
※本誌記載の価格は参考上代（税抜）です。

明るさ

360ルーメン
防水・防塵規格
IP64

1m落下耐久

男のチラリズム

LEDライトの進化に乗り遅れるな!

参考上代 1,140円（税抜)

デオゼロ
サイドライン柄
クルー丈 2P

■カラー／アソート
■サイズ／25～27cm
■重量／約42g（1足当り）
■品質／綿・ポリエステル・その他

OP3502

参考上代 1,140円（税抜)

デオゼロ
チェック柄
クルー丈2P
■カラー／アソート
■サイズ／25～27cm
■重量／約39g（1足）
■品質／綿・ポリエステル・その他

OP3503

当社取り扱い史上最強のオシャレソックス登場!

参考上代 1,140円（税抜)

デオゼロ
切替スパイラルリブ
クルー丈 2P

■カラー／アソート
■サイズ／25～27cm
■重量／約39g（1足当り）
■品質／綿・ポリエステル・その他

OP3501

参考上代 1,140円（税抜)

デオゼロ
リブライン
クルー丈 2P

■カラー／アソート
■サイズ／25～27cm
■重量／約42g（1足当り）
■品質／綿・ポリエステル・その他

OP3500

人気急上昇クルー丈
VS

涼しさ一番ショート丈

参考上代 1,140円（税抜)

デオゼロ
リンクスボーダー
スニーカー 2P

■カラー／アソート
■サイズ／25～27cm
■重量／約34g（1足当り）
■品質／綿・ポリエステル・その他

OO3564

参考上代 1,140円（税抜)

デオゼロ
ボーダー柄
スニーカー 2P

■カラー／アソート
■サイズ／25～27cm
■重量／約30g（1足当り）
■品質／綿・ポリエステル・その他

OO3502

参考上代 1,140円（税抜)

デオゼロ
ダブルスライン
スニーカー 2P

■カラー／アソート
■サイズ／25～27cm
■重量／約29g（1足当り）
■品質／綿・ポリエステル・その他

OO3501

参考上代 1,140円（税抜)

デオゼロ
ブロック柄
スニーカー 2P
■カラー／アソート
■サイズ／25～27cm
■重量／約32g（1足）
■品質／綿・ポリエステル・その他

OO3565

HW-X333HD
ヘッウォーズLEDヘッドライト

■本体サイズ／W73.1×H52.8×D38.8mm
■本体重量／約219g(電池含む)
■照射距離／164m(Hiモード時)
■連続点灯時間／8時間(Hiモード時)
■電源／単3アルカリ電池×3本またはリチウムポリマー充電池（別売）
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド（バックル×4個）、
　ヘルメットホルダー（4個）、テスト用電池

 参考上代 8,370円（税抜)
充 電 式充 電 式
※専用充電池別売

ハイブリッド
乾電池式乾電池式

明るさ

400ルーメン
防水・防塵規格
IP64

1m落下耐久

HW-X433HD
ヘッウォーズLEDヘッドライト

■本体サイズ／W73.1×H52.8×D38.8mm
■本体重量／約221g(電池含む)
■照射距離／180m(Hiモード時)
■連続点灯時間／8時間(Hiモード時)
■電源／単3アルカリ電池×3本またはリチウムポリマー充電池（別売）
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド（バックル×4個）、
　ヘルメットホルダー（4個）、テスト用電池

 参考上代 10,470円（税抜)
充 電 式充 電 式
※専用充電池別売

ハイブリッド
乾電池式乾電池式

明るさ

520ルーメン
防水・防塵規格
IP64

1m落下耐久

HW-X533H
ヘッウォーズLEDヘッドライト

■本体サイズ／W73.1×H52.8×D38.8mm
■本体重量／約185
g(電池含む)
■照射距離／187m(Hiモード時)
■連続点灯時間／6時間(Hiモード時)
■電源／単3アルカリ電池×3本（別売）またはリチウムポリマー充電池（付属）
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド（バックル×4個）、
　ヘルメットホルダー（4個）、テスト用電池、Micro USBケーブル

 参考上代 12,570円（税抜)
充 電 式充 電 式
※専用充電池付属

ハイブリッド
乾電池式乾電池式

明るさ

700ルーメン
防水・防塵規格
IP64

1m落下耐久

HW-X634H
ヘッウォーズLEDヘッドライト

■本体サイズ／W80×H57.2×D44mm
■本体重量／約353g(電池含む)
■照射距離／271m(Hiモード時)
■連続点灯時間／8時間(Hiモード時)
■電源／単3アルカリ電池×4本（別売）またはリチウムイオン充電池（付属）
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド（バックル×4個）、
　ヘルメットホルダー（4個）、専用充電池、Micro USBケーブル

 参考上代 16,770円（税抜)
充 電 式充 電 式
※専用充電池別売

ハイブリッド
乾電池式乾電池式

●フォーカスコントロール

スポット ワイド

●後部視認灯 ●可動式ヘッド

主
な
機
能

照らすのは未来!

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↓

表紙（1P)うら（8P)
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「抗菌・抗ウイルス・抗カビ」機能! つま先・かかとを補強でやぶれにくく丈夫!



枚入
2

■サイズ／フリー（40cm×約20cm）
■カラー／ブラック　■重量：約37g
■品質／ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン

日本製

参考上代 1,716円（税抜)

参考上代 2,355円（税抜)

参考上代 720円（税抜)

参考上代 1,650円（税抜)

クールにキマル! 直射日光対策アイテム

水分だけを
外に排出 吸熱

冷感

エリトリトール エリトリトールのマイクロカプセル

エリトリトールは発酵食品などに含まれる天然の糖アルコールで希少
糖の一種です。
水に溶解することで「吸熱反応」をおこす性質があります。特殊工法に
よりこのエリトリトールを生地に閉じ込め、水分を逃がしながら持続的
な吸熱冷感効果を実現しました。

冷感持続

世界初！
吸熱冷感の希少糖
エリトリトール

使用

氷も冷蔵も
いらない

　　　お手
軽冷却タオ

ル氷も冷蔵も
いらない

　　　お手
軽冷却タオ

ル

■本体サイズ／240×960mm
■カラー／ネイビー
■重量／約39g
■品質／ポリエステル87％、
　スパンデックス13％

レイクール
クーリングタオル

１．気化熱を効率的に発生させる冷感生地
２．果実等から生成される吸熱効果のある希少糖
　エリトリトールを使用
３．洗濯機で洗える！しかも冷感効果も持続！
４．ポリマーや合成樹脂、防腐剤は不使用
５．生地に水分が含まれていれば何度でも冷感体験！

レイクールクーリングタオルの特徴

生地の拡大写真生地の拡大写真

特殊冷感生地＋吸熱効果

■サイズ／フリー（40cm×約20cm）
■カラー／ブラック　■重量：約37g
■品質／ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン

#1816
抗菌ニットマルチカバー

キャップ、フェイスマスク、
ネックカバーなど、色んな
使い方ができます!

●紫外線遮断率99.8%
●ロンフレッシュ抗菌糸入り
●シームレスだからチクチクしない
●伸縮自在で使い方いろいろ

■サイズ／フリー（本体140×40mm）　■カラー／黒・グレー
■重量：約8g（2枚で）　■品質／綿100%

（グレー）
（黒）#506

#507
ヘルメットアゴひも用汗取パット
2P

■サイズ／フリー
■カラー／シルバー　■重量：約25g
■品質／表裏生地:ポリエステル、中材:シリカゲル

SC32904
シリカクリン
ヘルメット用遮熱ネックカバー

後頭部を守れ!
アルミシートの遮熱効果＋
ネックカバーの気化熱効果

熱中症を
予防するなら

●天然素材のシリカゲルを使用
●ムレ・ニオイを速効消臭・吸湿！
●水冷クーリング効果で涼しく快適！
　ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュ使用
●天日干しで、繰り返し効果を発揮！
●アルミ遮熱カバーは取り外し可能

あごひもにつけてスッキリ!
●ヘルメット用の汗取りパット
●ヘルメットのアゴひもに通すだけ
●抗菌防臭加工のタオル生地
●お得な2個セット
●洗濯できるからいつでも清潔

黒 グレー

（3P)（2P)

動画による
商品説明を
ご覧下さい→



ディスポ手袋も使用感にこだわる!

誰でもマスクイケメン、マスク美人に!
抗菌・撥水・UVカット、しかもファッショナブル!

参考上代 900円（税抜)

PFM-01
ファッションマスクおとな用
3枚入
■カラー／アイボリー・ブラック・ネイビー（※色指定OK）
■サイズ／L　■重量約6g（1枚当り）
■素材／ポリエステル・ポリウレタン

参考上代 6,000円（税抜) 参考上代 4,650円（税抜)

参考上代 1,710円（税抜)

参考上代 1,050円（税抜)

参考上代 1,260円（税抜)

FIC-TPE2（ブルー）
参考上代 900円（税抜)FIC-TPE1（クリア）

TPEグローブ100枚入
■カラー／クリア・ブルー　■サイズ／S・M・L
■重量／約2g（1枚）
■品質／熱可塑性エラストマー(TPE)

ガゼルシューズケース

■カラー／ブラック、ネイビー、イエロー、レッド、
　ベージュデジカモ、グレーデジカモ（※色指定OK）
■サイズ／H21×W34×D15cm　■重量／約175g
■容量／約10L　■品質／ポリエステル100%

G-700

グレーデジカモ

シューズケースだって妥協しない!!ディスポ手袋も使用感にこだわる!

誰でもマスクイケメン、マスク美人に!
抗菌・撥水・UVカット、しかもファッショナブル!

スポーティーな6色展開!

作業ベルトに必要な条件は「丈夫」「軽い」「使いやすい」

ちゃんとしたブランドのちゃんとしたサイフ

ベージュデジカモレッド

イエローネイビーブラック

Lee牛皮二つ折り財布
#520568

チョコ黒
Lee牛皮小銭入れ黒
■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／H80×W105×D20mm
■重量／約65g
■品質／牛皮

#520569

チョコ黒

ナイロン40mmプラローラー
W120

バックルは
簡単操作です

■カラー／赤×紺、ピンク×紺、紫×紺、白×紺（※色指定OK）
■サイズ／120×40cm　　■重量／約115g
■品質／本体：ナイロン、バックル：プラスチック

しめる

はずす

#90 L

白×紺紫×紺

ピンク×紺赤×紺

・札入れ×2
・しっかり開くコインポケット

・コインポケット×2
・カードポケット×2

表、裏にカードポケット

背面

約 R10 .0
容 

量

■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／H95×W110×D35mm
■重量／約100g
■品質／牛皮

柔らかくしなやかにフィットする! 

食品衛生法適合!
装着したまま液晶パネルの操作も可能!

ネイビーブラックアイボリー

参考上代 1,260円（税抜)

HealthGuard
抗ウイルスマスク L

■カラー／ホワイト・ブラック・グレー（※色指定OK）　■サイズ／L　
■重量／約9g
■素材／表地:ポリエステル
　中生地:PTFE(フッ素樹脂)、ポリエチレン、ポリエステル(スパンレース不織布)
　裏地:ポリエステル95%、スパン5%

洗濯しても効果が持続する抗ウイルス加工生地を使用! 

（5P)（4P)

グレーブラックホワイト

・カードポケット×10

動画による商品説明を
ご覧下さい↓クリア-S クリア-M クリア-L

ブルー-S ブルー-M ブルー-L



ウソみたいにくっつかない!!

食品衛生法
食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号及び
平成28年厚生労働省告示第245号） 第3器具及び容器包装D-
2-（1）及び（2）の4. ポリエチレン及びポリプロビレンを主成分と
する合成樹脂製の器具又は容器包装。 なお、試験溶液は試料の
使用温度が100℃以下のものとして試験した。

（7P)（6P)

日本製■サイズ／36×90cm　■重量／約35g
■品質／綿100%

お弁当を包んだり首に巻いたり・・・
毎日が楽しくなる!

サンリオ和手ぬぐい
6-8
5-1
4-4
3-7（はろうきてぃ）

（まいめろでぃ）
（ぽむぽむぷりん）
（しなもろーる）

6-8（しなもろーる）5-1（ぽむぽむぷりん）4-4（まいめろでぃ）3-7（はろうきてぃ）

1,326円（税抜)
参考上代 

#406
ガムテープが付きにくいPU手袋
■カラー／黒（手首の色はサイズによって変えています）　■サイズ／S・M・L・LL
■重量／約24g（Lサイズ1双で）　■品質／手袋:ナイロン100%　すべり止め：ポリウレタン

普通の軍手はガムテープが
ベッタリ付いてわずらわしい
普通の軍手はガムテープが
ベッタリ付いてわずらわしい

勝手にはがれる感覚で
全く付かない
勝手にはがれる感覚で
全く付かない

L LLS M

ゴム付き

ゴム付き ゴム付き

ゴム付き

参考上代 1,050円（税抜)
#97042
足カバー
■カラー／黒・紺(※柄指定OK)　■サイズ／フリー
■重量／約89g（2枚で）　■品質／ポリエステル100%

2枚入

参考上代 975円（税抜)

参考上代 900円（税抜)

参考上代 390円（税抜)

#97045
T/C足カバー
■カラー／黒　■サイズ／フリー
■重量／約55g（2枚で）
■品質／ポリエステル・綿

紺

黒

2枚入 2枚入参考上代 1,260円（税抜)

#97044
幅広足カバー タック付

■カラー／黒・紺(※柄指定OK)　■サイズ／フリー
■重量／約89g（2枚で）　■品質／ポリエステル100%

紺

黒

2枚入 2枚入参考上代 1,260円（税抜)

#97041
幅広足カバーオープンスパッツ
タック

裾ゴムがないので長靴の上にオススメ!
タック付きでズレにくい! 撥水素材

ひざ下丈で履きやすく動きやすい!
撥水素材

幅広なので長靴の上にオススメ!
タック付きでズレにくい! 撥水素材

履き心地の良いソフトな素材!
畑作業や園芸、室内での軽作業に

センタータックでずれにくい!
撥水素材

■カラー／黒・紺(※柄指定OK)　■サイズ／フリー
■重量／約89g（2枚で）　■品質／ポリエステル100%

紺

黒

参考上代 1,200円（税抜)

#97043
足カバーセンタータック

■カラー／黒・紺(※柄指定OK)　■サイズ／フリー
■重量／約89g（2枚で）　■品質／ポリエステル100%

紺

黒

SS MM LL LLLL

足もよろこぶ! お得で快適「夏ソックス」#4069-4P-L
綿ストレッチ先丸 4足組

■カラー／アソート（きなり/青、きなり/赤、
　　　　　きなり/黒、きなり/紺）
■サイズ／男性用L（のびのび）
■品質／綿、ポリエステル、ポリウレタン
■重量／約217g（4足で）

サラッとした綿ストレッチが最高の履き心地!

充実の5タイプ! 作業に合わせて選べる足カバー

商品説明の動画を
ご覧下さい→

動画による商品説明をご覧下さい↓

動画による商品
説明をご覧下さい→

家族連れで行きたいショップを目指す!
注目度No.1のキャラクター和手ぬぐい

◎すべり止め効果もバツグン
◎背抜きなので通気性もOK
◎UVカットで屋外の作業も安心
◎指までぴったりフィットするので
　精密機械作業やガーデニングにも


