
おもて（山折り）

※本誌記載の価格は参考上代（税抜）です。

首がチクッとしない
ファスナーカバー

吸光熱変換
+

遠赤外線放射

Wの効果

引き裂きに強い

生地に格子状の繊維が織り込まれているので
耐久性が高く、軍用のアウターや登山用品、
キャンプ用品などにも使われています。

リップストップ生地

水や汚れをはじく撥水加工

ガバッと前開き! 強くて軽快!

参考上代 3,600円（税抜)

参考上代 1,500円（税抜)

参考上代 2,250円（税抜)

参考上代 1,500円（税抜)

RSF-95
リップウェアフルジップ

参考上代 840円（税抜)

NXC3149
BGサーモギアモデルサーモテック
ブラック

※この商品はレインウェアではありませんので雨天時の着用には適しません。

SC3292
シリカクリンホットインソール

#4089-7P-L 
とってもお得ソックス 白 先丸 7足組

#4088-7P-L 
とってもお得ソックス 黒 先丸 7足組

表 裏

■カラー／HOODブラック、HOODオレンジ　■サイズ／M、L、LL、3L
■重量／約176g（L）　■品質／ポリエステル100%

■カラー／ブラック　■サイズ／M、L、LL　■重量／約50g（L1双）
■品質／手袋 : ナイロン、合成繊維(アクリレート繊維)、その他
　　　　すべり止め : 合成ゴム(二トリルゴム)

■サイズ／L（22～29cm、靴のサイズに合わせてカット）
■カラー／黒　■重量／約51g（2枚で）
■素材／表裏生地：ポリエステル、中材：シリカゲル

■サイズ／25～27cm　■重量／約58g（1足）　■素材／ポリエステル・ポリウレタン・その他

オレンジ　3Lオレンジ　LLオレンジ　Lオレンジ　M

ブラック　3Lブラック　LLブラック　Lブラック　M

TEL:084-955-0806
FAX:084-955-5258広島県福山市千田町2丁目44番14号 http://www.fukutoku-sangyo.co.jp

このチラシのPDFをダウンロードできます↓ うれぴんを
クリック！

検索福徳産業

参考上代 3,600円（税抜)

参考上代 1,500円（税抜)

参考上代 2,250円（税抜)

参考上代 1,500円（税抜)

RSF-95
リップウェアフルジップ
■カラー／HOODブラック、HOODオレンジ　■サイズ／M、L、LL、3L
■重量／約176g（L）　■品質／ポリエステル100%

参考上代 840円（税抜)

NXC3149
BGサーモギアモデルサーモテック
ブラック
■カラー／ブラック　■サイズ／M、L、LL　■重量／約50g（L1双）
■品質／手袋 : ナイロン、合成繊維(アクリレート繊維)、その他
　　　　すべり止め : 合成ゴム(二トリルゴム)

HOODブラックHOODオレンジ

※この商品はレインウェアではありませんので雨天時の着用には適しません。

LLLM

日本製

天日に干せば何度でも機能回復!

の特長
スピード消臭 スピード除湿

首がチクッとしない
ファスナーカバー

左右にポケット

引き裂きに強い

生地に格子状の繊維が織り込まれているので
耐久性が高く、軍用のアウターや登山用品、
キャンプ用品などにも使われています。

リップストップ生地

吸湿して発熱する「東洋紡・発熱糸エクス」使用! 暖かいのに
べとつかず、消臭機能も付いているからサラッと快適!

ぽかぽか さらっと がっちり

水や汚れをはじく撥水加工

ガ
バ
ッ
と
前
開
き

2枚入

強力消臭の　　　　　    シリーズから

「とってもお得!」ソックス

吸光熱変換
+

遠赤外線放射

■サイズ／L（22～29cm、靴のサイズに合わせてカット）
■カラー／黒　■重量／約51g（2枚で）
■素材／表裏生地：ポリエステル、中材：シリカゲル

表 裏 SC3292
シリカクリンホットインソール

Wの効果

Rシリカクリン
足元から来る強烈な冷えに

Rシリカクリン

コストパフォーマンス抜群!
7足組で1週間OK!

発熱
タッチパネルに対応!

吸湿 グリップ

13ゲージ

ガバッと前開き! 強くて軽快!

ス
マ
ホ
も

タ
ブ
レ
ッ
ト
も

ど
の
指
で
も

反
応
し
ま
す
！

サポーター付きで
ズレにくい!

全指

#4089-7P-L 
とってもお得ソックス 白 先丸 7足組

#4088-7P-L 
とってもお得ソックス 黒 先丸 7足組

#4088-7P-L（黒）

#4089-7P-L（白）

■サイズ／25～27cm　■重量／約58g（1足）　■素材／ポリエステル・ポリウレタン・その他

待望のホットタイプインソール登場!

VOL.6911～12月号

売れる 逸品



うら（谷折り）

#1821
6WAYマルチフェイスマスク

片畦ネックウォーマー

口元に通気性の良い
ブロックニットを使用

#672H671901 (紺)
#672H671905 (黒)
#672H671916 (グレー)

内側の肌が当たる部分は
柔らかいメリヤス編み

参考上代 540円（税抜)

#39008
カラーステッチ
ネックウォーマー

■カラー／ステッチ10色（※色指定不可）
■サイズ／フリー　　■重量／約45g
■品質／アクリル100%

参考上代 1,560円（税抜) 参考上代 2,070円（税抜)
#39829
つば付ニットキャップ

■カラー／黒　　■サイズ／フリー
■重量／約102g
■品質／ニット部 : アクリル100%、
　　　　ツバ : 綿100%

裏返した写真

薄く、軽く、伸縮性に富んだ素材を使用している
ので使い方自由自在! ヘルメットのインナー
としても違和感なく使用できます。

立体感のある「畦編み」だから
優しく包まれる感覚

あぜ あ

目出し帽×ワッチ帽、1枚2役のアイデア商品

気軽に使える
薄手軽量タイプ

耳まですっぽり! 見た目以上に暖かい!

参考上代 1,440円（税抜)
#39872
目出しワッチ帽
■カラー／黒　■サイズ／フリー
■重量／約92g
■品質／アクリル100%

参考上代 900円（税抜)

■カラー／ブラック・カモフラグレー　■サイズ／フリー
■重量／約50g
■品質／ポリエステル90%、ポリウレタン10%

■カラー／紺・黒・グレー　■サイズ／フリー（56～58cm）
■重量／約90g　■品質／アクリル100%

薄く、軽く、伸縮性に富んだ素材を使用している
ので使い方自由自在! ヘルメットのインナー
としても違和感なく使用できます。

■カラー／ブラック・カモフラグレー　■サイズ／フリー
■重量／約50g
■品質／ポリエステル90%、ポリウレタン10%

#1821
6WAYマルチフェイスマスク

■カラー／紺・黒・グレー　■サイズ／フリー（56～58cm）
■重量／約90g　■品質／アクリル100%

片畦ネックウォーマー

口元に通気性の良い
ブロックニットを使用

#672H671901 (紺)
#672H671905 (黒)
#672H671916 (グレー)

内側の肌が当たる部分は
柔らかいメリヤス編み

立体感のある「畦編み」だから
優しく包まれる感覚

あぜ あ首もとモッフモフ!

参考上代 1,440円（税抜)
#39872
目出しワッチ帽
■カラー／黒　■サイズ／フリー
■重量／約92g
■品質／アクリル100%

参考上代 540円（税抜)

#39008
カラーステッチ
ネックウォーマー

■カラー／ステッチ10色（※色指定不可）
■サイズ／フリー　　■重量／約45g
■品質／アクリル100%

参考上代 1,560円（税抜) 参考上代 2,070円（税抜)
#39829
つば付ニットキャップ

■カラー／黒　　■サイズ／フリー
■重量／約102g
■品質／ニット部 : アクリル100%、
　　　　ツバ : 綿100%

ステッチの色使いが黒に映える!

カモフラグレーブラック

臨機応変! 変幻自在!
あらゆるシーンに対応!

人気のアイテムを合体!
目出し帽×ワッチ帽、1枚2役のアイデア商品

スポーティーなキャップタイプ

気軽に使える
薄手軽量タイプ

耳まですっぽり! 見た目以上に暖かい!

防寒

裏返した写真

参考上代 900円（税抜)


