


ガゼル ボストンバッグ

出し入れしやすく、ショルダーにもかけられる!

シンプルで飽きのこないスタイル!

機能性とデザイン性を追求!

便利なシューズインタイプ
（ヘルメットも入ります）手に持つ／斜めがけ／背負える、3WAY

シューズケースだって妥協しない!!
スポーティーな6色展開!

ガゼルトートバッグ
■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／30×38×16cm
■重量／約465g(ショルダー紐含む)　■容量／約18L
■品質／ポリエステル100%

G-401

上部ファスナー

ショルダーストラップ付き
ショルダー
ストラップ付き

ショルダー
ストラップ付き

参考上代 2,700円（税抜)

参考上代 2,700円（税抜)

参考上代 2,160円（税抜)

参考上代 1,860円（税抜)

■カラー／黒/赤、黒/青（※色指定OK）
■サイズ／30×55×30cm
■重量／約615g　■容量／49.5L
■素材／ポリエステル100%

G-201
ガゼル ボストンバッグ

サイドにメッシュポケット、
ペットボトルや財布、タバコ、
携帯などを気軽にポン!

雑誌なども入る
大きなサイド
ポケット

フロントポケットも
出し入れしやすい
曲線状のファスナー!

人気のラウンドファスナー!
大きな荷物も出し入れラクラク!

ガゼルボストンバッグ
■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／28×49×26cm
■重量／約525g(ショルダー紐含む)　■容量／約35.6L　■品質／ポリエステル100%

G-202

大きな荷物も
入れやすい
ラウンドファスナー

左側にメッシュ
オープンポケット

右側にヘルメットも入る
シューズインポケット

■カラー／黒/赤　■サイズ／30×54×23cm
■重量／約590g　■容量／37L
■素材／ポリエステル100%　　

ショルダー
ストラップ付き

参考上代 1,260円（税抜)
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

背面動画による商品
説明をご覧下さい→

出し入れしやすく、ショルダーにもかけられる!
●両サイドにオープンポケット
●内側にオープンポケット×3
●内側にファスナーポケット×1

ガゼルトートバッグ
■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／30×38×16cm
■重量／約465g(ショルダー紐含む)　■容量／約18L
■品質／ポリエステル100%

G-401

ネイビー イエロー レッドブラック

上部ファスナー

ショルダーストラップ付き
ショルダー
ストラップ付き

ショルダー
ストラップ付き

前面ファスナー
ポケット×2
前面ファスナー
ポケット×2

参考上代 2,700円（税抜)

参考上代 2,700円（税抜)

参考上代 2,160円（税抜)

参考上代 1,860円（税抜)

シンプルで飽きのこないスタイル!

機能性とデザイン性を追求!

便利なシューズインタイプ
（ヘルメットも入ります）

■カラー／黒/赤、黒/青（※色指定OK）
■サイズ／30×55×30cm
■重量／約615g　■容量／49.5L
■素材／ポリエステル100%

G-201
ガゼル ボストンバッグ

サイドにメッシュポケット、
ペットボトルや財布、タバコ、
携帯などを気軽にポン!

雑誌なども入る
大きなサイド
ポケット

フロントポケットも
出し入れしやすい
曲線状のファスナー!

人気のラウンドファスナー!
大きな荷物も出し入れラクラク!

ブラック ネイビー イエロー レッド

ガゼルボストンバッグ
■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／28×49×26cm
■重量／約525g(ショルダー紐含む)　■容量／約35.6L　■品質／ポリエステル100%

G-202

大きな荷物も
入れやすい
ラウンドファスナー

左側にメッシュ
オープンポケット

右側にヘルメットも入る
シューズインポケット

黒/青

黒/赤

G-200
ガゼル ボストンバッグ

■カラー／黒/赤　■サイズ／30×54×23cm
■重量／約590g　■容量／37L
■素材／ポリエステル100%　　

手に持つ／斜めがけ／背負える、3WAY

黒/赤

ベージュデジカモ グレーデジカモ

ショルダー
ストラップ付き

グレーデジカモベージュデジカモ

ココがポイント

背負った時にカバンの形状
が崩れにくいよう考えられた
手提げの取り付け部分。どん
な持ち方をしても美しいシ
ルエットで荷物をキープ。

約 R18.0
容 

量

約 R35.6容 

量

約 R49.5容 

量

約 R37.0容 

量

参考上代 1,260円（税抜)
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!!
スポーティーな6色展開!

ベージュデジカモレッド

イエローネイビーブラック

背面

約 R10.0
容 

量

動画による商品
説明をご覧下さい→
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参考上代 2,340円（税抜)ガゼルDパック

背面と
ストラップに
クッション素材

■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／45×30×15cm　■重量／約490g　■容量／約20L　■品質／ポリエステル100%

G-103

内側にオープンポケットと
ペン差し付き

■カラー／黒/赤、黒/青（※色指定OK）
■サイズ／46×30×14cm　■重量／約450g
■容量／19L　■素材／ポリエステル100%

G-101
ガゼル Dパック 参考上代 2,160円（税抜)

疲れにくい
S型ストラップ

背面は
クッション素材

疲れにくい
S型ストラップは
クッション素材

参考上代 2,520円（税抜)ガゼルDパック
■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／43×26×20cm　■重量／約510g　■容量／約22L　■品質／ポリエステル100%

G-104

背面に
クッション
素材　　

疲れにくい
S型ストラップは
クッション素材

ガゼルDパック
■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／45×32×17.5cm　■重量／約480g
■容量／約25.2L　■品質／ポリエステル100%

G-102
 2,160円（税抜)
参考上代

上部に
ファスナーポケット
上部に
ファスナーポケット

スクエア型だから たっぷり収納!

流行のランドセル型!
シンプルで使いやすい定番デザイン!

ドラム型 大きく開閉できるラウンドファスナー

参考上代 2,340円（税抜)

スクエア型だから たっぷり収納!

ガゼルDパック

●正面にファスナーポケット×2
●内側にオープンポケット×1

背面と
ストラップに
クッション素材

■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／45×30×15cm　■重量／約490g　■容量／約20L　■品質／ポリエステル100%

G-103

ブラック ネイビー イエロー レッド

●内側片側にファスナーポケット×1

グレーデジカモベージュデジカモ

約 R20.0容 

量

流行のランドセル型!
内側にオープンポケットと
ペン差し付き

■カラー／黒/赤、黒/青（※色指定OK）
■サイズ／46×30×14cm　■重量／約450g
■容量／19L　■素材／ポリエステル100%

G-101
ガゼル Dパック 参考上代 2,160円（税抜) 黒/青

黒/赤

疲れにくい
S型ストラップ

シンプルで使いやすい定番デザイン!

ドラム型 大きく開閉できるラウンドファスナー

ブラック ネイビー イエローレッド

●前面にファスナーポケット×2　●内側にオープンポケット×1

●正面にファスナーポケット×1
●内側にクッションポケット×1
●内側にメッシュポケット×1

背面は
クッション素材

疲れにくい
S型ストラップは
クッション素材

上部に
ファスナーポケット
上部に
ファスナーポケット

イエローネイビー ブラックレッド

参考上代 2,520円（税抜)ガゼルDパック
■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／43×26×20cm　■重量／約510g　■容量／約22L　■品質／ポリエステル100%

G-104

背面に
クッション
素材　　

疲れにくい
S型ストラップは
クッション素材

ガゼルDパック
■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／45×32×17.5cm　■重量／約480g
■容量／約25.2L　■品質／ポリエステル100%

G-102

グレーデジカモベージュデジカモ

ベージュデジカモ グレーデジカモ

約 R19.0
容 

量

約 R25.2容 

量

約 R22.0容 

量

 2,160円（税抜)
参考上代
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WALKER
SKY

人気のBOX型リュックウエストにも背中にもフィット!

「ちょい持ち」にピッタリ!

小さく見えて「まとめ上手」!

コロコロでスーイスイ!
大容量74R

ショルダーストラップ
脱着・長さ調整可能

ガゼルミニショルダー
■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／21×14×8cm　■重量／約150g(ショルダー紐含む)
■容量／約2.2L　■品質／ポリエステル100%

G-601

ガゼルサコッシュショルダー

■カラー／ブラック、ネイビー、イエロー、レッド（※色指定OK）
■サイズ／16×24×2.5cm
■重量／約175g(ショルダー紐含む)　　■容量／約0.9L
■品質／ポリエステル100%

G-600

背面にファスナー
ポケット×1

前面にメッシュ
ファスナーポケット×1

前面にファスナーポケット×1

ガゼルウエストバッグ
■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／14×30×9cm
■容量／約3.5L　■重量／約215g　■品質／ポリエステル100%

G-602
参考上代 1,800円（税抜)

参考上代 1,800円（税抜)

参考上代 1,800円（税抜)

背面は
クッション素材　　

前面にメッシュファスナーポケット×1

スカイウォーカー
大型キャリーバッグ 参考上代 12,600円（税抜)
■カラー／ブラック
■サイズ／63×37×32cm(取っ手を伸ばした状態での全長104cm)
■容量／約74L　■重量／約3,250g　■品質／ポリエステル100％

SW-501

32
cm

63
cm

37cm

SW-101
スカイウォーカー
ボックス型Dバッグ
■カラー／レッド、ブルー、ブラック（※色指定OK）　■サイズ／41×29×15cm
■容量／約17L　■重量／約470g　■品質／ポリエステル100%

参考上代 6,600円（税抜)

肩をしっかりホールドして
ズレにくく疲れにくい!
幅広ショルダーストラップ

大きく開く
ラウンドファスナー

A4ノートも余裕で入る
前面ポケット

SW-101
スカイウォーカー
ボックス型Dバッグ
■カラー／レッド、ブルー、ブラック（※色指定OK）　■サイズ／41×29×15cm
■容量／約17L　■重量／約470g　■品質／ポリエステル100%

参考上代 6,600円（税抜)

人気のBOX型リュック

肩をしっかりホールドして
ズレにくく疲れにくい!
幅広ショルダーストラップ

ココがポイント

防水生地なので多少の雨な
ら中の荷物を濡らしません。

大きく開く
ラウンドファスナー

A4ノートも余裕で入る
前面ポケット

WALKER
SKY

普段も使いたくなるデザインでワークに必要な機能を追求!

ウエストにも背中にもフィット!

「ちょい持ち」にピッタリ!

小さく見えて「まとめ上手」!

スカイウォーカー
大型キャリーバッグ 参考上代 12,600円（税抜)
■カラー／ブラック
■サイズ／63×37×32cm(取っ手を伸ばした状態での全長104cm)
■容量／約74L　■重量／約3,250g　■品質／ポリエステル100％

SW-501
約 R74.0

容 

量

ショルダーストラップ
脱着・長さ調整可能

ショルダーストラップ
脱着・長さ調整可能

ガゼルミニショルダー
■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／21×14×8cm　■重量／約150g(ショルダー紐含む)
■容量／約2.2L　■品質／ポリエステル100%

G-601

ネイビー イエロー レッドブラック

ガゼルサコッシュショルダー

■カラー／ブラック、ネイビー、イエロー、レッド（※色指定OK）
■サイズ／16×24×2.5cm
■重量／約175g(ショルダー紐含む)　　■容量／約0.9L
■品質／ポリエステル100%

G-600

ネイビー イエロー レッドブラック

背面にファスナー
ポケット×1

前面にメッシュ
ファスナーポケット×1

前面にファスナーポケット×1

内側は3つのスペース
●オープンポケット×2
●ファスナーポケット×1

ネイビー イエロー レッド

ガゼルウエストバッグ
■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／14×30×9cm
■容量／約3.5L　■重量／約215g　■品質／ポリエステル100%

G-602

ブラック

参考上代 1,800円（税抜)

参考上代 1,800円（税抜)

参考上代 1,800円（税抜)

背面は
クッション素材　　

前面にメッシュファスナーポケット×1

ブラックブルーレッド

●前側面ファスナーポケット×2
   (内側にオープンポケット×2
   ペン差し×3)
●裏側面ファスナーポケット×1

コロコロでスーイスイ!

32
cm

63
cm

37cm

ベージュデジカモ グレーデジカモ

ベージュデジカモ グレーデジカモ

約 R17.0容 

量

約 R3.5
容 

量

約 R2.2
容 

量

約 R0.9
容 

量

大容量74R
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人気のBOX型
Dパック

シンプルな
定番Dパック

リュックにもなる!
2WAYトートバッグ

高機能! シューズイン
ボストンバッグ

使い方いろいろ・・・
2WAYウエストバッグ

センターに格納ポケット
スタイリッシュな
ボディバッグ

上部カバー付き
大型Dパック

リュックにもなる!
大きめボストンバッグ

#9102 バックパック
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／40×32×19cm　　■容量／約22L　　■重量／約320g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

#9101
バックパック
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／45×28×14cm　　■容量／約15L
■重量／約420g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 2,880円（税抜)
#9100
バックパック
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／45×31×15cm　　■容量／約20L
■重量／約480g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 3,840円（税抜)

#9103 トートバッグ
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／45×28×17cm　　■容量／約20L　　■重量／約500g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

内側メッシュポケット
キーホルダーフック付き

書類も入る
大きめポケット付き

背中は気持ちいい
メッシュ素材

スマホも入る小物ポケット。
キーホルダー付き

ベルトは収納可能

A4ノートパソコン用
ポケット付き

1,890円（税抜)
参考上代 

#9104
ウエストバッグ
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／17×27×7cm　　■容量／約2.5L
■重量／約300g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 1,890円（税抜) #9105
ボディバッグ
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／30×17×8cm　　■容量／約4L　　■重量／約200g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 1,890円（税抜)

#9106
ボストンバッグ

■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／20×55×30cm　　■容量／約30L　　■重量／約740g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 3,840円（税抜)

#9107
ボストンバッグ

■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／30×57×30cm　　■容量／約45L　　■重量／約980g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 2,880円（税抜)

ショルダーベルト付き

#9101
バックパック
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／45×28×14cm　　■容量／約15L
■重量／約420g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 2,880円（税抜)
#9100
バックパック
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／45×31×15cm　　■容量／約20L
■重量／約480g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 3,840円（税抜)

内側メッシュポケット
キーホルダーフック付き サイドメッシュポケット付き

書類も入る
大きめポケット付き

#9102 バックパック
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／40×32×19cm　　■容量／約22L　　■重量／約320g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

#9103 トートバッグ
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／45×28×17cm　　■容量／約20L　　■重量／約500g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

背中は気持ちいい
メッシュ素材

スマホも入る小物ポケット。
キーホルダー付き

ベルトは収納可能

A4ノートパソコン用
ポケット付き

1,890円（税抜)
参考上代 

2,880円（税抜)
参考上代 

#9104
ウエストバッグ
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／17×27×7cm　　■容量／約2.5L
■重量／約300g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 1,890円（税抜) #9105
ボディバッグ
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／30×17×8cm　　■容量／約4L　　■重量／約200g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 1,890円（税抜)

#9106
ボストンバッグ

■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／20×55×30cm　　■容量／約30L　　■重量／約740g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 3,840円（税抜)

#9107
ボストンバッグ

■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／30×57×30cm　　■容量／約45L　　■重量／約980g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 2,880円（税抜)
メッシュ付き
シューズインポケットベルトは収納可能

内側にファスナー付き
小物ポケット、
キーホルダーフック付き

底鋲付きだから床にも
置きやすい　

ウエストベルトは収納可能内側に小物ポケットと
キーホルダーフック付き

ショルダー部分は左右
付け替え可能

内側に小物ポケットと
キーホルダーフック付き

#9102 バックパック
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／40×32×19cm　　■容量／約22L　　■重量／約320g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

#9101
バックパック
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／45×28×14cm　　■容量／約15L
■重量／約420g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 2,880円（税抜)
#9100
バックパック
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／45×31×15cm　　■容量／約20L
■重量／約480g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 3,840円（税抜)

#9103 トートバッグ
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／45×28×17cm　　■容量／約20L　　■重量／約500g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

#9104
ウエストバッグ
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／17×27×7cm　　■容量／約2.5L
■重量／約300g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 1,890円（税抜) #9105
ボディバッグ
■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／30×17×8cm　　■容量／約4L　　■重量／約200g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 1,890円（税抜)

#9106
ボストンバッグ

■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／20×55×30cm　　■容量／約30L　　■重量／約740g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 3,840円（税抜)

#9107
ボストンバッグ

■カラー／カーキ・カモフラ・ブラック　（※色指定OK）
■サイズ／30×57×30cm　　■容量／約45L　　■重量／約980g
■品質／ポリエステル100%（PVCラミネート）

参考上代 2,880円（税抜)

人気のアーミー風バッグ

人気のBOX型
Dパック

シンプルな
定番Dパック

リュックにもなる!
2WAYトートバッグ

高機能! シューズイン
ボストンバッグ

使い方いろいろ・・・
2WAYウエストバッグ

センターに格納ポケット

（カモフラは、さり気なく日本列島のシルエットが混ざっているデザイン）

内側メッシュポケット
キーホルダーフック付き サイドメッシュポケット付き

メッシュ付き
シューズインポケット

書類も入る
大きめポケット付き

背中は気持ちいい
メッシュ素材 ウエストベルトは収納可能

ショルダーベルト付き

内側に小物ポケットと
キーホルダーフック付き

ショルダー部分は左右
付け替え可能

内側に小物ポケットと
キーホルダーフック付き

スマホも入る小物ポケット。
キーホルダー付き

スタイリッシュな
ボディバッグ

ブラックカモフラカーキ ブラックカモフラカーキ

ベルトは収納可能

ベルトは収納可能

A4ノートパソコン用
ポケット付き

ブラックカモフラカーキ ブラックカモフラカーキ

ブラックカモフラカーキ ブラックカモフラカーキ

上部カバー付き
大型Dパック

リュックにもなる!
大きめボストンバッグ

ブラックカモフラカーキ ブラックカモフラカーキ

約 R15.0
容 

量

約 R2.5
容 

量
約 R4.0

容 

量

約 R30.0容 

量 約 R45.0容 

量約 R20.0容 

量

約 R22.0容 

量

約 R20.0容 

量

1,890円（税抜)
参考上代 

2,880円（税抜)
参考上代 

内側にファスナー付き
小物ポケット、
キーホルダーフック付き

底鋲付きだから床にも
置きやすい　
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体にフィットして使い心地抜群!中身を取り出しやすい工夫満載!

上カバー付きの本格派

ストラップ付きで肩に掛けても便利!
シンプルで色んなシーンで活躍!

角度によって浮かび上がる
前面のロゴがクール!

BW-06
ボディバッグ
■カラー／ブラック/レッド、ネイビー/レッド、
　パープル/ブラウン、ターコイズ/ブラウン
　（※色指定OK）
■サイズ／27×15×7cm　　■重量／約370g
■容量／約2.8L　　■品質／PU100%

BW-05
トートバッグ
■カラー／ブラック、ブルー、グレー迷彩、ブルー迷彩
　（※色指定OK）
■サイズ／38×36×11cm　■重量／約340g
■容量／約15L　■品質／ポリエステル100%

両サイドに
メッシュポケット

 2,220円（税抜)参考上代

 3,450円（税抜)
参考上代

参考上代 2,220円（税抜)
BW-04
トートバッグ
■カラー／ブラック、ブルー、グレー迷彩、ブルー迷彩
　（※色指定OK）
■サイズ／44×39×12cm　　■重量／約330g　
■容量／約20L　　■品質／ポリエステル100%

両サイドに
メッシュ
ポケット参考上代 4,950円（税抜)

BW-08
カジュアルDパック
■カラー／黒、紺、グレー迷彩（※色指定OK）　　■サイズ／50×30×16cm
■重量／約700g　　■容量／約24L　　■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,220円（税抜)

参考上代 3,450円（税抜)

BW-01
Dパック
■カラー／ブラック、レッド、ブルー、ネイビー、グレー迷彩（※色指定OK）
■サイズ／56×33×16cm　　■容量／約29L　　■重量／約330g
■品質／ポリエステル100%

BW-07
ボディバッグ
■カラー／ブラック、ネイビー、パープル、モスグリーン
（※色指定OK）
■サイズ／27×16×6cm　　■重量／約250g
■容量／約2.4L　　■品質／ナイロン100%

前面のファスナーポケット

両サイドにメッシュポケット

ホコリなどの侵入や
荷物の飛び出しを
防止する上カバー

両サイドにメッシュ
ポケット

グレー迷彩ネイビープルーレッドブラック

モスグリーンパープル

ネイビーブラック

パープル/ブラウン ターコイズ/ブラウン

ブラック/レッド ネイビー/レッド

グレー迷彩紺

グレー迷彩ブルーブラック

黒

参考上代 2,220円（税抜)

参考上代 3,450円（税抜)

BW-01
Dパック
■カラー／ブラック、レッド、ブルー、ネイビー、グレー迷彩（※色指定OK）
■サイズ／56×33×16cm　　■容量／約29L　　■重量／約330g
■品質／ポリエステル100%

BW-06
ボディバッグ
■カラー／ブラック/レッド、ネイビー/レッド、
　パープル/ブラウン、ターコイズ/ブラウン
　（※色指定OK）
■サイズ／27×15×7cm　　■重量／約370g
■容量／約2.8L　　■品質／PU100%

BW-07
ボディバッグ
■カラー／ブラック、ネイビー、パープル、モスグリーン
（※色指定OK）
■サイズ／27×16×6cm　　■重量／約250g
■容量／約2.4L　　■品質／ナイロン100%

BW-05
トートバッグ
■カラー／ブラック、ブルー、グレー迷彩、ブルー迷彩
　（※色指定OK）
■サイズ／38×36×11cm　■重量／約340g
■容量／約15L　■品質／ポリエステル100%

両サイドに
メッシュポケット

体にフィットして使い心地抜群!中身を取り出しやすい工夫満載!

両サイドにメッシュ
ポケット

最新のトレンドを取り入れた充実のラインナップ!
ボディーウルフ

参考上代 4,950円（税抜)
BW-08
カジュアルDパック
■カラー／黒、紺、グレー迷彩（※色指定OK）　　■サイズ／50×30×16cm
■重量／約700g　　■容量／約24L　　■品質／ポリエステル100%

前面のファスナーポケット

両サイドにメッシュポケット

ホコリなどの侵入や
荷物の飛び出しを
防止する上カバー 上カバー付きの本格派

ストラップ付きで肩に掛けても便利!
シンプルで色んなシーンで活躍!

角度によって浮かび上がる
前面のロゴがクール!

 2,220円（税抜)参考上代

 3,450円（税抜)
参考上代

ブルー迷彩

参考上代 2,220円（税抜)
BW-04
トートバッグ
■カラー／ブラック、ブルー、グレー迷彩、ブルー迷彩
　（※色指定OK）
■サイズ／44×39×12cm　　■重量／約330g　
■容量／約20L　　■品質／ポリエステル100%

両サイドに
メッシュ
ポケット

グレー迷彩ブルーブラック ブルー迷彩

ココがポイント

自分に合った長さに調節可
能な手提げ部分

約 R15.0
容 
量

約 R2.4
容 

量
約 R2.8

容 

量

約 R29.0容 

量

約 R24.0
容 

量

約 R20.0容 

量

BW-series
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60リットルのビッグサイズ

シンプルで使い勝手GOOD!

上下2層式のディパック!

人気のドラム型リュック!

ウエスト、ヒップ、ショルダー、使い方自由自在!

入り口が大きいので
荷物の出し入れがラク!

参考上代 2,340円（税抜)
FU-1
ボディウルフ大型ボストン
■カラー／ブルー、レッド、ブラック、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／62×37×26cm　　■重量／約830g　　■容量／約60L
■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,220円（税抜)
FU-2
ボディウルフボストン
■カラー／ブラック、カモフラ（※色指定OK）　　■サイズ／54×32×26cm
■重量／約490g　　■容量／約45L　　■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,220円（税抜)
FU-3
ボディウルフボストン
■カラー／カーキ、レッド、ブラック、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／57×31×28cm
■重量／約545g　　■容量／約49L　　■品質／ポリエステル100%

ショルダーストラップ付き
（取り外し可能）

ショルダーストラップ付き
（取り外し可能）

ショルダーストラップ付き
（取り外し可能）

参考上代 2,220円（税抜)
FU-10
ボディウルフディパック
■カラー／カーキ、ブルー、レッド、ブラック、カモフラ（※色指定OK）　　■サイズ／45×28×18.5cm
■重量／約380g　　■容量／約23L　　■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,220円（税抜)

FU-9
ボディウルフ
ヒップバック
■カラー／ブラック、ブルー（※色指定OK）　■サイズ／27×17×8cm
■重量／約320g　■容量／約3.6L　■品質／ポリエステル100%

FU-90
ドラム型ディパック
■カラー／ブラック、ブルー、レッド、カーキ、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／43×33×20cm　　■重量／約440g　　■容量／約28L
■品質／ポリエステル100%

疲れにくく
ズレにくい
ソフトな
カーブ型
ショルダー
ストラップ

疲れにくくズレにくいソフトな
カーブ型ショルダーストラップ

 2,340円（税抜)
参考上代

ショルダーストラップ
付属

メインの
ファスナー
ポケット

ファスナー
小物ポケット

ファスナー
小物ポケット

背面にもファスナー
小物ポケット

マジックテープポケット

前面に2つの
ファスナーポケット

上部のファスナーポケット

両サイドに
メッシュポケット

反射テープ

楽に歩ける
ハンドグリップ付き

カモフラブラックレッドブルー

カモフラブラック

カモフラブラックレッドカーキ

参考上代 2,340円（税抜)
FU-1
ボディウルフ大型ボストン
■カラー／ブルー、レッド、ブラック、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／62×37×26cm　　■重量／約830g　　■容量／約60L
■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,220円（税抜)
FU-2
ボディウルフボストン
■カラー／ブラック、カモフラ（※色指定OK）　　■サイズ／54×32×26cm
■重量／約490g　　■容量／約45L　　■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,220円（税抜)
FU-3
ボディウルフボストン
■カラー／カーキ、レッド、ブラック、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／57×31×28cm
■重量／約545g　　■容量／約49L　　■品質／ポリエステル100%

使いやすさバツグン! 色んなシーンで活躍するベーシックスタイル
ボディーウルフ

60リットルのビッグサイズ

ショルダーストラップ付き
（取り外し可能）

ショルダーストラップ付き
（取り外し可能）

シンプルで使い勝手GOOD!

ショルダーストラップ付き
（取り外し可能）

カモフラカーキレッドブルーブラック

カモフラブラックレッドブルーカーキ

参考上代 2,220円（税抜)
FU-10
ボディウルフディパック
■カラー／カーキ、ブルー、レッド、ブラック、カモフラ（※色指定OK）　　■サイズ／45×28×18.5cm
■重量／約380g　　■容量／約23L　　■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,220円（税抜)

FU-9
ボディウルフ
ヒップバック
■カラー／ブラック、ブルー（※色指定OK）　■サイズ／27×17×8cm
■重量／約320g　■容量／約3.6L　■品質／ポリエステル100%

FU-90
ドラム型ディパック
■カラー／ブラック、ブルー、レッド、カーキ、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／43×33×20cm　　■重量／約440g　　■容量／約28L
■品質／ポリエステル100%

上下2層式のディパック!

人気のドラム型リュック!

ウエスト、ヒップ、ショルダー、使い方自由自在!

入り口が大きいので
荷物の出し入れがラク!

疲れにくく
ズレにくい
ソフトな
カーブ型
ショルダー
ストラップ

疲れにくくズレにくいソフトな
カーブ型ショルダーストラップ

ブルーブラック

ココがポイント

重たい物や汚れた物などを
分けて入れられる2層式。

約 R3.6
容 

量

約 R49.0容 

量

約 R45.0容 

量

約 R60.0容 

量 約 R23.0容 

量

約 R28.0容 

量  2,340円（税抜)
参考上代

ショルダーストラップ
付属

メインの
ファスナー
ポケット

ファスナー
小物ポケット

ファスナー
小物ポケット

背面にもファスナー
小物ポケット

マジックテープポケット

前面に2つの
ファスナーポケット

上部のファスナーポケット

両サイドに
メッシュポケット

反射テープ

楽に歩ける
ハンドグリップ付き
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BOT-10
ミニボストンバッグ
■カラー／ブラック、カーキ、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／28×40×18cm
■品質／ポリエステル100%（メッシュボンディング）　
■重量／約395g　　■容量／約20L

参考上代 2,340円（税抜)

BOT-12
ロールボストンバッグ
■カラー／ブラック、カーキ、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／28×51×28cm　　■重量／約440g
■容量／約39L
■品質／ポリエステル100%（メッシュボンディング）　

参考上代 2,340円（税抜)

BOT-09
ドラムリュック
■カラー／ブラック、カーキ、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／43×33×20cm
■品質／ポリエステル100%（メッシュボンディング）　
■重量／約400g　　■容量／約28L

参考上代 2,340円（税抜)

BOT-03
ショルダーバッグ
■カラー／ブラック、カーキ、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／26×36×11cm　　■重量／約300g　　■容量／約10L
■品質／ポリエステル100%（メッシュボンディング）　

参考上代 2,340円（税抜)

BOT-02
ヒップバッグ
■カラー／ブラック、カーキ、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／19×29×9cm　　■重量／約285g　　■容量／約4L
■品質／ポリエステル100%（メッシュボンディング）　

参考上代 2,340円（税抜)
BOT-01
ウエストバッグ
■カラー／ブラック、カーキ、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／18×36×11cm　　■重量／約260g　　■容量／約7L
■品質／ポリエステル100%（メッシュボンディング）　

参考上代 2,340円（税抜)

BOT-05
トートバッグ
■カラー／ブラック、カーキ、カモフラ　（※色指定OK）
■サイズ／38×36×10cm　　■重量／約355g　　■容量／約13L
■品質／ポリエステル100%（メッシュボンディング）　

参考上代 2,340円（税抜)

左右のポケット

前面のファスナーポケット

前面のメッシュポケット右側面のファスナーポケット

上部に財布が入るポケット

前面のiPadもすっぽり
入るメッシュポケット

両サイドのメッシュポケット前面のファスナーポケット両サイドのポケット 前面のファスナーポケット

ショルダー
ストラップは
取り外し可能

両サイドのフタ付きポケット

前面の
ファスナー
ポケット

背面のB5ノートも入る
ファスナーポケット

前面上部のファスナーポケット

前面のファスナーポケット

BOT-10
ミニボストンバッグ
■カラー／ブラック、カーキ、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／28×40×18cm
■品質／ポリエステル100%（メッシュボンディング）　
■重量／約395g　　■容量／約20L

参考上代 2,340円（税抜)
カモフラカーキブラック

カモフラカーキブラック

BOT-12
ロールボストンバッグ
■カラー／ブラック、カーキ、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／28×51×28cm　　■重量／約440g
■容量／約39L
■品質／ポリエステル100%（メッシュボンディング）　

参考上代 2,340円（税抜)

人気のミリタリー風デザインバッグ

BOT-09
ドラムリュック
■カラー／ブラック、カーキ、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／43×33×20cm
■品質／ポリエステル100%（メッシュボンディング）　
■重量／約400g　　■容量／約28L

参考上代 2,340円（税抜)

BOT-03
ショルダーバッグ
■カラー／ブラック、カーキ、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／26×36×11cm　　■重量／約300g　　■容量／約10L
■品質／ポリエステル100%（メッシュボンディング）　

参考上代 2,340円（税抜)

BOT-02
ヒップバッグ
■カラー／ブラック、カーキ、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／19×29×9cm　　■重量／約285g　　■容量／約4L
■品質／ポリエステル100%（メッシュボンディング）　

参考上代 2,340円（税抜)
BOT-01
ウエストバッグ
■カラー／ブラック、カーキ、カモフラ（※色指定OK）
■サイズ／18×36×11cm　　■重量／約260g　　■容量／約7L
■品質／ポリエステル100%（メッシュボンディング）　

参考上代 2,340円（税抜)

BOT-05
トートバッグ
■カラー／ブラック、カーキ、カモフラ　（※色指定OK）
■サイズ／38×36×10cm　　■重量／約355g　　■容量／約13L
■品質／ポリエステル100%（メッシュボンディング）　

参考上代 2,340円（税抜)

カモフラカーキブラック

カモフラカーキブラック カモフラカーキブラック

カモフラカーキブラック カモフラカーキブラック

約 R10.0
容 

量 約 R13.0
容 

量

約 R7.0容 

量
約 R4.0

容 

量

約 R28.0容 

量

約 R20.0容 

量

約 R39.0容 

量

手軽に持てるミニサイズ

人気のBOX型Dパック ポケットいろいろ!
機能重視のウエストバッグ

ショルダーストラップも付いて
持ち方いろいろ

手軽なサイズの高機能ショルダー!

使い方もいろいろ楽しめる
ヒップバッグ

左右のポケット

前面のファスナーポケット

前面のメッシュポケット右側面のファスナーポケット

上部に財布が入るポケット

前面のiPadもすっぽり
入るメッシュポケット

両サイドのメッシュポケット前面のファスナーポケット両サイドのポケット 前面のファスナーポケット

ショルダー
ストラップは
取り外し可能

両サイドのフタ付きポケット

前面の
ファスナー
ポケット

背面のB5ノートも入る
ファスナーポケット

前面上部のファスナーポケット

前面のファスナーポケット

人気のロールボストン

手軽に持てるミニサイズ

人気のBOX型Dパック

人気のロールボストン

ポケットいろいろ!
機能重視のウエストバッグ

ショルダーストラップも付いて
持ち方いろいろ

手軽なサイズの高機能ショルダー!

使い方もいろいろ楽しめる
ヒップバッグ
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42cm

33
cm

これまでにないビッグサイズ!

徹底的にこだわった収納力と機能性

大切な書類、機器類、スマホや
タブレットも濡らさない!
無縫製で完全防水

ファスナー
ポケット

めくると
メッシュポケット

参考上代 4,500円（税抜)

参考上代 4,500円（税抜)

■サイズ／70×34×33cm　　■重量／約1120g 　■容量／78L
■品質／ポリエステル100%　　※底板あり

■カラー／黒/ベージュ迷彩、黒/グレー迷彩（※色指定OK）

I-9641
デカボストン

■カラー／ブラック、ネイビー、カーキ（※色指定OK）

I-9631
デカボストン

参考上代 4,050円（税抜)

参考上代 4,050円（税抜)

■サイズ／50×48×22cm　■重量／約820g
■容量／32L　■品質／ポリエステル100%

■カラー／黒/ベージュ迷彩、黒/グレー迷彩（※色指定OK）

I-9642
デカリュック

■カラー／黒/グレー、黒/ブルー（※色指定OK）

I-9632
デカリュック

ラウンドファスナーで
大きな荷物もラクラク! 

500mlペットポトルなら余裕で2本!
左右2つのBIGなサイドポケット

参考上代 3,960円（税抜)

参考上代 5,940円（税抜)

ザットドライバッグトートタイプ

■カラー／ブラック、グレー、カーキ、イエロー（※色指定OK）
■サイズ(閉口時)／33×42(上部)32(底部)×17cm
■重量／約500g　■容量／約10L
■品質／PVCターポリン、ポリプロピレン

G220-2343（イエロー）
G220-2336（カーキ）
G220-2329（グレー）
G220-2312（ブラック）

ブラック

ブラック

カーキ

グレー

グレー

イエロー

イエロー

ザットドライバッグ バックパック
■カラー／ブラック、グレー、カーキ、イエロー（※色指定OK）
■サイズ(閉口時)／46×30×20cm　■重量／約850g(内ショルダーベルト約200g)
■容量／約24L　■品質／PVCターポリン、ポリプロピレン

G330-2381（イエロー）
G330-2374（カーキ）
G330-2367（グレー）
G330-2350（ブラック）

カーキ

カーキネイビー黒/グレー迷彩黒/ベージュ迷彩 ブラック

黒/ブルー

黒/グレー迷彩

黒/ベージュ迷彩

黒/グレー

ファスナー
ポケット

めくると
メッシュポケット

参考上代 4,500円（税抜)

参考上代 4,500円（税抜)

参考上代 3,960円（税抜)

参考上代 5,940円（税抜)

■サイズ／70×34×33cm　　■重量／約1120g 　■容量／78L
■品質／ポリエステル100%　　※底板あり

■カラー／黒/ベージュ迷彩、黒/グレー迷彩（※色指定OK）

I-9641
デカボストン

■カラー／ブラック、ネイビー、カーキ（※色指定OK）

I-9631
デカボストン

参考上代 4,050円（税抜)

参考上代 4,050円（税抜)

■サイズ／50×48×22cm　■重量／約820g
■容量／32L　■品質／ポリエステル100%

■カラー／黒/ベージュ迷彩、黒/グレー迷彩（※色指定OK）

I-9642
デカリュック

■カラー／黒/グレー、黒/ブルー（※色指定OK）

I-9632
デカリュック

これまでにないビッグサイズ!

33cm

30cm
22cm

48
cm

34
cm

70cm

50cm

徹底的にこだわった収納力と機能性
ブラック グレー カーキ イエロー

デカボストン & デカリュック

ココがポイント

側面ポケットも大型! 靴も丸
ごと入るサイズ。

大切な書類、機器類、スマホや
タブレットも濡らさない!
無縫製で完全防水

ザットドライバッグトートタイプ

■カラー／ブラック、グレー、カーキ、イエロー（※色指定OK）
■サイズ(閉口時)／33×42(上部)32(底部)×17cm
■重量／約500g　■容量／約10L
■品質／PVCターポリン、ポリプロピレン

G220-2343（イエロー）
G220-2336（カーキ）
G220-2329（グレー）
G220-2312（ブラック）

ブラック

ブラック

カーキ

カーキ

グレー

グレー

イエロー

イエロー

ザットドライバッグ バックパック
■カラー／ブラック、グレー、カーキ、イエロー（※色指定OK）
■サイズ(閉口時)／46×30×20cm　■重量／約850g(内ショルダーベルト約200g)
■容量／約24L　■品質／PVCターポリン、ポリプロピレン

G330-2381（イエロー）
G330-2374（カーキ）
G330-2367（グレー）
G330-2350（ブラック）

17cm32cm

42cm

33
cm

20cm30cm

46
cm

大切な荷物を濡らさない! 汚さない!
ザット

ブラック グレー カーキ イエロー

約 R10.0
容 

量

約 R78.0
容 

量

約 R32.0容 

量

約 R24.0
容 

量

ラウンドファスナーで
大きな荷物もラクラク! 

500mlペットポトルなら余裕で2本!
左右2つのBIGなサイドポケット
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参考上代 9,000円（税抜)
EDWIN ボディバッグ
#411414

■カラー／ネイビー・ブラック（※色指定OK）
■サイズ／310×150×95mm　■重量／約390g
■容量／約4.4L　■品質／コットン・合成皮革

600Dポリエステル製で

強い!

シューズ収納ポケット付き

使い方色々でうれしい! 

ジャマにならないコンパクトサイズ

カジュアルを極める!
エドウィンがプロデュースした洗練されたスタイルと機能性!

デキル男はシザーバッグ 七つ道具にいつでも手が届く!

参考上代 4,350円（税抜)
■カラー／グリーンデジカモ・ベージュデジカモ・
　ブラック・ネイビー（※色指定OK）
■サイズ／22×13×3cm　■重量／約210g
■品質／ポリエステル100%

EDWIN
シザーバッグ

#411323
ショルダーストラップ付属

背面

背面

■カラー／ブラック、ネイビー（※色指定OK）
■サイズ／14×10×3.5cm
■重量／約155g　■品質／ポリエステル100%

E100
EDWINチョークバッグ

参考上代 2,700円（税抜)

人気のラウンドファスナー!
大きく開いて荷物の出し入れ
スムーズ!

肩紐付き
（取り外し可能）

肩紐付き
（取り外し可能）

SHB-03
シューズインボストン
■カラー／ブラック　■サイズ／30×54×27cm
■重量／約595g　■容量／約43L　■品質／ポリエステル100%　

参考上代 2,490円（税抜)

#9962
ロールボストンバッグ
■カラー／ブラック・ネイビー（※色指定OK）
■サイズ／62×32×32cm
■容量／約64L　　■重量／約605g
■品質／600Dポリエステル100%

参考上代 2,160円（税抜)

前面に、斜めラインの
ファスナーポケット

ネイビーブラック

600Dポリエステル製で

強い!

シューズ収納ポケット付き
人気のラウンドファスナー!
大きく開いて荷物の出し入れ
スムーズ!

肩紐付き
（取り外し可能）

肩紐付き
（取り外し可能）

SHB-03
シューズインボストン
■カラー／ブラック　■サイズ／30×54×27cm
■重量／約595g　■容量／約43L　■品質／ポリエステル100%　

参考上代 2,490円（税抜)

#9962
ロールボストンバッグ
■カラー／ブラック・ネイビー（※色指定OK）
■サイズ／62×32×32cm
■容量／約64L　　■重量／約605g
■品質／600Dポリエステル100%

参考上代 2,160円（税抜)

使い方色々でうれしい! 
ショルダーは
取り外し可能

サイドに持ち手 ショルダーは
取り外し可能

サイドに持ち手生地の拡大写真生地の拡大写真

前面に、斜めラインの
ファスナーポケット

ジャマにならないコンパクトサイズ

ブラック

ネイビー

■カラー／ブラック、ネイビー（※色指定OK）
■サイズ／14×10×3.5cm
■重量／約155g　■品質／ポリエステル100%

E100
EDWINチョークバッグ

参考上代 2,700円（税抜)

●ファスナーポケット×1
●内部にメッシュ
　ポケット×1
●正面にカバー付
　オープンポケット×1
●カバーにファスナー
　ポケット×1

カジュアルを極める!

参考上代 9,000円（税抜)
■カラー／ネイビー・ブラック（※色指定OK）
■サイズ／310×150×95mm　■重量／約390g
■容量／約4.4L　■品質／コットン・合成皮革

EDWIN ボディバッグ
#411414

ブラック

ネイビー

エドウィンがプロデュースした洗練されたスタイルと機能性!

カジュアルブランドだから実現した高品質でカッコいいグッズ
エドウィン

ブラック ネイビーベージュデジカモグリーンデジカモ

参考上代 4,350円（税抜)
■カラー／グリーンデジカモ・ベージュデジカモ・
　ブラック・ネイビー（※色指定OK）
■サイズ／22×13×3cm　■重量／約210g
■品質／ポリエステル100%

EDWIN
シザーバッグ

#411323

デキル男はシザーバッグ 七つ道具にいつでも手が届く!

ショルダーストラップ付属

背面

背面

ココがポイント

ベルト通しにストラップを通
して使えば安定するので重
い物を入れる時も安心!

約 R43.0容 

量

約 R64.0
容 

量

約 R4.4
容 

量
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底板入りでたっぷり収納！
置いてもしっかり安定!

広げれば84Lも収納!

ちっちゃいのもいいね!!
財布や小物しか持ち歩かない人に人気! お弁当入れにも・・・

大容量で使いやすい設計!

かなり大きめの人気商品!

落ち着いた色合いの6色展開

シンプルな使いやすさと可愛いフォルム

「いざ」という時に大活躍! たためばコンパクト、外袋付き!!

小物ポケットも多彩! 折りたたみ傘も
収納できて言うことなし!

I-9551
2ポケボストンバッグ
■カラー／ブラック、レッド、ネイビー(※色指定OK)
■サイズ／47×28×22cm　■重量／約900g
■容量／約29L　■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,220円（税抜)

I-9526
ビッグボストン
■カラー／ネイビー、ブラック（※色指定OK）
■サイズ／54×78×20cm
■品質／ポリエステル100%　■重量／約640g
■容量／約84L

参考上代 2,220円（税抜)

I-9604
ミニボストンバッグ
■カラー／ネイビー、ブラック（※色指定OK）
■サイズ／23×28×16cm
■品質／ポリエステル100%　■重量／約340g
■容量／約10L

背面

肩紐付き
（取り外し可能）
肩紐付き
（取り外し可能）

背面

I-1548
大型Dパック反射付
■カラー／カーキ、 ネイビー、ブラック、ブルー、迷彩、ワイン（※色指定OK）
■サイズ／56×37×21.5cm　■重量／約560g　　■容量／約45L
■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,340円（税抜)

■カラー／ブラック、グレー（※色指定OK）
■サイズ／45×31×13cm
■重量／約410g　■容量／約18L
■品質／ポリエステル100%、メッシュボンディング

SPO-02
ディバッグ 参考上代 2,340円（税抜)

I-9615
大型カラーDパック
■カラー／カーキ、ブラック、ブルー、迷彩（※色指定OK）
■サイズ／45.5×31.5×18.5cm　■重量／約560g
■容量／約26L　■品質／ポリエステル100%

 2,220円（税抜)

2,220円（税抜)
参考上代 

右サイドの小物ポケット
（マジックテープ付き）

左サイドのメッシュ
ポケット

折りたたみ傘も入る
横長ファスナーポケット

前面に2つの
ファスナーポケット

両サイドにメッシュポケット

肩紐付き

ネイビーレッドブラック

I-9551
2ポケボストンバッグ
■カラー／ブラック、レッド、ネイビー(※色指定OK)
■サイズ／47×28×22cm　■重量／約900g
■容量／約29L　■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,220円（税抜)

底板入りでたっぷり収納！
置いてもしっかり安定!

肩紐付き

広げれば84Lも収納!

I-9526
ビッグボストン
■カラー／ネイビー、ブラック（※色指定OK）
■サイズ／54×78×20cm
■品質／ポリエステル100%　■重量／約640g
■容量／約84L

参考上代 2,220円（税抜)

ブラック

ネイビー

I-9604
ミニボストンバッグ
■カラー／ネイビー、ブラック（※色指定OK）
■サイズ／23×28×16cm
■品質／ポリエステル100%　■重量／約340g
■容量／約10L

ちっちゃいのもいいね!!
財布や小物しか持ち歩かない人に人気! お弁当入れにも・・・

肩紐付き

背面

ブラック

紺

肩紐付き
（取り外し可能）
肩紐付き
（取り外し可能）

大容量で使いやすい設計!

背面

約 R10.0
容 

量

ココがポイント

大型リュックには嬉しい肉厚
なクッション入りショルダー。

かなり大きめの人気商品!

I-1548
大型Dパック反射付
■カラー／カーキ、 ネイビー、ブラック、ブルー、迷彩、ワイン（※色指定OK）
■サイズ／56×37×21.5cm　■重量／約560g　　■容量／約45L
■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,340円（税抜)

落ち着いた色合いの6色展開

両サイドに
大型メッシュポケット

ブラック ブルー 迷彩 ワインカーキネイビー

グレーブラック

■カラー／ブラック、グレー（※色指定OK）
■サイズ／45×31×13cm
■重量／約410g　■容量／約18L
■品質／ポリエステル100%、メッシュボンディング

SPO-02
ディバッグ 参考上代 2,340円（税抜)

シンプルな使いやすさと可愛いフォルム

表

裏

約 R18.0
容 

量

約 R45.0容 

量

迷彩ブルーブラックカーキ

I-9615
大型カラーDパック
■カラー／カーキ、ブラック、ブルー、迷彩（※色指定OK）
■サイズ／45.5×31.5×18.5cm　■重量／約560g
■容量／約26L　■品質／ポリエステル100%

 2,220円（税抜)
参考上代

約 R26.0容 

量

約 R29.0容 

量

約 R84.0容 

量

2,220円（税抜)
参考上代 

ファスナー
ポケット

マジックテープ式
ポケット

「いざ」という時に大活躍! たためばコンパクト、外袋付き!!

小物ポケットも多彩! 折りたたみ傘も
収納できて言うことなし!

右サイドの小物ポケット
（マジックテープ付き）

左サイドのメッシュ
ポケット

折りたたみ傘も入る
横長ファスナーポケット

前面に2つの
ファスナーポケット

両サイドにメッシュポケット

ファスナー
ポケット

マジックテープ式
ポケット

両サイドに
大型メッシュポケット
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ぶ厚い雑誌もスッポリ入る
ファスナーポケット

気軽に出し入れできる
オープンポケット

タフな現場にピッタリ!

どこへでも持って行ける
気軽さが魅力!
丈夫でソフトな手触りの
ツイルナイロン製

600Dポリエステルの丈夫なトート

人気のヒミツは機能性!

荷物の多い方にオススメ!

大型Dパック
■カラー／ブラック・ネイビー・レッド・カーキ　（※色指定OK）
■サイズ／37×56×21.5cm　　■容量／約44L
■重量／約465g　　■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,160円（税抜)

参考上代 2,340円（税抜)

しっかり開くファスナー、シンプルな構造、
荷物の出し入れがカンタン!

高さ56cmのビッグサイズ!

#9068 #8579
ブラック トートバッグ
■カラー／ブラック　■サイズ／42×34.5×12.5cm　■重量／約460g
■容量／約18L　■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,220円（税抜)
#8578
ブラック トートバッグ
■カラー／ブラック　■サイズ／40×49×18cm　■重量／約580g
■容量／約35L　■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,220円（税抜)

#9111
トートバッグ
■カラー／ブラック　■サイズ／34.5×42.5×12.5cm
■重量／約490g
■品質／ツイルナイロン100%
■容量／約18L

持ち手の長さは調節可能、
伸ばせばショルダーバッグ
としても使えて便利!

#7077 デイパック
■カラー／ブラック・カーキ・レッド・ブルー・カモフラ・オレンジ(※色指定OK)
■サイズ／47×32×13cm(外ポケットの厚みは除く)
■素材／ポリエステル100%　■重量／約480g　■容量／約19L

 2,160円（税抜)
参考上代

反射テープで
夜も安心

左右両サイドに
ペットボトルも入る
メッシュポケット

サイフやカードなどが
入るファスナーポケット

ケイタイなどが入る
ファスナーポケット

前面にタバコなどが入る
メッシュポケット

折りたたみ傘も入る
横長ファスナーポケット

レッド カーキ

ネイビーブラック

大型Dパック
■カラー／ブラック・ネイビー・レッド・カーキ　（※色指定OK）
■サイズ／37×56×21.5cm　　■容量／約44L
■重量／約465g　　■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,160円（税抜)

参考上代 2,340円（税抜)

しっかり開くファスナー、シンプルな構造、
荷物の出し入れがカンタン!

マジックテープで
小物を気軽に
出し入れできる

マジックテープで
小物を気軽に
出し入れできる

気軽に出し入れできる
オープンポケット

高さ56cmのビッグサイズ!

タフな現場にピッタリ!

#9068 #8579
ブラック トートバッグ
■カラー／ブラック　■サイズ／42×34.5×12.5cm　■重量／約460g
■容量／約18L　■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,220円（税抜)
#8578
ブラック トートバッグ
■カラー／ブラック　■サイズ／40×49×18cm　■重量／約580g
■容量／約35L　■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,220円（税抜)

どこへでも持って行ける
気軽さが魅力!
丈夫でソフトな手触りの
ツイルナイロン製

#9111
トートバッグ
■カラー／ブラック　■サイズ／34.5×42.5×12.5cm
■重量／約490g
■品質／ツイルナイロン100%
■容量／約18L

本体前面にファスナーポケット×2
本体背面にオープンポケット
本体両側面にメッシュポケット
本体内部に携帯電話・小物入れ
持ち手の長さ調節可能

持ち手の長さは調節可能、
伸ばせばショルダーバッグ
としても使えて便利!

600Dポリエステルの丈夫なトート

レッドカーキ カモフラ オレンジブルーブラック

#7077 デイパック
■カラー／ブラック・カーキ・レッド・ブルー・カモフラ・オレンジ(※色指定OK)
■サイズ／47×32×13cm(外ポケットの厚みは除く)
■素材／ポリエステル100%　■重量／約480g　■容量／約19L

ぶ厚い雑誌もスッポリ入る
ファスナーポケット

人気のヒミツは機能性!

約 R18.0
容 

量

約 R18.0
容 

量

約 R19.0
容 

量

約 R35.0容 

量
約 R44.0容 

量

 2,160円（税抜)
参考上代

荷物の多い方にオススメ!

反射テープで
夜も安心

左右両サイドに
ペットボトルも入る
メッシュポケット

サイフやカードなどが
入るファスナーポケット

ケイタイなどが入る
ファスナーポケット

前面にタバコなどが入る
メッシュポケット

折りたたみ傘も入る
横長ファスナーポケット
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1位・2位・3位独占!
ヤフーショッピング
メンズショルダーバッグ部門

トートバッグの革命!
携帯、財布などの小物が入れにくかった
トートバッグの欠点をスッキリ解消!

ひと回り大きい
タイプも人気!!

ビジネスにもカジュアルにも
使える落ち着いたデザイン!

光の当たる角度によって
カモフラ柄が浮き出る
クールなデザイン!

小さくて軽いのに
いろいろ入れられてマジ売れてます!!

I-1551
ブラックトートバッグ
ラウンドファスナー付き
■カラー／ブラック
■サイズ／40×34×12.5cm
■重量／約370g　　■容量／約17L
■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,220円（税抜)

参考上代 5,292円（税抜)

参考上代 7,371円（税抜)

TTC-50039
トートバッグ ブラック

■カラー／ブラック
■サイズ／32×40×13.5cm
■重量／約540g　■容量／約17L
■品質／変わり織りコットン、合皮　

RTG-30028
スクエアビッグトートバッグ
■カラー／ブラックカモ、ネイビーカモ(※色指定OK)
■サイズ／35.5×45cm/底マチ12×36.5cm　■重量／約280g
■容量／約19L　■品質／ポリエステル100%　

前面にファスナーポケット付。ショルダーは
脱着、長さ調節可能。本体内部前面側に
ファスナーポケット、携帯電話、小物入れ付。

サコッシュショルダーバッグ
■カラー／ブラック、ネイビー、グレー、ワイン、テラコッタ、ターコイズブルー
■サイズ／16×25×2cm　■重量／約185g（ストラップを含む）
■容量／約0.8L　■品質／ポリエステルキャンバス

サコッシュショルダーバッグ

■カラー／ブラック、ネイビー、グレー、ワイン、テラコッタ
■サイズ／18×27×2cm　■重量／約255g（ストラップを含む）
■容量／約1.0L　■品質／ポリエステルキャンバス

#8231

体に接する面は、サラッとメッシュ仕様!

背面にオープンポケット付

参考上代 2,160円（税抜)

参考上代 2,760円（税抜)

前面にファスナーポケット付。ショルダー脱着、
長さ調節可能。本体内部にファスナーポケット、
携帯電話、小物入れ、キーホルダー付。

#9155

両サイドに
メッシュポケット

マチのある前面ポケット、
ラウンドファスナーなので
出し入れもスムーズ

ファスナー

両サイドに
オープンポケット

ファスナー

ファスナー

ネイビーカモブラックカモ

I-1551
ブラックトートバッグ
ラウンドファスナー付き
■カラー／ブラック
■サイズ／40×34×12.5cm
■重量／約370g　　■容量／約17L
■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,220円（税抜)

トートバッグの革命!
携帯、財布などの小物が入れにくかった
トートバッグの欠点をスッキリ解消!

参考上代 5,292円（税抜)

参考上代 7,371円（税抜)

TTC-50039
トートバッグ ブラック

■カラー／ブラック
■サイズ／32×40×13.5cm
■重量／約540g　■容量／約17L
■品質／変わり織りコットン、合皮　

RTG-30028
スクエアビッグトートバッグ
■カラー／ブラックカモ、ネイビーカモ(※色指定OK)
■サイズ／35.5×45cm/底マチ12×36.5cm　■重量／約280g
■容量／約19L　■品質／ポリエステル100%　

前面にファスナーポケット付。ショルダーは
脱着、長さ調節可能。本体内部前面側に
ファスナーポケット、携帯電話、小物入れ付。

サコッシュショルダーバッグ
■カラー／ブラック、ネイビー、グレー、ワイン、テラコッタ、ターコイズブルー
■サイズ／16×25×2cm　■重量／約185g（ストラップを含む）
■容量／約0.8L　■品質／ポリエステルキャンバス

ブラック ネイビー グレー ワイン テラコッタ ターコイズブルー

サコッシュショルダーバッグ

■カラー／ブラック、ネイビー、グレー、ワイン、テラコッタ
■サイズ／18×27×2cm　■重量／約255g（ストラップを含む）
■容量／約1.0L　■品質／ポリエステルキャンバス

#8231

ブラック ネイビー

グレー ワイン テラコッタ

ヤフーショッピング

1位・2位・3位独占!
メンズショルダーバッグ部門

ひと回り大きい
タイプも人気!!
#9155よりタテ・ヨコ2cmずつ大きい

体に接する面は、サラッとメッシュ仕様!

背面にオープンポケット付

参考上代 2,160円（税抜)

参考上代 2,760円（税抜)

前面にファスナーポケット付。ショルダー脱着、
長さ調節可能。本体内部にファスナーポケット、
携帯電話、小物入れ、キーホルダー付。

#9155

ココがポイント
薄い生地なので小さく折り
たためます! エコバッグの代
わりになるかも。

約 R17.0容 

量

約 R17.0容 

量

約 R19.0
容 

量

約 R0.8
容 

量

約 R1 .0容 

量

ビジネスにもカジュアルにも
使える落ち着いたデザイン!

光の当たる角度によって
カモフラ柄が浮き出る
クールなデザイン!

小さくて軽いのに
いろいろ入れられてマジ売れてます!!

両サイドに
メッシュポケット

マチのある前面ポケット、
ラウンドファスナーなので
出し入れもスムーズ

ファスナー

両サイドに
オープンポケット

ファスナー

ファスナー

売れ筋
No.1
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ちょっとヤンチャで風格のあるスタイル

すぐにスマホを使える!

丈夫で軽い! しかも汚れが付きにくい!

手になじむ高級感!

とってもハンサムな小物バッグ!

いつでも
どこでも

スリムに見えて、収納にもこだわった逸品

セカンドバッグもまだまだ健在!
上質で柔らかい羊皮が手になじむ!

#8142BK
ボディバッグ市松模様
■カラー／ブラック　■サイズ／29.5×16×6.5cm
■容量／約3L　■重量／約440g
■品質／ポリエステル、合成皮革

参考上代 4,050円（税抜)

SMB-02
ボディバッグ
■カラー／ブラック、ネイビー、カモフラージュ(※色指定OK)
■サイズ／36×20×9cm　■容量／約6.5L
■重量／約260g　■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,340円（税抜)

#9051
ボディバッグ
■カラー／ブラック、ネイビー（※色指定OK）
■サイズ／30×19×8.5cm　■重量／約330g
■容量／約4.8L　■品質／420Dポリエステル100%

参考上代 2,490円（税抜) 参考上代 2,490円（税抜)

参考上代 2,490円（税抜)

参考上代 2,220円（税抜)

DIL-22
DITRAIL ボディバッグ

■カラー／黒　■サイズ／18×28×1cm
■重量／約216g
■容量／約0.5L
■品質／合皮、羊革

DIL-26
DITRAIL ボディバッグ

■カラー／黒　■サイズ／34×15×9cm
■重量／約227g
■容量／約4L
■品質／合皮、羊革

DIL-24
DITRAIL ボディバッグ

■カラー／黒　■サイズ／31.5×15.5×8cm
■重量／約293g
■容量／約3L
■品質／合皮、羊革

#8045
ワンショルダー
バッグ

■カラー／ブラック
■サイズ／25×15×7cm
■重量／約500g
■容量／約2.6L
■品質／合成皮革

参考上代 4,350円（税抜)

■カラー／ブラック　■サイズ／15×24×9cm
■重量／約200g　■容量／約3.2L　■品質／羊皮

B071
羊皮セカンドバッグ
Ｗファスナー(黒)

3つのファスナー
ポケット

参考上代 2,220円（税抜)カモフラージュネイビー

#8142BK
ボディバッグ市松模様
■カラー／ブラック　■サイズ／29.5×16×6.5cm
■容量／約3L　■重量／約440g
■品質／ポリエステル、合成皮革

参考上代 4,050円（税抜)

ちょっとヤンチャで風格のあるスタイル

約 R3.0
容 

量

ブラックブラック

ネイビー

ブラック

SMB-02
ボディバッグ
■カラー／ブラック、ネイビー、カモフラージュ(※色指定OK)
■サイズ／36×20×9cm　■容量／約6.5L
■重量／約260g　■品質／ポリエステル100%

参考上代 2,340円（税抜)

#9051
ボディバッグ
■カラー／ブラック、ネイビー（※色指定OK）
■サイズ／30×19×8.5cm　■重量／約330g
■容量／約4.8L　■品質／420Dポリエステル100%

参考上代 2,490円（税抜) 参考上代 2,490円（税抜)

参考上代 2,490円（税抜)

すぐにスマホを使える!

丈夫で軽い! しかも汚れが付きにくい!

手になじむ高級感!

参考上代 2,220円（税抜)

DIL-22
DITRAIL ボディバッグ

■カラー／黒　■サイズ／18×28×1cm
■重量／約216g
■容量／約0.5L
■品質／合皮、羊革

とってもハンサムな小物バッグ!

いつでも
どこでも

スリムに見えて、収納にもこだわった逸品

DIL-26
DITRAIL ボディバッグ

■カラー／黒　■サイズ／34×15×9cm
■重量／約227g
■容量／約4L
■品質／合皮、羊革

DIL-24
DITRAIL ボディバッグ

■カラー／黒　■サイズ／31.5×15.5×8cm
■重量／約293g
■容量／約3L
■品質／合皮、羊革

#8045
ワンショルダー
バッグ

■カラー／ブラック
■サイズ／25×15×7cm
■重量／約500g
■容量／約2.6L
■品質／合成皮革

参考上代 4,350円（税抜)

■カラー／ブラック　■サイズ／15×24×9cm
■重量／約200g　■容量／約3.2L　■品質／羊皮

B071
羊皮セカンドバッグ
Ｗファスナー(黒)

3つのファスナー
ポケット

参考上代 2,220円（税抜)

約 R3.0
容 

量

約 R4.8
容 

量

約 R4.0
容 

量

約 R0.5
容 

量

約 R6.5
容 

量

約 R2.6
容 

量

約 R3.2
容 

量

セカンドバッグもまだまだ健在!
上質で柔らかい羊皮が手になじむ!

ベルト部分に入れたまま使える
スマホケースが付いた!!
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サイフ、ケータイ、タバコ・・・
必要な物だけコンパクトに!

気軽に使える巾着型

わずらわしさから開放! 多機能小物バッグ
手ぶらで行こうよ!

くるま屋さんの必需品
ナンバープレートや書類をきっちり収納!

大容量!
いつも携帯したい必需品! しっかりした質感のショッピングバッグ!

参考上代 3,600円（税抜) 参考上代 2,250円（税抜)
#7257
合皮小物入れベルト通し付き
■カラー／黒、ネイビー、Dブラウン　■サイズ／18×15×8cm
■重量／約195g　■容量／約2L　■品質／合皮

#7271
ポリエステル
ミニショルダー
■カラー／黒　■サイズ／14×12×9cm
■重量／約175g　■容量／約1.5L　
■品質／ポリエステル100%

カラビナ付きで
ウエストポーチと
しても使える

FV-01
ビッグボンサック

■カラー／ブラック
■サイズ／59×34×34cm
■容量／約68L　■重量／約358g
■品質／綿・ポリエステル

参考上代 3,300円（税抜)

本体内側:ファスナーポケット×1
前面:ファスナーポケット×1、
　ラウンドファスナーポケット
　(マチ付)×1、
　カブセ付ポケット(マチ付)×1
サイド:オープンポケット×2、
　マチ調整ベルト×2
背面:ファスナーポケット×1
ショルダーベルト:長さ調節可

■カラー／ブラック　　■サイズ／17×26×8cm
■重量／約275g　■容量／約3.5L
■品質／ポリエステル100%

ショルダーバッグ
GFT-01

本体内側:ファスナーポケット×1、
前面:ミニファスナーポケット×1、
　カブセ付ポケット×1
　(ペン挿しポケット)、
背面:ベルト通し
ショルダーベルト:取り外し、
　長さ調整可

■カラー／ブラック　　■サイズ／20×15×7cm
■重量／約176g　■容量／約2.1L
■品質／ポリエステル100%

ショルダーバッグ
GFT-02

本体内側:ファスナーポケット×1、
前面:ラウンドファスナーポケット(マチ付)×2、
　ファスナーポケット×1、オープンポケット×1、
　カブセ付ポケット(マチ付)×1
サイド:マチ調整ベルト×2
ウエストベルト:ワンタッチバックル、長さ調整可

■カラー／ブラック　　■サイズ／14×33×8cm
■重量／約299g　■容量／約3.6L
■品質／ポリエステル100%

ヒップバッグ
GFT-03

本体内側:オープンポケット×1
前面:ラウンドファスナーポケット(マチ付)×1、
　ファスナーポケット×1、カブセ付ポケット(マチ付)×1
サイド:マチ調節ベルト×2
ウエストベルト:ワンタッチバックル、長さ調節可

ヒップバッグ
■カラー／ブラック　■サイズ／16×24×7.5cm
■重量／約229g　■容量／約2.8L
■品質／ポリエステル100%

GFT-04

本体内側:ファスナーポケット×1、
　オープンポケット×1
前面:カブセ付ポケット(マチ付)×1、
　ラウンドファスナーポケット(マチ付)×1、
　ファスナーポケット×1
ショルダーベルト:左右付替可能、
　長さ調節可

ボディバッグ
■カラー／ブラック　　■サイズ／26.5×16×10cm
■重量／約259g　■容量／約4.2L
■品質／ポリエステル100%

GFT-05
参考上代 2,340円（税抜)

参考上代 2,340円（税抜)

参考上代 2,340円（税抜)

参考上代 2,160円（税抜)

#1000F
臨番ケース マーク無

■カラー／ブラック　■サイズ／26×40.5×1cm
■重量／約200g　■品質／ポリエステル、PVC

背面のベルト通しで
ウエストポーチと
しても使える

2,340円（税抜)
参考上代 

2,340円（税抜)
参考上代 

ショッピング
バッグ
■カラー／ブラック、カーキ、ネイビー（※色指定OK）
■サイズ／40（持ち手部分を含まず）×32×13cm
　折りたたみ時:11×13cm
■重量／約52g　■容量／約10L
■品質／ポリエステル100%

ECB-10

参考上代 990円（税抜)

コンパクトな
収納袋一体型

ドライバーや
ペンのホルダー

ネイビー Dブラウン黒

参考上代 3,600円（税抜) 参考上代 2,250円（税抜)

サイフ、ケータイ、タバコ・・・
必要な物だけコンパクトに!

#7257
合皮小物入れベルト通し付き
■カラー／黒、ネイビー、Dブラウン　■サイズ／18×15×8cm
■重量／約195g　■容量／約2L　■品質／合皮

#7271
ポリエステル
ミニショルダー
■カラー／黒　■サイズ／14×12×9cm
■重量／約175g　■容量／約1.5L　
■品質／ポリエステル100%

カラビナ付きで
ウエストポーチと
しても使える

FV-01
ビッグボンサック

■カラー／ブラック
■サイズ／59×34×34cm
■容量／約68L　■重量／約358g
■品質／綿・ポリエステル

参考上代 3,300円（税抜)

気軽に使える巾着型

GFT-01 GFT-02 GFT-03 GFT-04 GFT-05

わずらわしさから開放! 多機能小物バッグ
上質生地使用
ワンランク上の手ぶらで行こうよ!

本体内側:ファスナーポケット×1
前面:ファスナーポケット×1、
　ラウンドファスナーポケット
　(マチ付)×1、
　カブセ付ポケット(マチ付)×1
サイド:オープンポケット×2、
　マチ調整ベルト×2
背面:ファスナーポケット×1
ショルダーベルト:長さ調節可

■カラー／ブラック　　■サイズ／17×26×8cm
■重量／約275g　■容量／約3.5L
■品質／ポリエステル100%

ショルダーバッグ
GFT-01

本体内側:ファスナーポケット×1、
前面:ミニファスナーポケット×1、
　カブセ付ポケット×1
　(ペン挿しポケット)、
背面:ベルト通し
ショルダーベルト:取り外し、
　長さ調整可

■カラー／ブラック　　■サイズ／20×15×7cm
■重量／約176g　■容量／約2.1L
■品質／ポリエステル100%

ショルダーバッグ
GFT-02

本体内側:ファスナーポケット×1、
前面:ラウンドファスナーポケット(マチ付)×2、
　ファスナーポケット×1、オープンポケット×1、
　カブセ付ポケット(マチ付)×1
サイド:マチ調整ベルト×2
ウエストベルト:ワンタッチバックル、長さ調整可

■カラー／ブラック　　■サイズ／14×33×8cm
■重量／約299g　■容量／約3.6L
■品質／ポリエステル100%

ヒップバッグ
GFT-03

本体内側:オープンポケット×1
前面:ラウンドファスナーポケット(マチ付)×1、
　ファスナーポケット×1、カブセ付ポケット(マチ付)×1
サイド:マチ調節ベルト×2
ウエストベルト:ワンタッチバックル、長さ調節可

ヒップバッグ
■カラー／ブラック　■サイズ／16×24×7.5cm
■重量／約229g　■容量／約2.8L
■品質／ポリエステル100%

GFT-04

本体内側:ファスナーポケット×1、
　オープンポケット×1
前面:カブセ付ポケット(マチ付)×1、
　ラウンドファスナーポケット(マチ付)×1、
　ファスナーポケット×1
ショルダーベルト:左右付替可能、
　長さ調節可

ボディバッグ
■カラー／ブラック　　■サイズ／26.5×16×10cm
■重量／約259g　■容量／約4.2L
■品質／ポリエステル100%

GFT-05
参考上代 2,340円（税抜)

参考上代 2,340円（税抜)

参考上代 2,340円（税抜)

くるま屋さんの必需品
ナンバープレートや書類をきっちり収納!

参考上代 2,160円（税抜)

#1000F
臨番ケース マーク無

■カラー／ブラック　■サイズ／26×40.5×1cm
■重量／約200g　■品質／ポリエステル、PVC

背面のベルト通しで
ウエストポーチと
しても使える

ココがポイント
インナーバッグとして使用し
てもGOOD! カバンの中に
散らかっていた物がスッキリ! 大容量!

約 R2.0
容 

量

約 R2.8
容 

量

約 R3.5
容 

量 約 R2.1
容 

量

約 R3.6
容 

量

約 R4.2
容 

量

約 R1 .5容 

量

約 R68.0容 

量

2,340円（税抜)
参考上代 

2,340円（税抜)
参考上代 

いつも携帯したい必需品! しっかりした質感のショッピングバッグ!

ショッピング
バッグ
■カラー／ブラック、カーキ、ネイビー（※色指定OK）
■サイズ／40（持ち手部分を含まず）×32×13cm
　折りたたみ時:11×13cm
■重量／約52g　■容量／約10L
■品質／ポリエステル100%

ECB-10

全色共通

参考上代 990円（税抜)

約 R10.0
容 

量

コンパクトな
収納袋一体型

ドライバーや
ペンのホルダー
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台紙セットで
簡単導入!

クリップで簡単着脱

装着したまま
スマホ操作OK

装着したまま
スマホ操作OK

装着したまま
スマホ操作OK

ショルダーストラップやハーネスにも取り付け可能

マジックテープで
ショルダーストラップ
などに装着

ベルトに直接装着

カラビナ装着

UF-11 ×2
UF-12 ×2
UF-13 ×2
UF-14 ×2
UF-15 ×2

UF-16 ×2
CL-31 ×2
CL-32 ×2
CL-33 ×2
合計18個

参考上代 49,260円（税抜)

■サイズ／170×95×70mm(カラビナを除く)　■重量／約100g
■品質／（本体）:ナイロン(撥水加工)、ポリエステル
　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,520円（税抜)

■サイズ／155×90×35mm(カラビナを除く)　■重量／約130g
■品質／（本体）:ナイロン(撥水加工)、ポリエステル
　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 3,210円（税抜)

PH-R3UFL
ワーカーズレーベル
小物ケース 台紙セット18P

台紙セットで
簡単導入!

ショルダーストラップやハーネスにも取り付け可能 クリップで簡単着脱
マジックテープで
ショルダーストラップ
などに装着

ベルトに直接装着

カラビナ装着

装着したまま
スマホ操作OK

装着したまま
スマホ操作OK

装着したまま
スマホ操作OK

■サイズ／175×115×50mm(カラビナを除く)　■重量／約145g
■品質／（本体）:ナイロン(撥水加工)、ポリエステル
　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 3,540円（税抜)

■サイズ／170×100×35mm(カラビナを除く)　■重量／約90g
■品質／（本体）:ナイロン(撥水加工)、ポリエステル
　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 1,950円（税抜)

UF-11
ワーカーズレーベル
小物ケース3WAY装着

UF-12
ワーカーズレーベル
小物ケース3WAY装着

UF-15
ワーカーズレーベル
小物ケース3WAY装着

UF-16
ワーカーズレーベル
小物ケース3WAY装着

UF-13
ワーカーズレーベル
小物ケース3WAY装着

UF-14
ワーカーズレーベル
小物ケース3WAY装着

■サイズ／165×90×20mm(カラビナを除く)　■重量／約120g
■品質／（本体）:ナイロン(撥水加工)、ポリエステル
　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,520円（税抜)

■サイズ／175×100×25mm(カラビナを除く)　■重量／約130g
■品質／（本体）:ナイロン(撥水加工)、ポリエステル
　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,670円（税抜)

CL-31
ワーカーズレーベル
ベルトクリップ付小物ケース

CL-33
ワーカーズレーベル
ベルトクリップ付小物ケース

CL-32
ワーカーズレーベル
ベルトクリップ付小物ケース

■サイズ／175×110×5(20)mm(カラビナを除く)　■重量／約105g
■品質／（本体）ナイロン(撥水加工)、ポリエステル
　（クリップ部）66ナイロン、グラスファイバー、鉄、革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,310円（税抜)

■サイズ／155×110×40(60)mm(カラビナを除く)　■重量／約140g
■品質／（本体）ナイロン(撥水加工)、ポリエステル
　（クリップ部）66ナイロン、グラスファイバー、鉄、革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 3,060円（税抜)

■サイズ／160×95×25(40)mm(カラビナを除く)　■重量／約125g
■品質／（本体）ナイロン(撥水加工)、ポリエステル
　（クリップ部）66ナイロン、グラスファイバー、鉄、革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,850円（税抜)

カラビナ装着 クリップ装着
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人気のミリタリー調シリーズ
カラビナでもベルト通しでも
簡単脱着!

撥水加工で屋外作業も安心!

野生が目覚める!

AM-26
タフレーベル多機能小物ケース

■サイズ／185×115×70mm(カラビナを含まず)
■重量／約147g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革
　　　　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×1、
　　　　ファスナー付スマホポケット×1、
　　　　ベルト通し横にペン差し×1

参考上代 3,330円（税抜)

AM-25
タフレーベル多機能小物ケース

■サイズ／205×145×50mm(カラビナを含まず)
■重量／約161g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革
　　　　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×2、
　　　　ファスナー付ポケット×1、
　　　　前面にペン差し×1、

参考上代 3,060円（税抜)
■サイズ／175×110×40mm(カラビナを含まず)
■重量／約106g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革
　　　　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×1、
　　　　ファスナー付ポケット×1、
　　　　ベルト通し横にペン差し×1

参考上代 2,130円（税抜)

AM-21
タフレーベル多機能小物ケース

■サイズ／165×110×50mm(カラビナを含まず)
■重量／約136g
■品質／(本体)ポリエステル
　　　　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×1、
　　　　ベルト通し横にペン差し×1

参考上代 2,070円（税抜)

AM-24
タフレーベル多機能小物ケース

■サイズ／175×115×60mm(カラビナを含まず)
■重量／約149g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革
　　　　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×1、
　　　　ベルト通し横にペン差し×1

参考上代 2,850円（税抜)

AM-23
タフレーベル多機能小物ケース

■サイズ／175×125×40mm(カラビナを含まず)
■重量／約122g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革
　　　　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×2、
　　　　前面にペン差し×1、
　　　　ベルト通し横にペン差し×1

参考上代 2,130円（税抜)

AM-22
タフレーベル多機能小物ケース

AM-26
タフレーベル多機能小物ケース

■サイズ／185×115×70mm(カラビナを含まず)
■重量／約147g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革
　　　　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×1、
　　　　ファスナー付スマホポケット×1、
　　　　ベルト通し横にペン差し×1

参考上代 3,330円（税抜)

人気のミリタリー調シリーズ
野生が目覚める!

AM-25
タフレーベル多機能小物ケース

■サイズ／205×145×50mm(カラビナを含まず)
■重量／約161g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革
　　　　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×2、
　　　　ファスナー付ポケット×1、
　　　　前面にペン差し×1、

参考上代 3,060円（税抜)
■サイズ／175×110×40mm(カラビナを含まず)
■重量／約106g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革
　　　　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×1、
　　　　ファスナー付ポケット×1、
　　　　ベルト通し横にペン差し×1

参考上代 2,130円（税抜)

AM-21
タフレーベル多機能小物ケース

■サイズ／165×110×50mm(カラビナを含まず)
■重量／約136g
■品質／(本体)ポリエステル
　　　　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×1、
　　　　ベルト通し横にペン差し×1

参考上代 2,070円（税抜)

AM-24
タフレーベル多機能小物ケース

■サイズ／175×115×60mm(カラビナを含まず)
■重量／約149g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革
　　　　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×1、
　　　　ベルト通し横にペン差し×1

参考上代 2,850円（税抜)

AM-23
タフレーベル多機能小物ケース

■サイズ／175×125×40mm(カラビナを含まず)
■重量／約122g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革
　　　　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×2、
　　　　前面にペン差し×1、
　　　　ベルト通し横にペン差し×1

参考上代 2,130円（税抜)

AM-22
タフレーベル多機能小物ケース

カラビナでもベルト通しでも
簡単脱着!

撥水加工で屋外作業も安心!

スマホを
入れたまま
操作できる

スマホを
入れたまま
操作できる
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オ
フ
に
使
う
？

仕
事
に
使
う
？

カラビナ&ベルト通しの2WAY
ハンサムデザイン

FAB-91
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／165×100×65mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約127g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
■特長／ベルト通し横にペン差し×1、外側正面にオープンポケット×1

参考上代 1,800円（税抜)

FAB-93
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／165×105×30mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約103g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
■特長／内ポケット×1、フタ内側にメッシュポケット×1、ベルト通し横にペン差し×1

参考上代 1,800円（税抜)

FAB-92
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／180×130×50mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約131g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
■特長／ベルト通し横にペン差し×1、外側正面にオープンポケット×1

参考上代 1,800円（税抜)

FAB-94
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／170×105×55mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約151g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
■特長／ベルト通し横にペン差し×1、外側オープンポケット×2、ペン差し×1

参考上代 1,980円（税抜)

FAB-97
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／245×140×40mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約187g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×2、ペン差し×1

参考上代 2,190円（税抜)

FAB-99
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／170×110×30mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約124g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×1、ファスナー付ポケット×1、ベルト通し横にペン差し×1

参考上代 1,950円（税抜)

FAB-98
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／205×135×50mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約216g(ショルダーベルトを含む)
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
　(ショルダーベルト)ポリエステル、ポリアセタール、鉄(クロモウメッキ)
■特長／外側オープンポケット×1

参考上代 2,370円（税抜)

FAB-95
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／160×95×70mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約135g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
■特長／ベルト通し横にペン差し×1、外側ファスナー付ポケット×1

参考上代 1,800円（税抜)
FAB-96
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／160×110×40mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約132g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×1、ペン差し×2

参考上代 1,980円（税抜)

ショルダーベルト付属

FAB-91
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／165×100×65mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約127g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
■特長／ベルト通し横にペン差し×1、外側正面にオープンポケット×1

参考上代 1,800円（税抜)

FAB-93
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／165×105×30mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約103g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
■特長／内ポケット×1、フタ内側にメッシュポケット×1、ベルト通し横にペン差し×1

参考上代 1,800円（税抜)

FAB-92
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／180×130×50mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約131g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
■特長／ベルト通し横にペン差し×1、外側正面にオープンポケット×1

参考上代 1,800円（税抜)

FAB-94
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／170×105×55mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約151g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
■特長／ベルト通し横にペン差し×1、外側オープンポケット×2、ペン差し×1

参考上代 1,980円（税抜)

FAB-97
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／245×140×40mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約187g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×2、ペン差し×1

参考上代 2,190円（税抜)

FAB-99 FAB-91 ×2
FAB-92 ×2
FAB-93 ×2
FAB-94 ×2
FAB-95 ×2

FAB-96 ×2
FAB-97 ×2
FAB-98 ×2
FAB-99 ×2
合計18個

タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／170×110×30mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約124g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×1、ファスナー付ポケット×1、ベルト通し横にペン差し×1

参考上代 1,950円（税抜)

参考上代 35,340円（税抜)

FAB-98
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／205×135×50mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約216g(ショルダーベルトを含む)
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
　(ショルダーベルト)ポリエステル、ポリアセタール、鉄(クロモウメッキ)
■特長／外側オープンポケット×1

参考上代 2,370円（税抜)

FAB-95
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／160×95×70mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約135g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
■特長／ベルト通し横にペン差し×1、外側ファスナー付ポケット×1

参考上代 1,800円（税抜)
FAB-96
タフレーベル薄型小物ケース
■サイズ／160×110×40mm(カラビナ、ベルト通しを含まず)
■重量／約132g
■品質／(本体)ポリエステル、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム
■特長／外側オープンポケット×1、ペン差し×2

参考上代 1,980円（税抜)

PH-29FAB
タフレーベル
薄型小物ケース
台紙セット18P

台紙セットで
簡単導入!

ショルダーベルト付属

軽量&撥水
生地

反射ライン
付き

大きめのス
マホも入る

オ
フ
に
使
う
？

仕
事
に
使
う
？

カラビナ&ベルト通しの2WAY
ハンサムデザイン
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クリップ式でカンタン着脱!
反射ライン付き!

クリップで、
ベルトやポケットに!

カラビナで
ベルト通しに!

反射リフレクト付。ベルト幅適応サイズ50mm。

スリムで邪魔になりにくい!
マジックやカッター等を使う作業に最適!

カラビナ装着 ベルト装着

カラビナ装着 ベルト装着

反射リフレクト付。ベルト幅適応サイズ50mm。

CUL-13
クリップ式マルチホルダー
■サイズ／200×110×95mm　■重量／約230g
■品質／（本体）ポリエステル、合成皮革、ナイロン、グラスファイバー、鉄、革
　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,670円（税抜)
CUL-14
クリップ式マルチホルダー
■サイズ／220×145×55mm　■重量／約240g
■品質／（本体）ポリエステル、合成皮革、ナイロン、グラスファイバー、鉄、革
　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,850円（税抜)

CUL-11
クリップ式マルチツール差し S
■サイズ／180×75×60mm　■重量／約120g
■品質／（本体）ポリエステル、合成皮革、ナイロン、グラスファイバー、鉄、革
　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 1,860円（税抜)
CUL-12
クリップ式マルチツール差し L
■サイズ／210×85×70mm　■重量／約170g
■品質／（本体）ポリエステル、合成皮革、ナイロン、グラスファイバー、鉄、革
　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,190円（税抜)

クリップで、
ベルトやポケットに!

クリップ式でカンタン着脱!
カラビナで
ベルト通しに!

CUL-11 CUL-12 CUL-13 CUL-14

CU-1
反射ライン付
L型カッター差し
■サイズ／225×70×50mm　■重量／約110g
■品質／（本体）ナイロン、合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 1,260円（税抜)

スリムで邪魔になりにくい!
マジックやカッター等を使う作業に最適!

CU-2
反射ライン付
S型カッター差し
■サイズ／205×70×45mm　■重量／約100g
■品質／（本体）ナイロン、合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 1,260円（税抜) CU-3
反射ライン付
小道具差し(大)
■サイズ／225×95×40mm　■重量／約140g
■品質／（本体）ナイロン、合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 1,530円（税抜)

反射ライン付き!

35 36

B
A

G
B

A
G



仕事にもプライベートにも
使いたくなる、シックな
色合い、洗練されたデザイン

軽くてラフな質感

カラビナ装着 ベルト装着

仕事にもプライベートにも
使いたくなる、シックな
色合い、洗練されたデザイン

軽くてラフな質感

FAB-86
タフレーベル多機能
小物ケース
■サイズ／205×150×30mm　■重量／約156g
■品質／（本体）ポリエステル、合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,880円（税抜) FAB-87
タフレーベル多機能
小物ケース
■サイズ／200×160×80mm　■重量／約140g
■品質／（本体）ポリエステル、合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,880円（税抜)

FAB-84
タフレーベル多機能
小物ケース
■サイズ／160×105×50mm　■重量／約106g
■品質／（本体）ポリエステル、合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,100円（税抜)

FAB-85
タフレーベル多機能
小物ケース
■サイズ／145×190×30mm　■重量／約147g
■品質／（本体）ポリエステル、合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,880円（税抜)

FAB-82
タフレーベル多機能
小物ケース
■サイズ／185×125×35mm　■重量／約134g
■品質／（本体）ポリエステル、合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,670円（税抜) FAB-83
タフレーベル多機能
小物ケース
■サイズ／185×130×40mm　■重量／約121g
■品質／（本体）ポリエステル、合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,310円（税抜)

FAB-81
タフレーベル多機能
小物ケース
■サイズ／170×120×30mm　■重量／約103g
■品質／（本体）ポリエステル、合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,310円（税抜)
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強度・耐久性に優れた厚地ナイロン製
合皮のワンポイントが
とってもハンサム!!

耐久性に優れた1680デニールナイロンを撥水防水加工!
携帯ケースにカード類が入る小物入れが付いて便利!

反射リフレクト付で安全!

背面に
キーホルダー付き!

太いマジックも
差せる!

太いマジックも
差せる!

シャチハタも
差せる!

カラビナ装着 ベルト装着 カラビナ装着 ベルト装着

F-71
ワーカーズレーベル
小物ケース
■サイズ／90×115×40mm　■重量／約100g
■品質／（本体）ナイロン、合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 1,800円（税抜)

背面に
キーホルダー付き!

太いマジックも
差せる!

太いマジックも
差せる!

シャチハタも
差せる!

強度・耐久性に優れた厚地ナイロン製
合皮のワンポイントが
とってもハンサム!!

F-72
ワーカーズレーベル
小物ケース
■サイズ／120×80×40mm　■重量／約115g
■品質／（本体）ナイロン、合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 1,950円（税抜)

F-76
ワーカーズレーベル
小物ケース
■サイズ／185×120×75mm　■重量／約235g
■品質／（本体）ナイロン、合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,970円（税抜) F-77
ワーカーズレーベル
小物ケース
■サイズ／185×140×55mm　■重量／約215g
■品質／（本体）ナイロン、合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,970円（税抜)

F-75
ワーカーズレーベル
小物ケース
■サイズ／185×120×65mm　■重量／約200g
■品質／（本体）ナイロン、合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,250円（税抜)

耐久性に優れた1680デニールナイロンを撥水防水加工!
ベルトクリップ式で
着脱簡単!

CL-1
反射ライン付ベルト
クリップケース
■サイズ／110×65×48mm　■重量／約150g
■品質／（本体）ナイロン　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 1,980円（税抜)

CL-7
反射ライン付ベルト
クリップケース
■サイズ／100×135×58mm　■重量／約240g
■品質／（本体）ナイロン　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,340円（税抜)

CL-8
反射ライン付ベルト
クリップケース
■サイズ／175×115×45mm　■重量／約200g
■品質／（本体）ナイロン　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,190円（税抜) CL-9
反射ライン付ベルト
クリップケース
■サイズ／165×115×50mm　■重量／約225g
■品質／（本体）ナイロン　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,640円（税抜)

携帯ケースにカード類が入る小物入れが付いて便利!

反射リフレクト付で安全!

CL-3
反射ライン付ベルト
クリップケース
■サイズ／118×75×70mm　■重量／約145g
■品質／（本体）ナイロン　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,010円（税抜)

CL-6
反射ライン付ベルト
クリップケース
■サイズ／135×95×25mm　■重量／約195g
■品質／（本体）ナイロン　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,190円（税抜)
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・ペンは2本収納可能
・カードポケット付き

・ペンは2本収納可能
・カードポケット付き

・ペンは2本収納可能
・カードポケット付き

・ペンは2本収納可能
・カードポケット付き

・ペンは2本収納可能
・カードポケット付き

・ペンは2本収納可能
・カードポケット付き

下段のポケットは
ペンや小物等が
差しやすい構造

小物を整理しやすい
豊富なポケット

スマートフォン適応サイズ

※ウエストベルト(UF-9)対応の
　Dリング付き

iPhone 12 Pro Max対応
カラビナ装着 ベルト装着

・ペンは2本収納可能
・カードポケット付き

・ペンは2本収納可能
・カードポケット付き

・ペンは2本収納可能
・カードポケット付き

・ペンは2本収納可能
・カードポケット付き

・ペンは2本収納可能
・カードポケット付き

・ペンは2本収納可能
・カードポケット付き

下段のポケットは
ペンや小物等が
差しやすい構造

小物を整理しやすい
豊富なポケット

スマートフォン適応サイズ

UF-1
ワーカーズレーベル
スマート小物ケース
■サイズ／175×105×15mm　■重量／約75g
■品質／(本体)ポリエステル、ナイロン、PVC、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 1,980円（税抜)

UF-9
小物ケース用腰ベルト
■サイズ／ベルト幅約30mm、最長約104cm、最短約60cm(部品含む)　
■重量／約50g
■品質／ポリエステル、ポリアセタール、鉄(クロムメッキ)

参考上代 750円（税抜)

※ウエストベルト(UF-9)対応の
　Dリング付き

UF-2
ワーカーズレーベル
スマート小物ケース
■サイズ／175×110×35mm　■重量／約125g
■品質／(本体)ポリエステル、ナイロン、PVC、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 3,300円（税抜)

UF-3
ワーカーズレーベル
スマート小物ケース
■サイズ／170×110×20mm　■重量／約85g
■品質／(本体)ポリエステル、ナイロン、PVC、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 1,980円（税抜) UF-4
ワーカーズレーベル
スマート小物ケース
■サイズ／190×115×35mm　■重量／約110g
■品質／(本体)ポリエステル、ナイロン、PVC、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 2,760円（税抜)

UF-5
ワーカーズレーベル
スマート小物ケース
■サイズ／190×130×20mm　■重量／約95g
■品質／(本体)ポリエステル、ナイロン、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 1,980円（税抜) UF-6
ワーカーズレーベル
スマート小物ケース
■サイズ／180×130×40mm　■重量／約120g
■品質／(本体)ポリエステル、ナイロン、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 2,760円（税抜)

UF-7
ワーカーズレーベル
スマート小物ケース
■サイズ／220×185×30mm　■重量／約200g
■品質／(本体)ポリエステル、ナイロン、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 3,450円（税抜) UF-8
ワーカーズレーベル
スマート小物ケース
■サイズ／210×150×40mm　■重量／約175g
■品質／(本体)ポリエステル、ナイロン、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 3,150円（税抜)

iPhone 12 Pro Max対応

小物ケース専用ベルト
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飽きのこないデザイン、質感の良い合皮製

アイフォン対応型、
ワンコインポケット付き

ゆったりしたポケットで
様々なサイズのスマホを
収納可能

スマホが見える、蓋付き
アイフォン対応のS型サイズ

スマホが見える、蓋付き
大型スマホ対応のL型サイズ

スマホが見える
アイフォン対応のS型サイズ

スマホが見える
大型スマホ対応の
L型サイズ

スマホが見える
収納たっぷりの
ダブルポケットタイプ

スマホ対応型サイズで
ペン差し、カード入れ付き

前面にキーホルダー付き
スマホ対応

飽きのこないデザイン、質感の良い合皮製

アイフォン対応型、
ワンコインポケット付き

ゆったりしたポケットで
様々なサイズのスマホを
収納可能

スマホが見える、蓋付き
アイフォン対応のS型サイズ

スマホが見える、蓋付き
大型スマホ対応のL型サイズ

スマホが見える
アイフォン対応のS型サイズ

スマホが見える
大型スマホ対応の
L型サイズ

スマホが見える
収納たっぷりの
ダブルポケットタイプ

スマホ対応型サイズで
ペン差し、カード入れ付き

前面にキーホルダー付き
スマホ対応

DC-41
スマートケース蓋付きS

■サイズ／145×75×45mm　■重量／約80g
■品質／（本体）1680Dナイロン　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 1,860円（税抜)

DC-43
スマートケースキー
ホルダー付き
■サイズ／150×90×15mm　■重量／約100g
■品質／（本体）合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 1,920円（税抜)

DC-42
スマートケースフラット

■サイズ／145×100×12mm　■重量／約75g
■品質／（本体）合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 1,800円（税抜)

DC-49
スマートケースクリアLW

■サイズ／150×95×35mm　■重量／約100g
■品質／（本体）合成皮革、PVC　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,700円（税抜)DC-48
スマートケースクリアL

■サイズ／150×95×25mm　■重量／約70g
■品質／（本体）合成皮革、PVC　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 1,860円（税抜)

DC-47
スマートケースクリアS

■サイズ／143×75×25mm　■重量／約60g
■品質／（本体）合成皮革、PVC　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 1,860円（税抜)

DC-46
スマートケースクリア
蓋付きL
■サイズ／150×105×35mm　■重量／約130g
■品質／（本体）合成皮革、PVC　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,940円（税抜)DC-45
スマートケースクリア
蓋付きS
■サイズ／150×95×35mm　■重量／約125g
■品質／（本体）合成皮革、PVC　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,940円（税抜)

DC-44
スマートケース蓋付きL

■サイズ／155×105×40mm　■重量／約125g
■品質／（本体）合成皮革、綿　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,490円（税抜)

カラビナ装着 ベルト装着
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カードポケット付き

豊富なポケット
miniタブレット対応

高級感のあるフェイクレザー! スマホを入れたまま使えるタイプや
ミニタブレットも入るタイプなども

カードポケット付き

豊富なポケット
miniタブレット対応

DC-61
タフレーベル多機能
小物ケース
■サイズ／170×125×40mm　■重量／約100g
■品質／（本体）合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,640円（税抜)

DC-62
タフレーベル多機能
小物ケース
■サイズ／185×110×30mm　■重量／約115g
■品質／（本体）合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,640円（税抜)

DC-67
タフレーベル多機能
小物ケース
■サイズ／200×145×45mm　■重量／約160g
■品質／（本体）合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 3,300円（税抜)

DC-68
タフレーベル多機能
小物ケース
■サイズ／225×170×35mm　■重量／約180g
■品質／（本体）合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 3,900円（税抜)

DC-65
タフレーベル多機能
小物ケース
■サイズ／180×110×35mm　■重量／約145g
■品質／（本体）合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 3,450円（税抜)

DC-66
タフレーベル多機能
小物ケース
■サイズ／180×105×25mm　■重量／約75g
■品質／（本体）合成皮革、PVC　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 1,980円（税抜)

DC-63
タフレーベル多機能
小物ケース
■サイズ／180×120×55mm　■重量／約140g
■品質／（本体）合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,940円（税抜)

DC-64
タフレーベル多機能
小物ケース
■サイズ／185×135×60mm　■重量／約130g
■品質／（本体）合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 3,300円（税抜)

高級感のあるフェイクレザー! スマホを入れたまま使えるタイプや
ミニタブレットも入るタイプなどもペンが2本入るペン差し iPhone 12 Pro Max対応ねじれ防止カラビナ

カラビナ装着 ベルト装着
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使い勝手は二重マル◎!
リュックのストラップ等の
タテのラインに

ベルト等のヨコのラインに

ファスナー
ポケット

ファスナーポケット

前面
メッシュ
ポケット

前面
メッシュ
ポケット

3段ポケット

左右に
ペン差し

左右に
ペン差し

軽量&薄型で邪魔にならない!
撥水加工! 反射ラインも付いて夜も安心!

カラビナ装着 ベルト装着

KW-1
軽ワークポーチ

■サイズ／185×120×20mm（カラビナを除く）　　■重量／約110g
■品質／（本体）ポリエステル　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,490円（税抜)

軽量&薄型で邪魔にならない!
撥水加工! 反射ラインも付いて夜も安心!

ウエストにも
ショルダーにも使える!

KW-2
軽ワークポーチ

■サイズ／170×120×33mm（カラビナを除く）　　■重量／約125g
■品質／（本体）ポリエステル　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,700円（税抜)

KW-3
軽ワークポーチ

■サイズ／200×140×33mm（カラビナを除く）　　■重量／約150g
■品質／（本体）ポリエステル　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 3,270円（税抜)

KW-4
軽ワークポーチ

■サイズ／195×160×33mm（カラビナを除く）　　■重量／約135g
■品質／（本体）ポリエステル　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,880円（税抜)

KW-5
軽ワークポーチ ベルト付

■サイズ／185×225×25mm　　■重量／約225g
■品質／（本体）ポリエステル　（ベルト）ポリエステル、ポリアセタール、鉄

参考上代 4,200円（税抜)

参考上代 4,650円（税抜)

参考上代 56,280円（税抜)

参考上代 4,050円（税抜)

リュックのストラップ等の
タテのラインに

ベルト等のヨコのラインに

ファスナー
ポケット

ファスナーポケット

使い勝手は二重マル◎!
タテのラインにもヨコのラインにも

VE-22/NV
リフォースバッグ

（ネイビー迷彩）
VE-02/BK（ブラック迷彩）

■サイズ／17×11.5×6cm
■品質／ポリエステル、ポリプロピレン
■重量／約153g

VE-21/NV
リフォースバッグ

（ネイビー迷彩）
VE-11/GR（グリーン迷彩）

■サイズ／16×10×5.5cm
■品質／ポリエステル、ポリプロピレン
■重量／約110g

VE-04/BK
リフォースバッグ
■カラー／ブラック迷彩　■サイズ／15×11.5×5.5cm
■品質／ポリエステル、ポリプロピレン　■重量／約155g

VE-15/GR
リフォースバッグ
■カラー／グリーン迷彩　■サイズ／18×11.5×4cm
■品質／ポリエステル、ポリプロピレン　■重量／約172g

VE
リフォースバッグ
迷彩台紙 12個セット

前面
メッシュ
ポケット

前面
メッシュ
ポケット

VE-11/GR×2個、VE-21/NV×2個、
VE-02/BK×2個、VE-22/NV×2個、
VE-04/BK×2個、VE-15/GR×2個

クイックオープン!
ケイタイが鳴ったら
速攻で取り出せる!

3段ポケット

左右に
ペン差し

左右に
ペン差し

ネイビー迷彩

ブラック迷彩

ネイビー迷彩

グリーン迷彩

5,460円（税抜)
参考上代

5,280円（税抜)
参考上代
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耐久性に優れた1680デニール
ナイロン使用

携帯電話やBOXタバコ
&ライター等

携帯電話やBOXタバコ
&ライター等

携帯電話2台、手帳等 携帯電話、ペン類や小物等、
人気のシザーケース型

撥水加工生地使用、反射ライン付き
スマホ対応の大きめポケット!

カラビナ装着 ベルト装着
耐久性に優れた1680デニール
ナイロン使用

携帯電話やBOXタバコ
&ライター等

携帯電話やBOXタバコ
&ライター等

携帯電話2台、手帳等 携帯電話、ペン類や小物等、
人気のシザーケース型

RF-82
反射ライン小物ケース

■サイズ／130×95×25mm　■重量／約180g
■品質／(本体)ナイロン　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 1,980円（税抜)

RF-85
反射ライン小物ケース

■サイズ／115×80×50mm　■重量／約140g
■品質／(本体)ナイロン　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 1,740円（税抜)

RF-90
反射ライン小物ケース

■サイズ／150×110×50mm　■重量／約215g
■品質／(本体)ナイロン　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 2,190円（税抜)

RF-93
反射ライン小物ケース

■サイズ／215×160×45mm　■重量／約220g
■品質／(本体)ナイロン　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 2,820円（税抜)

撥水防水加工 反射リフレクト付
撥水加工生地使用、反射ライン付き
スマホ対応の大きめポケット!

RF-101
ワーカーズレーベル
反射ライン付小物ケース
■サイズ／170×110×60mm　■重量／約138g
■品質／(本体)ポリエステル、ナイロン、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 1,890円（税抜) RF-102
ワーカーズレーベル
反射ライン付小物ケース
■サイズ／180×120×25mm　■重量／約164g
■品質／(本体)ポリエステル、ナイロン、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 1,890円（税抜)

RF-105
ワーカーズレーベル
反射ライン付小物ケース
■サイズ／210×160×60mm　■重量／約247g
■品質／(本体)ポリエステル、ナイロン、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 2,460円（税抜) RF-106
ワーカーズレーベル
反射ライン付小物ケース
■サイズ／215×170×40mm　■重量／約233g
■品質／(本体)ポリエステル、ナイロン、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 2,340円（税抜)

RF-103
ワーカーズレーベル
反射ライン付小物ケース
■サイズ／160×120×60mm　■重量／約176g
■品質／(本体)ポリエステル、ナイロン、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 2,160円（税抜) RF-104
ワーカーズレーベル
反射ライン付小物ケース
■サイズ／180×130×60mm　■重量／約208g
■品質／(本体)ポリエステル、ナイロン、合成皮革　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 2,160円（税抜)
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ベーシックなデザイン、
邪魔にならない薄型、
汚れが付きにくい材質

スマホも入る薄型小物ケース 質感の良いフェイクレザー!

クラップ式で簡単脱着も可能

ベーシックなデザイン、
邪魔にならない薄型、
汚れが付きにくい材質

質感の良いフェイクレザー!

クリップ式で簡単脱着も可能

スマホも入る薄型小物ケース

カラビナ装着 ベルト装着

FAB-57
タフレーベル薄型小物入れ

■サイズ／145×95×40mm　■重量／約80g
■品質／（本体）ポリエステル　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 1,950円（税抜)

FAB-58
タフレーベル薄型小物入れ

■サイズ／140×160×25mm　■重量／約110g
■品質／（本体）ポリエステル　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,100円（税抜)

FAB-56
タフレーベル薄型小物入れ

■サイズ／145×95×30mm　■重量／約70g
■品質／（本体）ポリエステル　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 1,800円（税抜)

カラビナ装着
ベルト装着

カラビナ装着 ベルト装着

カラビナ装着 ベルト装着

F-40
ポケット工房40カラビナ式

■サイズ／115×155×40mm
■重量／約145g
■品質／(本体)ナイロン　(カラビナ)アルミニウム

参考上代 1,770円（税抜)

FAB-53
タフレーベル薄型小物入れ

■サイズ／155×100×45mm　■重量／約105g
■品質／（本体）合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,175円（税抜)

FAB-51
タフレーベル薄型小物入れ

■サイズ／140×95×30mm　■重量／約80g
■品質／（本体）合成皮革　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,175円（税抜)

F-54G
ワーカーズレーベルクリップ式携帯収納
■サイズ／125×90×80mm　■重量／約170g
■品質／（本体）ナイロン、グラスファイバー、鉄、革
　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,400円（税抜)F-53BK
ワーカーズレーベル クリップ式バッグ
■サイズ／135×90×45mm　■重量／約155g
■品質／（本体）ナイロン、グラスファイバー、鉄、革
　（カラビナ）アルミニウム

参考上代 2,160円（税抜)
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黒とデジカモのコントラスト新感覚

再生牛皮でできたクールな2つ折りサイフ

参考上代 6,000円（税抜) 参考上代 4,650円（税抜)

カード時代に対応! 使い勝手もトップレベル

Lee再生牛皮二つ折り財布
#520568

チョコ

黒

Lee再生牛皮小銭入れ

■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／H80×W105×D20mm
■重量／約65g　■品質／再生牛皮

#520569

チョコ

黒

・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

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

・カードポケット×10 ■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）
■サイズ／108×97×30mm
■品質／合成皮革　■重量／約90g

円（税抜)参考上代　2,160
KD-002
へそくり合皮二つ折り財布
中ベラ付

■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）
■サイズ／108×97×30mm
■品質／合成皮革　■重量／約90g

円（税抜)参考上代　2,160
KD-004
へそくり合皮二つ折り財布
ボックス

■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）
■サイズ／108×97×30mm
■品質／合成皮革　■重量／約78g

円（税抜)参考上代　2,160
KD-003
へそくり合皮
二つ折り財布

■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）　■サイズ／90×190×20mm
■品質／合成皮革　■重量／約90g

円（税抜)参考上代　2,160
KD-001
へそくり合皮長財布

免許証や定期券なども
入る中ベラ付き!

使いやすさ重視のシンプルスタイル!

人気のボックス型小銭入れ!
カードもたっぷり収納

スッキリしたシルエットなのに収納ポケットがいっぱい!
ヒミツのへそくりポケット付き

へそくり隠しポケット付き

チョコ黒

チョコ

黒

チョコ

黒 黒

チョコ

あなたの
ヒ・ミ・ツ
守ります

へそくりポケット付き

へそくりポケット付きへそくりポケット付き

カジュアルブランドならではの
洗練されたデザイン!

黒とデジカモのコントラスト新感覚

参考上代 7,200円（税抜)
■カラー／黒　■サイズ／100×190×30mm
■重量／約160g　■品質／ポリウレタン

さりげない
ロゴプリント

水の浸入を防ぐ
止水ファスナー

EDWIN
合皮ラウンド長財布

#510572

カジュアルブランドだから実現した高品質とデザインブランド財布 エドウィン & リー
隠しポケットが付いた整理上手の財布へそくり財布

さわり心地に思わずうっとり!
再生牛皮でできたクールな2つ折りサイフ

参考上代 4,800円（税抜)

E-3
EDWIN再生牛皮
二つ折財布

■カラー／黒/黒・黒/赤(※柄指定OK)
■サイズ／95×105×20mm
■重量／約88g　■品質／再生牛皮

カード4枚収納

大きく開く
小銭入れ

札入れ
2ポケット

黒/黒 黒/赤
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カラフルポケットに中ベラも付いて収納力アップ!

円（税抜)参考上代　2,400二つ折り財布中べら付
■カラー／ブラック×ブルー、ブラック×ワイン、ブラウン×オレンジ、ブラウン×イエロー
　　　　　（※色指定OK）
■サイズ／115×95×30mm　■品質／（表）やぎ皮　（裏）合成皮革　■重量／約77g

ID-7072
分類しやすい
カラフルな
ポケット

中ベラ付きで
しっかり収納

増えるカードをスッキリ整理

よく使うカードは
表面の専用ポケットに

ブラックのボディに
金色のラウンドファスナーが
美しく映える!

円（税抜)参考上代　4,350

■カラー／ブラック　■サイズ／108×97×24mm　
■品質／ナイロン、内側:合成皮革　■重量／約75g

SE04
ナイロン合皮
二つ折り財布 円（税抜)参考上代　2,100

■カラー／黒　■サイズ／90×190×25mm
■品質／ポリエステル100%　■重量／約180g

円（税抜)参考上代　2,160
W-321
ジャガードチェッカー柄
ラウンド長財布

ショルダーストラップ付き

■カラー／黒・茶・ベージュ（※色指定OK）　■サイズ／130×220×60mm
■品質／PVC　■重量／約450g

円（税抜)参考上代　4,620

S-333Z
編み込み財布手提げ

■カラー／黒・迷彩（※色指定OK）
■サイズ／100×195×20mm
■品質／合皮　　■重量／約150g

撥水長財布
HB-1

ブランド財布のような風格を
備えた人気のスタイル!

背面のラウンドファスナーを
開ければ長財布として使える!

撥水加工+止水ファスナーの全天候型サイフ

ナイロン素材で汗や水に強い!
内側は高級感のある合皮仕様

ブラックのボディに
金色のラウンドファスナーが
美しく映える!

円（税抜)参考上代　4,350

■カラー／ブラック　■サイズ／108×97×24mm　
■品質／ナイロン、内側:合成皮革　■重量／約75g

SE04
ナイロン合皮
二つ折り財布 円（税抜)参考上代　2,100

■カラー／黒　■サイズ／90×190×25mm
■品質／ポリエステル100%　■重量／約180g

円（税抜)参考上代　2,160
W-321
ジャガードチェッカー柄
ラウンド長財布

ブランド財布のような風格を
備えた人気のスタイル!

ショルダーストラップ付き

■カラー／黒・茶・ベージュ（※色指定OK）　■サイズ／130×220×60mm
■品質／PVC　■重量／約450g

円（税抜)参考上代　4,620

S-333Z
編み込み財布手提げ

背面のラウンドファスナーを
開ければ長財布として使える!

■カラー／黒・迷彩（※色指定OK）
■サイズ／100×195×20mm
■品質／合皮　　■重量／約150g

撥水長財布
HB-1

撥水加工+止水ファスナーの全天候型サイフ

迷彩黒

ナイロン素材で汗や水に強い!
内側は高級感のある合皮仕様

ベージュ黒 茶

カラフルポケットに中ベラも付いて収納力アップ!

円（税抜)参考上代　2,400二つ折り財布中べら付
■カラー／ブラック×ブルー、ブラック×ワイン、ブラウン×オレンジ、ブラウン×イエロー
　　　　　（※色指定OK）
■サイズ／115×95×30mm　■品質／（表）やぎ皮　（裏）合成皮革　■重量／約77g

ID-7072
分類しやすい
カラフルな
ポケット

ブラウン×イエローブラウン×オレンジブラック×ワインブラック×ブルー

中ベラ付きで
しっかり収納

増えるカードをスッキリ整理

カード専用ケースなら、もっとスッキリ!!

分類しやすい
カラフルなポケット

ブラウン

ブラック

■カラー／ブラック・ブラウン
　（※色指定OK） 
■サイズ／110×90×20mm　
■品質／表:やぎ革、内側:合成皮革
■重量／約60g

ID-5803
マルチカラー二つ折り
財布

■カラー／ブラック・ブラウン（※色指定OK）
■サイズ／115×95×20mm
■品質／表:やぎ革、内側:合成皮革
■重量／約62g

ID-5802
マルチカラー二つ折り
財布ボックス型

円（税抜)参考上代　2,400円（税抜)参考上代　2,400

一見シンプル、開けばカラフル!
どの色のポケットによく使うカードが入っているか直感的に覚えやすい!

ガバッと開く
ボックス型
小銭入れ

ブラウン

ブラック

ブラウン

ブラック

■カラー／ブラック・ブラウン（※色指定OK）
■サイズ／90×190×15mm
■品質／表:やぎ革、内側:合成皮革
■重量／約93g

円（税抜)参考上代　2,400
ID-5801
マルチカラー長財布
小銭入付

ブラウン

ブラック

よく使うカードは
表面の専用ポケットに

円（税抜)参考上代　2,400
カードケース

■カラー／ブラック・ブラウン（※色指定OK）
■サイズ／150×80×10mm
■品質／表:やぎ革、内側:合成皮革
■重量／約65g

ID-7091
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レジ横に置いて即販売!　

■カラー／アソート（※色指定不可）　■サイズ／110×95×20mmまたは120×90×25mm
■品質／牛革　■重量／約82g～約100g（1個）

円（税抜)参考上代25,200
AS-11
紳士牛皮二つ折り財布
12個セット(アソート) （1個当たり2,100円）

■カラー／アソート（※色指定不可）　■サイズ／95×190×20mm
■品質／牛革　■重量／約100g～約140g（1個）

円（税抜)参考上代　25,200
AS-12
紳士牛皮長財布
12個セット(アソート) （1個当たり2,100円）

■カラー／アソート（※色指定不可）　■サイズ／110×90×25mm
■品質／牛革　■重量／約82g～約100g（1個）

円（税抜)参考上代　25,200
#6001
BW紳士牛皮二つ折り財布
12個セット(アソート) （1個当たり2,100円）

売れスジのカラーを集めました!
実用的な機能を装備!

Y14
牛皮ラウンドファスナー
小銭入れ（黒・チョコ）

Y20
牛皮ボックス型小銭入れ
（黒・チョコ）

#6
牛皮小銭入れ（黒）

売れスジのカラーを集めました!
実用的な機能を装備! 簡単導入! ひな壇ボックス

■カラー／アソート（※色指定不可）　■サイズ／110×95×20mmまたは120×90×25mm
■品質／牛革　■重量／約82g～約100g（1個）

円（税抜)参考上代25,200
AS-11
紳士牛皮二つ折り財布
12個セット(アソート) （1個当たり2,100円）

■カラー／アソート（※色指定不可）　■サイズ／95×190×20mm
■品質／牛革　■重量／約100g～約140g（1個）

円（税抜)参考上代　25,200
AS-12
紳士牛皮長財布
12個セット(アソート) （1個当たり2,100円）

円（税抜)参考上代　68,820
サイフひな壇セット
■内訳

ID-5803
マルチカラー二つ折り
財布（黒・ブラウン）

KD-003
へそくり合皮二つ折り
財布（黒・チョコ）

KD-002
へそくり合皮二つ折り
財布中ベラ付（黒・チョコ）

SE04
ナイロン合皮二つ折り
財布（黒）

ID-5801
マルチカラー長財布
小銭入付（黒・ブラウン）

KD-001
へそくり合皮長財布
（黒・チョコ）

ID-3071
カードケース（黒）

ID-7091
カードケース（黒）

#520568
Lee再生牛皮二つ折り
財布（黒・チョコ）

KD-002（黒）×1個、　KD-002（チョコ）×1個、
KD-003（黒）×1個、　KD-003（チョコ）×1個、
SE04（黒）×1個、　ID-5803（黒）×2個、
ID-5803（ブラウン）×1個、　KD-001（黒）×1個、　
KD-001（チョコ）×1個、　ID-5801（黒）×1個、
ID-5801（ブラウン）×1個、　#520568（黒）×1個、
#520568（チョコ）×1個、　Y14（黒）×2個、　Y14（チョコ）×2個、
Y20（黒）×3個、　Y20（チョコ）×2個、　#6×5個、　ID-7091（黒）×1個、　ID-3071（黒）×1個 ※写真はイメージです■カラー／アソート（※色指定不可）　■サイズ／110×90×25mm

■品質／牛革　■重量／約82g～約100g（1個）

円（税抜)参考上代　25,200
#6001
BW紳士牛皮二つ折り財布
12個セット(アソート) （1個当たり2,100円）
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長く使える本革の質感!
使うほどに手になじみ
愛着を感じる小銭入れ。
本物志向のあなたに
ぴったりです。

ベルトに付ければ邪魔に
ならず、紛失しにくい!

便利なキーホルダー付き!
鍵を付けたり、ズボンの
ベルト通しにぶら下げたり・・・

1つで2役!!

■カラー／黒　■サイズ／60×100×10mm
■品質／牛革　■重量／約21g

　

#2
牛皮シボ小銭入れ

■カラー／黒
■サイズ／60×100×10mm
■品質／牛革　■重量／約26g

1,200
#3
牛皮小銭入れ

■カラー／黒
■サイズ／65×105×10mm
■品質／牛革　■重量／約26g

円（税抜)参考上代　1,200
#4
牛皮小銭入れ

■カラー／黒　■サイズ／65×105×10mm
■品質／牛革　■重量／約26g

1,560
#5
牛皮小銭入れ円（税抜)参考上代　1,200

ホック付きポケット

カード
ポケット

カード
ポケット

ファスナーを挟んで
2つのカードポケット

カードポケット

■カラー／黒　■サイズ／70×110×10mm
■品質／牛革
■重量／約28g

#6
牛皮小銭入れ

■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）
■サイズ／60×105×10mm
■品質／牛革　■重量／約19g

参考上代　 円（税抜)1,560

#9A
牛皮Wチャック小銭入れ

■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）　■サイズ／75×120×10mm
■品質／牛革　■重量／約30g

円（税抜)参考上代　2,010

#13
牛皮小銭入れ ベルト通し付

ファスナーを挟んで
2つのカードポケット

カードポケット

小銭を分けて入れられる
2つのファスナー付きポケット

小銭を分けて入れられる
2つのファスナーポケット

■カラー／黒■サイズ／60×105×10mm
■品質／牛革　■重量／約30g

円（税抜)参考上代　1,560

#11
牛皮小銭入れ
キーケース

3本のフック付き
カードポケット

円（税抜)
参考
上代　1,560

キーケースと小銭入れが合体!長く使える本革の質感!
使うほどに手になじみ
愛着を感じる小銭入れ。
本物志向のあなたに
ぴったりです。

ベルトに付ければ邪魔に
ならず、紛失しにくい!

便利なキーホルダー付き!
鍵を付けたり、ズボンの
ベルト通しにぶら下げたり・・・

■カラー／黒　■サイズ／60×100×10mm
■品質／牛革　■重量／約21g

　

#2
牛皮シボ小銭入れ

円（税抜)

■カラー／黒
■サイズ／60×100×10mm
■品質／牛革　■重量／約26g

参考上代　1,200
#3
牛皮小銭入れ

■カラー／黒
■サイズ／65×105×10mm
■品質／牛革　■重量／約26g

円（税抜)参考上代　1,200
#4
牛皮小銭入れ

円（税抜)

■カラー／黒　■サイズ／65×105×10mm
■品質／牛革　■重量／約26g

参考上代　1,560
#5
牛皮小銭入れ

■カラー／黒　■サイズ／70×110×10mm
■品質／牛革
■重量／約28g

円（税抜)
参考
上代　1,560

#6
牛皮小銭入れ

■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）
■サイズ／60×105×10mm
■品質／牛革　■重量／約19g

参考上代　 円（税抜)1,560

#9A
牛皮Wチャック小銭入れ

日本製

日本製 日本製

日本製日本製 円（税抜)参考上代　1,200 日本製

■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）　■サイズ／75×120×10mm
■品質／牛革　■重量／約30g

円（税抜)参考上代　2,010

#13
牛皮小銭入れ ベルト通し付

日本製

ファスナーを挟んで
2つのカードポケット

ファスナーを挟んで
2つのカードポケット

ホック付きポケット

カード
ポケット

カード
ポケット

カードポケット

カードポケット

小銭を分けて入れられる
2つのファスナー付きポケット

小銭を分けて入れられる
2つのファスナーポケット

キーケースと小銭入れが合体!

■カラー／黒■サイズ／60×105×10mm
■品質／牛革　■重量／約30g

円（税抜)参考上代　1,560

#11
牛皮小銭入れ
キーケース

日本製

3本のフック付き

「こんなの欲しかった」を形に!
コンパクトなのにお札も入る!

お札を
タテ折りにして
入れられます!

■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）
■サイズ／55×90×15mm
■品質／牛革　■重量／約25g

円（税抜)参考上代　1,620
#8
牛皮二つ折り
小銭入れ

日本製

チョコ黒

チョコ

黒

1つで2役!!

チョコ

黒

カードポケット
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しっかり開ける
ラウンドファスナー

小窓が付いて、カードを取り出しやすい!

■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）　■サイズ／80×105×15mm
■品質／牛革　■重量／約48g

円（税抜)参考上代　1,890
Y14
牛皮ラウンドファスナー
小銭入れ

■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）　■サイズ／80×115×20mm
■品質／合成皮革　■重量／約55g

円（税抜)参考上代　1,890
Y16
ナイロン合皮小銭入れ

コインを整理して入れられる
3つに分かれたコインポケット

カードポケット

ラウンドファスナー

背面にもカードポケット ■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）　■サイズ／80×105×15mm
■品質／牛革　■重量／約48g

円（税抜)参考上代　1,890
Y14
牛皮ラウンドファスナー
小銭入れ

■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）　■サイズ／80×115×20mm
■品質／合成皮革　■重量／約55g

円（税抜)参考上代　1,890

円（税抜)参考上代　2,400
円（税抜)参考上代　1,890

Y16
ナイロン合皮小銭入れ

■カラー／黒・チョコ・茶・紺・緑・ワイン・黄
　（※色指定OK）
■サイズ／60×105×10mm
■品質／牛革　■重量／約23g

円（税抜)参考上代　1,560

#12
匠の技山崎牛クリス皮
小銭入れ

日本製

コインを整理して入れられる
3つに分かれたコインポケット

2つに分かれたコインポケット

カードポケット

ラウンドファスナー

背面にもカードポケット

カードを取り出しやすい
曲線切り込みの
カードポケット

しっかり開ける
ラウンドファスナー

小窓が付いて、カードを取り出しやすい!

「匠の技」が光る日本製
人気の7色をラインナップ! 

黃ワイン緑紺

茶チョコ黒

チョコ黒 チョコ

黒

落ち着いた深みのある光沢!
上質なイタリア革を使用

■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）
■サイズ／75×110×15mm
■品質／牛皮（中素材は合皮）　■重量／約50g

牛皮ラウンド小銭入れ
Y19

チョコ黒

■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）　■サイズ／75×80×15mm
■品質／牛皮（中素材は合皮）　■重量／約35g

牛皮BOX型小銭入れ
Y20

人気のBOX型で
コンパクトに持ち運べる

シンプルで使いやすい
ラウンドファスナー

チョコ黒
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ICカードもそのままピッ!!
背面ポケットにICカードを入れれば
取り出さずにそのままタッチ可能!

中央ファスナー室
・カードポケット×6
・お札は2つ折りですっきりIN

中央ファスナー室
・カードポケット×6
・お札は2つ折りですっきりIN

表面に
小銭入れ

お札は3つ折りで
中央ポケットに

表面に
ボックス型
小銭入れ

表面に
ボックス型
小銭入れ

使うほどに手になじむイタリアンレザーの
本格派カードケースです

大きく開いて便利! ボックス型小銭入れ           機能はそのまま! 極限のコンパクト設計

ソ
フ
ト
な
感
触
で

手
に
し
っ
く
り
馴
染
む

上
質
な
本
革
仕
様

カードを使いこなすならケースにこだわる

参考上代 1,890円（税抜)
スマート財布
ID-7221

参考上代 1,890円（税抜)
スマート財布
ボックス型

ID-7222

参考上代 1,890円（税抜)
スマートウォレット
ID-7234

参考上代 2,550円（税抜)カードケース ブラック
ID-3071

参考上代 2,700円（税抜)
牛革カードケース
Y22

■カラー／ブラック・ブラウン（※色指定OK）
■サイズ／85×105×15mm　■重量／約55g
■品質／やぎ革

■カラー／ブラック・ブラウン（※色指定OK）
■サイズ／85×105×15mm　■重量／約55g
■品質／やぎ革

■カラー／ブラック・チョコ・ブラウン（※色指定OK）
■サイズ／75×100×10mm
■重量／約30g　■品質／牛革

■カラー／ブラック
■サイズ／170×115×10mm
■重量／約85g
■品質／表:天然皮革、内側:合皮

■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）
■サイズ／80×114×15mm　■重量／約60g
■品質／表:イタリー牛革、裏:合成皮革

毎日使うパスケースだから
機能性にこだわりました

参考上代 1,890円（税抜)
スクエア柄免パスケース
Y21

■カラー／黒・グレー・茶（※色指定OK）
■サイズ／80×114×15mm　■重量／約50g
■品質／ポリエステル

背面

背面にカードポケット×1

背面にカードポケット×1

背面に
カードポケット
×2

背面

小さい実力派登場! カードを20枚収納の整理上手!
必要な機能をギュギュッと詰め込んだコンパクトでスマートな財布コンパクト財布 キャッシュレス時代を生き抜く、使い勝手の良いアイテムカードケース

小さい実力派登場! ICカードもそのままピッ!!
背面ポケットにICカードを入れれば
取り出さずにそのままタッチ可能!

大きく開いて便利! ボックス型小銭入れ           機能はそのまま! 極限のコンパクト設計

背面にカードポケット×1

背面にカードポケット×1

背面に
カードポケット
×2

参考上代 1,890円（税抜)
■カラー／ブラック・ブラウン（※色指定OK）
■サイズ／85×105×15mm　■重量／約55g
■品質／やぎ革

スマート財布
ID-7221

ブラック ブラウン

参考上代 1,890円（税抜)
■カラー／ブラック・ブラウン（※色指定OK）
■サイズ／85×105×15mm　■重量／約55g
■品質／やぎ革

スマート財布
ボックス型

ID-7222

ブラック ブラウン

参考上代 1,890円（税抜)
■カラー／ブラック・チョコ・ブラウン（※色指定OK）
■サイズ／75×100×10mm
■重量／約30g　■品質／牛革

スマートウォレット
ID-7234

ブラック チョコ ブラウン

中央ファスナー室
・カードポケット×6
・お札は2つ折りですっきりIN

中央ファスナー室
・カードポケット×6
・お札は2つ折りですっきりIN

表面に
小銭入れ

お札は3つ折りで
中央ポケットに

表面に
ボックス型
小銭入れ

表面に
ボックス型
小銭入れ

カードを20枚収納の整理上手!

背面

参考上代 2,550円（税抜)
■カラー／ブラック
■サイズ／170×115×10mm
■重量／約85g
■品質／表:天然皮革、内側:合皮

カードケース ブラック
ID-3071

ソ
フ
ト
な
感
触
で

手
に
し
っ
く
り
馴
染
む

上
質
な
本
革
仕
様

使うほどに手になじむイタリアンレザーの
本格派カードケースです

カードを使いこなすならケースにこだわる

参考上代 2,700円（税抜)
■カラー／黒・チョコ（※色指定OK）
■サイズ／80×114×15mm　■重量／約60g
■品質／表:イタリー牛革、裏:合成皮革

牛革カードケース
Y22

黒 チョコ

背面

毎日使うパスケースだから
機能性にこだわりました

参考上代 1,890円（税抜)
■カラー／黒・グレー・茶（※色指定OK）
■サイズ／80×114×15mm　■重量／約50g
■品質／ポリエステル

スクエア柄免パスケース
Y21 背面

黒 グレー 茶
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ナイロン
ローラーベルト

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

#30 M

参考上代780円（税抜)
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）　約1160×32×2mm
■品質／ナイロン　■重量／約102g
■カラー／（※色指定OK）

ナイロンローラー32mm巾ベルト
W95cm

参考上代 870円（税抜)
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）　約1290×32×2mm
■品質／ナイロン　■重量／約112g
■カラー／（※色指定OK）

#31 L
ナイロンローラー32mm巾ベルト
W110cm

参考上代1,200円（税抜)
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）　約1290×40×2mm
■品質／ナイロン　■重量／約140g
■カラー／（※色指定OK）

#33 L
ナイロンローラー40mm巾ベルト
W110cm

参考上代1,350円（税抜)
■サイズ／LL（ウエスト130cm対応）　約1460×40×2mm
■品質／ナイロン　■重量／約150g
■カラー／（※色指定OK）

#33 LL
ナイロンローラー40mm巾ベルト
W130cm

参考上代1,140円（税抜)
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）　約1160×40×2mm
■品質／ナイロン　■重量／約130g
■カラー／（※色指定OK）

#32 M
ナイロンローラー40mm巾ベルト
W95cm

参考上代 990円（税抜)
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）　約1170×32×2mm
■品質／ナイロン　■重量／約112g
■カラー／（※色指定OK）

#34 M
ナイロン1P32mm巾ベルト
W95cm

参考上代1,050円（税抜)
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）　約1290×32×2mm
■品質／ナイロン　■重量／約118g
■カラー／（※色指定OK）

#35 L
ナイロン1P32mm巾ベルト
W110cm

参考上代1,290円（税抜)
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）　約1290×40×2mm
■品質／ナイロン　■重量／約145g
■カラー／（※色指定OK）

#37 L
ナイロン1P40mm巾ベルト
W110cm

参考上代1,440円（税抜)
■サイズ／LL（ウエスト130cm対応）　約1460×40×2mm
■品質／ナイロン　■重量／約156g
■カラー／（※色指定OK）

#37 LL
ナイロン1P40mm巾ベルト
W130cm

参考上代1,230円（税抜)
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）　約1160×40×2mm
■品質／ナイロン　■重量／約135g
■カラー／（※色指定OK）

#36 M
ナイロン1P40mm巾ベルト
W95cm

32mm巾

40mm巾

ナイロン
1ピンベルト

紺グレー黒

モスグリーンベージュ

紺グレー黒

モスグリーンベージュ

紺グレー黒

モスグリーンベージュ

紺グレー黒

モスグリーンベージュ

紺グレー黒

モスグリーンベージュ

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

32mm巾

40mm巾

紺グレー黒

モスグリーンベージュ

紺グレー黒

モスグリーンベージュ

紺グレー黒

モスグリーンベージュ

紺グレー黒

モスグリーンベージュ

紺グレー黒

モスグリーンベージュ

ロングサイズロングサイズ
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40mm巾 ナイロン

40mm巾 ナイロン

カチッとワンタッチ!

●無段階調節でいつもウエストピッタリ
●他を傷つけにくいプラスチック製バックル

ナイロン40mmプラローラー W120cm
#97 L

参考上代1,590円（税抜)
■カラー／（※色指定OK）
■サイズ／1300×40×10mm（ウエスト120cmまで）　■品質／ナイロン　■重量／約115g

作
業
服
の
色
に

合
わ
せ
て
選
べ
ま
す

しめる
ゆるめる

作業ベルトに必要な条件は
「丈夫」「軽い」「使いやすい」

参考上代 1,710円（税抜)

ちょっと遊び心のあるドットデザイン

ナイロン40mmプラローラー
W120

#90 L

■カラー／赤×紺、ピンク×紺、紫×紺、白×紺（※色指定OK）
■サイズ／1200×40×10mm（ウエスト120cmまで）
■重量／約115g
■品質／本体：ナイロン、バックル：プラスチック

日本製

日本製

日本製

参考上代1,290円（税抜)
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）　約1170×40×2mm
■品質／ナイロン　■重量／約140g
■カラー／（※色指定OK）

#38 M
ナイロン2P40mm巾ベルト
W95cm

参考上代1,350円（税抜)
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）　約1300×40×2mm
■品質／ナイロン　■重量／約150g
■カラー／（※色指定OK）

#39 L
ナイロン2P40mm巾ベルト
W110cm

参考上代1,980円（税抜)
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）　約1290×50×2mm
■品質／ナイロン　■重量／約202g
■カラー／（※色指定OK）

#60 L
ナイロン2P50mm巾ベルト
W110cm

ナイロン
2ピンベルト

40mm巾

■カラー／（※色指定OK）
■サイズ／1300×40×10mm（ウエスト120cmまで）　■品質／ナイロン　■重量／約115g

ナイロン40mmプラローラー W120cm
#97 L

カチッとワンタッチ!

しめる
ゆるめる

作
業
服
の
色
に

合
わ
せ
て
選
べ
ま
す

黒 紺 モスグリーン グレー

白 赤

ベージュ

●無段階調節でいつもウエストピッタリ
●他を傷つけにくいプラスチック製バックル

50mm巾

紺グレー黒

モスグリーンベージュ

紺グレー黒

ベージュ

紺グレー黒

モスグリーンベージュ

参考上代1,590円（税抜)

参考上代 1,710円（税抜)

作業ベルトに必要な条件は
「丈夫」「軽い」「使いやすい」

ちょっと遊び心のあるドットデザイン

ナイロン40mmプラローラー
W120

バックルは簡単操作

■カラー／赤×紺、ピンク×紺、紫×紺、白×紺（※色指定OK）
■サイズ／1200×40×10mm（ウエスト120cmまで）
■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
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40mm巾 ナイロン

ナイロンベルトなのにこのオシャレ感!
ドット状のステッチがとってもクールな印象!

参考上代 1,890円（税抜)
ナイロン40mmステッチピン
W110

#56

■カラー／紺シルバー・紺赤・黒シルバー・黒赤
　（※色指定OK）
■サイズ／1290×40×5mm（ウエスト110cmまで）
■重量／約155g　　■品質／ナイロン

電気を扱う作業に安心!

日本製

日本製

日本製

参考上代 600円（税抜)
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）　約1140×32×2mm
■品質／綿　■重量／約86g
■カラー／（※色指定OK）

#41 M
綿GIローラー32mm巾ベルト
W95cm

参考上代1,020円（税抜)
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）　約1150×40×2mm　
■品質／綿　■重量／約127g
■カラー／（※色指定OK）

#42 M
綿ローラー40mm巾ベルト
W95cm

参考上代 660円（税抜)
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）　約1230×32×2mm　
■品質／綿　■重量／約90g
■カラー／（※色指定OK）

#48 L
綿GIローラー32mm巾ベルト
W110cm

綿
ローラーベルト

40mm巾

紺グレー黒

モスグリーンベージュ

紺グレー黒

モスグリーンベージュ

32mm巾

紺グレー黒

モスグリーン 白ベージュ

紺グレー黒

モスグリーン 白ベージュ

日本製

参考上代1,080円（税抜)
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）　約1280×40×2mm　
■品質／綿　■重量／約138g
■カラー／（※色指定OK）

#44 L
綿ローラー40mm巾ベルト
W110cm

日本製

日本製

参考上代1,470円（税抜)
■サイズ／M（ウエスト100cm対応）
　約1150×32×2mm
■品質／ナイロン　■重量／約80g
■カラー／黒・紺（※色指定OK）

#66 M
ナイロン静電用32mm巾
プラスチックローラー

静電用ベルト　

参考上代1,590円（税抜)
■サイズ／L（ウエスト115cm対応）
　約1290×32×2mm
■品質／ナイロン　■重量／約86g
■カラー／黒・紺（※色指定OK）

#66 L
ナイロン静電用32mm巾
プラスチックローラー

32mm巾

紺

黒

紺

黒

日本製

参考上代1,890円（税抜)
■サイズ／LL（ウエスト130cm対応）
　約1440×32×2mm
■品質／ナイロン　■重量／約100g
■カラー／黒・紺（※色指定OK）糸の太さ=1870デシテックス

#66 LL
ナイロン静電用32mm巾
プラスチックローラー

紺

黒

ナイロンベルトなのにこのオシャレ感!
ドット状のステッチがとってもクールな印象!

参考上代 1,890円（税抜)
■カラー／紺シルバー・紺赤・黒シルバー・黒赤
　（※色指定OK）
■サイズ／1290×40×5mm（ウエスト110cmまで）
■重量／約155g　　■品質／ナイロン

ナイロン40mmステッチピン
W110

#56

黒赤紺赤 黒シルバー

紺シルバー

ロングサイズ
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日本製

日本製

■サイズ／M（ウエスト95cm対応）　約1140×40×2mm
■品質／綿　■重量／約130g
■カラー／（※色指定OK）

#43 M
綿1P40mm巾ベルト
W95cm

参考上代 2,160（税抜)
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　約1280×40×2mm
■品質／綿　■重量／約135g
■カラー／黒、グレー、ベージュ（※色指定OK）

#80 L
綿ベルトストリートバックル
40mm巾 110cm

参考上代1,320円（税抜)

参考上代1,260円（税抜)

■サイズ／L（ウエスト110cm対応）　約1270×40×2mm
■品質／綿　■重量／約138g
■カラー／（※色指定OK）

#45 L
綿1P40mm巾ベルト
W110cm

綿
1ピンベルト

40mm巾

40mm巾

バックルに注目!
ギザギザの歯で
ガッチリキープ!!

特殊な織り方で強度バツグン!

紺グレー黒

モスグリーンベージュ

紺グレー黒

モスグリーンベージュ

グレー黒 ベージュ

Rグレー

黒

グレー

黒

日本製

日本製

■カラー／黒、Rグレー（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　約1270×40×2mm
■品質／綿　■重量／約116g

#92 L
綿ファイブラインエッジ
ローラー 40mm巾ベルト

■カラー／黒、グレー（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　約1290×40×2mm
■品質／綿　■重量／約124g

#95 L
ウォッシュ綿ローラー
40mm巾ベルト

40mm巾 カジュアルテイストで人気のワークベルト

40mm巾 ウォッシュ加工のラフな色合い

日本製

日本製

参考上代1,110（税抜)
■カラー／黒、紺（※色指定OK）
■サイズ／ウエスト75～85cm対応　約1000×32×2mm
■品質／綿　■重量／約50g

#67
綿マジックテープ付32mm巾ベルト
100cm

32mm巾 バックル無し!マジックテープで調節する軽～いベルト

紺

黒

参考上代1,860円（税抜)

参考上代 2,100円（税抜)
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40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル 40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル

音楽に例えるなら
ハードロック ハードで先進的なデザイン! 重厚な2つ穴ベルト

働く人も遊ぶ人も、これ1本でキマル!

参考上代 1,890円（税抜)
■カラー／黒・白（※色指定OK）　■品質／合皮
■サイズ／1270×40×5mm（ウエスト110cmまで）　■重量／約210g

Y114

参考上代 1,890円（税抜)
■カラー／黒・紺（※色指定OK）　■品質／合皮
■サイズ／1270×40×5mm（ウエスト110cmまで）　■重量／約195g

合皮ヘビ柄ベルト40mm
1P W110

Y100

参考上代 1,890円（税抜)

合皮千鳥格子柄
40mm 2P L W110

Y111

参考上代 1,890円（税抜)
■カラー／黒・グレー（※色指定OK）　■品質／合皮
■サイズ／1260×40×5mm（ウエスト110cmまで）　■重量／約195g

合皮ワニ柄
40mm 2P L W110

Y112

合皮縞模様柄40mm2P
W110

■カラー／黒・チョコ・グレー（※色指定OK）　■品質／合皮
■サイズ／1260×40×5mm（ウエスト110cmまで）　■重量／約195g

甘くない! 丸くない!
ワイルドなイメージで
男を上げる2タイプ

参考上代 1,890円（税抜)
■カラー／黒・白（※色指定OK）　■品質／合皮
■サイズ／1270×40×5mm（ウエスト110cmまで）　■重量／約210g

合皮縞模様柄40mm2P
W110

Y114

白黒

参考上代 1,440円（税抜)
■カラー／黒・チョコ・白（※色指定OK）　■品質／合皮
■サイズ／1250×40×5mm（ウエスト110cmまで）　■重量／約180g

合皮40mm2P
W110

Y115

参考上代 1,890円（税抜)
■カラー／黒・紺（※色指定OK）　■品質／合皮
■サイズ／1270×40×5mm（ウエスト110cmまで）　■重量／約195g

合皮ヘビ柄ベルト40mm
1P W110

Y100

黒 紺

音楽に例えるなら
ハードロック
甘くない! 丸くない!
ワイルドなイメージで
男を上げる2タイプ

一見シンプルに見えて、なかなか
重厚感のある落ち着いた光沢!

黒 チョコ 白

働く人も遊ぶ人も、これ1本でキマル!

参考上代 1,890円（税抜)

合皮千鳥格子柄
40mm 2P L W110

Y111

グレーチョコ

参考上代 1,890円（税抜)
■カラー／黒・グレー（※色指定OK）　■品質／合皮
■サイズ／1260×40×5mm（ウエスト110cmまで）　■重量／約195g

合皮ワニ柄
40mm 2P L W110

Y112

グレー黒

ハードで先進的なデザイン! 重厚な2つ穴ベルト

ツートンブロック柄のしっとりとした
光沢が美しいカジュアルベルトです

参考上代 1,890円（税抜)
■カラー／黒・グレー・茶（※色指定OK）　■品質／合皮
■サイズ／1250×40×4mm（ウエスト110cmまで）　■重量／約200g

スクエア柄裏合皮40mm
1P W110

Y170

黒 グレー 茶

■カラー／黒・チョコ・グレー（※色指定OK）　■品質／合皮
■サイズ／1260×40×5mm（ウエスト110cmまで）　■重量／約195g

黒
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40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル

デニム調とカモフラの
「いいとこ取り」

参考上代1,890円（税抜)
■カラー／黒、グレー（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1240×40×3mm
■品質／合成皮革　■重量／約195g

Y149 L
合皮ハトメ1ピン40mm巾
ベルト 参考上代1,890円（税抜)

■カラー／黒、グレー（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1240×40×3mm
■品質／合成皮革　■重量／約195g

Y150 L
合皮ハトメ2ピン40mm巾
ベルト

センスが光る!
さり気なく美しい
ツートーンの折柄模様!

デニム調とカモフラの
「いいとこ取り」

Y104 L
合皮デニム柄40mm
2P W110

■カラー／紺、チョコ、青　■サイズ／1250×40×4mm（ウエスト110㎝まで対応）
■品質／合皮　　■重量／約205g

Y165

■カラー／グリーン
■サイズ／1250×40×5mm（ウエスト110cmまで）
■品質／合皮　　■重量／約230g

合皮デジ迷彩40mm2P
W110 参考上代1,890円（税抜)

参考上代1,890円（税抜)

紺 チョコ 青

人気の「デジタル迷彩柄」

シンプルでも存在感ハンパない! 人気ブランドコンバース

参考上代 3,600円（税抜)

CV1704 M
コンバース合皮40mm1P
W95
■カラー／黒・チョコ(※柄指定OK)
■サイズ／1160×40×5mm
■重量／約210g　■品質／合成皮革

黒 チョコ

バックルはシボ加工の
やわらかい光沢

主張しすぎない
型押しのロゴ

デザインも品質も期待を裏切りません!

参考上代1,890円（税抜)
■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／ウエスト130cm対応
　　　　　約1500×40×4mm
■品質／合成皮革　 ■重量／約200g

Y103 LL
合皮ステッチベルト1P
40mm巾 W130

ステッチが入った飽きのこないデザイン!
ロングサイズなので太めの方にもOK!

チョコ黒

参考上代1,890円（税抜)
■カラー／黒、グレー（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1240×40×3mm
■品質／合成皮革　■重量／約195g

Y149 L
合皮ハトメ1ピン40mm巾
ベルト 参考上代1,890円（税抜)

■カラー／黒、グレー（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1240×40×3mm
■品質／合成皮革　■重量／約195g

Y150 L
合皮ハトメ2ピン40mm巾
ベルト

センスが光る!
さり気なく美しい
ツートーンの折柄模様!

グレー

黒

グレー

黒

ロング
サイズ
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40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル

参考上代 2,070円（税抜)
■カラー／黒、紺、ベージュ、モスグリーン（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1270×40×2mm
■品質／ナイロン、合成皮革　 ■重量／約170g

#55 L
ナイロンライン裏合皮1P
40mm巾ベルト

参考上代1,350円（税抜)
■カラー／黒、茶、チョコ、白（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1250×40×3mm
■品質／合成皮革　 ■重量／約175g

#58 L
合皮2P 40mm巾ベルト

参考上代1,740円（税抜)
■カラー／グリーン、グレー、ブラウン（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1260×40×2mm
■品質／合成皮革　 ■重量／約137g

#72 L
迷彩1P40mm巾ベルト

参考上代1,650円（税抜)
■カラー／白
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1265×40×2mm
■品質／合成皮革　 ■重量／約170g

#77 L
白エナメルガードマン2P
40mm巾ベルト

参考上代 2,070円（税抜)
■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1280×40×3mm
■品質／合成皮革　 ■重量／約190g

#78 L
合皮アイレット2P 40mm巾
ベルト

参考上代1,950円（税抜)
■カラー／黒シルバー、黒ブロンズ（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1250×40×3mm
■品質／合成皮革　 ■重量／約165g

#84 L
合皮型押し1P40mm巾ベルト

シンプルで飽きのこないデザイン

トラッドなデザインでどんな服にも合う!

立体感と光沢のある柄が美しい!

やっぱり基本はシンプルデザイン!

ガードマン御用達! まぶしい白の
エナメルベルト

人気の迷彩は意外と何にでも合う!

黒ブロンズ

黒シルバー

チョコ

黒

モスグリーン

ベージュ

紺

黒

白

チョコ

茶

黒

ブラウン

グレー

グリーン
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40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル

40mm巾 合皮カジュアル

30mm巾 合皮カジュアル

参考上代1,890円（税抜)
■カラー／黒、白（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1250×40×3mm
■品質／合成皮革　■重量／約180g

Y141 L
合皮パンチング1P 40mm巾
ベルト

参考上代1,890円（税抜)
■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1150×40×3mm
■品質／合成皮革　■重量／約176g

Y144 L
合皮クロスステッチ 40mm巾
1Pベルト

参考上代1,890円（税抜)
■カラー／黒/黒、黒/白（※色指定OK）
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）
　　　　　約1050×40×3mm
■品質／合成皮革　■重量／約188g

Y122 M
合皮ヘビ柄Wライン2P
40mm巾ベルト

参考上代1,890円（税抜)
■カラー／黒/黒、黒/白（※色指定OK）
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）
　　　　　約1050×40×3mm
■品質／合成皮革　■重量／約182g

Y123 M
合皮ヘビ柄サイドピン1P
40mm巾ベルト

参考上代1,890円（税抜)
■カラー／黒/グレー、チョコ/赤（※色指定OK）
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）
　　　　　約1050×40×3mm
■品質／合成皮革　 ■重量／約179g

Y136 M
合皮エナメルライン1P
40mm巾ベルト

参考上代1,890円（税抜)
■カラー／黒/グレー、チョコ/赤（※色指定OK）
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）
　　　　　約1050×40×3mm
■品質／合成皮革　 ■重量／約178g

Y137 M
合皮エナメルライン2P
40mm巾ベルト

エナメルラインとスタッズがクール!

エナメルラインとスタッズがクール!

ちょっとヤンチャなヘビ柄とスタッズ

ちょっとヤンチャなヘビ柄とスタッズ クロスしたステッチがちょっとした
オシャレ感を演出!

本革のような質感、主張しすぎない
デザインのパンチングベルト

チョコ

黒

黒/白

黒/黒

黒/白

黒/黒

白

黒

チョコ/赤

黒/グレー

チョコ/赤

黒/グレー

参考上代1,890円（税抜)
■カラー／黒、ブルー、ブラウン（※色指定OK）
■サイズ／ウエスト110cm対応
　　　　　約1150×40×3mm
■品質／合成皮革　 ■重量／約220g

Y159 L
合皮迷彩生地2P40mm巾
ベルトW110cm

個性的な色使いの迷彩プリント

ブラウン

ブルー

黒

参考上代1,620円（税抜)
■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1250×30×3mm
■品質／合成皮革　 ■重量／約128g

#1007 L
合皮カジュアル1P
30mm巾ベルト

ベーシックな色とデザインで
どんな服にも合う!

チョコ

黒
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35mm巾 牛革ベルト

35mm巾 牛革ベルト

40mm巾 ポリウレタン カジュアル

高級素材「栃木レザー」をタンニン剤でじっくり
時間をかけてなめし上げたまさに一生物の逸品!
高級感のある型押しのロゴ

水、汗に強く、ひび割れしにくいから長く使える
1枚皮使用のオイルベルト! 使うほどに味が出る!

ポリウレタンベルト40mm
1P W110

Y105 L

参考上代1,890円（税抜)

しかも金属バックルだから折れる心配なし!!
強度に自信あり! ポリウレタン素材

蛍光色からシックな色まで全7色

■カラー／黒・オレンジ・赤・白・スカイブルー・
　カーキ・チョコ（※色指定OK）
■サイズ／1250×40×5mm（ウエスト110cmまで）
■品質／ポリウレタン　■重量／約285g

■カラー／ブラック・チョコ・茶（※色指定OK）
■サイズ／約1130×35×5mm(ウエスト90cmまで)
■品質／牛皮　■重量／約185g

#99
モンクレスト一枚皮オイルベルト
35mm M

■カラー／ブラック・レッド・ブラウン・ネイビー（※色指定OK）
■サイズ／約1130×35×5mm(ウエスト97cmまで)
■品質／牛皮　■重量／約210g

#51200049
匠モンクレストベルト
35mm

日本製

高級素材「栃木レザー」をタンニン剤でじっくり
時間をかけてなめし上げたまさに一生物の逸品!
高級感のある型押しのロゴ

参考上代 9,000円（税抜)

参考上代 4,200円（税抜)

水、汗に強く、ひび割れしにくいから長く使える
1枚皮使用のオイルベルト! 使うほどに味が出る!

ネイビー

茶チョコブラック

ブラウン

レッドブラック

■カラー／黒・オレンジ・赤・白・スカイブルー・
　カーキ・チョコ（※色指定OK）
■サイズ／1250×40×5mm（ウエスト110cmまで）
■品質／ポリウレタン　■重量／約285g

ポリウレタンベルト40mm
1P W110

Y105 L

強度に自信あり! ポリウレタン素材
しかも金属バックルだから折れる心配なし!!

参考上代1,890円（税抜)

黒 オレンジ 赤

カーキ チョコ

白

スカイブルー

ストレッチ素材でウエストにピッタリフィットする!
カジュアルテイストのワークベルト

ストレッチ素材でウエストにピッタリフィットする!
カジュアルテイストのワークベルト

35mm巾

40mm巾

参考上代 1,950円（税抜)
■カラー／黒、茶（※色指定OK）
■サイズ／約1100×35×5mm
　ウエスト105cm対応（最大ひっぱり寸130cm）
■品質／ゴム　■重量／約130g

Y101 F
ゴムメッシュベルト 35mm
W105

茶黒

紺グレー黒グレー

蛍光色からシックな色まで全7色

■カラー／黒グレー、紺グレー（※色指定OK）
■サイズ／約1100×40×5mm
　ウエスト105cm対応（最大ひっぱり寸130cm）
■品質／ゴムメッシュ　■重量／約152g

Y107 F
ゴムメッシュベルト 40mm
W105 参考上代 2,100円（税抜)
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35mm巾 牛革ベルト

40mm巾 牛革ベルト

40mm巾 牛革ベルト

35mm巾 牛革ベルト

35mm巾 牛革ベルト

40mm巾 牛革ベルト

皮ベルトの中で一番の売れスジ商品です!!

一枚革の本格派!
ビジネスもカジュアルもバッチリのブランド!

人気ブランド「コンバース」

丈夫で長持ち! 1枚革なのに安い!

チョコ

黒

参考上代 2,550円（税抜)
■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）
　　　　　約1140×35×2mm
■品質／牛皮　■重量／約128g

#1001 M
牛一枚皮1P35mm巾ベルト

参考上代 2,700円（税抜)
■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1235×35×2mm
■品質／牛皮　■重量／約150g

#1002 L
牛一枚皮1P35mm巾ベルト

参考上代 3,900円（税抜)
■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／LL（ウエスト130cm対応）
　　　　　約1440×35×2mm
■品質／牛皮　■重量／約194g

#1004 LL
牛皮1P35mm巾ベルト
W130cm

丈夫で長持ち! 1枚革なのに安い!

人気ブランド「コンバース」

参考上代 3,420円（税抜)
■カラー／黒、茶、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／約1140×35×3mm（ウエスト95cmまで）
■品質／牛皮　■重量／約170g

CV1910A M
コンバース35mm巾ベルト

皮ベルトの中で一番の売れスジ商品です!!
チョコ茶黒

チョコ

黒

参考上代 2,850円（税抜)
■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）
　　　　　約1165×40×2mm
■品質／牛皮　■重量／約186g

#1138 M
牛一枚皮1P 40mm巾ベルト

参考上代 3,000円（税抜)
■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1255×40×2mm
■品質／牛皮　■重量／約191g

#1139 L
牛一枚皮1P 40mm巾ベルト

チョコ

黒

チョコ

黒

チョコ

黒

参考上代 3,750円（税抜)

■カラー／黒、チョコ、茶、白（※色指定OK）
■サイズ／約1150×35×5mm（ウエスト100cmまで）
■品質／牛皮　■重量／約180g

CV1702
コンバース牛皮35mm1Pベルト

白茶チョコ黒

参考上代 4,500円（税抜)

■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／約1200×40×5mm（ウエスト100cmまで）
■品質／牛皮　■重量／約215g

5CV4090
コンバース牛皮40mm1Pベルト

チョコ黒

一枚革の本格派!

#110967 L
EDWIN牛皮40mm1P
W110
■カラー／黒、チョコ
■サイズ／1300×40×4mm
　（ウエスト110㎝まで対応）
■品質／牛皮　　■重量／約280g

黒

チョコ

ビジネスもカジュアルもバッチリのブランド!

参考上代 6,000円（税抜)

ロングサイズ
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35mm巾 牛革ベルト

30mm巾 牛革ベルト

30mm巾 牛革ベルト

50mm巾

36mm巾参考上代1,950円（税抜)
■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1225×30×3mm
■品質／牛皮　■重量／約138g

#1013 L
牛皮フィットバックル
30mm巾ベルト

参考上代 6,900円（税抜)
■カラー／茶
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）
　　　　　約1060×50×4mm
■品質／牛皮　■重量／約232g

#62 M
電工用牛皮2P 50mm巾ベルト

参考上代4,800円（税抜)
■カラー／茶
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）
　　　　　約1060×36×4mm
■品質／牛皮　■重量／約175g

#64 M
電工用牛皮1P 36mm巾ベルト

参考上代4,800円（税抜)
■カラー／黒
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）
　　　　　約1060×36×4mm
■品質／牛皮　■重量／約175g

#64K M
電工用牛皮1P 36mm巾ベルト

参考上代 5,400円（税抜)
■カラー／茶
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1200×36×4mm
■品質／牛皮　■重量／約195g

#65 L
電工用牛皮1P 36mm巾ベルト

参考上代 5,400円（税抜)
■カラー／黒
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1200×36×4mm
■品質／牛皮　■重量／約195g

#65K L
電工用牛皮1P 36mm巾ベルト

参考上代7,500円（税抜)
■カラー／茶
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1200×50×4mm
■品質／牛皮　■重量／約253g

#63 L
電工用牛皮2P 50mm巾ベルト

参考上代 6,900円（税抜)
■カラー／黒
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）
　　　　　約1060×50×4mm
■品質／牛皮　■重量／約232g

#62K M
電工用牛皮2P 50mm巾ベルト 参考上代7,500円（税抜)

■カラー／黒
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1200×50×4mm
■品質／牛皮　■重量／約253g

#63K L
電工用牛皮2P 50mm巾ベルト参考上代 3,900円（税抜)

■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／M（ウエスト95cm対応）
　　　　　約1150×35×3mm
■品質／牛皮　■重量／約186g

#1146 M
牛1枚皮1P35mm巾ベルト

参考上代1,890円（税抜)
■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／L（ウエスト110cm対応）
　　　　　約1270×30×2mm
■品質／牛皮　■重量／約141g

#1014 L
牛皮1P 30mm巾ベルト

スタンダードなビジネスバックル

シンプル、ベーシックな本革ベルト

長年使えるしっかりした皮ベルト!
普段も使えるデザイン

チョコ

黒

参考上代 8,100円（税抜)
■カラー／茶
■サイズ／LL（ウエスト115cm対応）
　　　　　約1290×50×4mm
■品質／牛皮　■重量／約273g

#63 LL
電工用牛皮2P 50mm巾ベルト

ロングサイズ

チョコ

黒

チョコ

黒

電工用ベルト
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30mm巾 X型サスペンダー

25mm巾 Y型サスペンダー

40mm巾 Y型サスペンダー

品番 ページ 商品区分

ベルトが無くてもしっかりホールド!

ベーシック仕様、太っていてもずれません

幅広タイプでしっかりとしたホールド感!

ベルトが無くてもしっかりホールド!

ベーシック仕様、太っていてもずれません

幅広タイプでしっかりとしたホールド感!

参考上代1,890円（税抜)
■カラー／黒、紺、グレー（※色指定OK）　■サイズ／普通サイズ　約1100×25×1mm
■品質／ゴム　■重量／約87g

SD25
サスペンダー25mm巾

参考上代 2,610円（税抜)
■カラー／黒、紺（※色指定OK）
■サイズ／普通サイズ　約1100×40×1mm
■品質／ゴム　■重量／約157g

SD40
サスペンダー40mm巾

参考上代 2,130円（税抜)
■カラー／黒、紺（※色指定OK）
■サイズ／普通サイズ　約1080×30×1mm
■品質／ゴム　■重量／約135g

#70
サスペンダーX型30mm巾
普通サイズ

参考上代 2,430円（税抜)
■カラー／黒、紺（※色指定OK）
■サイズ／Lサイズ　約1240×30×1mm
■品質／ゴム　■重量／約142g

#71 L
サスペンダーX型30mm巾
Lサイズ

紺

黒

グレー紺黒

紺

黒

紺

黒

バッグ
品番 ページ 商品区分

#1000F  
#7077
#7257
#7271
#8045
#8142BK
#8231
#8578
#8579
#9051
#9068
#9100 7
#9101 7
#9102 7
#9103 7
#9104 8
#9105 8
#9106 8
#9107 8
#9111 22
#9155 24
#9962 18

AM-21 31
AM-22 31
AM-23 32
AM-24 32
AM-25 32
AM-26 32
B071 26
BOT-01　 14
BOT-02 14
BOT-03 14
BOT-05 14
BOT-09 13
BOT-10 13
BOT-12 13
BW-01 9
BW-04 10
BW-05 10
BW-06 10
BW-07 9
BW-08 9
CL-1 40
CL-3 40
CL-6 40
CL-7 40
CL-8 40
CL-9 40

CUL-11 35 小物バッグ
CUL-12 35 小物バッグ
CUL-13 35 小物バッグ
CUL-14 35 小物バッグ
DC-41 43 小物バッグ
DC-42 43 小物バッグ
DC-43 43 小物バッグ
DC-44 43 小物バッグ
DC-45 44 小物バッグ
DC-46 44 小物バッグ
DC-47 44 小物バッグ
DC-48 44 小物バッグ
DC-49 44 小物バッグ
DC-61 45 小物バッグ
DC-62 45 小物バッグ
DC-63 45 小物バッグ
DC-64 45 小物バッグ
DC-65 46 小物バッグ
DC-66 46 小物バッグ
DC-67 46 小物バッグ
DC-68 46 小物バッグ
DIL-22 25 カバン類（その他）
DIL-24 25 カバン類（その他）
DIL-26 25 カバン類（その他）
E100 17 カバン類（その他）
ECB-10 27 トートバッグ
F-40 52 小物バッグ
F-53BK 52 小物バッグ
F-54G 52 小物バッグ
F-71 39 小物バッグ
F-72 39 小物バッグ
F-75 39 小物バッグ
F-76 39 小物バッグ
F-77 39 小物バッグ
FAB-51 52 小物バッグ
FAB-53 52 小物バッグ
FAB-56 51 小物バッグ
FAB-57 51 小物バッグ
FAB-58 51 小物バッグ
FAB-81 37 小物バッグ
FAB-82 37 小物バッグ
FAB-83 37 小物バッグ
FAB-84 38 小物バッグ
FAB-85 38 小物バッグ

CL-31 30
CL-32 30
CL-33 30
CUｰ1 36
CUｰ2 36
CUｰ3 36

FAB-86 38 小物バッグ
FAB-87 38 小物バッグ
FAB-91 33 小物バッグ
FAB-92 33 小物バッグ
FAB-93 33 小物バッグ
FAB-94 33 小物バッグ
FAB-95 34 小物バッグ
FAB-96 34 小物バッグ
FAB-97 34 小物バッグ
FAB-98 34 小物バッグ
FAB-99 34 小物バッグ
FU-1 11 ボストンバッグ

カバン類（その他）
Ｄバッグ
小物バッグ
小物バッグ
Ｄバッグ

カバン類（その他）
ショルダーバッグ
トートバッグ
トートバッグ

カバン類（その他）
Ｄバッグ
Ｄバッグ
Ｄバッグ
Ｄバッグ

トートバッグ
ウエストバッグ

カバン類（その他）
ボストンバッグ
ボストンバッグ
トートバッグ
ショルダーバッグ
ボストンバッグ

小物バッグ
小物バッグ
小物バッグ
小物バッグ
小物バッグ
小物バッグ
小物バッグ

ウエストバッグ
ウエストバッグ
ショルダーバッグ
トートバッグ
Ｄバッグ

ボストンバッグ
ボストンバッグ
Ｄバッグ

トートバッグ
トートバッグ

カバン類（その他）
カバン類（その他）

Ｄバッグ
小物バッグ
小物バッグ
小物バッグ
小物バッグ
小物バッグ
小物バッグ
小物バッグ
小物バッグ
小物バッグ
小物バッグ
小物バッグ
小物バッグ

27
21
27
27
26
26
24
22
22
26
21

#411323
#411414

小物バッグ
カバン類（その他）

17
17

INDEX
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品番 ページ 商品区分 品番 ページ 商品区分品番 ページ 商品区分

品番 ページ 商品区分

品番 ページ 商品区分
FU-2 11 ボストンバッグ
FU-3 11 ボストンバッグ
FU-9 12 ウエストバッグ
FU-10 12 Ｄバッグ
FU-90 12 Ｄバッグ
FV-01 28 カバン類（その他）
G-101 3 Ｄバッグ
G-102 4 Ｄバッグ
G-103 4 Ｄバッグ
G-104 3 Ｄバッグ
G-200 2 ボストンバッグ
G-201 2 ボストンバッグ
G-202 2 ボストンバッグ
G220-2312 16 トートバッグ
G220-2329 16 トートバッグ
G220-2336 16 トートバッグ
G220-2343 16 トートバッグ
G330-2350 16 Ｄバッグ
G330-2367 16 Ｄバッグ
G330-2374 16 Ｄバッグ
G330-2381 16 Ｄバッグ
G-401 1 トートバッグ
G-600 5 ショルダーバッグ
G-601 5 ショルダーバッグ
G-602 5 ウエストバッグ
G-700 1 カバン類（その他）
GFT-01 28 ショルダーバッグ
GFT-02 28 ショルダーバッグ
GFT-03 28 ウエストバッグ
GFT-04 28 ウエストバッグ
GFT-05 28 カバン類（その他）
I-1548 20 Ｄバッグ
I-1551 23 トートバッグ
I-9526 19 ボストンバッグ
I-9551 19 ボストンバッグ
I-9604 19 ボストンバッグ
I-9615 20 Ｄバッグ
I-9631 15 ボストンバッグ

RFｰ90 49 小物バッグ
RFｰ93 49 小物バッグ
RTG30028 23 トートバッグ
SHB-03 18 ボストンバッグ
SMB-02 25 カバン類（その他）
SPO-02 20 Ｄバッグ
SW-101 6 Ｄバッグ
SW-501 6 カバン類（その他）
TTC50039 23 トートバッグ
UF-1 41 小物バッグ
UF-2 41 小物バッグ
UF-3 41 小物バッグ
UF-4 41 小物バッグ
UF-5 42 小物バッグ
UF-6 42 小物バッグ
UF-7 42 小物バッグ
UF-8 42 小物バッグ
UF-9 42 小物バッグ
UF-11 29 小物バッグ
UF-12 29 小物バッグ
UF-13 29 小物バッグ
UF-14 29 小物バッグ
UF-15 29 小物バッグ
UF-16 29 小物バッグ
VE 47 小物バッグ
VE-02/BK 47 小物バッグ
VE-04/BK 47 小物バッグ
VE-11/GR 47 小物バッグ
VE-15/GR 47 小物バッグ
VE-21/NV 47 小物バッグ
VE-22/NV 47 小物バッグ

ID-5801 55 長財布
ID-5802 55 二つ折り財布

ID-5803 55 二つ折り財布
ID-7072 55 二つ折り財布
ID-7091 55 カードケース
ID-7221 63 二つ折り財布
ID-7222 63 二つ折り財布
ID-7234 63 二つ折り財布
KDｰ001 54 長財布
KDｰ002 54 二つ折り財布
KDｰ003 54 二つ折り財布
KDｰ004 54 二つ折り財布
S-333Z 56 長財布
SE04 56 二つ折り財布
W-321 56 長財布
Y14 62 小銭入れ
Y16 61 小銭入れ
Y19 61 小銭入れ
Y20 61 小銭入れ
Y21 64 パスケース
Y22 64 パスケース
ひな壇セット 58 財布セット

財布
品番 ページ 商品区分

#2 59 小銭入れ
#3 59 小銭入れ
#4 59 小銭入れ
#5 59 小銭入れ
#6 60 小銭入れ
#8 60 小銭入れ
#9A 60 小銭入れ
#11 60 小銭入れ
#12 62 小銭入れ
#13 60 小銭入れ
#6001 57 二つ折り財布
#510572 53 長財布
#520568 53 二つ折り財布
#520569 53 小銭入れ
AS-11 57 財布セット
AS-12 57 財布セット
E-3 53 二つ折り財布
HB-1 56 長財布
ID-3071 64 カードケース #65 L 86 電工ベルト

#65K L 86 電工ベルト

#66 L 69 ナイロンベルト
#66 LL 69 ナイロンベルト
#67 72 綿ベルト
#70 87 サスペンダー
#71 87 サスペンダー
#72 77 合皮ベルト
#77 78 合皮ベルト
#78 78 合皮ベルト
#80 72 綿ベルト
#84 78 合皮ベルト
#90 68 ナイロンベルト
#92 71 綿ベルト
#95 72 綿ベルト
#97 68 ナイロンベルト
#99 82 牛皮ベルト

ベルト

#30 65 ナイロンベルト
#31 65 ナイロンベルト
#32 65 ナイロンベルト
#33 65 ナイロンベルト
#33 LL 65 ナイロンベルト
#34 66 ナイロンベルト
#35 66 ナイロンベルト
#36 66 ナイロンベルト
#37 66 ナイロンベルト
#37 LL 66 ナイロンベルト
#38 67 ナイロンベルト
#39 67 ナイロンベルト
#41 70 綿ベルト
#42 70 綿ベルト
#43 71 綿ベルト
#44 70 綿ベルト
#45 71 綿ベルト
#48 L 70 綿ベルト

#51200049 82 牛皮ベルト

#55 77 合皮ベルト
#56 69 ナイロンベルト
#58 77 合皮ベルト
#60 67 ナイロンベルト
#62 M 86 電工ベルト
#62K M 86 電工ベルト
#63 LL 86 電工ベルト
#63 L 86 電工ベルト
#63K L 86 電工ベルト
#64 M 86 電工ベルト
#64K M 86 電工ベルト

#1001 84 牛皮ベルト
#1002 84 牛皮ベルト
#1004 LL 84 牛皮ベルト
#1007 79 合皮ベルト
#1013 85 牛皮ベルト
#1014 85 牛皮ベルト

#110967 84 牛皮ベルト

#1138 84 牛皮ベルト
#1139 84 牛皮ベルト
#1146 85 牛皮ベルト

5CV4090 83 牛皮ベルト
CV1702 83 牛皮ベルト
CV1704 75 合皮ベルト
CV1910A 83 牛皮ベルト
SD25 87 サスペンダー
SD40 87 サスペンダー
Y100 73 合皮ベルト

Y103 76 合皮ベルト
Y104 75 合皮ベルト
Y105 81 合皮ベルト

Y111 74 合皮ベルト
Y112 74 合皮ベルト
Y114 73 合皮ベルト
Y115 73 合皮ベルト
Y122 79 合皮ベルト
Y123 79 合皮ベルト
Y136 80 合皮ベルト
Y137 80 合皮ベルト
Y141 80 合皮ベルト
Y144 80 合皮ベルト
Y149 76 合皮ベルト
Y150 76 合皮ベルト
Y159 79 合皮ベルト
Y165 75 合皮ベルト
Y170 74 合皮ベルト

Y101 81 ゴムメッシュベルト

Y107 81 ゴムメッシュベルト
I-9632 15 Ｄバッグ
I-9641 15 ボストンバッグ
I-9642 15 Ｄバッグ
KW-1 48 小物バッグ
KW-2 48 小物バッグ
KW-3 48 小物バッグ
KW-4 48 小物バッグ
KW-5 48 小物バッグ
PH-29FAB 34 小物バッグ
PH-R3UFL 30 小物バッグ
RF-101 50 小物バッグ
RF-102 50 小物バッグ
RF-103 50 小物バッグ
RF-104 50 小物バッグ
RF-105 50 小物バッグ
RF-106 50 小物バッグ
RFｰ82 49 小物バッグ
RFｰ85 49 小物バッグ #66 M 69 ナイロンベルト
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