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ハンズドライ

ナックルガード

サーモレックス

ガンカット

反射材

WASHABLE

シンサレート

独自中抜け防止

透湿防水フィルム

フィンガーロール

立体縫製

エンボス加工

吸汗・速乾性に優れ、清涼感のある機能素材。汗を素早く吸収させ拡散させるため、不愉快なベタベタ感
がなくいつも快適性を保ちます。

●ハ ン ズ ド ラ イ／

軽量で、優れた「造温・蓄熱・保温」機能を有し、快適な「蓄熱・保温環境」を実現した画期的な防寒用裏地です。●サ ー モレックス／

視認性に優れた高輝度反射材。危険の多い夜間でも安全な活動が行えます。●反 射 材／

繊維の間に大量の空気を閉じ込め保温性を高めた高機能中綿素材。薄く、軽くても優れた保温性を発揮します。●シ ン サ レ ー ト／

水の侵入を防ぐ防水性。汗による水蒸気を発散させ、ムレにくくする透湿性。この二つの快適性能を備えた素材。●透湿防水フィルム／

手を握った時に出来る、指、手の平のシワを解消するため、手の形状に合わせて素材を裁断・縫製。より
自然なグリップ感で手の動きに合わせてスムーズに対応します。

●立 体 縫 製 ／

衝撃吸収材入り保護パッドで、広範囲で両手の拳をしっかり堅固しています。●ナックルガ ード ／

手の平に縫い目を無くした縫製。長時間の作業にも疲れが軽減されます。縫い目が無いため糸切れが発生
せず耐久性もアップされます。

●ガ ン カ ッ ト／

水濡れOK!ウォッシャブルタイプ。洗濯可能で何度でも洗えます。●W A S H A B L E／

今までインナーの中抜けで困惑していた問題を、当社独自の発想で透湿防水フィルムとインナー綿布を
部分的に貼り付けし、脱げにくく改良しました。

●独自中抜け防止／

指先に縫い目がなく、指先からツメ上部にアテを巻き付け、最も傷みやすい指先を補強し、安全性・耐久性
を高めました。

●フィンガーロール／

布繊維を裏から浮き彫りに「凸型」にした加工法を用い、滑り止め効果やベタつきを抑える効果があります。●エ ン ボ ス 加 工／

12 functions

ケブラー®/ノーメックス®のWニット

難燃加工皮

ファンクション説明

羊皮

合成皮革

牛皮

人工皮革

チタンレザー

NX3000

耐炎加工皮 難燃加工皮 鹿皮

クロロプレン

12 materials

ケブラー®/
綿のWニット

「ケブラー®及びノ―メックス®は米国デュポン社の登録商標です。」

耐切創性・耐熱性・耐炎性に優れた強力繊維。
接炎しても延炎せず、肌に付着しないため
強く守ります。

皮の中に収縮を和らげる特殊な粒子を配合。
耐炎加工皮に比べ、更に縮みにくくなってい
ます。（当社比）

ケブラー®/綿のWニット

Functions

ケブラー® /
ノーメックス®のWニット



磨き抜かれたその手には、
プロフェッショナルの
輝きが相応しい。

■ 02
■ 03
■ 10
■ 10
■ 11
■ 12
■ 13
■ 14

女性隊員向け「SS」サイズ

災害救助手袋

水難救助

防寒手袋

救助技術大会

ロープ降下

訓練・一般作業　皮手袋

一般作業　合成皮革手袋

■ 15
■ 16
■ 17
■ 20
■ 21
■ 21
■ 22

一般作業　人工皮革手袋

消防団

自衛隊

射撃用／パイロット

警察用

儀礼用

ソックス

CONTENTS

WHITE

NEWGRAY

総務省消防庁より通達され、国際規格ISO11999を基にした、消防装備品（防火服・活動靴・手袋・ヘル

メット）の統一基準。耐熱性、耐炎性等の熱や炎に対する防護性能や引裂抵抗、耐摩耗性を重視し、より安全

に消火活動を行うため、厳しい基準をクリアした、ハイクオリティグローブ。

一般社団法人日本消防服装・装備協会は、防火服等の品質を確保するため技術上の

基準をＩＳＯ規格、個人防火装備のガイドライン等に準じて自主基準を策定し、これに

基づき自主管理を行うこととしています。この自主管理を希望した製品については、

防火服等に関する学識経験を有する者、消防機関の関係者等からなる防火服等自

主管理委員会が審査し認定された製品にのみ認定マークを付することができます。

種別A認定商品一般社団法人
日本消防・装備協会

2017年消防ガイドライン対応手袋とは？

楽天
ヤフー

Amazon  

http://www.rakuten.co.jp/prohands/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/prohands/
https://www.amazon.co.jp/s?me=A3BJFZFU0CNCOH&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

Amazonはこちらから

KC-275

NAVY
ORANGE

商品についての詳細は ページまで03

女性向け

SS
サイズあり

KC-272

NAVY
ORANGE

商品についての詳細は ページまで04

女性向け

SS
サイズあり

KO-212

ORANGE

商品についての詳細は ページまで06

女性向け

SS
サイズあり

JK-613

NAVY

商品についての詳細は ページまで09

女性向け

SS
サイズあり

CW-021

商品についての詳細は ページまで11

女性向け

SS
サイズあり

PU-625

ORANGE

商品についての詳細は ページまで14

女性向け

SS
サイズあり

JH-620

商品についての詳細は ページまで15

女性向け

SS
サイズあり

制電 LINER OD

商品についての詳細は ページまで19

CB-124

商品についての詳細は ページまで21

BLACK

女性向け

S
サイズあり

女性向け

S
サイズあり

厳選された素材と高度な技術で、困難な作業を要求される現場での活躍を約束。
安全性と機能を追求し、様々なシーンに対応する特殊用途の手段「   　　　　　」。

消防手袋 刺繍ネーム入れます。
3文字まで500円で承ります。（4文字以上は応相談）1双より承ります。※刺繍対象外の商品あり

詳しくはお問い合わせ下さい。

2017年 消防ガイドライン対応 2017年 消防ガイドライン対応

楽天市場、ヤフーショッピング、
Amazonにて好評発売中。

ネット限定のセールや限定商品も多数。
今すぐクリック！

女性隊員向け「SS」サイズSSサイズ対応で女性隊員の活躍を約束
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災害救助のスペシャリストが選ぶ新機能を
備えた最高級モデルが登場。

KC-275

●素　　材：ケブラー®繊維 / ノーメックス®繊維のWニット
●インナー：透湿防水フィルム・綿布　●手の平補強：耐炎加工皮0.7～0.8mm　

￥6,600（税込） ■ カラー NAVY／ORANGE

NAVY

ORANGE

災害救助手袋　長袖 災害救助手袋　長袖2017年 消防ガイドライン対応モデル火災出動・災害救助・事故救助災害救助手袋　長袖 災害救助手袋　長袖2017年 消防ガイドライン対応モデル2017年 消防ガイドライン対応モデル

商品番号
NV

OR ／ ／／ ／S:8290 M:8291 L:8292 LL:8293 3L:8294

／ ／／ ／S:8284

／SS:8289

／SS:8283 M:8285 L:8286 LL:8287 3L:8288

指先補強立体縫製 ガンカット

独自中抜け防止 フィンガーロール

立体縫製

ネイルガード

ガンカット指先補強 透湿防水フィルム透湿防水フィルム

BLACK

全面オールレザー仕様で、手の全面を保護する
ガイドライン対応の最上級モデル。

耐炎加工皮で補強した防水仕様の
ガイドライン対応モデル。

独自の皮製造と縫製で驚異の
柔らかさで登場

透湿防水フィルム

商品番号 ／ ／／ ／S:2525 M:2526 L:2527 LL:2528 3L:2529

NAVY

女性向け

SS
サイズあり

女性向け

SS
サイズあり

商品番号
NV

OR ／ ／／／ ／SS:2519 S:2520 M:2521 L:2522 LL:2523 3L:2524

／ ／／／ ／SS:2518 S:2513 M:2514 L:2515 LL:2516 3L:2517
ORANGE

近日発売

独自中抜け防止対策済み

独自中抜け防止対策済み

フィンガーロール
縫い目がなく作業性・
耐久性もアップ

ダブルサイドガード
指の側面・股部も補強

ナックルガード
衝撃吸収パッド

フィンガーロール

タッチパネル対応
皮製
親指・人差し指のみ

裏出しで
スベリ止め対策

裏出しで
スベリ止め対策

ケブラー® / ノーメックス®のWニット × 耐炎加工皮

「ケブラー®及びノ―メックス®は米国デュポン社の登録商標です。」 「ケブラー®及びノ―メックス®は米国デュポン社の登録商標です。」

手の甲部分まで
完全補強

CBK-273

●素　　材：難燃加工皮0.9～1.0mm
●インナー：ケブラー®繊維 / 綿のWニット・透湿防水フィルム

￥9,020（税込） ■ カラー BLACK

立体縫製 ガンカット

難燃加工皮 × ケブラー® / 綿Wニット

KC-272

●素　　材：ケブラー®繊維 / ノーメックス®繊維のWニット
●インナー：透湿防水フィルム・綿布　●手の平補強：耐炎加工皮0.7～0.8mm

￥6,270（税込） ■ カラー NAVY／ORANGE

ケブラー® / ノーメックス®のWニット × 耐炎加工皮

認証番号 G1904

認証番号 G1806
ナックルガード

ネイルガード
ツメ上部を補強



ORANGE

KC-235T

タッチパネル
対応モデル
近日発売予定！

熱水防御&防水の最強タッグが実現。

NAVY

商品番号 ／ ／／ ／S:2599 M:2578 L:2579 LL:2580 3L:2600

商品番号 ／ ／／ ／S:2805 M:2683 L:2684 LL:2685 3L:2806

指先補強立体縫製 ガンカット

災害救助手袋　長袖 災害救助手袋　長袖2011年 消防ガイドライン対応モデル

ORANGE

甲部にプロテクターを装備した
スタンダードモデル。

立体縫製 指先補強 ガンカット

商品番号 ／ ／／ ／ ／SS:2667 S:2647 M:2601 L:2602 LL:2603 3L:2648    

商品番号 ／ ／／ ／ ／SS:2829 S:2649 M:2604 L:2605 LL:2606 3L:2650

甲部にプロテクターを装備した
スタンダードモデル。

手の甲からの炎・熱水を防御。
消火活動中の火傷を防ぐ
プロテクションモデル。

KCA-235

●素　　材：ケブラー®繊維 / ノーメックス®繊維のWニット
●手 の  甲：耐炎撥水ニット　●手の平補強：耐炎加工皮0.7～0.8mm

￥5,830（税込） ■ カラー NAVY

ケブラー® / ノーメックス®のWニット × 耐炎加工皮

NAVY

NAVY

フィンガーロール

反 射 材

立体縫製反射材 指先補強 ガンカット

商品番号
NV

OR ／ ／M:2686 L:2687 LL:2688

／ ／M:2689 L:2690 LL:2691

KCA-271

●素　　材：ケブラー®繊維 / ノーメックス®繊維のWニット
●インナー：透湿防水フィルム／発熱ポリエステル　●手の甲：耐炎撥水ニット
●手の平補強：耐炎加工皮0.7～0.8mm

￥6,160（税込） ■ カラー NAVY／ORANGE

ケブラー® / ノーメックス®のWニット × 耐炎加工皮

立体縫製透湿防水フィルム 指先補強 ガンカット 耐炎撥水ニット 耐炎撥水ニット

ネイルガード

熱水防御のスタンダードモデル。

NAVY

KCA-335

●素　　材：ケブラー®繊維 / ノーメックス®繊維のWニット
●手の甲：耐炎撥水ニット
●手の平補強：耐炎加工皮0.7～0.8mm

￥4,620（税込） ■ カラー NAVY

ケブラー® / ノーメックス®のWニット × 耐炎加工皮

女性向け

SS
サイズあり

KO-212

●素　　材：ケブラー®繊維 / ノーメックス®繊維のWニット
●手の平補強：牛皮0.7～0.8mm

￥3,740（税込） ■ カラー ORANGE

ケブラー® / ノーメックス®のWニット × 牛皮

立体縫製 指先補強 ガンカット

KN-213

●素　　材：ケブラー®繊維 / ノーメックス®繊維のWニット
●手の平補強：牛皮0.7～0.8mm

￥3,740（税込） ■ カラー NAVY

ケブラー® / ノーメックス®のWニット × 牛皮

裏出しで
スベリ止め
対策

裏出しで
スベリ止め
対策

女性向け

SS
サイズあり

「ケブラー®及びノ―メックス®は米国デュポン社の登録商標です。」 「ケブラー®及びノ―メックス®は米国デュポン社の登録商標です。」

耐炎撥水ニット
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ネイルガード

反射材

NAVY ORANGE

ORANGE

BLACK

グッドデザインひょうご

商品番号
NV

OR ／ ／／ ／S:2657 M:2634 L:2635 LL:2636 3L:2658

／ ／／ ／S:2659 M:2637 L:2638 LL:2639 3L:2660

商品番号 ／ ／／ ／S:2811 M:2893 L:2894 LL:2895 3L:2812

災害救助手袋　長袖 災害救助手袋　長袖　パイルゴムロング

商品番号
NV

OR ／ ／／ ／S:2813 M:2865 L:2866 LL:2867 3L:2814

／ ／／ ／S:2815 M:2862 L:2863 LL:2864 3L:2816

摩擦度の高い部分は人工皮革と
ポリウレタンとの組み合わせで、
グリップが必要な部分は人工皮革で、
水洗いもOK!

ケブラー®繊維とチタンレザーとの
組み合わせで、手の平から指先まで
補強。強靭かつ柔軟さを兼ね備えた
モデル。

商品番号
NV

OR ／ ／／ ／S:2653 M:2794 L:2795 LL:2796 3L:2654

／ ／／ ／S:2655 M:2797 L:2798 LL:2799 3L:2656

KJ-270

●素　　材：ケブラー®繊維 / ノーメックス®繊維のWニット
●手の甲補強：高耐久人工皮革　●インナー：透湿防水フィルム／発熱ポリエステル
●手の平補強：高耐久人工皮革／NX3000

￥5,500（税込） ■ カラー NAVY／ORANGE

ケブラー® / ノーメックス®のWニット × NX3000 × 人工皮革

立体縫製 指先補強 ガンカット

KZT-250

●素　　材：ケブラー®繊維 / ノーメックス®繊維のWニット
●手の甲補強：牛革　●手の平補強：チタンレザー0.7～0.8mm

￥4,510（税込） ■ カラー NAVY／ORANGE

ケブラー® / ノーメックス®のWニット × チタンレザー

反射材 WASHABLE指先補強 ガンカット 透湿防水フィルム立体縫製

NAVY ORANGE

ガンカットとロング袖口パイルゴムで
ホールド感抜群。

商品番号 ／ ／／ ／S:2817 M:2607 L:2608 LL:2609 3L:2818

指先補強立体縫製 ガンカット

要望多数！！
黒ケブラー繊維を使用。
強力な滑り止め加工が施された
人工皮革との組み合わせで、
水洗いもOK!!

KB-231

●素　　材：ケブラー®繊維 / ノーメックス®繊維のWニット
●手の平補強：エンボス加工人工皮革

￥3,410（税込） ■ カラー BLACK

ケブラー® / ノーメックス®のWニット × 人工皮革

KY-221

●素　　材：ケブラー®繊維 / 綿のWニット
●手の平補強：牛皮0.7～0.8mm

￥2,640（税込） ■ カラー YELLOW

ケブラー® / 綿Wニット × 牛皮

立体縫製 指先補強 ガンカット 袖口フィットタイプ

耐炎加工皮が手の平全面＆爪先を
強靱にガード。

NAVY

KC-230

●素　　材：ケブラー®繊維 / ノーメックス®繊維のWニット
●手の平補強：耐炎加工皮0.7～0.8mm

￥3,520（税込） ■ カラー NAVY／ORANGE

ケブラー® / ノーメックス®のWニット × 耐炎加工皮

反 射 材

立体縫製 反射材指先補強 ガンカット WASHABLE

袖口フィットタイプ

YELLOW

袖口フィットタイプ 反射材

ネイルガード

「ケブラー®及びノ―メックス®は米国デュポン社の登録商標です。」 「ケブラー®及びノ―メックス®は米国デュポン社の登録商標です。」07 PROHANDS  Vol.13 08PROHANDS  Vol.13



女性向け

SS
サイズあり

商品番号
NV

OR ／ ／／ ／S:2819 M:2781 L:2782 LL:2783 3L:2820

／ ／／ ／S:2821 M:2784 L:2785 LL:2786 3L:2822

グリップ力に優れた
救助用ショートタイプ。

指先補強 反射材 WASHABLE ハイグリップ

商品番号
NV

OR ／ ／／ ／S:2502 M:2503 L:2504 LL:2505 3L:2506

／ ／／ ／S:2508 M:2509 L:2510 LL:2511 3L:2512

NAVY

NAVY

NAVY

ORANGE

指先補強立体縫製 ガンカット WASHABLE 軽量・指先フィット

指先補強立体縫製 ガンカット WASHABLE 軽量・指先フィット

災害救助手袋　短袖　パイルゴムショート 水 難 救 助河川・ダム・潟・海等の水域での救助に

防 寒 手 袋冬期の作業に

タッチパネル
対応モデル
近日発売予定！

JPK-300T

BLACK×ORANGE

WASHABLE

JPK-300

●素　　材：ケブラー®繊維 / ノーメックス®繊維のWニット
●手の甲補強：高耐久人工皮革　●手の平補強：NX3000

￥3,850（税込） ■ カラー NAVY／ORANGE

ケブラー® / ノーメックス®のWニット × NX3000 × 人工皮革

耐切創性・耐久性・フィット感を備えた
オールラウンドモデル。

ORANGE

JK-630

●素　　材：ケブラー®繊維 / ノーメックス®繊維のWニット
●手の甲補強：高耐久人工皮革

￥2,530（税込） ■ カラー NAVY／ORANGE

ケブラー® / ノーメックス®のWニット × 人工皮革

訓練・一般作業にも使用できる
柔軟性・フィット性・耐切創性を備えた
オールラウンドモデル。

JK-613

●素　　材：ケブラー®繊維 / ノーメックス®繊維のWニット
●手の甲補強：高耐久人工皮革　●手の平補強：エンボス加工人工皮革

￥3,850（税込） ■ カラー NAVY

ケブラー® / ノーメックス®のWニット × 人工皮革

商品番号 ／ ／／ ／ ／SS:2671 S:2672 M:2581 L:2582 LL:2583 3L:2673

タッチパネル
対応モデル

近日発売予定！

JK-630T

ORANGE

水中での寒さ、危険な場所で
威力を発揮。

極寒にも指先を保温する
超温暖３層構造。

HN-320

●素　　材：手の甲／SBR　●人工皮革0.55～0.6mm
●インナー：シンサレート・サーモレックス

￥2,310（税込） ■ カラー BLACK×ORANGE

SBR × 人工皮革

水難救助専用モデル

WN-330

●素　　材：手の甲／袖口：クロロプレン　●人工皮革0.55～0.6mm
●手の平インナー:ケブラー®繊維シングルニット
●手の平補強：NX3000

￥4,400（税込） ■ カラー ORANGE

クロロプレン × 人工皮革 × ケブラー®シングルニット × NX3000

立体縫製 反射材指先補強 WASHABLE

商品番号 ／／M:2850 L:2851 LL:2852

商品番号 ／／M:2841 L:2842 LL:2843

反射材サーモレックス シンサレート指先補強 ガンカット

「ケブラー®及びノ―メックス®は米国デュポン社の登録商標です。」 「ケブラー®及びノ―メックス®は米国デュポン社の登録商標です。」09 PROHANDS  Vol.13 10PROHANDS  Vol.13



片手1枚対応。
ロープ降下用補充手袋に最適。

商品番号 ／右:8212 左:8213

ロープ降下対応の
ハイグレードタイプ。

救助技術大会　純白皮手袋 救助技術大会の練習から本大会向け薄手モデル ロープ降下耐久性と操作性を重視した厚手タイプ

NATURAL 
WHITE

WHITE

WHITE

WHITE

アラミド繊維糸使用

商品番号 ／ ／／ ／S:2891 M:2728 L:2729 LL:2730 3L:2892

ホイスト用
ハーフグローブ

補強アテ位置補強アテ位置

補強アテ位置補強アテ位置 商品番号 ／ ／／ ／S:2070 M:2071 L:2072 LL:2073 3L:2074

アラミド繊維糸を使用し糸切れ防止。
“素手感覚”でロープを自在に
コントロール。

商品番号 ／ ／／ ／S:2015 M:2016 L:2017 LL:2018 3L:2019

素手感覚を追求した、
手の平一枚皮の
袖口パイルゴムタイプ。

商品番号 ／ ／／ ／SS:2670 S:2001 M:2002 L:2003 LL:2004／3L:2005

袖口パイルゴム＆補強アテ付の
純白仕様。

アテ付

日本製牛皮使用

片手販売

日本製牛皮使用

日本製牛皮使用

女性向け

SS
サイズあり

ガンカット

CW-031 

●素　　材：牛皮0.5～0.6mm

￥3,080（税込） ■ カラー WHITE

牛皮

CW-021 

●素　　材：牛皮0.5～0.6mm

￥2,750（税込） ■ カラー WHITE

牛皮

CW-020

●素　　材：牛皮0.5～0.6mm

￥2,640（税込） ■ カラー WHITE

牛皮

受注生産品

PROHANDS  Vol.13 12PROHANDS  Vol.13

CT-380

●素　　材：牛皮0.7～0.8mm　
●内層材：アラミド繊維・アラミド繊維フェルト
●手の平補強：チタンレザー0.7～0.8mm

￥4,400（税込） ■ カラー NATURAL WHITE

牛皮 × チタンレザー × アラミド繊維

指先補強 ガンカット

●素　　材：牛床皮1.2～1.4mm
●サイズ：右／左

￥700（税込） ■ カラー GRAY

牛床皮

ガンカット

日本製牛皮使用

PROHANDS  Vol.1311 PROHANDS  Vol.13



NATURAL 
WHITE NATURAL 

WHITE

NATURAL 
WHITE

NATURAL 
WHITE

ORANGE

ORANGE ORANGE
BLUE GRAY

ORANGE

商品番号 ／ ／／ ／S:2551 M:2552 L:2553 LL:2554 3L:2555

一般作業から訓練まで。手の平内側補強アテ付。

CN-323

ほふく競技対応、補強アテ付。 手の平大型補強アテ付の一般作業用。

指先・手の平内側補強アテ付。

ハンズドライ指先補強 WASHABLE ハンズドライ指先補強 WASHABLE

指先・手の平補強で耐久性倍増の高機能。

軽く握ってもグリップが安定。
スタイリッシュに活躍。

甲全面の吸汗メッシュで、
夏場になるほど威力を発揮。

指先・手の平補強で耐久性倍増の高機能。

ハンズドライ 指先補強 ガンカット WASHABLE

商品番号 ／ ／M:2042 L:2043 LL:2044

商品番号 ／ ／M:2838 L:2839 LL:2840 商品番号 ／ ／M:2832 L:2833 LL:2834

アラミド繊維糸使用

日本製牛皮使用 日本製牛皮使用

訓練・一般作業　皮手袋 日常作業や訓練に最適の耐久性を重視した厚手タイプ 一般作業　合成皮革手袋整備・点検、一般作業等

①サイドノンステッチ
人差し指サイドの縫い重ねを無くし、違和感を解消

②内側補強アテ
補強アテ皮が破れた時、ジャマにならないよう内側から縫い付け

耐久アップの理由 汗や水蒸気を発散！ 水洗い・洗濯OK!呼吸する合成皮革

商品番号 ／ ／／ ／S:2889 M:2847 L:2848 LL:2849 3L:2890
商品番号

GR

OR ／ ／／ ／SS:2668 S:2758 M:2716 L:2717 LL:2718／ 3L:2759
／／ ／ ／S:2757 M:2713 L:2714 LL:2715／ 3L:2788

合成皮革手袋 No.1!!

ガンカット

●素　　材：牛皮0.7～0.8mm

￥2,200（税込） ■ カラー NATURAL WHITE NATURAL WHITE■ カラー

牛皮
PUR-606

ハンズドライ

●素　　材：合成皮革0.6mm

￥1,870（税込） ■ カラー ORANGE

合成皮革

ハンズドライ WASHABLE

PU-625
日本製合成皮革使用 日本製合成皮革使用

日本製合成皮革使用 日本製合成皮革使用

●素　　材：合成皮革0.6mm

￥1,700（税込） ■ カラー ORANGE／BLUE GRAY

合成皮革
PU-680

●素　　材：合成皮革0.6mm

￥1,430（税込） ■ カラー ORANGE

合成皮革

PU-605

●素　　材：合成皮革0.6mm

￥1,760（税込） ■ カラー ORANGE

合成皮革

商品番号 ／ ／／ ／S:2556 M:2557 L:2558 LL:2559 3L:2560

CN-324
ガンカット

●素　　材：牛皮0.7～0.8mm

￥2,530（税込）

牛皮

補強アテ位置補強アテ位置 補強アテ位置補強アテ位置

商品番号 ／ ／／ ／S:2561 M:2562 L:2563 LL:2564 3L:2565

CN-325
日本製牛皮使用 日本製牛皮使用ガンカット

●素　　材：牛皮0.7～0.8mm

￥2,310（税込） ■ カラー NATURAL WHITE NATURAL WHITE■ カラー

牛皮
CN-365

●素　　材：牛皮0.7～0.8mm

￥2,310（税込）

牛皮

補強アテ位置補強アテ位置 補強アテ位置補強アテ位置

消防操法大会でも活躍!
濡れてもすぐ乾く 

吸汗・速乾加工の
甲メッシュニット使用

ハンズドライ

ハンズドライハンズドライ

※SSはGRのみ

女性向け

SS
サイズあり

汗・水蒸気汗・水蒸気
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商品番号 ／ ／／ ／S:2823 M:2692 L:2693 LL:2694 3L:2824

商品番号 ／ ／／ ／S:2825 M:2584 L:2585 LL:2586 3L:2826

甲部にプロテクターを装備した
スタンダードモデル。

商品番号 ／ ／／ ／S:2827 M:2587 L:2588 LL:2589 3L:2828

商品番号 ／ ／M:2674 L:2675 LL:2676

フィット感と耐久性に優れた、
ハイスペックグローブ！！

摩耗に強く、使用感抜群の
人工皮革を使用。

NAVY

WHITE

消防団向け切創防止手袋

一般作業　人工皮革手袋 消 防 団消防団専用マーク付、消防操法大会から一般活動まで

商品番号
GR

OR

／SS:2669 S:2754／M:2704／L:2705／LL:2706／3L:2779

S:2752／M:2701／L:2702／LL:2703／3L:2753NEW GRAY

ORANGE

BLACK NATURAL 
WHITE

※SSはGRのみ

女性向け

SS
サイズあり

ガンカット 厚手・耐久タイプ

国産牛皮仕様の消防団専用モデル。
手の平一体形状。

CND-330

●素　　材：牛皮0.7～0.8mm

￥1,980（税込） ■ カラー NATURAL WHITE

牛皮

薄手・アテ付

純白国産牛皮仕様の
消防団専用モデル。
操法大会練習・本番に最適。

CWD-024

●素　　材：牛皮0.5～0.6mm

￥3,080（税込） ■ カラー WHITE

牛皮

指先補強立体縫製 ガンカット 甲部ナックルガード付

KND-214

●素　　材：ケブラー®繊維 / ノーメックス®繊維のWニット
●手の平補強：牛皮0.7～0.8mm

￥3,740（税込） ■ カラー NAVY

ケブラー® / ノ―メックス®のWニット × 牛皮

「ケブラー®及びノ―メックス®は米国デュポン社の登録商標です。」

JH-620

●素　　材：人工皮革0.55～0.6mm

￥2,090（税込） ■ カラー ORANGE／NEW GRAY

人工皮革

ハンズドライ WASHABLE 薄  手

JP-607

●素材／手の平：人工皮革  手の甲：合成皮革　●手の平補強：合成皮革

￥1,700（税込） ■ カラー BLACK

人工皮革

指先補強 WASHABLE

ハンズドライ

日本製合成皮革使用

補強アテ位置補強アテ位置

日本製牛皮使用

日本製牛皮使用
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商品番号 ／ ／M:2677 L:2678 LL:2679

商品番号 ／ ／M:15251 L:15252 LL:15253

商品番号 ／ ／M:15183 L:15150 LL:15184

商品番号 ／ ／M:15161 L:15134 LL:15138

柔らかく手に馴染む
国産牛皮製モデル。
迷彩色。

商品番号 ／ ／M:3649 L:3650 LL:3651

自 衛 隊自 衛 隊 手に馴染みやすく様々な用途に最適な自衛隊モデル

柔らかく手に馴染む
国産牛皮製モデル。
茶迷彩色。

PH-36
SAHARA-1

●素　　材：牛皮0.7～0.8mm

￥2,640（税込） ■ カラー CMF

牛皮

PH-36 OD

●素　　材：牛皮0.7～0.8mm

￥2,310（税込） ■ カラー OD

牛皮

PH-32  CMF

●素　　材：牛皮0.7～0.8mm

￥2,090（税込） ■ カラー CMF

牛皮

甲部ナックルガード付

インナーに速乾素材を採用し
水に濡れてもヌルヌルせず
快適な履き心地。

CMJ-37

●素　　材：牛皮0.7～0.8mm　●手の平インナー：ポリエステル　
●手の平補強：合成皮革

￥3,410（税込） ■ カラー CMF

牛皮

指先補強

日本製牛皮使用

軽作業から現場まで活躍。
理想の手袋、ここに誕生。

JP-103

●素　　材：手の平：人工皮革  手の甲：合成皮革
●手の平補強：合成皮革

￥1,700（税込） ■ カラー OD

人工皮革

指先補強 WASHABLE

日本製牛皮使用

柔らかく手に馴染む
国産牛皮製モデル。
撥水加工が施された、国防色。

日本製牛皮使用

日本製牛皮使用

日本製合成皮革使用
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商品番号 ／ ／ ／S:8206 M:8207 L:8208 LL:8209

商品番号 ／ ／M:10735 L:10736 LL:10737

商品番号 ／ ／M:8217 L:8218 LL:8219

商品番号 ／M:8204 L:8205

ガンカット WASHABLE

甲部全面が背抜きで通気性が良く、
スベリ止め加工で
抜群のグリップ力を発揮。

PU-LINER CMF

●素　　材：合成皮革0.6mm

￥1,210（税込） ■ カラー CMF

合成皮革

甲部全面が制電防止ジャージで、
手に発生する、静電気を除電。

制電LINER OD

●素　　材：豚皮0.4mm～0.5mm　●手の甲：制電布

￥990（税込） ■ カラー OD

豚皮

自 衛 隊 射撃用／パイロット

ガンカットハンズドライ

抜群の履き心地。
柔らかさを追求した鹿皮モデル。

DN-690

●素　　材：鹿皮0.45mm～0.55mm

￥2,310（税込） ■ カラー NATURAL WHITE

鹿皮

SCB-01

●素　　材：牛皮　●手の平補強：牛皮

￥3,960（税込） ■ カラー BLACK

牛皮

待望の射撃訓練用
シューティンググローブ
ブラック登場。

日本製牛皮使用

商品番号 ／ ／M:8220 L:8221 LL:8222

SCC-01

●素　　材：牛皮　●手の平補強：牛皮

￥4,290（税込） ■ カラー CMF

牛皮

待望の射撃訓練用
シューティンググローブ
迷彩登場。

日本製牛皮使用

受注生産品

受注生産品

受注生産品

日本製合成皮革使用
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商品番号 ／ ／M:2680 L:2681 LL:2682

商品番号 ／ ／M:2896 L:2897 LL:2898

商品番号 ／ ／GR:1060 W:1061 B:1082
商品番号

／ ／B:1063 NV:1064 W:1065

商品番号 ／ ／S:2075 ／M:2039 L:2040 LL:2041 ／ 3L:2076

綿・ポリエステル

履くだけで疲れ解消。
レスキューシューズ・
長靴に最適。

JTS-218
￥1,210（税込） ■ カラー

■ サイズ
BLACK／GRAY／WHITE
24.5～27cm

●素　　材：綿・ポリエステル

BLACK

BLACK

BLACK

NAVY

WHITE

WHITE

BLACK BLACK

WHITE NAVYWHITE

GRAY

警 察 用 ソ ッ ク スレスキューブーツに最適の機能ソックス。つま先プロテクター・吸汗・速乾機能付夜間作業にも適した、反射付きモデルを追加

儀 礼 用 極薄仕様のフィットタイプ

1.エアーサイクル
一定スペースが空気循環を助け、
足の熱と湿気を外へ逃がします。

2.通汗メッシュ
ムレを外へ逃がし快適性が向上。

3.つま先プロテクター
足先の型に添って厚手のパイル地が
つま先を保護します。

4.アーチサポート
足甲部をしっかりとホールドし、
ズレを防ぎます。

5.衝撃吸収パイル底
弾力性のある厚手のパイル地が
着地ショックと靴内の圧迫を和らげます。

2

3

4

5

1

ハイパーマックス つま先プロテクター＆衝撃吸収パイル底 ハイパーブークレ 履く靴を選ばないハイテンションソックス

1.伸縮性タオル地
伸縮性のあるループ状のタオル地で、
ふんわりとした柔らかな感触。

2.快適コントロール素材
暑いときは吸汗、寒いときは保温効果が
得られる特殊な素材。

3.ブークレ

1

3

2

細部にわたる機能性と、最大限にパワーを生かす素材を使用。
レスキュー活動に求められる機能を対応させたハイパーパフォーマンスソックスです。
細部にわたる機能性と、最大限にパワーを生かす素材を使用。
レスキュー活動に求められる機能を対応させたハイパーパフォーマンスソックスです。

Hyper Technology SocksHyper Technology Socks

ブークレによる柔らかな感触で
履く靴を選ばない
ハイテンションソックス。

単色

4足組

綿・ナイロン・ポリエステル

汗を吸うソックス。
素足よりも快適。

ハイパーブークレ

JTS-236/JTS-237
￥1,430（税込） ■ カラー

■ サイズ
BLACK／NAVY／WHITE
24.5～27cm

●素　　材：綿・ナイロン・ポリエステル

JTS-236

／ ／B:1066 NV:1067 W:1068JTS-237

3足組
単色

4足組
単色

卓越した柔らかさとフィット感。
もう他のグローブには戻れない。

指先補強 反射材付き

CBF-103

●素　　材：牛皮　●手の平補強：合成皮革

￥3,300（税込） ■ カラー BLACK

牛皮

日本製牛皮使用

ダブルのシボリゴムで実現した
スーパーフィットモデル。

CB-124

●素　　材：牛皮0.7～0.8mm

￥2,750（税込） ■ カラー BLACK

牛皮

ムレを軽減する、
羊皮製甲メッシュモデル。
儀礼用にも最適なホワイトカラー。

RA-690

●素　　材：羊皮：0.45mm～0.55mm

￥1,980（税込） ■ カラー WHITE

羊皮

日本製牛皮使用

先丸タイプ
［JTS-236］

5本指タイプ
［JTS-237］

ハンズドライ
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