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夏の展示会2021夏の展示会2021

参考上代 1,650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（25～27cm）
■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

夏のソックス、これでキマリ!

Wクッションで足への負担軽減!

ご要望にお応えして復活しました!
帰ってきた! ウルトラパック

独自の3層構造

抗菌消臭加工

衝撃吸収パッド

足をしっかり支える3D設計

夏専用に開発しました! 吸水速乾+強力消臭

夏の展示会2021

参考上代 1,950円（税抜)

#4139-2P
デオセル夏専用5本指カカト付
 黒 L 2足組
■カラー／黒　■サイズ／男性用L（25～27cm）
■重量／約64g（1足）
■品質／ポリエステル、再生繊維(リヨセル)、
　　　　ポリウレタン

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。

カラーはその時々で変わります

参考上代 1,800円（税抜)

M098-5405
is-fitウォーキングジェル
インソール
■サイズ／25.0～28.0cm（カットして使用）
■重量／約240g（1足で）
■品質／ポリエステル、TPE、PUスポンジ

表生地は抗菌加工済みで、ニオイの元となる菌の
増殖を抑制し、気になるニオイを軽減します。

かかと、足先の衝撃を吸収し、負担を軽減します。

くるぶし丈 ノーマル丈

5本指タイプ

立体形状が足裏にフィットし、歩行時に足をしっかり
ホールドします。

5本指タイプ

参考上代 27,000

#1121-28P
宝の山28双組
12組セット
■カラー／モクカラー（その時々で変わります）
■サイズ／男性用L　　■重量／約48g（1双で）
■品質／ポリエステル、綿、その他

円（税抜)

28 /双 円2,250（税抜)

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」



P2 P3

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

試験項目

材質試験
　　カドミウム（μ g/g）
　　鉛（μ g/g）

溶出試験
　　重金属［Pbとして］　（μ g/ml）
　　過マンガン酸カリウム消費量　（μ g/ml）
　　蒸発残留物　（μ g/ml）
　　水

10 以下
10 以下

1 以下
1 以下

5 以下

100 以下
100 以下

1 以下
10 以下

30 以下

試験結果 ［参考］：基準値

ディスポ手袋も使用感にこだわる!

（※ブルーのみ）

（※ブルーのみ）

参考上代 1,260円（税抜)

#2833-2P
とっても厚い5本指
ランダムモク
■カラー／モク　■サイズ／男性用L（25～28cm）
■重量／約118g（1足）
■品質／綿、ポリエステル、ポリウレタン

カラーはその時々で変わります

カラーはその時々で変わります

足組
2 日本製

参考上代 825円（税抜)

#1510-4P-L
メンズソックス先丸 白
4足組
■カラー／白　■サイズ／男性用L（25～27cm）
■重量／約52g（1足）
■品質／ポリエステル、ポリウレタン、その他

カジュアルからワークまで、サポーター付きで足にフィット!

厚さは従来の約1.5倍で長靴や安全靴にピッタリ!

足組
4

参考上代 1,920円（税抜)

#3066-6P
ワークワイルド+α
先丸ランダムモク L
■カラー／モク　■サイズ／男性用L（25～27cm）
■重量／約52g（1足）
■品質／綿、ポリエステル、ポリウレタン、その他

6日分のお買い得ソックス! 消臭糸を使用で快適!

足組
6 日本製

参考上代 1,050円（税抜)FIC-TPE4（ブルー）
参考上代 900円（税抜)FIC-TPE1（クリア）

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

ディスポ手袋も使用感にこだわる!

動画による
商品説明を
ご覧下さい

内側吸水速乾

ノーマル丈

5本指タイプ

サポーター付き

ノーマル丈

先丸タイプ

サポーター付き

消臭糸使用

ノーマル丈

先丸タイプ

サポーター付き

食品衛生法適合!

クリア-S クリア-M クリア-L

ブルー-S ブルー-M ブルー-Lブルー-SS
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2つに分かれたコインポケット

スタイリッシュにキマル!

スポーツやレジャーに最適なビッグサイズ!

参考上代 3,510円（税抜)

#8213
ビッグサイズディパック

■カラー／ブラック、ネイビー（※色指定OK）
■サイズ／W38.5×H56×D15cm
■重量／約660g　　■品質／ポリエステル

約 R30.0
容 

量

ブラック ネイビー 黒

参考上代 1,890円（税抜)

Y16
ナイロン合皮小銭入れ

■カラー／黒、レッド、ネイビー、グレー、ブラウン
　（※色指定OK）
■サイズ／H80×W115×D20mm
■重量／約55g　■品質／合成皮革

レッド ネイビー グレー ブラウン

参考上代 3,780円（税抜)

#8257
保冷保温スクエアー
デイパック

夜も安心!
反射テープ付き

■カラー／ブラック、ネイビー（※色指定OK）
■サイズ／W32×H45×D20cm
■重量／約560g　　■品質／ポリエステル

保冷機能付きで大容量!

約 R28.0
容 

量

ブラック ネイビー

お買物はもちろん、スポーツやレジャーにも!

参考上代 3,600円（税抜)

#8258 
ボディバック保冷保温機能付

ペットボトル専用保冷ポケットもついて
アクティブなあなたにピッタリ!

■カラー／ブラック、ネイビー、グレー（※色指定OK）
■サイズ／W22×H39×D9cm　　■重量／約400g
■品質／ポリエステルキャンバス、合成皮革

約 R7.5
容 

量

動画による
商品説明を
ご覧下さい

ブラック

ネイビー

グレー

500mlペットボトルの
収納にぴったりな保冷

&保温ポケット。

オープンポケット

背面はムレにくい
メッシュ仕様

ストラップの長さは
調節可能

ファスナー
ポケット

ファスナーポケット反射テープ

メッシュポケット

動画による
商品説明を
ご覧下さい

本体内部にウレタン入り
オープンポケット付きで
タブレットの収納に最適!

本体内部にウレタン入り
オープンポケット付きで
タブレットの収納に最適!

前面にB5ノートも入る
オープンポケット
前面にB5ノートも入る
オープンポケット

折りたたみ傘や500ml
ペットボトルを収納可能
折りたたみ傘や500ml
ペットボトルを収納可能

両サイドに
メッシュポケット
両サイドに
メッシュポケット

両サイドに
メッシュポケット
両サイドに
メッシュポケット

チェストベルト付きで
ショルダーがズレにくい
チェストベルト付きで
ショルダーがズレにくい

チェストベルト付きで
ショルダーがズレにくい
チェストベルト付きで
ショルダーがズレにくい

2つに分かれたコインポケット

小窓が付いて、カードを取り出しやすい!

背面にもカードポケット
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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

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

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)

●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×H45.5×D40.5mm
■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

防水・防塵規格
IP64

1m落下耐久

明るさ

360ルーメン
防水・防塵規格
IP64

1m落下耐久

どちらも使えて安心

HW-X333HD
ヘッウォーズLEDヘッドライト

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

 参考上代 8,370円（税抜)
充 電 式充 電 式
※専用充電池別売

ハイブリッド
乾電池式乾電池式

明るさ

400ルーメン
防水・防塵規格
IP64

1m落下耐久

HW-X433HD
ヘッウォーズLEDヘッドライト

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

 参考上代 10,470円（税抜)
充 電 式充 電 式
※専用充電池別売

ハイブリッド
乾電池式乾電池式

明るさ

520ルーメン
防水・防塵規格
IP64

1m落下耐久

HW-X533H
ヘッウォーズLEDヘッドライト

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

 参考上代 12,570円（税抜)
充 電 式充 電 式
※専用充電池付属

ハイブリッド
乾電池式乾電池式

明るさ

700ルーメン
防水・防塵規格
IP64

1m落下耐久

HW-X634H
ヘッウォーズLEDヘッドライト

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

 参考上代 16,770円（税抜)
充 電 式充 電 式
※専用充電池付属

ハイブリッド
乾電池式乾電池式

●フォーカスコントロール

スポット ワイド

●後部視認灯 ●可動式ヘッド

主
な
機
能

時代はハイブリッド! 充電も乾電池も
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参考上代 6,750円（税抜)

FMS-01
フランク三浦 ラウンドファスナー
カラー長財布

ポップでアートなカラー ポップでアートなカラー

あのブランドが財布をプロデュース!
ポップなデザインで人気の 「フランク三浦」にクギヅケ!

ポップでアートなカラー シンプルなエンボス調

シンプルなエンボス調

シンプルなエンボス調

手触りの良いツヤ消しタイプ

手触りの良いツヤ消しタイプ

■カラー／黒、白（※色指定OK）
■サイズ／95×210×25cm
■重量／約165g　■品質／合成皮革

黒 白

黒 白

黒 白

黒 白

黒 白

黒 白

黒 白

黒 白

参考上代 5,700円（税抜)

FMS-02
フランク三浦
カラー二つ折り財布
■カラー／黒、白（※色指定OK）
■サイズ／88×110×25cm
■重量／約75g　■品質／合成皮革

人気のラウンドファスナー
カード16枚収納可能

小銭入れがラウンドファスナー
カード6枚収納可能

人気のラウンドファスナー
カード10枚収納可能

カード4枚収納可能

人気のラウンドファスナー
カード16枚収納可能

カード4枚収納可能

カード4枚収納可能

参考上代 6,750円（税抜)

FMS-03
フランク三浦 ラウンドファスナー
長財布
■カラー／黒、白（※色指定OK）
■サイズ／95×210×25cm
■重量／約165g　■品質／合成皮革

参考上代 5,700円（税抜)

FMS-04
フランク三浦
二つ折り財布
■カラー／黒、白（※色指定OK）
■サイズ／88×110×25cm
■重量／約75g　■品質／合成皮革

参考上代 5,700円（税抜)

FMS-07
フランク三浦 ラウンドファスナー
二つ折り財布
■カラー／黒、白（※色指定OK）
■サイズ／95×110×30cm
■重量／約95g　■品質／合成皮革

参考上代 5,700円（税抜)

FMS-11
フランク三浦 ラウンドファスナー
二つ折り財布
■カラー／黒、白（※色指定OK）
■サイズ／95×110×30cm
■重量／約95g　■品質／合成皮革

参考上代 6,750円（税抜)

FMS-15
フランク三浦 ラウンドファスナー
長財布
■カラー／黒、白（※色指定OK）
■サイズ／100×210×25cm
■重量／約165g　■品質／合成皮革

参考上代 5,700円（税抜)

FMS-16
フランク三浦
二つ折り財布
■カラー／黒、白（※色指定OK）
■サイズ／90×105×20cm
■重量／約75g　■品質／合成皮革

動画による
商品説明を
ご覧下さい

小銭入れがラウンドファスナー
カード6枚収納可能
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参考上代 1,890円（税抜)

Y175
合皮迷彩ベルト40mm2P
W110
■カラー／グリーン、グレー（※色指定OK）
■サイズ／1270×40×5mm（ウエスト110cmまで対応）
■重量／約195g　■品質／合成皮革

グリーン

黒

黒

黒

チョコ

チョコ

茶

黒 チョコ

茶

黒

チョコ

レッド

黒/赤

黒

チョコ

茶

黒/シルバー

ネイビー

グレー

シブい色合いの迷彩柄プリント

グリーン

グレー

参考上代 1,890円（税抜)

Y176
合皮カモフラベルト40mm1P
W110
■カラー／黒、レッド、ネイビー（※色指定OK）
■サイズ／1270×40×5mm（ウエスト110cmまで対応）
■重量／約175g　■品質／合成皮革

迷彩柄生地を貼り合わせた本格仕様

黒

レッド

ネイビー

参考上代 3,750円（税抜)

#10516783
リーバイス合皮ベルト
1P40W95
■カラー／黒、チョコ、茶（※色指定OK）
■サイズ／1100×40×5mm（ウエスト95cmまで対応）
■重量／約165g　■品質／合成皮革

黒

チョコ

茶参考上代 3,750円（税抜)

#10516780
リーバイス合皮ベルト
1P35W95
■カラー／黒、チョコ、茶（※色指定OK）
■サイズ／1100×35×5mm（ウエスト95cmまで対応）
■重量／約155g　■品質／合成皮革

ジーンズブランドならではの洗練されたスタイル!

黒

チョコ

茶
参考上代 6,300円（税抜)

KJ-001
牛皮カモフラ型押ベルト1P
35W107
■カラー／黒、チョコ、ブラウン（※色指定OK）
■サイズ／1170×35×5mm（ウエスト107cmまで対応）
■重量／約160g　■品質／牛革

黒

チョコ

ブラウン

参考上代 1,890円（税抜)

#76
ナイロンステッチ黒ローラー
40mm W110
■カラー／黒/赤、黒/シルバー（※色指定OK）
■サイズ／1270×40×5mm（ウエスト110cmまで対応）
■重量／約125g　■品質／ナイロン

黒塗装を施したローラーバックルと
ドットデザインがカジュアルテイスト

丈夫でしなやかな水牛の一枚皮を
使用した高級感あふれる本格派!

黒/赤

黒/シルバー

日本製

参考上代 3,600円（税抜)

CV1707-L 
コンバースアジャスター
35mm W110参考上代 3,600円（税抜)

CV1706-L
コンバースアジャスター
35mm W110
■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／1320×35×5mm（ウエスト110cmまで対応）
■重量／約220g　■品質／表:牛床革、裏:合皮

黒

チョコ

黒

チョコ

■カラー／黒、チョコ（※色指定OK）
■サイズ／1320×35×5mm（ウエスト110cmまで対応）
■重量／約230g　■品質／表:牛床革、裏:合皮

レトロ感を演出するカモフラ柄の型押しと金色のバックル

ウエスト調節の画期的な進化を見よ!

日々、ウエストサイズは微妙に変化します。食事の後など
ベルトを急に緩めたい時などにも瞬時に対応。
あなたのウエストをいつもベストな状態に保ちます。

31段階のアジャスターでウエスト調節
動画による
商品説明を
ご覧下さい

カジュアルテイストあふれるリーバイスのオリジナルベルト


