
P8（ウラ） P1（表紙）

※本誌記載の価格は参考上代（税抜）です。

参考上代 1,290円（税抜)（LL）
参考上代 1,200円（税抜)（M、L）#200 参考上代 1,290円（税抜)（LL）

参考上代 1,440円（税抜)（3L）

参考上代 1,200円（税抜)（M、L）
#180

成型サンダル 成型サンダル

■サイズ／M（25.0cm）、L（26.0cm）、LL（27.0cm）
■カラー／茶　■品質／PVC
■重量／約486g（Lサイズ1足）

■サイズ／M（25.5cm）、L（26.5cm）、LL（27.5cm）、
　　　　　3L（28.5cm）
■カラー／赤茶　■品質／PVC
■重量／約504g（Lサイズ1足）

使って実感! 履き心地で絶対オススメ!

シンプルで丈夫! 水にも強い一体成型!

カカト部分に衝撃吸収材が入った
軽くて足にやさしいサンダル

クールにキマル! 直射日光対策アイテム
●紫外線遮断率99.8%
●ロンフレッシュ抗菌糸入り
●シームレスだからチクチクしない
●伸縮自在で使い方いろいろ

キャップ、フェイスマスク、
ネックカバーなど、色んな
使い方ができます!

濡らして使えば気化熱効果でヒンヤリ!
手首の形に合わせた
テーパー編みでズレにくい!

参考上代 2,460円（税抜)
#766
衝撃吸収サンダル
■サイズ／M（25.0cm）、L（26.0cm）、LL（27.0cm）　■カラー／黒
■品質／PU合皮、TR底　■重量／約380g（Lサイズ1足）

参考上代 1,650円（税抜)

参考上代 690円（税抜) 参考上代 1,140円（税抜)

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

#1816
抗菌ニットマルチカバー

#1761 
冷たいリストバンドブラック

■全長／25cm　■カラー／ブラック
■素材／ポリエステル、綿

#1762 
冷たいアームバンド超ロングブラック

■全長／40cm　■カラー／ブラック
■素材／ポリエステル、綿

参考上代 2,460円（税抜)
#766
衝撃吸収サンダル
■サイズ／M（25.0cm）、L（26.0cm）、LL（27.0cm）　■カラー／黒
■品質／PU合皮、TR底　■重量／約380g（Lサイズ1足）

使って実感! 履き心地で絶対オススメ!

シンプルで丈夫! 水にも強い一体成型!

カカト部分に衝撃吸収材が入った
軽くて足にやさしいサンダル

参考上代 1,290円（税抜)成型サンダル （LL）
参考上代 1,200円（税抜)（M、L）#200

■サイズ／M（25.0cm）、L（26.0cm）、LL（27.0cm）
■カラー／茶　■品質／PVC
■重量／約486g（Lサイズ1足）

LLLM

参考上代 1,290円（税抜)
成型サンダル

（LL）
参考上代 1,440円（税抜)（3L）

参考上代 1,200円（税抜)（M、L）
#180

■サイズ／M（25.5cm）、L（26.5cm）、LL（27.5cm）、
　　　　　3L（28.5cm）
■カラー／赤茶　■品質／PVC
■重量／約504g（Lサイズ1足）

M L LL L LL 3L

M

抗菌・防臭!

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↓

参考上代 1,650円（税抜)

参考上代 690円（税抜) 参考上代 1,140円（税抜)

クールにキマル! 直射日光対策アイテム

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

#1816
抗菌ニットマルチカバー

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

動画による
商品説明を
ご覧下さい

キャップ、フェイスマスク、
ネックカバーなど、色んな
使い方ができます!

20cm

40
cm

日本製

日本製

日本製

濡らして使えば気化熱効果でヒンヤリ!

#1761 
冷たいリストバンドブラック

■全長／25cm　■カラー／ブラック
■素材／ポリエステル、綿

#1762 
冷たいアームバンド超ロングブラック

■全長／40cm　■カラー／ブラック
■素材／ポリエステル、綿

25cm

40cm

手首の形に合わせた
テーパー編みでズレにくい!

日本製

日本製
日本製

売れる 逸品
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P2 P3

インナー
生地

水蒸気

アウター生地
ポレールメンブレン

水蒸気

防水性

透湿性防風性

耐久性収縮性

はっ水性

風
三層構造

防水&保温&透湿! 雨天の釣り、サイクリング、登山などに

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／ゴムメッシュ　■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

■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)

防水透湿３層構造、衝撃吸収インナー使用!
DS645
防水ソックス
■カラー／アクアブルー・ブレイズオレンジ（※色指定OK） 
■サイズ／S（22～24cm）・M（24～26cm）・L（26～28cm）
■重量／約120g（S1足）、約128g（M1足）、約144g（L1足）
■品質／表側:80%ナイロン、11%ポリウレタン、6%綿、3%合成繊維(エラスタン)
　　　ライニング:ポリウレタン(ポレールメンブレム)、
　　　裏側:67%ポリエステル、9%羊毛、24%ナイロン

参考上代 6,450円（税抜)

アクアブルー - S

アクアブルー - M

アクアブルー - L

ブレイズオレンジ - S

ブレイズオレンジ - M

ブレイズオレンジ - L

参考上代 1,650円（税抜)

参考上代 1,500円（税抜)

#4149-2P
デオセル夏5本指
くるぶし丈 黒 L 2足組

■カラー／黒　■サイズ／男性用L
■重量／約36g（1足）
■品質／ポリエステル、再生繊維(リヨセル)、
　　　　ポリウレタン

涼しくて
スタイリッシュ!
人気のくるぶし丈

使い始めると
やめられない
5本指

夏のソックス、これでキマリ!

夏専用に開発しました!

吸水速乾+強力消臭

オンもオフも使える人気のモクカラー

快適さを追求したソックス

防水&保温&透湿! 雨天の釣り、サイクリング、登山などに
梅雨の憂鬱を安心に変える!

■カラー／モクカラー
■サイズ／(L)25～27cm・(LL)27～29cm
■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

カカトすっぽりデオセルソックス
モクカラー 2足組

#4030-2P（先丸）
#4029-2P（5本指）

#4030-2P-LL#4030-2P-L#4029-2P-LL#4029-2P-L

足組
2 日本製

足組
2 日本製

動画による
商品説明を
ご覧下さい

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。

インナー素材に竹レーヨンを
使用し、防臭効果プラス
サラッとしていて
柔らかい。

参考上代 5,460円（税抜)

防水透湿３層構造
夏にピッタリ!
薄くてフィット! DS663BLK

防水ショートソックス
サイズ／M（24～26cm）、L（26～28cm）　　カラー／黒
重量／約50g（M1足）、約60g（L1足）
品質／表側:76%植物繊維(モダル)、21%ナイロン、3%合成繊維(エラスタン)
　　ライニング:ポリウレタン(ポレールメンブレム)、
　　裏側:60%レーヨン(バンブーレーヨン)、40%ナイロン

LM

カカトを中心としたサポーター
により、カカトがすっぽり包まれ
ずれにくい！ 安心感が違います。

「かかとすっぽり編み」



P4 P5

キチン・キトサン効果で、雑菌の繁殖を防ぎ、気
になる汗のニオイも防止します。汗そのものの消
臭にも優れており、抗菌防臭加工の設定基準にも
適合しています。

クラビオンはキチンをそのまま繊維にしている
ため洗濯を何度繰り返しても、有効成分が剥離し
たり溶け出す心配がほとんどありません。効果が
長期間続きます。

健康食品の原料にも使用されているキチン・キ
トサン。天然由来で低刺激なので赤ちゃんやお
年寄りをはじめ、敏感肌の方にも安心してご利
用いただけます。

抗菌防臭で、清潔快適

お肌の弱い方、荒れ性、敏感肌の方に

効果が長期間持続

ゴム手袋、革手袋の下履きに!

ハイパワー&高機能モデル
LEDライトのトップブランド「ジェントス」のニューフェイス下履き手袋の可能性が広がる

作業しながらスキンケア。
寝てる間もスキンケア。

電池1本ですぐ使える軽量モデル

フォーカスコントロール機能も付いて使いやすい! ポケットサイズの本格派

#297
デオセル消臭
のびのびインナー手袋
■サイズ／フリー（のびのび）　■カラー／きなり
■素材／綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、
　ポリウレタン

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。

明るさ

600ルーメン

明るさ

250ルーメン

明るさ

90ルーメン

防水・防塵規格
IP64

2m落下耐久

防水・防塵規格
IP66

2m落下耐久

防水・防塵規格
IP54

1m落下耐久

防水・防塵規格
IP64

2m落下耐久

SG-430
ジェントスセン
ハンディーライト
■本体サイズ／Ø29.8×147.9mm
■本体重量／約136g(電池含む)
■照射距離／110m(Hiモード時)
■連続点灯時間／11時間(Hiモード時)
■電源／単3アルカリ電池×2本（付属）
■付属品／ストラップ、テスト用電池

 参考上代 5,220円（税抜)

GD-102D
LEDヘッドライト

■本体サイズ／W65.0×H33.0×D45.3mm
■本体重量／約80g（電池含む）
■照射距離／59m(Hiモード時)
■連続点灯時間／7.5時間(Hiモード時)
■電源／単3アルカリ電池×1本（付属）
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

 参考上代 3,150円（税抜)

HL-186R
充電式LEDヘッドライト
■本体サイズ／W73.1×H52.8×D38.8mm
■本体重量／約207g（電池含む）
■照射距離／135m(Hiモード時)
■連続点灯時間／6時間(Hiモード時)
■電源／リチウムイオン充電池（付属）
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル、専用充電池

 参考上代 14,700円（税抜)

乾電池式乾電池式

乾電池式乾電池式

明るさ

300ルーメン

乾電池式乾電池式

充 電 式充 電 式
充電時間：約4時間

●フォーカスコントロール

●フォーカスコントロール ●フォーカスコントロール

●可動式ヘッド

SG-435
ジェントスセン
ハンディーライト
■本体サイズ／Ø29.8×107.5mm
■本体重量／約110g(電池含む)
■照射距離／101m(Hiモード時)
■連続点灯時間／7時間(Hiモード時)
■電源／単4アルカリ電池×3本（付属）
■付属品／ストラップ、テスト用電池

 参考上代 6,270円（税抜)
 参考上代 600円（税抜)

 参考上代 720円（税抜)

●後部視認灯 ●本体USB充電式 ●可動式ヘッド

●後部視認灯 ●可動式ヘッド
充電でも電池でもOK!明るさ

280ルーメン

充 電 式充 電 式
※充電時間：約8時間

ハイブリッド
乾電池式乾電池式

PP-8H
充電式LEDヘッドライト
■本体サイズ／W69.4×H40.5×D45.5mm
■本体重量／約216g(電池含む)
■照射距離／142m(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×4本（別売）またはリチウムイオン充電池（付属）
■付属品／ヘッドバンド、Micro USBケーブル、専用充電池

 参考上代 11,700円（税抜)

●フォーカスコントロール ●電源はハイブリッド

しっとり成分をプラス!

保湿のため
就寝中に
使われる方にも
大好評です

保湿のため
就寝中に
使われる方にも
大好評です

強力消臭! ゴムテの臭いも気にならない!

防水・防塵規格
IP64

1m落下耐久

#102
キチンキトサン下履き手袋
■サイズ／女性用S・女性用M・女性用L　■カラー／白
■素材／綿70%、レーヨン(クラビオン)30%

女性用S 女性用M 女性用L

ゲージ
15日本製

ゲージ
15日本製
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クリップで簡単着脱ショルダーストラップやハーネスにも取り付け可能

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／170×95×45mm(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

台紙セットなら
手間いらず!

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

マジックテープで
ショルダーストラップ
などに装着

ベルトに直接装着ベルトに直接装着

カラビナ装着カラビナ装着 カラビナ装着カラビナ装着

クリップ装着クリップ装着

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
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／90×165×20mm(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／175×110×20mm(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／155×110×40mm(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／160×95×40mm(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)


