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WINTER COLLECTION

期間： 本日より2月28日(水)まで

2017

頭から足の先までトータルコーディネート

[定価] 1,680円　[品質] ポリエステル95％・ポリウレタン5％
[サイズ] S・M・L・LL・３L　
[カラー] ブラック／レッド／ブルー／ホワイト

[定価] 1,430円　[品質] ポリエステル95％・ポリウレタン5％
[サイズ] S・M・L・LL・３L　
[カラー] ブラック

JW-166 織柄チェック ロングパンツ
パワーストレッチシリーズ

JW-172 織柄チェック ハイネックシャツ
パワーストレッチシリーズ

おすすめ
ポイント！

おしゃれに着こなす
あなたにオススメ！

織柄パターン 織柄パターン

[定価] 1,540円　[品質] ポリエステル90％・ポリウレタン10％
[サイズ] S・M・L・LL・３L　[カラー] ブラック／迷彩 

[定価] 1,320円　[品質] ポリエステル90％・ポリウレタン10％
[サイズ] S・M・L・LL・３L　[カラー] ブラック 

迷 彩

ブラック

JW-174 クルーネックシャツパワーストレッチシリーズ

JW-165 ロングパンツ ( 前開き）パワーストレッチシリーズ

[定価] 1,670円　[品質] ポリエステル90％・ポリウレタン10％
[サイズ] S・M・L・LL・３L　[カラー] 迷彩 

[定価] 1,210円　[品質] ポリエステル90％・ポリウレタン10％
[サイズ] M・L・LL　[カラー] ブラック 

JW-163 ハーフパンツパワーストレッチシリーズ

JW-173 ハイネックシャツパワーストレッチシリーズ

[定価] 1,430円　[品質] ポリエステル90％・ポリウレタン10％
[サイズ] S・M・L・LL・３L　[カラー] 迷彩 

[定価] 1,540円　[品質] ポリエステル90％・ポリウレタン10％
[サイズ] S・M・L・LL・３L　[カラー] ブラック／ホワイト

ブラック
ホワイト

JW-167 ロングパンツパワーストレッチシリーズ

JW-170 ハイネックシャツパワーストレッチシリーズ

おすすめ
ポイント！

男子熱望の
前開きタイプ新登場！

おすすめ
ポイント！

丸首タイプ新登場。
首元スッキリ！

汗をかく時はパワーストレッチシリーズがお勧めです

[定価] 3,300円　
[品質] ポリエステル90％・ポリウレタン10％
　　　防風部分：ポリエステル90％・ポリウレタンコーティング10％
[サイズ] S・M・L・LL・３L　[カラー] シルバー／ブラック＆イエロー
 

JW-193 防風ロングパンツ

JW-192 防風ベスト
[定価] 3,800円　
[品質] ポリエステル90％・ポリウレタン10％
　　　防風部分：ポリエステル90％・ポリウレタンコーティング10％
[サイズ] S・M・L・LL・３L　[カラー] シルバー／ブラック＆イエロー
 

シルバー

おすすめ
ポイント！

風の強い時やスポーツ
観戦など、環境に
合わせて着用できます。

シルバー

ブラック×イエロー

[定価] 3,300円　
[品質] ポリエステル90％・ポリウレタン10％
　　　防風部分：ポリエステル90％・ポリウレタンコーティング10％
[サイズ] S・M・L・LL・３L　[カラー] シルバー／ブラック＆イエロー
 

JW-190 防風ハイネックシャツ

屋外で汗をかかない作業時に最適！

[定価] 1,600円　
[品質] ポリエステル90％・ポリウレタン10％
[サイズ] フリー
[適応サイズ]胴囲76～96cm／身長165～185cm
[カラー] ネイビー／ライトグリーン
　　　　ピンク／パープル

ロングタイツ
パワーストレッチシリーズ

JW-164
[定価] 1,800円　
[品質] ポリエステル90％・ポリウレタン10％
[サイズ] フリー
[適応サイズ]胸囲88～106cm／身長165～185cm
[カラー] ネイビー／ライトグリーン
　　　　ピンク／パープル

ハイネックシャツ
パワーストレッチシリーズ

JW-171

ブラック×イエロー

ブラック×イエロー

シルバー



特殊

レーヨ
ン

40％
使用

特殊

レーヨ
ン

30％
使用

特殊

レーヨ
ン

30％
使用

特殊

レーヨ
ン

30％
使用

[定価] 1,540円　
[品質] アクリル50％・レーヨン30％
　　　ポリエステル15％・ポリウレタン５％
[サイズ] M・L・LL
[カラー] モクグレー

クルーネックシャツ
テックサーモシリーズ

JW-169

[定価] 1,100円　
[品質]  アクリル50％・レーヨン30％
　　　ポリエステル15％・ポリウレタン５％
[サイズ] フリー
[適応サイズ]  胴囲 約72～94cm
[カラー] ブラック／ホワイト

ウェストウォーマー
テックサーモシリーズ

JW-119

[定価] 1,890円　
[品質] ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン
[サイズ] フリー
[カラー] ブラック／ブラック×グレー

防風ネックウォーマー
テックサーモシリーズ＋防風

JW-125
ハーフフェイス

[定価] 990円　
[品質] ポリエステル・アクリル・レーヨン・その他
[サイズ] フリー
[カラー] ブラック／チャコールグレー／迷彩

ネックウォーマー
テックサーモシリーズ

JW-120

[定価] 1,520円　
[品質] ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン
[サイズ] フリー
[カラー] ブラック／ブラック×グレー

防風ネックウォーマー
テックサーモシリーズ＋防風

JW-124

[定価] 1,720円　
[品質]  アクリル50％・レーヨン30％
　　　ナイロン15％・ポリウレタン５％
[サイズ] M・L・LL
[カラー] ブラック

ハイネックシャツ
テックサーモシリーズ

JW-149

特殊

レーヨ
ン

30％
使用

[定価] 1,320円　
[品質]  アクリル50％・レーヨン30％
　　　ポリエステル15％・ポリウレタン５％
[サイズ] M・L・LL
[カラー] モクグレー

ロングタイツ
テックサーモシリーズ

JW-161

[定価] 1,160円　
[品質] ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン
[サイズ] フリー
[カラー] ブラック

イヤーウォーマー
テックサーモシリーズ＋防風

JW-127

[定価] 1,320円　
[品質]  アクリル60％・レーヨン40％
[カラー／サイズ]
　　ブラック／M・L・LL
　　ホワイト／L・LL
　　※数量限定

V ネックシャツ
テックサーモシリーズ

JW-141

[定価] 1,020円　
[品質] 綿・レーヨン・アクリル・その他
[サイズ] 25～26～27cm
[カラー] ブラック／グレー

発熱ソックス 先丸
テックサーモシリーズ

JW-157

薄くても
しっかり
発熱！

前開き
タイプ

Ｖネック
首元
スッキリ

薄くて
しっかり
発熱！

HA-328 防寒防水手袋（薄手）
[定価] 1,780円　
[品質] 本体：ポリエステル・塩化ビニール・ポリウレタン・その他
　　　防水シート：塩化ビニール
[サイズ] M・L・LL
[カラー]イエロー×ブラック／レッド×ブラック

HA-326 防寒防水手袋（厚手）
[定価] 2,080円　
[品質] 本体：ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・その他
　　　防水シート：塩化ビニール
[サイズ] M・L・LL
[カラー]迷彩

グレー
（A2763-3)

ネイビー
（A2763-31)

ネイビー
(AL8995)

グレー
（AL8993)

ネイビー
(A3270-1)

チャコール
(A3270-23)

レッド
(A3270-20)

ネイビー
(A3273-1)

ブラック
(A3273-13)

AL899 防寒ブルゾン
防寒着　二重衿仕様　撥水加工

[定価] 13,300円　
[品質] （表）制電ツイル／ポリエステル100％

（裏）トリコット／ポリエステル100%

A2763 防寒スラックス
防寒着　脇シャーリング　撥水加工

[定価] 11,900円　
[品質]（表）制電ツイル（撥水）／ポリエステル100％

（裏）[上半分]トリコット起毛キルト
                                      ／ ポリエステル100%
         [下半分]キルト／ポリエステル100％
（中綿）ポリエステル100％

A3270 フード付防寒ブルゾン
防寒着　反射テープ付　撥水加工

[定価] 11,900円　
[品質] 防風、耐水圧 5,000mm
　　　（表）シャドードビーシェル／ポリエステル100％
　　　（裏）タフタ／ポリエステル100%
　　　（中綿）ポリエステル100%

A3273 防寒パンツ
防寒着　

[定価] 10,500円　
[品質] 防風、耐水圧 5,000mm
　　　（表）シャドードビーシェル
                                            ／ポリエステル100％
　　　（裏）タフタ／ポリエステル100%
　　　（中綿）ポリエステル100%

胸元で光って知らせる温度設定スイッチ。3段階のお好みの温度が選べます。

スイッチ

温度表示

胸元のスイッチを押すだけの温度設定

手袋したままでも、上着の上からでも！バッテリー

２個付
使用目安約9時間[中] 内蔵ヒーターで首・肩や背中から腰が暖か～くなります。

生地に埋め込まれた
ヒーター配線イメージ

　　－ 利用シーン ー

屋外／現場／倉庫内作業

スポーツ観戦・ゴルフ・釣り

通勤・お散歩・観光・旅行

首・肩の切替が可能

使用前 ５分後

ヒートベストを着用して、５分後の温度変化を測定。（環境温度 20℃の場合）

型式：BC-H02

お問い合わせ先：

モデル
年2017
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