
P8（ウラ） P1（表紙）

内側パイル編み
腕の形にあわせて、台形に編ん
でいます（テーパー編み）。
フィットする設計です。

テーパー編み

耐熱 防炎 難燃

アラミド繊維コーネックス は空気中で溶融すること
なく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・
難燃性をあわせもつ高機能繊維です。

パイル編みの編み目がたくさん
の空気層を作ることで、厚みの
ある編成を実現。クッション性・
強度に優れています。

TUE

ウォッチの画面（一部）

オーブン作業やバーベキューに

溶接やグラインダー作業に

パイル編み
腕カバー

炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。

■サイズ／フリー（長さ20cm）
■品質／アラミド繊維100%
■重量／約52g（1組で）

■サイズ／フリー（長さ25cm）
■品質／アラミド繊維100%
■重量／約76g（1組で）

耐熱防炎パイル編み
腕カバー 20cm

#1500
耐熱防炎パイル編み
腕カバー 25cm

#241  3,600円（税抜)
 参考上代

 3,240円（税抜)
 参考上代

スマートウォッチ
ブレスレッド型

WW19041S

■カラー／ブラック、ブルー、ピンク（※色指定OK）
■重量／約25g　　■フル充電時間／２時間
■バッテリー通常使用時間／約4-6日
■ディスプレイ／0.96inch
■解像度／128×220pixel
■対応機種／Android4.4以上/iOS8.0以上
　　　　　　Bluetooth4.0
■使用アプリ／DayBand

使わない時は専用台座
（Cリング）に置くと、
オシャレなインテリアに!

腕周り16～23cmまで
調節可能です。

 参考上代 5,400円（税抜)

ブラック ブルー ピンク

ずっと欲しかったけど
手が出なかったアイテム買えるじゃん!!

子供から大人まで
サイズ調節可能!

summer2020

ソフトな感触でパン工場やご家庭にオススメ! 溶炉、溶接などハードな作業にオススメ!

袖口
オーバーロ

ック
仕上げ

袖口
ダブルカフ

ス
仕上げ

オーブン作業やバーベキューに

溶接やグラインダー作業に

■サイズ／フリー（長さ20cm）
■品質／アラミド繊維100%
■重量／約52g（1組で）

耐熱防炎パイル編み
腕カバー 20cm

#1500

■サイズ／フリー（長さ25cm）
■品質／アラミド繊維100%
■重量／約76g（1組で）

耐熱防炎パイル編み
腕カバー 25cm

#241

25cm
20cm

 3,600円（税抜)
 参考上代

 3,240円（税抜)
 参考上代

コーネックス　使用
アラミド繊維

耐熱難燃繊維

パイル編み
腕カバー

炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。

日本製 日本製

ずっと欲しかったけど
手が出なかったアイテム

フィットネスから気象情報まで
これさえあればOK!

洗練されたデザインの
ブレスレットタイプ

スマホアプリで
簡単操作!

買えるじゃん!!

スマートウォッチ
ブレスレッド型

WW19041S

1年間メー
カー保証付

■カラー／ブラック、ブルー、ピンク（※色指定OK）
■重量／約25g　　■フル充電時間／２時間
■バッテリー通常使用時間／約4-6日
■ディスプレイ／0.96inch
■解像度／128×220pixel
■対応機種／Android4.4以上/iOS8.0以上
　　　　　　Bluetooth4.0
■使用アプリ／DayBand

ベルトを引き抜くと
充電用USB端子が
現れます。

使わない時は専用台座
（Cリング）に置くと、
オシャレなインテリアに!

腕周り16～23cmまで
調節可能です。

USB充電

台座付き

子供から大人まで
サイズ調節可能!

 参考上代 5,400円（税抜)

ピンク

ブルー

ブラック

ブラック ブルー ピンク



P2 P3

ぬらす　しぼる 空調ウェアの下に着用

■カラー／ブラック
■サイズ／フリー（胴囲90-120cm）
　　　　　XL（胴囲110-140cm）
■品質／ポリエステル100%
■重量／約102g（フリーサイズ）

タフコレ
冷却ベスト

TC7200

超吸水性繊維「ランシール 」を
使用した吸水パッド

首周りと脇の下の《超吸水性繊維「ランシール 」
を使用した吸水パッド》を主として水に浸し、しぼ
ってから空調ウェアの下に着用してください。
空調ウェアのファンによって外気から風を送るこ
とで、効果的に体温を下げます。

空調ウェアの冷却効果

タフコレインナー長袖
TC7001

すっきりしたシルエットで人気!
超吸水性繊維「ランシール 」を使用した
吸水パッド

超吸水性繊維
「ランシール 」を
使用した吸水パッド

 参考上代 6,300円（税抜)

■カラー／ブラック　■サイズ／M・L・LL・3L
■品質／本体:ポリエステル100%
　　　　詰物:ポリプロピレン73%、アクリル27%
■重量／約202g（Lサイズ）

 参考上代 3,600円（税抜)

空調ウェアの冷却効果

 参考上代 5,400円（税抜)

 参考上代 6,300円（税抜)

 参考上代 3,600円（税抜)
■カラー／ブラック
■サイズ／フリー（胴囲90-120cm）
　　　　　XL（胴囲110-140cm）
■品質／ポリエステル100%
■重量／約102g（フリーサイズ）

空調ウェアのみ
着用（5分後）

35℃

0℃

タフコレインナー
を着用（5分後）

タフコレ冷却ベスト
を着用（5分後）

タフコレインナー +
タフコレ冷却ベスト
を着用（5分後）

タフコレ
冷却ベスト

「タフコレインナー」、「タフコレ冷却ベスト」着用時のサーモグラフィー実験

TC7200

■カラー／透明　　■サイズ／110×160×30mm（1個）
■品質／水、調整剤、増粘剤、防腐剤
■重量／約400g×4個

タフコレ用400g保冷剤4個セット

×4個入

TCH720

XLフリー

保冷剤は
別売です

保冷剤（別売）

2,490円（税別）
参考上代

超吸水性繊維「ランシール 」を
使用した吸水パッド

超吸水性繊維「ランシール 」を
使用した吸水パッド

胸　囲

身　長

適応サイズ（cm）

80～90

165～175

M

86～96

170～180

L

92～102

175～185

LL

98～108

175～185

3L

ぬらして着るまったく新しいタイプの
空調ウェア用インナー

■高吸水性
■速効吸水性
■形態安定性

純水で自重の約150倍の吸水能力。
10秒で最大吸水量の約70%に達する。
吸水しても繊維形状を維持。

■高吸水性
■速効吸水性
■形態安定性

吸水ポリマーの外層を持つ2層構造の超吸水性アクリル繊維
純水で自重の約150倍の吸水能力。
10秒で最大吸水量の約70%に達する。
吸水しても繊維形状を維持。

首周りと脇の下の《超吸水性繊維「ランシール 」
を使用した吸水パッド》を主として水に浸し、しぼ
ってから空調ウェアの下に着用してください。
空調ウェアのファンによって外気から風を送るこ
とで、効果的に体温を下げます。吸水パッドを中心に水に浸す しぼってから空調ウェアの下に着用

■カラー／ブラック　■サイズ／M・L・LL・3L
■品質／本体:ポリエステル100%
　　　　詰物:ポリプロピレン73%、アクリル27%
■重量／約162g（Lサイズ）

タフコレインナー半袖
TC7100

長袖空調ウェアにオススメ。
袖なし空調ウェアと合わせても
カッコイイ!

半袖空調ウェアはもちろん、
長袖空調ウェアにもオススメ。

タフコレインナー長袖
TC7001

前ファスナー

コンプレッションタイプ

長袖

半袖 すっきりしたシルエットで人気!

超吸水性繊維「ランシール 」承認番号 JE-205A

超吸水性繊維「ランシール 」を使用した
吸水パッド

超吸水性繊維
「ランシール 」を
使用した吸水パッド

L LL 3L

M

 参考上代 5,400円（税抜)
■カラー／ブラック　■サイズ／M・L・LL・3L
■品質／本体:ポリエステル100%
　　　　詰物:ポリプロピレン73%、アクリル27%
■重量／約198g（Lサイズ）

タフコレインナー長袖
TC7000

L LL 3L

M

L LL 3L

M

エアコンで室温を35℃に
保ち、対象商品を着用し
た上に空調ウェアを着て
ファンを回し、サーモグラ
フィーカメラで温度変化を
測定しました。タフコレイ
ンナーとタフコレ冷却ベス
トを併用すると格段に冷
却効果が上がることがわ
かります。

詳しくは動画を
ご覧ください

胸側タテ2個、背中側ヨコ2個の
大型保冷剤ポケット

軽量メッシュで快適
両サイドのマジックテープで
簡単にサイズ調節※保冷剤は別売です

※200gの保冷剤2個を
　1パックにしています。
　そのままお使い下さい。
　（200g×2）×4個

■カラー／ブラック　■サイズ／M・L・LL・3L
■品質／本体:ポリエステル100%
　　　　詰物:ポリプロピレン73%、アクリル27%
■重量／約202g（Lサイズ）



P4 P5

淡くオシャレな
風合いのモクカラー

土踏まずに
サポーター付き

※色指定はできません

ソックスは消臭効果で選ぶ時代!
「デオセル」使用高機能

消臭糸
テーパー編みで
疲れにくい!
締め付けないのに足首がズレないのは、
人間の足の形にそって足首から履き口
まで編む「テーパー編み」だからです。段
階的に圧力を加えているので、足の疲れ
を和らげる効果もあります。

ほど良いフィット感で疲れにくい!
消臭糸を使用!

参考上代 1,650円（税抜)

#4130-4P（先丸）
#4133-4P（指又付）
ランダムモク サポーターソックス
L 4足組
■カラー／モクアソート（色指定不可）　■サイズ／男性用L（25～27cm）
■素材／綿、ポリエステル、ポリウレタン
■重量／約205g(先丸4足で)、約215g(指又付4足で)

LLサイズが
新登場!

売り場をご提案します!!
カカトの前後にゴム編み
を入れた製法

ズレにくい!
「カカトすっぽり編み」で

カカト付きで
ズレにくい!

■カラー／モク
■サイズ／男性用L（25～27cm）、男性用LL（27～29cm）
■素材／綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、ポリウレタン
■重量／約125g(L2足で)、約150g(LL2足で)

参考上代 1,800円（税抜)

#4128-2P
強力消臭デオセル 5本指 モク
2足組

淡くオシャレな
風合いのモクカラー

土踏まずに
サポーター付き

ソックスは消臭効果で選ぶ時代!
売り場をご提案します!!

テーパー編みで
疲れにくい!

「デオセル」使用高機能
消臭糸

ほど良いフィット感で疲れにくい!
消臭糸を使用!

■カラー／モクアソート（色指定不可）　■サイズ／男性用L（25～27cm）
■素材／綿、ポリエステル、ポリウレタン
■重量／約205g(先丸4足で)、約215g(指又付4足で)

参考上代 1,650円（税抜)

#4130-4P（先丸）
#4133-4P（指又付）
ランダムモク サポーターソックス
L 4足組

日本製

#4133-4P（指又付）

#4130-4P（先丸）

■カラー／モク
■サイズ／男性用L（25～27cm）、男性用LL（27～29cm）
■素材／綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、ポリウレタン
■重量／約125g(L2足で)、約150g(LL2足で)

参考上代 1,800円（税抜)

#4128-2P
強力消臭デオセル 5本指 モク
2足組

日本製

■カラー／モク　■サイズ／男性用L（25～27cm）
■素材／綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、
　　　　ポリウレタン
■重量／約125g(2足で)

参考上代 1,800円（税抜)

#4128-2P
強力消臭デオセル
5本指 モク L

日本製

日本製 日本製

日本製

日本製

日本製

LLL

※色指定はできません

締め付けないのに足首がズレないのは、
人間の足の形にそって足首から履き口
まで編む「テーパー編み」だからです。段
階的に圧力を加えているので、足の疲れ
を和らげる効果もあります。

カカトの前後にゴム編み
を入れた製法

ズレにくい!
「カカトすっぽり編み」で

カカト付きで
ズレにくい!

日本製

■カラー／モク　■サイズ／男性用LL（27～29cm）
■素材／綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、
　　　　ポリウレタン
■重量／約150g(2足で)

参考上代 1,800円（税抜)

#4128-2P
強力消臭デオセル
5本指 モク LL

LLサイズが
新登場!

目を引く 楽しい カッコいい お店のイメージアップぜひ
ご相談
下さい!

参考上代 1,650円（税抜)
■カラー／モク　■サイズ／男性用L（25～27cm）
■品質／綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、
　　　　ポリウレタン
■重量／約108g（2足で）

強力消臭デオセル
先丸ソックス

#4124-2P

参考上代 1,650円（税抜)
■カラー／モク　■サイズ／男性用L（25～27cm）
■品質／綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、
　　　　ポリウレタン
■重量／約110g（2足で）

強力消臭デオセル
指又ソックス

#4126-2P

参考上代 1,650円（税抜)
■カラー／白　■サイズ／男性用L（25～27cm）
■品質／綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、ポリウレタン、
　　　　その他
■重量／約100g（2足で）

強力消臭デオセル先丸
白 L

#4147-2P

参考上代 1,500円（税抜)
■カラー／白　■サイズ／男性用L（25～27cm）
■品質／綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、ポリウレタン、
　　　　その他
■重量／約80g（2足で）

強力消臭デオセル先丸
ショート 白 L

#4148-2P

参考上代 1,200円（税抜)
■カラー／アソート（※色指定不可）
■サイズ／男性用L（25～27cm）
■品質／綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、ポリウレタン、
　　　　その他
■重量／約80g（2足で）

強力消臭デオセル先丸ショート
ランダムモク L

#4144-2P 日本製

参考上代 1,200円（税抜)
■カラー／アソート（※色指定不可）
■サイズ／男性用L（25～27cm）
■品質／綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、ポリウレタン、
　　　　その他
■重量／約80g（2足で）

強力消臭デオセル指又ショート
ランダムモク L

「強力消臭」シリーズ
には

この他にも多数ライ
ンアップを

ご用意いたしており
ます!

#4146-2P

1 2 3

1 2 3

4 5
6

4 5 6

7 8

7 8

高機能消臭糸「デオセル」はアンモニア
消臭をはじめとした「強力スピード消臭」
機能、素肌と同じ弱酸性で敏感肌や子供
の肌にもやさしく安全な「ｐＨコントロー
ル」機能を持つ高機能糸です。

4足組

2足組

2足組2足組

2足組 2足組

2足組

2足組

2足組 2足組



P6 P7

BACTE SHUTBACTE SHUT

直径約3mmのパンチング（穴）を
全体に配置。通気性はバツグンです。

Mサイズは22～25cm、Lサイズは
25～28cmまで対応。目安の線に
沿ってハサミ等でカットして下さい。

パンチング加工で
ムレにくい!極厚1cm! 疲れにくい

2層クッション

カカトをしっかり包む
カップ形状

サイズ調節は簡単!
ハサミでカット

フィット感に優れる

EVA
クッション性に
優れる 発泡ゴム

運転に! 現場で! オフィスで!

いつでもどこでもオアシスに
!コードレ

スだから・・・

夜も楽しいライトアップ機能2段階風量調節 USB充電式ネックストラップ付属

KIS-U6HP
USBハンディファン

■カラー／ピンク、白、青　　■本体サイズ／W82×H169×D24mm
■電源／リチウムイオン電池（内蔵）　　■本体重量／約87g  
■付属品／USBケーブル（0.5m）、ネックストラップ

運転ランプ

ライト
（LEDイルミネーション）

82mm

24mm

ピンク 白

青

169
mm

　 パソコンなどのUSBポート
  または市販のUSB/ACアダ
プターに接続して充電。

 参考上代 1,950円（税抜)

いつでも

爽やかボーイいつでも

爽やかボーイ
サッと汗を

拭いたら

●パイルが汗を
　　しっかりキャッチ!
●伸縮自在、手首に
　　柔らかフィット!

■カラー／ブラック・ブルー・グレー・レッド
■サイズ／フリー（長さ7cm）
■品質／綿・アクリル・ポリウレタン・ナイロン・
　ポリエステル
■重量／約20g

 参考上代 420円（税抜)
マモリストリストバンド1枚
14cm

#1936

 参考上代 330円（税抜)
マモリストリストバンド1枚
7cm

#1935

←横から見た写真

オモテ ウラ

■サイズ／M（22～25cm）、L（25～28cm）
■品質／ポリエステル、EVA、発砲ゴム
■重量／約78g（Lサイズ1組で）

極厚クッションインソール
長靴用

■カラー／ブラック・ブルー・グレー・レッド
■サイズ／フリー（長さ14cm）
■品質／綿・アクリル・ポリウレタン・ナイロン・
　ポリエステル
■重量／約22g

M120-2043（M）
M120-2036（L）

 参考上代 1,890円（税抜)

長靴用 やみつきになる履き心地!

眠気スッキリタオルで、リフレッシュ!

靴中の足ズレを防ぎ、
歩きやすい!

土踏まずが厚いので疲れにくい!

やみつきになる履き心地!

サッと汗を
拭いたら

さわさわ

●パイルが汗を
　　しっかりキャッチ!
●伸縮自在、手首に
　　柔らかフィット!

いつでも

爽やかボーイ

M L

パンチング加工で
ムレにくい!極厚1cm! 疲れにくい

2層クッション

長靴用

カカトをしっかり包む
カップ形状

直径約3mmのパンチング（穴）を
全体に配置。通気性はバツグンです。

フィット感に優れる

EVA
クッション性に
優れる 発泡ゴム

Mサイズは22～25cm、Lサイズは
25～28cmまで対応。目安の線に
沿ってハサミ等でカットして下さい。

←横から見た写真

12mm 14mm12mm 14mm
オモテ ウラ

バクテシャットは繊維上の細菌の
増殖を抑制。黄色ブドウ球菌、肺
炎カン菌に対してSEKマークの
制菌性能をクリアーしています。

制菌加工

サイズ調節は簡単!
ハサミでカット 靴中を衛生的に

保つ制菌効果

■サイズ／M（22～25cm）、L（25～28cm）
■品質／ポリエステル、EVA、発砲ゴム
■重量／約78g（Lサイズ1組で）

極厚クッションインソール
長靴用

バクテシャット
BACTE SHUT

KIS-U6HP
USBハンディファン

■カラー／ピンク、白、青　　■本体サイズ／W82×H169×D24mm
■電源／リチウムイオン電池（内蔵）　　■本体重量／約87g  
■付属品／USBケーブル（0.5m）、ネックストラップ

運転ランプ

ライト
（LEDイルミネーション）

電源ボタンを長押しすると光のショーが
始まります。無断階に色が変化する美し
いLEDイルミネーションの世界をお楽し
み下さい。

82mm

弱モード

強モード

24mm

ピンク 白

青

169
mm

　 パソコンなどのUSBポート
  または市販のUSB/ACアダ
プターに接続して充電。

 参考上代 1,950円（税抜)

 参考上代 720円（税抜)

夜も楽しいライトアップ機能

ON/OFF & 風量調節（2段階）
長押しするとLEDライトアップ

2段階風量調節 USB充電式ネックストラップ付属

青白ピンク

●カフェイン×メントール配合の使い捨てシート
●ベタつく汗・ニオイもしっかり拭き取る
●ガッツリふける極大サイズ（60×30cm）

人生は、いつも危険と隣り合わせです
運転に! 現場で! オフィスで!

■サイズ／60×30cm×5枚

#00-0868
ギラギラ君
眠気スッキリタオル
5本組
■素材／レーヨン不織布、水、エタノール、PPG-6デシルテトラデセス-20、
メチルパラベン、プロピルパラベン、o-シメン-5-オール、メントール、
リン酸3Ca、銀、カキタンニン、グリシン、グリセリン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、
ヒアルロン酸Na、フェノキシエタノール、カフェイン 、EDTA-2Na、香料 

いつでもどこでもオアシスに
!コードレ

スだから・・・

■充電時間 ■連続使用時間
　(弱モード時)2.5 2時間 時間

全身爽快!
ひと拭きで

全身爽快!
ひと拭きで

5枚入

日本製

レッドグレー

ブルーブラック

日本製

 参考上代 420円（税抜)
■カラー／ブラック・ブルー・グレー・レッド
■サイズ／フリー（長さ14cm）
■品質／綿・アクリル・ポリウレタン・ナイロン・
　ポリエステル
■重量／約22g

マモリストリストバンド1枚
14cm

レッドグレー

ブルーブラック

日本製

 参考上代 330円（税抜)
■カラー／ブラック・ブルー・グレー・レッド
■サイズ／フリー（長さ7cm）
■品質／綿・アクリル・ポリウレタン・ナイロン・
　ポリエステル
■重量／約20g

マモリストリストバンド1枚
7cm

#1935

14cm

7cm

#1936

M120-2043（M）
M120-2036（L）

 参考上代 1,890円（税抜)

インソール

靴中の足ズレを防ぎ、
歩きやすい!

土踏まずが厚いので疲れにくい!

眠気スッキリタオルで、リフレッシュ!



P8（ウラ） P1（表紙）

内側パイル編み
腕の形にあわせて、台形に編ん
でいます（テーパー編み）。
フィットする設計です。

テーパー編み

耐熱 防炎 難燃

アラミド繊維コーネックス は空気中で溶融すること
なく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・
難燃性をあわせもつ高機能繊維です。

パイル編みの編み目がたくさん
の空気層を作ることで、厚みの
ある編成を実現。クッション性・
強度に優れています。

TUE

ウォッチの画面（一部）

オーブン作業やバーベキューに

溶接やグラインダー作業に

パイル編み
腕カバー

炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。

■サイズ／フリー（長さ20cm）
■品質／アラミド繊維100%
■重量／約52g（1組で）

■サイズ／フリー（長さ25cm）
■品質／アラミド繊維100%
■重量／約76g（1組で）

耐熱防炎パイル編み
腕カバー 20cm

#1500
耐熱防炎パイル編み
腕カバー 25cm

#241  3,600円（税抜)
 参考上代

 3,240円（税抜)
 参考上代

スマートウォッチ
ブレスレッド型

WW19041S

■カラー／ブラック、ブルー、ピンク（※色指定OK）
■重量／約25g　　■フル充電時間／２時間
■バッテリー通常使用時間／約4-6日
■ディスプレイ／0.96inch
■解像度／128×220pixel
■対応機種／Android4.4以上/iOS8.0以上
　　　　　　Bluetooth4.0
■使用アプリ／DayBand

使わない時は専用台座
（Cリング）に置くと、
オシャレなインテリアに!

腕周り16～23cmまで
調節可能です。

 参考上代 5,400円（税抜)

ブラック ブルー ピンク

ずっと欲しかったけど
手が出なかったアイテム買えるじゃん!!

子供から大人まで
サイズ調節可能!

summer2020

ソフトな感触でパン工場やご家庭にオススメ! 溶炉、溶接などハードな作業にオススメ!

袖口
オーバーロ

ック
仕上げ

袖口
ダブルカフ

ス
仕上げ

オーブン作業やバーベキューに

溶接やグラインダー作業に

■サイズ／フリー（長さ20cm）
■品質／アラミド繊維100%
■重量／約52g（1組で）

耐熱防炎パイル編み
腕カバー 20cm

#1500

■サイズ／フリー（長さ25cm）
■品質／アラミド繊維100%
■重量／約76g（1組で）

耐熱防炎パイル編み
腕カバー 25cm

#241

25cm
20cm

 3,600円（税抜)
 参考上代

 3,240円（税抜)
 参考上代

コーネックス　使用
アラミド繊維

耐熱難燃繊維

パイル編み
腕カバー

炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。

日本製 日本製

ずっと欲しかったけど
手が出なかったアイテム

フィットネスから気象情報まで
これさえあればOK!

洗練されたデザインの
ブレスレットタイプ

スマホアプリで
簡単操作!

買えるじゃん!!

スマートウォッチ
ブレスレッド型

WW19041S

1年間メー
カー保証付

■カラー／ブラック、ブルー、ピンク（※色指定OK）
■重量／約25g　　■フル充電時間／２時間
■バッテリー通常使用時間／約4-6日
■ディスプレイ／0.96inch
■解像度／128×220pixel
■対応機種／Android4.4以上/iOS8.0以上
　　　　　　Bluetooth4.0
■使用アプリ／DayBand

ベルトを引き抜くと
充電用USB端子が
現れます。

使わない時は専用台座
（Cリング）に置くと、
オシャレなインテリアに!

腕周り16～23cmまで
調節可能です。

USB充電

台座付き

子供から大人まで
サイズ調節可能!

 参考上代 5,400円（税抜)

ピンク

ブルー

ブラック

ブラック ブルー ピンク


