクジョブ（ガード付シューズ）

サイズ：24.5/25/25.5/26/26.5/27/２８/２９/３０
            ２９．０（１００円up） ３０．０（２００円up)

サイズ：M(24.5～25.0) L(25.5～26.0)
         LL(26.5～27.0) XL(27.5～28.0)

サイズ：25/26/27/２８

樹脂先芯入りで長靴より超軽量。優れたクッショ
ン性の撥水加工シューズ。(7,800円）

カラー:ブラック
サイズ：24.5/25/25.5/26/26.5/27/２８

特殊樹脂先芯で軽量。ヒモ靴なのにスリッポン
で履きやすい安全靴。(5,400円）

W-07 スパイクタフマンプロ W-08 マジカルスパイク＃９００

W-14 マンダムセーフティーライト＃７４７W-12 マンダムセーフティーＨｉｇｈ＃３７０

鉄先芯入りで足元を
保護。耐滑スパイクソ
ールの防水ブーツ。
(10,000円）

甲部プロテクトを入れた
鉄製先芯入り安全スパイ

クブーツ。
平成29年6月1日発売予定。

(16,000円）

サイズ：24/25/26/27/２８/２９
           ２９．０（１００円up）

カラー：レッド/グレー　サイズ：フリー

ファスナーとバンドで簡単に装着可能。
※ブーツは付属しません。(7,593円）

PF-15 ゲーターズ　脚 絆W-15 S Sキャハン

ステンレス板入りすねガード。(4,200円）

サイズ：中（Ｍ）・大（Ｌ）・特大（ＬＬ）

W-16 ヘルメッシュⅣセット（専用イヤーマフ付）
W-17 ホイッスルホルダー

大きな通気孔＋収納式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-16:17,650円 W-17:1,300円)

Y-08 作業ヘルメット（共立）
Y-09 作業ヘルメット（新ダイワ）

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。

あごひも付。
　　　　　　　　　　　　　　      (7,000円)

W-18 森林オリジナルヘルメットセット

S-27 ヘルメットアドバンス
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。
(12,800円）

S-28 ヘルメットエキスパート
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。
(10,200円）

PF-16 プロトスフォレストヘルメット
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。
(30,370円）

メインカラー：レッド/イエロー/ホワイト/ブルー/オレンジ/グリーン
サブカラー：イエロー/グレー/単色

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。

(14,100円）

OA-14 高性能ヘルメット
20ヵ所の通気孔。「プル・プッシュ」
システム付で頭にフィット。アゴ紐付。
　　　　　　　　　　(10,100円）

HZ-31 フォレストヘルメットファンクショナル
明瞭な視界を保つために光の遮断を少なくした
新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。
(10,500円）

HZ-30 ヘルメットテクニカルH300
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。

(18,500円）

サイズ：２３/24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/28/２９/３０
          ２９．０（１００円up） ３０．０（２００円up)

サイズ：フリー

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。
(15,800円）

M-27 丸のこ刃・笹刈刃対応「ハイボーグ」
サイズ：フリー

軽量と柔らかさと防水、そして特殊繊維製
防護材が特徴。平成29年5月中旬発売

予定。(5,800円）

WA-04 杣(ＳＯＭＡ)チェンソー防護用安全ガード脚絆

※価格は全て標準価格（税別） ※価格は全て標準価格（税別）

商品番号 

W-16

W-18

Y-08

Y-09

PF-16

S-27

S-28

HZ-30

HZ-31

OA-14

飛来・
落下物用

墜落時
保護用





全森連販売課では、国産材の木製品を販売
しております。
記念品など様々な用途で利用されております。
ひと味違ったプレゼントにいかがでしょうか？

連絡先：全国森林組合連合会販売課 TEL:03-3294-9715
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レインウェア

衣　類 衣　類

レインウェア

KJ-01 スリーレイヤースーツ

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）

カラー：ネイビー/シルバー/イエロー
サイズ：S/M/L/LL/3L/4L

KJ-02 煌レインジャケット
KJ-03 煌レインカーゴパンツ

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。
カーゴポケットを装備。
Ｓ～特寸まで豊富な
サイズ展開。
ジャケット(4,980円）
パンツ(3,980円）

カラー：ネイビー/レッド/ターコイズ
サイズ：S/M/L/LL/3L/4L/5L/特寸

※特寸はネイビーのみ

T-17 プログレスクライミングパンツ

裂け止加工や撥水・防汚
機能付き、森林調査、山作
業にも最適。股下８５ｃｍ
裾上げ別料金にて可能。
             (25,600円）

サイズ：XS/S/M/L/XL
股下85cm

O-04 ドライアップ丸首Tシャツ

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

カラー：ブラック/ホワイト/ネイビー
サイズ：

SS/S/M/L/O/XO/XXO
各種プリント加工
対応※別途見積

各種プリント加工
対応※別途見積

各種プリント加工
対応※別途見積

O-05 ドライアップ丸首長袖Tシャツ

汗を素早く吸収発散。抗菌消臭。JForestマーク入り。
             (3,600円）

カラー：ブラック/ホワイト
サイズ：

SS/S/M/L/O/XO/XXO

O-07 ゲイターセット

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）

カラー：ボーダー/ジグザグ/ボタニカル/迷彩/
       オーバルプリント/オレンジ/ブラック/ 
       カーキ/ネイビー

丈夫なリップ
ストップ素材

引き裂きに強い
リップストップ素材

動きやすい
ストレッチ素材

O-06 ショルダーポロ

汗を素早く吸収
発散。抗菌消臭。
     JFo rest
       マーク入り。
     (4,200円）

カラー：ブラック/ホワイト/ネイビー
サイズ：

SS/S/M/L/O/XO/XXO

W-19 もりの河童PRO

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。
ＪＦｏｒｅｓｔオリ
ジナルレインウ
エア。
(38,000円）

カラー：オレンジ/イエロー/ネイビー
サイズ：Ｓ/Ｍ/Ｌ/ＬＬ/３Ｌ/4L/5L

H-08 光 牙（コウガ）

林業の動作解析をして、視認
性、動き易さを追求した。
(23,148円）

ジャケット：ターコイズ×イエロー
ズボン：グレー
サイズ：Ｓ/Ｍ/Ｌ/O

KJ-04 3810視認性レインスーツ

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）

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

TN-01 サンステラⅡゴアテックスワークスーツ

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）

カラー：ロイヤルブルー/マゼンタ/イエロー
サイズ：S/M/L/LL/3L

KJ-05 オールマインドスーツ

Ｓ～５Ｌの豊富な
サイズとカラー
バリエーション。
(4,480円）

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
　　 サイズ：S/M/L/LL/3L/4L/5L

S-29 レインテックレインウェアウィンドブレーカー
S-30 レインテックレインウェアズボン

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。
ジャケット(24,800円）

高耐水性で耐貫通素
材採用。防護服の上か
らでも履きやすいジッ
パー付。通気用ジッパ
ーも装備。
パンツ(17,600円）

サイズ共通：48(S)/52(M)/56(L)

T-15 恵雨レインジャケット
T-16 恵雨レインズボン

耐久、防水、透湿性に
優れ風をも遮断。
収納式フード付き。
ロングジッパーでブー
ツ脱がずに着用可能。
ジャケット(21,600円）
パ ン ツ (12,900円）

ジャケットサイズ：XS/S/M/L
ズボンサイズ：S/M/L

HZ-34 レインジャケット
HZ-35 レインズボン

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。
ジャケット(9,100円）
パンツ(6,200円）

サイズ上下共通：S/M/L

HZ-32 オールウェザージャケットGORE-TEX
HZ-33 オールウェザーズボンGORE-TEX

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。
ジャケット(38,000円）
パ ン ツ (38,000円）

サイズ上下共通：S/M/L/XL

PF-17 アトラスSympaTexレインジャケット
PF-18 アトラスSympaTexレインパンツ

SympaTex素材で、
高い耐水性、防水性、
透湿性を有するレイン
ジャケット。40,000
ミリ対応の防水ジッパ
ーが100％完全防水
で雨天時も快適。
ジャケット(26,389円）
SympaTex素材で、雨
量40,000ミリ対応の
完全防水パンツ。ひざ下
のジッパーで靴を履い
たままパンツを着脱可。
(23,148円）

サイズ：上下共通：XS/S/M/L/XL
カラー：アトラスブラック/ブライトグリーン

MO-03 レインワーカージャケット
MO-04 レインワーカーパンツ

機能性とコストパフォーマ
ンスを高い次元で両立した
レインウェア。
（素材）ドライテック®3レ
イヤー表：50デニール・バリ
スティック®ナイロンタフタ
（重量）ジャケット414ｇ
　　　パンツ237ｇ
　　　スタッフバッグ付き
ジャケット(13,400円）
パンツ(7,000円）

ジャケットサイズ：XS/S/M/L/XL パンツサイズ：XS/S/M/L/XL
ジャケットカラー：フレッシュグリーン/プライマリーブルー/バーミリオンオレンジ
パンツカラー：ブラウンオリーブ/ネイビー/オレンジレッド

O-01 ストレッチレインジャケット
O-02 ストレッチレインパンツ

丈夫で蒸れにくく、
ストレッチが効いてて
動きやすい作業用
軽量レイン。
パンツにはウェストの
大きいB体をセット。
丈夫なリップストップ
素材。動きやすいスト
レッチ素材。
ジャケット(11,900円）
パ ン ツ (8,800円）

【ジャケットサイズ】
SS/S/M/L/O/XO
【パンツサイズ】

SS/S/M/L/O/XO/BM/BL/BO

TN-02 ウィンドストッパーインナーウェア

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）

サイズ：S/M/L/LL/3L/4L

TN-03 サンステラソックス(2足1セット)

立作業や屋外で長
時間足を酷使され
る方に最適。
    (5,000円）

O-03 レインスーツ

背中のベンチレー
ションにより快適に、
収納式フードとダブ
ル前立で雨を防ぐ、
リーズナブルで実用
的なレインウェア。
収納袋付。引き裂き
に強いリップストップ
素材。
    (7,900円）

サイズ：S/M/L/O/XO/XXO/BBXXO/4BXXO

MO-05 フィールドレインジャケット
MO-06 フィールドレインパンツ

ゴアテックス®ファブリクス
を採用し機能性と耐久性
を追求した野外作業に最
適なレインウェア。（素材）
ゴアテックス®ファブリクス
3レイヤー表：７０デニール・
アンチグリース・バリスティ
ック®ナイロンタフタ
（重量）ジャケット438ｇパン
ツ249ｇスタッフバッグ付き。
ジャケット(23,500円）
パンツ(12,800円）

ジャケットサイズ：XS/S/M/L/XL　パンツサイズ：XS/S/M/L/XL
ジャケットカラー：オリーブ/プライマリーブルー/レッドブリック
パンツカラー：チャコールグレー

防虫対策商品

※価格は全て標準価格（税別） ※価格は全て標準価格（税別）

※価格は全て標準価格（税別） ※価格は全て標準価格（税別）

素敵な森の贈り物














