
P8（ウラ） P1（表紙）

※本誌記載の価格は参考上代（税抜）です。

「はたらくくるま」
蛍光色で
安全性UP!

ガッチリ
つかめる

すべり止め付き!

のびのび
サイズ

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

このチラシのPDFをダウンロードできます↓ うれぴんを
クリック！

検索福徳産業

タフな作業にも耐える!

GT-393D
ゲインテックLEDヘッドライト

■本体サイズ／W69.1×H40.7×D33.0mm
■本体重量／約207g(電池含む)
■照射距離／121m(Hiモード時)
■連続点灯時間／6時間(Hiモード時)
■電源／単3アルカリ電池×3本
■付属品／すべり止め付ヘッドバンド、テスト用電池

ヘッド上部のボタンを押すだけで、Highモード → Midモード → Ecoモード → OFFの順に切り替わります

 参考上代 8,370円（税抜)

明るさ

550ルーメン

明るさ

400ルーメン

乾電池式乾電池式

乾電池式乾電池式

乾電池式乾電池式

GT-391D
ゲインテックLEDヘッドライト

■本体サイズ／W69.1×H40.7×D33.0mm
■本体重量／約207g(電池含む)
■照射距離／115m(Hiモード時)
■連続点灯時間／12時間(Hiモード時)
■電源／単3アルカリ電池×3本
■付属品／すべり止め付ヘッドバンド、テスト用電池

 参考上代 4,170円（税抜)

明るさ

320ルーメン
防水・防塵規格
IP64

2m落下耐久

防水・防塵規格
IP64

2m落下耐久

防水・防塵規格
IP64

2m落下耐久

押すだけカンタン! 明るさ3段階
High
モード

Mid
モード

Eco
モード

OFF

俺たち夜行性
日が短くなり始める
今が旬のヘッドライトを
セレクトしました!!

参考上代 5,490円（税抜)

CB-443D
コンブレーカーCOB+RedLED
ヘッドライト

■本体サイズ／W62.2×H44.5×D36.5mm　■本体重量／約111g
■電源／単4形アルカリ電池×3本（付属）
■実用点灯時間／[白色]（High）約3時間、（Mid）約12時間、（Eco）約52時間
　　　　　　　　[赤色]（High）約10時間、（Eco）約18時間、（点滅）約30時間
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

●1つのCOB LEDで2色切り替え可能 ●可動式ヘッド

●ワイドビーム ●インスタントオフスイッチ

広い範囲を照らすのに最適!

2m落下耐久&防水防滴規格IP64
ボタンを押せば、点灯 → 点滅 →
OFF の順に切り替わります。後部視認灯で安全に

OFFOFF 点灯点灯 点滅点滅

「はたらくくるま」
図鑑手袋シリーズに新しい仲間

登場!

他にも色んな楽しい柄があるよ! よろしくねっ!!

コスメ海スイーツ恐竜

蛍光色で
安全性UP!

ガッチリ
つかめる

すべり止め付き!

のびのび
サイズ

遠くからでも目立つので
自動車の運転手さんも
気づきやすいよ!

遊具や自転車のハンドル
などもしっかり握れるよ!

よく伸びる素材だから
色んな手の大きさにも
フィットするね!

働く車
参考上代 900円（税抜)

#770
働く車 図鑑てぶくろ

日本製
対象年齢：小学校低学年

■サイズ／子供用フリーサイズ（のびのび）　■重量／約22g（1双で）
■品質／手袋:ナイロン・ポリウレタン　すべり止め：塩化ビニール

売れる 逸品
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音楽に例えるなら
ハードロック

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
合皮縞模様柄40mm2P
W110

これまで空調ウェアを着れなかった

自己消火性に優れ、接炎しても溶けずに炭化。
酸・アルカリの飛散や汚れにも強い!

難燃性素材

デバイスカバー

#8000
タフコレ防炎ブルゾン
保護カバー付
■サイズ／M・L・LL・3L・4L　■カラー／ライトブルー
■品質／プロテクサFR 難燃ビニロン75%・綿25%

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 45,600円（税抜)

溶接の現場に!
頭上で溶接する場合でも、吸い込み口の
カバーがスパッタを防いでくれます

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!

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

#8000
タフコレ防炎ブルゾン
保護カバー付
■サイズ／M・L・LL・3L・4L　■カラー／ライトブルー
■品質／プロテクサFR 難燃ビニロン75%・綿25%

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4L3L

LLLM

危険な火の粉の吸い込みを防ぐ
カバーを付けたオリジナルウェア

カバーは
マジック
テープで
脱着可能

自己消火性に優れ、接炎しても溶けずに炭化。
酸・アルカリの飛散や汚れにも強い!

頭上で溶接する場合でも、吸い込み口の
カバーがスパッタを防いでくれます

これまで空調ウェアを着れなかった

難燃性素材

デバイスカバー

ファン・バッテリーは別売!

背中から首にかけて風が
抜ける風気路メッシュ

スタイリッシュな
立ち襟仕様

左袖ペン差し

前ファスナー+
マジックテープ

背中に
保冷剤ポケット

サイズ M L LL 3L 4L

着丈 64 66 68 70 70

肩巾 50 52 54 56 58

袖丈 54 56 58 60 58

胸囲 116 120 124 132 140

袖口
マジックテープ

参考上代 45,600円（税抜)

溶接の現場に!
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ソックスは消臭効果で選ぶ時代!

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。

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

カチッと簡単脱着
&長さ調節

ワークウェーダーが
ナイロン生地で
丈夫になりました!

28.027.026.025.0

ソックスは消臭効果で選ぶ時代!

テーパー編みで
疲れにくい!

■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

日本製

LL

L

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!LLサイズが

新登場!
LLサイズが
新登場!

全パイル全パイル

日本製

参考上代 1,350円（税抜)
■カラー／モク　■サイズ／男性用L（25～27cm）
■品質／綿、アクリル、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、
　　　　ポリウレタン
■重量／約71g（1足）

強力消臭デオセル
先丸全パイル

#4180-1P

参考上代 7,650円（税抜)
■カラー／グリーン　■サイズ／25.0・26.0・27.0・28.0
■品質／表地 : ナイロン100%、PVC加工　裏地 : ポリエステル100%　ブーツ : PVC100%
■サイズ別詳細
　25.0 : 全長(踵から履口)1400mm、股下880mm、胴周り1200mm、重量1900g
　26.0 : 全長(踵から履口)1400mm、股下880mm、胴周り1200mm、重量1950g
　27.0 : 全長(踵から履口)1420mm、股下900mm、胴周り1220mm、重量2000g
　28.0 : 全長(踵から履口)1420mm、股下900mm、胴周り1220mm、重量2050g

ナイロン胴付ウエーダー
#8972

28.027.026.025.0

参考上代 6,300円（税抜)
■カラー／グリーン　■サイズ／25.0・26.0・27.0・28.0
■品質／生地 : ナイロン100%、PVC加工　ブーツ : PVC100%
■サイズ別詳細
　25.0 : 全長(踵から履口)940mm、下口丈(内ももから踵)840mm、胴周り680mm、重量1400g
　26.0 : 全長(踵から履口)940mm、下口丈(内ももから踵)840mm、胴周り680mm、重量1500g
　27.0 : 全長(踵から履口)960mm、下口丈(内ももから踵)860mm、胴周り720mm、重量1600g
　28.0 : 全長(踵から履口)960mm、下口丈(内ももから踵)860mm、胴周り720mm、重量1700g

ナイロンウエーダー セパレート
#8971

高機能消臭糸「デオセル」使用
スピードとパワーの消臭効果!

高機能消臭糸「デオセル」には、アンモニア消臭をはじめとした「強力
スピード消臭」機能があります。また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」機能もあります。

クッションパイルで
足の負担を軽減!

ワークウェーダーが
ナイロン生地で
丈夫になりました!

水や泥からあなたを守る

裏はメッシュで
サラサラ!

カチッと簡単脱着
&長さ調節

ベルトにカチッと
簡単取り付け

すべりにくく
軽いPVC底

すべりにくく
軽いPVC底

2足組

1足 裏全体がパイル編みになっていて
ソフトに足を包みます
裏全体がパイル編みになっていて
ソフトに足を包みます
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表：ポリエステル素材
裏：ポリウレタン素材

ドライ &
ストレッチ

洗濯しても
効果は持続

接触冷感

抗菌・消臭

参考上代 1,350円（税抜)
9957
洗える立体マスク

ポリエステル糸1本 1本に銀イオン系抗菌剤を練り込んでいます

富山県産業技術研究開発センター及び日本繊維製品品質技術センターにて試験済素材を使用

・伸縮性があり柔らかくフィット！
・優れた速乾性で爽快な使用感!
・洗って繰り返し洗える!

・伸縮性があり柔らかくフィット！
・摩擦に強く洗って繰り返し洗える!
・軽くて呼吸もしやすい!

■カラー／ブラック・ホワイト（※色指定OK）
■サイズ／男性用フリーサイズ
■素材／ポリエステル100%　■重量／約2g

■カラー／グレー
■サイズ／L（男性用普通サイズ）、M（少し小さめサイズ）
■素材／表：ポリエステル100%　裏：ポリウレタン100%
■重量／約4g

FD-001
一体型マスク グレー  1,080円（税抜)

参考上代

ドライ &
ストレッチ

ウイルス対策の必需品特集 もう「使い捨てマスク」に戻れない!

■カラー／ブラック・ホワイト（※色指定OK）
■サイズ／男性用フリーサイズ
■素材／ポリエステル100%　■重量／約2g

参考上代 1,350円（税抜)
9957
洗える立体マスク

日本製

日本製

ホワイト

ブラック

■カラー／グレー
■サイズ／L（男性用普通サイズ）、M（少し小さめサイズ）
■素材／表：ポリエステル100%　裏：ポリウレタン100%
■重量／約4g

FD-001
一体型マスク グレー

日本製

■素材／土壌中の酵素抽出物

参考上代 2,700円（税抜)

#1978-1
つけかえ用 デオバイオ
480ml

高密度スポーツウエア素材使用

接触冷感

洗濯しても
効果は持続

銀イオン系抗菌剤のパワーが持続

抗菌・消臭
ポリエステル糸1本 1本に銀イオン系抗菌剤を練り込んでいます

デオバイオ
天然酵素だから

赤ちゃんやペットにも安心！！

希釈済み480mlスプレー

高機能で快適な立体マスク販売開始!

富山県産業技術研究開発センター及び日本繊維製品品質技術センターにて試験済素材を使用

ブラック ホワイト

・伸縮性があり柔らかくフィット！
・優れた速乾性で爽快な使用感!
・洗って繰り返し洗える!

・伸縮性があり柔らかくフィット！
・摩擦に強く洗って繰り返し洗える!
・軽くて呼吸もしやすい!

表：ポリエステル素材
裏：ポリウレタン素材

■素材／土壌中の酵素抽出物

参考上代 3,000円（税抜)

#1978
天然酵素デオバイオスプレー
480ml

インフルエンザ、ノロ共に
24時間ウイルス不活性化が
確認されています

こんな所で使われています!つけ替え用
新発売!

日本製

日本製
M

L

 1,080円（税抜)
参考上代


