
【Ｄ】 大同商事（株）

【商品の出荷】
商品の梱包・発送は、メーカーごとに行なわれ、別途送料がかかることがあります。商品は、ご指定の住所へ直送となり
ますが、個人宅への発送はできかねます。また、在庫状況により出荷が遅れることもありますので、あらかじめご了承
下さい。

【初期不良に伴う交換】
初期不良につきましては、注文先の森林組合または森林組合連合会へご連絡の後、商品を指定の宛先へ返送下さい。

【お客様都合によるサイズ交換・返品】
サイズが合わない場合等お客様都合による交換・返品は、メーカーごとに対応が異なりますので、注文先の森林組合また
は森林組合連合会までお問合せ下さい。交換・返品についても、使用前の商品のみ対象です。

【注文・お問合せ】
商品のご注文ならびに販売価格等に関するお問合せは、最寄りの森林組合または森林組合連合会までお願い致します。
ご注文の際は、あらかじめサイズ表をご確認の上、数量・サイズ・カラー等をご指定下さい。

【ロゴマーク・記号対応表】
本カタログの掲載商品は、メーカーおよび代理店の取り扱い品目からおすすめ商品をピックアップしています。
メーカー（代理店）とアルファベット記号は以下のように対応しています。

オーダー方法と留意点

間伐材マークとは、間伐や間伐材利用の重要性等をPRし、間伐材を用いた製品を表示する間伐材マークの
適切な使用を通じて、間伐推進の普及啓発及び間伐材の利用促進と消費者の製品選択に資するものです。

本誌は、間伐材マーク認定用紙を使用しています。
間
伐は みどりを育てる

深呼

吸

【Y】 （株）やまびこ【Ｓ】（株）スチール 【Ｗ】（株）ウッドランド【ＰF】 （株）ファナージャパン

【Ｔ】 田島山業（株）シッププロテクション代理店【Ｋ】（株）光 和 【ＨＺ】 ハスクバーナ・ゼノア（株）【Ｍ】（株）マックス

【Ｏ】 オンヨネ（株） 【ＴＪ】（株）トウキョウジュウホウ 【Ｂ】（株）東京ベル製作所

【ＫＪ】（株）カジメイク 【WA】 和光商事（株）【BO】 オレゴン・ブラントジャパン（株）

【MO】 （株）モンベル

【H】 八戸市森林組合

【TY】 （株）トーヨ 【MI】 ミズノ（株）【DS】 大同石油（株）

【SK】サンケイ化学（株）【YS】 ヤナセ製油（株） 【AF】 秋田県森連・（株）藤興業

2020ミス日本みどりの女神
　　　　　　　　 井戸川 百花
2020ミス日本みどりの女神
　　　　　　　　 井戸川 百花
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安全対策商品カタログ
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ヘルメット ※価格は全て標準価格（税別）

軽量で作業時の負担を軽減した通気性の

優れた蒸れにくいヘルメット。(19,890円）

ヘルメットテクニカルH300

飛来・落下物

メタルメッシュバイザー、イヤーマフ一

体化。前部、横、後部に反射材付き。ラ

チェット方式で簡単に頭部サイズ調整が

可能。あごひも付き。

　　　　　　　　　(13,200円）

アドバンスベントヘルメット
明瞭な視界を保つために光の遮断を少な

くした新ウルトラヴィジョンバイザー、

バイザー用ヒヨケ、イヤマフ、アゴヒモ、

ネックガードを完備。(11,330円）

フォレストヘルメットファンクショナル

飛来・落下物

３つの規格に適合。アジャスターダイヤル

により簡単フィット。 使いやすさを追求。

    　　　　　　　　　　　　　 (9,800円)

マルチセーフティヘルメット（共立）
マルチセーフティヘルメット（新ダイワ）

電 気 用

墜落時保護飛来・落下物

飛来・落下物

カーボンカラーにヘッドバンドはアジャス

ターダイヤル採用。メッシュバイザーと

イヤーマフのセットでコスパに優れた墜落

時保護用規格にも適合したスタンダード

ヘルメット。　　　　           (10,800円）

杣スタンダードヘルメット（墜落時保護用＆飛来落下物用）

大きな通気孔＋収納式ワイドシールド面

で広い視界、専用イヤーマフとセットで

安全性もさらにアップ。

(W-01:17,650円 W-02:1,300円)

ヘルメッシュⅣセット（専用イヤーマフ付）
ホイッスルホルダー

必要な時に素早く出せる

保護帽取付型ホルダー。

［W-01］

本体カラー：ホワイト

ひさし:グレー

［W-02］

カラー：グレー

墜落時保護

飛来・落下物

軽量溝付きでフラットなひさしで視界を

確保。防災面とイヤーマフのセット、安心

の日本製ヘルメット。

(14,100円）

森林オリジナルヘルメットセット

墜落時保護

飛来・落下物

墜落時保護

飛来・落下物

20ヵ所の通気孔。「プル・プッシュ」シス

テム付で頭にフィット。アゴ紐・あると    

  便利なネックカバー付。

(10,302円）

高性能ヘルメット

飛来・落下物

視界が広く、スライド式通気口で涼しい。パッドは取外可能。

オプション有り。(31,018円）

プロトス フォレストヘルメット

ロガー ヘルメットセット

メインカラー：レッド/イエロー/ホワイト/ブルー/オレンジ/グリーン
サブカラー：イエロー/グレー/単色

飛来・落下物

カラー：オレンジレッド　頭周り：54-62ｃｍ
堅牢性と軽量性（630g）
を両立し、日本人の頭に
フィットするデザイン。
疲れにくく快適な作業を
サポートします。
(13,600円）

飛来・落下物
　「林業安全教育360°VR」　「林業安全教育360°VR」　「林業安全教育360°VR」

本商品は、上下左右360°林業の作業現場にいるような空間で、「伐倒木の激突」

という事故を疑似体験することができます。

林業の現場では、どのような状況が危険なのかを、伐倒者・被災者・指導者の

視点で学ぶことができますので、ぜひ研修や各種イベントにてご活用ください。

お問い合わせは全国森林組合連合会購買課（TEL:03-3294-9718）まで

令和２年度レンタル開始
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TY-01

※価格は全て標準価格（税別）
※サイズ・アイコンについては24～26ページの表を参照林業用ジャケット

視認性の良いレッド

に加え、肩に蛍光の

イエローで良く目立つ。

「レッド」通気性・吸汗

性の良い生地「ブルー」

伸縮ストレッチ生地。

(11,000円）

サイズ：S/M/L/2L/3L

夏用山林作業用上着S-03

HZ-03

HZ-07

HZ-05

※価格は全て標準価格（税別）
※サイズ・アイコンについては24～26ページの表を参照林業用ジャケット

フォレストジャケットTⅡ
サイズ：S/M/L/XL/XXL

4方向伸縮素材と

更なる動きやす

さを追及させた

立体裁断のNEW

デザイン。

(21,010円）

サイズ：XS/S/M/L/XL（男女兼用）
カラー：ネオンイエロー/オレンジレッド

快適な作業を実現するストレッチ

性と、ハードな作業にも耐えうる

強度を備えたジャケットです。表

地には強度とストレッチ性に優れ

た素材を使用し、肩と前腕部分は

独自の高強度素材で補強。

適 度 な 保 温 性 を 持 ち 、

幅広い時期に着用できます。

動きやすいダブつきの少

ないシルエットです。

(12,000円）

高視認性オレンジを広範

囲に使用。

一部通気性素材を使用。

肩とひじに耐久性素材を

使用。

(9,100円）

サイズ：S/M/L/XL/XXL

ファンクションユニバーサルジャケット

視認性・快適性・耐摩擦

性を追求したタイトフィッ

トの疲れにくい3Dデザイ

ン。デザインを一新させ

たハスクバーナ最上級モ

デル。

(35,310円）

サイズ：S/M/L/XL/XXL

フォレストジャケットTEXⅡ

視認性の良いオレンジ色

と反射ロゴ採用。ポケット

位置を変更して使用向上

させたNEWデザイン。

(10,830円）

サイズ：S/M/L/XL/XXL

フォレストジャケットC II HZ-06

通気性・速乾性に優れスト

レッチ素材で動きやすい

夏用ジャケット。

(16,400円）

サイズ：S/M/L/XL/XXL

フォレストジャケット T  II  ベント

2位
人気商品MO-02 ロガー サーマルジャケット

1位
人気商品

M-01

高通気機能を持った生地

を使用した、防暑対応の

ブルゾンです。

(14,000円）

サイズ：M/L/LL

マッククールブルゾン

S-02

高通気性ジャケット。通気

穴、伸縮素材、ひじ部分の

補強、反射材、4つのジップ

ポケット付。

(22,000円）

サイズ：XS/S/M/L/XL

ダイナミックベントジャケット

M-02

「林業女子」向けにデザイ

ン、サイズ規格された通

気性、ストレッチ性、撥水

性に優れたジャケット。

(21,000円）

サイズ：M/L

MissＦORESTジャケット

HZ-09
サイズ：S/M/L/XL/XXL

脇下に大型ベンチ

レーション。部位

により生地を変え

て耐久性と着心地

両立。ポケット位

置を変更して

使用向上させた

NEWデザイン。

(16,400円）

フォレストジャケットFⅡ
3位
人気商品 S-04

通気穴を備え、各

部に伸縮素材を採

用。視認性の高い

オレンジ、反射材

装備。2つのポケ

ット装備。

(16,300円）

サイズ：XS/S/M/L/XL

ファンクションエルゴジャケット
4位
人気商品

HZ-04

両腕から胸部までソープ

ロテクション入りジャケ

ット。

(32,890円）

サイズ：S/M/L/XL

プロテクティブジャケットTⅡ PF-02
カラー：レッド&イエロー/グレー&レッド
サイズ：XS/S/M/L/XL/
　　　XXL/3XL

ベンチレーションジャケット

通気性、速乾性に優れて

いる。脇下のジッパーで

通気調整。胸ポケットや

裾を絞るバンド付き。

※ XXL以上は価格+15％

(31,300円）

HZ-08

全国に広がる林業女子用

に作られた女性用ウエア。

女性向けのウエストシェイ

プデザイン。 

(35,310円）

サイズ：XS/S/M

フォレストジャケットTEXⅡLady Y-03
Y-04

共立純正防護ジャケット
新ダイワ純正防護ジャケット

吸水性が高く、湿気・熱

の放出性が高い素材を採

用。軽さと動き易さを追

求し優れた視認性。

(35,000円）

サイズ：M/L/2L/3L

TY-02

通気性の優れたベンチレ

ーション素材を採用。　

ストレッチ生地を使用し、

動きやすく軽量な商品。

(11,000円）

暑熱対策山林作業用上着
サイズ：S/M/L/2L/3L

H-01

スイスシェラー社の生地

を使用し、視認性、動き

易さ、無駄のないシルエ

ット、スリムなデザイン。

(25,000円）

サイズ：S/Ｍ/Ｌ/ＸＬ/2ＸＬ/3XL

フリーフィールドジャケットY-05
Y-06

共立純正作業ジャケット
新ダイワ純正作業ジャケット

オールシーズン着用でき

る軽量で快適な作業用ジ

ャケット。安全に配慮し

優れた視認性。

(15,000円）

サイズ：M/L/2L/3L

WA-02 2WAYフォレストジャケット
サイズ：S/M/L

アーム部分の取り外しが可能で

ベストタイプにもなる２Wayジ

ャケット。Coolmax素材で快適

性も向上させました。 脇・背

中ベンチレーション、反射材、

ストレッチ素材。

(16,800円）

B0-02 ジャケットワイポア
カラー：赤×黄/赤×黒
サイズ：S/M/L/XL 

通気・耐久・機能を高めてリ

ニューアル。内側全面メッシ

ュと背部スリットによって涼

しく、柔らかく、軽い着心地

です。

(21,400円）

T-01 ダブルAIRイノベーションワーキングジャケット
サイズ：S/M/L/XL

再帰反射材のラインや、

首回りから肩部を防水素

材で補強するなど、実用

性と耐久性にこだわった

ジャケット。また、動き

やすさを追求したストレ

ッチ素材で、手放せない

1着に。

(25,000円）

LADIES 
MODEL

LADIES 
MODEL
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カラー：ネオンイエロー/オレンジレッド

快適な作業を実現するストレッチ

性と、ハードな作業にも耐えうる

強度を備えたジャケットです。表

地には強度とストレッチ性に優れ

た素材を使用し、肩と前腕部分は

独自の高強度素材で補強。

適 度 な 保 温 性 を 持 ち 、

幅広い時期に着用できます。

動きやすいダブつきの少

ないシルエットです。

(12,000円）

高視認性オレンジを広範

囲に使用。

一部通気性素材を使用。

肩とひじに耐久性素材を

使用。

(9,100円）

サイズ：S/M/L/XL/XXL

ファンクションユニバーサルジャケット

視認性・快適性・耐摩擦

性を追求したタイトフィッ

トの疲れにくい3Dデザイ

ン。デザインを一新させ

たハスクバーナ最上級モ

デル。

(35,310円）

サイズ：S/M/L/XL/XXL

フォレストジャケットTEXⅡ

視認性の良いオレンジ色

と反射ロゴ採用。ポケット

位置を変更して使用向上

させたNEWデザイン。

(10,830円）

サイズ：S/M/L/XL/XXL

フォレストジャケットC II HZ-06

通気性・速乾性に優れスト

レッチ素材で動きやすい

夏用ジャケット。

(16,400円）

サイズ：S/M/L/XL/XXL

フォレストジャケット T  II  ベント

2位
人気商品MO-02 ロガー サーマルジャケット

1位
人気商品

M-01

高通気機能を持った生地

を使用した、防暑対応の

ブルゾンです。

(14,000円）

サイズ：M/L/LL

マッククールブルゾン

S-02

高通気性ジャケット。通気

穴、伸縮素材、ひじ部分の

補強、反射材、4つのジップ

ポケット付。

(22,000円）

サイズ：XS/S/M/L/XL

ダイナミックベントジャケット

M-02

「林業女子」向けにデザイ

ン、サイズ規格された通

気性、ストレッチ性、撥水

性に優れたジャケット。

(21,000円）

サイズ：M/L

MissＦORESTジャケット

HZ-09
サイズ：S/M/L/XL/XXL

脇下に大型ベンチ

レーション。部位

により生地を変え

て耐久性と着心地

両立。ポケット位

置を変更して

使用向上させた

NEWデザイン。

(16,400円）

フォレストジャケットFⅡ
3位
人気商品 S-04

通気穴を備え、各

部に伸縮素材を採

用。視認性の高い

オレンジ、反射材

装備。2つのポケ

ット装備。

(16,300円）

サイズ：XS/S/M/L/XL

ファンクションエルゴジャケット
4位
人気商品

HZ-04

両腕から胸部までソープ

ロテクション入りジャケ

ット。

(32,890円）

サイズ：S/M/L/XL

プロテクティブジャケットTⅡ PF-02
カラー：レッド&イエロー/グレー&レッド
サイズ：XS/S/M/L/XL/
　　　XXL/3XL

ベンチレーションジャケット

通気性、速乾性に優れて

いる。脇下のジッパーで

通気調整。胸ポケットや

裾を絞るバンド付き。

※ XXL以上は価格+15％

(31,300円）

HZ-08

全国に広がる林業女子用

に作られた女性用ウエア。

女性向けのウエストシェイ

プデザイン。 

(35,310円）

サイズ：XS/S/M

フォレストジャケットTEXⅡLady Y-03
Y-04

共立純正防護ジャケット
新ダイワ純正防護ジャケット

吸水性が高く、湿気・熱

の放出性が高い素材を採

用。軽さと動き易さを追

求し優れた視認性。

(35,000円）

サイズ：M/L/2L/3L

TY-02

通気性の優れたベンチレ

ーション素材を採用。　

ストレッチ生地を使用し、

動きやすく軽量な商品。

(11,000円）

暑熱対策山林作業用上着
サイズ：S/M/L/2L/3L

H-01

スイスシェラー社の生地

を使用し、視認性、動き

易さ、無駄のないシルエ

ット、スリムなデザイン。

(25,000円）

サイズ：S/Ｍ/Ｌ/ＸＬ/2ＸＬ/3XL

フリーフィールドジャケットY-05
Y-06

共立純正作業ジャケット
新ダイワ純正作業ジャケット

オールシーズン着用でき

る軽量で快適な作業用ジ

ャケット。安全に配慮し

優れた視認性。

(15,000円）

サイズ：M/L/2L/3L

WA-02 2WAYフォレストジャケット
サイズ：S/M/L

アーム部分の取り外しが可能で

ベストタイプにもなる２Wayジ

ャケット。Coolmax素材で快適

性も向上させました。 脇・背

中ベンチレーション、反射材、

ストレッチ素材。

(16,800円）

B0-02 ジャケットワイポア
カラー：赤×黄/赤×黒
サイズ：S/M/L/XL 

通気・耐久・機能を高めてリ

ニューアル。内側全面メッシ

ュと背部スリットによって涼

しく、柔らかく、軽い着心地

です。

(21,400円）

T-01 ダブルAIRイノベーションワーキングジャケット
サイズ：S/M/L/XL

再帰反射材のラインや、

首回りから肩部を防水素

材で補強するなど、実用

性と耐久性にこだわった

ジャケット。また、動き

やすさを追求したストレ

ッチ素材で、手放せない

1着に。

(25,000円）

LADIES 
MODEL

LADIES 
MODEL
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HZ-11

O-03
O-04

O-02

O-01

MO-03 MO-04 Y-14

KJ-03S-05 KJ-04
S-06

KJ-05

K J-01 K J-02

レインウェア レインウェア
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オールマインドスーツオールマインド360°

スリーレイヤースーツ

カラー:パープル/ターコイズ/マゼンダ/ ネイビー/フラッシュグリーン/オレンジ/ブラック
サイズ：S/M/L/LL/3L/4L/5L

S～5Lの豊富なサイズとカラー

バリエーション。(4,480円）

3L COMBAT レインスーツ
カラー：レッド/オレンジｘブラック 
サイズ：S/M/L/O/XO/BM/BL/BO

背中のベンチレーションにより快適に、収納

式フードとダブル前立で雨を防ぐ、リーズナ

ブルで実用的なレインウェア。収納袋付。

    (7,900円）

レインスーツ
サイズ：S/M/L/O/XO/XXO/BBXXO/4BXXO カラー：ネイビー/シルバー/イエロー

サイズ：S/M/L/LL/3L/4L

ストレッチレインジャケット
ストレッチレインパンツ

丈夫で蒸れにくく、スト

レッチが効いて動きやす

い作業用軽量レイン。

パンツにはウェストの大

きいB体をセット。

ジャケット(12,800円）

パンツ(8,800円）

ジャケットサイズ：SS/S/M/L/O/XO
パンツサイズ：SS/S/M/L/O/XO/BM/BL/BO

レインジャケット
レインズボン

サイズ上下共通：S/M/L

独自のカッティングに

より、腕周りの動きが

スムーズ、B体有り。

(14,000円)

丈夫なリップ
ストップ素材

動きやすい
ストレッチ素材

もりの河童α（ジャケット）
もりの河童α（パンツ）

耐水圧約30,000mm以上。

透湿性約16,000g/m²・24h。
ジャケット(22,000円）

パンツ(16,000円）

ジャケットカラー：オレンジ/イエロー
ジャケット・パンツ共通サイズ：S/M/L/LL/3L/4L/5L

引き裂きに強い
リップストップ素材

全方位にムレを逃すベンチレーションと、安全性を高めるリフ

レクターを配置。快適性と安全性を兼ね備えたレインスーツ。

(3,980円）

三層裏トリコットの東レ

エントラントを使用。

ムレを逃してサラリとし

た着心地。

(17,800円）

カラー：ブラック/レッド/ライム/ブルーカモ/グリーンカモ/メランジグレー
サイズ：S/M/L/LL/3L/4L

ストレッチ性、防

水性、透湿性を

兼ね備えたレイン

ジャケット。日常

から作業まで場

所を選ばず着用

できます。

(2,980円)

カラー：グリーンカモ/ブラック
サイズ：S/M/L/LL/3L/4L

ストレッチ性、防水性、

透湿性を兼ね備えたレイ

ンパンツ。7570と合わせ

て着用可能。

(1,980円）

KJ-06 7580 レインシェイカー
カラー：ブラック/ホワイト/マッシュルーム
サイズ：S/M/L/LL/3L/4L

アウトドアでも十分な防

水透湿・軽量性を備えた

TPUラミネート素材。

回転式フードと着脱式

レインバイザーによって

雨の日の作業も楽々。

(3,980円）

レインワーカー ジャケット
カラー：ダスキーグリーン/プライマリーブルー/ポピー
サイズ：XS/S/M/L/XL

機能性とコストパフォー

マンスを高い次元で両立

したレインジャケットで

す。スタッフバッグ付き。
（素材）
ドライテック®3レイヤー
表：70デニール・
ナイロンタフタ
（重量）390g
  (13,400円）

カラー：ネイビー/ライム/オーロラレッド/シルバー
サイズ：S/M/L/LL/3L/4L/5L

レインワーカー パンツ
カラー：ブラウンオリーブ/ネイビー
サイズ：XS/S/M/L/XL

機能性とコストパフォー

マンスを高い次元で両立

したレインパンツです。

 スタッフバッグ付き。
（素材）
 ドライテック®3レイヤー
表：70デニール・ナイロン・タフタ
（重量）217g
  (7,000円）

完全防水で雨と風を遮断。

耐摩擦性に優れ、ストレ

ッチ性のある生地で着心

地快適。

ジャケット(9,800円）

パンツ(6,740円）

7570 ストレッチシールドジャケット 7571 ストレッチシールドパンツ

高耐水性、高視認性。

脇下の通気スリットで

高通気性。撥水ジッパー、

収納式つば付きフード付。

ジャケット(26,000円）

高耐水性で耐貫通素材

採用。防護服の上からでも

履きやすいジッパー付。

通気用ジッパーも装備。

パンツ(18,000円）

レインテックレインウェアジャケット
レインテックレインウェアズボン

サイズ上下共通：S/M/L

※価格は全て標準価格（税別） ※価格は全て標準価格（税別）

ブラック

メランジグレー

レッド

グリーンカモ

ライム

ブルーカモ ブラックグリーンカモ

表生地
メンブレン
裏生地

蒸れを放出
風

雪・雨

耐水圧：20,000㎜以上
透湿性：5, 000～20,000g/㎡･24hrs

（JIS L-1099B-1法）
撥水性：超耐久撥水

モンベル独自の防水透湿性素材
ドライテック®

一般的なポリウレタン防水素材の特徴である、防水性を高めると
透湿性が低下するという問題を非常に高いレベルで解決したオリジ
ナル素材。雨の粒子を防ぎながら、汗などの水蒸気をスムーズに
放出させます。

※パンツはダークグレー
　のみとなります。

ネイビー ブラウンオリーブ

プライマリーブルー

オレンジ×ブラック

レインシェイカー
取り外しバイザー

ブラック

マッシュルーム

ネイビー オーロラレッド シルバー

ネイビー

フラッシュグリーン

ホワイト

レッド

ポピー

ダスキーグリーンダスキーグリーン

オレンジ

ライム
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カラー:パープル/ターコイズ/マゼンダ/ ネイビー/フラッシュグリーン/オレンジ/ブラック
サイズ：S/M/L/LL/3L/4L/5L

S～5Lの豊富なサイズとカラー

バリエーション。(4,480円）

3L COMBAT レインスーツ
カラー：レッド/オレンジｘブラック 
サイズ：S/M/L/O/XO/BM/BL/BO

背中のベンチレーションにより快適に、収納

式フードとダブル前立で雨を防ぐ、リーズナ

ブルで実用的なレインウェア。収納袋付。

    (7,900円）

レインスーツ
サイズ：S/M/L/O/XO/XXO/BBXXO/4BXXO カラー：ネイビー/シルバー/イエロー

サイズ：S/M/L/LL/3L/4L

ストレッチレインジャケット
ストレッチレインパンツ

丈夫で蒸れにくく、スト

レッチが効いて動きやす

い作業用軽量レイン。

パンツにはウェストの大

きいB体をセット。

ジャケット(12,800円）

パンツ(8,800円）

ジャケットサイズ：SS/S/M/L/O/XO
パンツサイズ：SS/S/M/L/O/XO/BM/BL/BO

レインジャケット
レインズボン

サイズ上下共通：S/M/L

独自のカッティングに

より、腕周りの動きが

スムーズ、B体有り。

(14,000円)

丈夫なリップ
ストップ素材

動きやすい
ストレッチ素材

もりの河童α（ジャケット）
もりの河童α（パンツ）

耐水圧約30,000mm以上。

透湿性約16,000g/m²・24h。
ジャケット(22,000円）

パンツ(16,000円）

ジャケットカラー：オレンジ/イエロー
ジャケット・パンツ共通サイズ：S/M/L/LL/3L/4L/5L

引き裂きに強い
リップストップ素材

全方位にムレを逃すベンチレーションと、安全性を高めるリフ

レクターを配置。快適性と安全性を兼ね備えたレインスーツ。

(3,980円）

三層裏トリコットの東レ

エントラントを使用。

ムレを逃してサラリとし

た着心地。

(17,800円）

カラー：ブラック/レッド/ライム/ブルーカモ/グリーンカモ/メランジグレー
サイズ：S/M/L/LL/3L/4L

ストレッチ性、防

水性、透湿性を

兼ね備えたレイン

ジャケット。日常

から作業まで場

所を選ばず着用

できます。

(2,980円)

カラー：グリーンカモ/ブラック
サイズ：S/M/L/LL/3L/4L

ストレッチ性、防水性、

透湿性を兼ね備えたレイ

ンパンツ。7570と合わせ

て着用可能。

(1,980円）

KJ-06 7580 レインシェイカー
カラー：ブラック/ホワイト/マッシュルーム
サイズ：S/M/L/LL/3L/4L

アウトドアでも十分な防

水透湿・軽量性を備えた

TPUラミネート素材。

回転式フードと着脱式

レインバイザーによって

雨の日の作業も楽々。

(3,980円）

レインワーカー ジャケット
カラー：ダスキーグリーン/プライマリーブルー/ポピー
サイズ：XS/S/M/L/XL

機能性とコストパフォー

マンスを高い次元で両立

したレインジャケットで

す。スタッフバッグ付き。
（素材）
ドライテック®3レイヤー
表：70デニール・
ナイロンタフタ
（重量）390g
  (13,400円）

カラー：ネイビー/ライム/オーロラレッド/シルバー
サイズ：S/M/L/LL/3L/4L/5L

レインワーカー パンツ
カラー：ブラウンオリーブ/ネイビー
サイズ：XS/S/M/L/XL

機能性とコストパフォー

マンスを高い次元で両立

したレインパンツです。

 スタッフバッグ付き。
（素材）
 ドライテック®3レイヤー
表：70デニール・ナイロン・タフタ
（重量）217g
  (7,000円）

完全防水で雨と風を遮断。

耐摩擦性に優れ、ストレ

ッチ性のある生地で着心

地快適。

ジャケット(9,800円）

パンツ(6,740円）

7570 ストレッチシールドジャケット 7571 ストレッチシールドパンツ

高耐水性、高視認性。

脇下の通気スリットで

高通気性。撥水ジッパー、

収納式つば付きフード付。

ジャケット(26,000円）

高耐水性で耐貫通素材

採用。防護服の上からでも

履きやすいジッパー付。

通気用ジッパーも装備。

パンツ(18,000円）

レインテックレインウェアジャケット
レインテックレインウェアズボン

サイズ上下共通：S/M/L

※価格は全て標準価格（税別） ※価格は全て標準価格（税別）

ブラック

メランジグレー

レッド

グリーンカモ

ライム

ブルーカモ ブラックグリーンカモ

表生地
メンブレン
裏生地

蒸れを放出
風

雪・雨

耐水圧：20,000㎜以上
透湿性：5, 000～20,000g/㎡･24hrs

（JIS L-1099B-1法）
撥水性：超耐久撥水

モンベル独自の防水透湿性素材
ドライテック®

一般的なポリウレタン防水素材の特徴である、防水性を高めると
透湿性が低下するという問題を非常に高いレベルで解決したオリジ
ナル素材。雨の粒子を防ぎながら、汗などの水蒸気をスムーズに
放出させます。

※パンツはダークグレー
　のみとなります。

ネイビー ブラウンオリーブ

プライマリーブルー

オレンジ×ブラック

レインシェイカー
取り外しバイザー

ブラック

マッシュルーム

ネイビー オーロラレッド シルバー

ネイビー

フラッシュグリーン
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レッド
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WA-04 MAKITAファンジャケット用保冷剤ベストセット
（保冷剤含む）

O-06 O-07O-05 ドライアップ丸首長袖Tシャツ
カラー：ブラック/ホワイト/ネイビー
サイズ：S/M/L/O/XO/XXO

ブレステックショルダーポロ

汗を素早く吸収発散。抗菌消臭。

JForestマーク入り。(3,600円）
ご注文をいただいてからマーキング手配となり
ますので、お届けは、１～２週間後となります。

各種プリント加工
対応※別途見積

ドライアップ丸首Tシャツ
カラー：ブラック/ホワイト/ネイビー
サイズ：SS/S/M/L/O/XO/XXO

カラー：ブラック/ホワイト/ネイビー
サイズ：SS/S/M/L/O/XO/XXO

汗を素早く吸収発散。抗菌消臭。

JForestマーク入り。(2,900円）
ご注文をいただいてからマーキング手配となり
ますので、お届けは、１～２週間後となります。

各種プリント加工
対応※別途見積

汗を素早く吸収発散。抗菌消臭。

JForestマーク入り。(4,200円）
ご注文をいただいてからマーキング手配となり
ますので、お届けは、１～２週間後となります。

各種プリント加工
対応※別途見積

MO-05

首から木屑が入らな

いように首元を締め

られるドローコード

付き(ネックアジャスター)。

ベンチレーション付き

(脇がメッシュ生地)。

(4,800円）

クール ロガーシャツ

■ヒノキの名札

■SDGｓウッドバッジ

■ヒノキのお猪口

■木製ホワイトボード「きえすぎくん」

カラー：ダブグレイ×ガンメタル / サンセットオレンジ×ネイビー
サイズ：XS/S/M/L/XL （男女兼用）

MI-01

MI-02

MI-03

(12,000円）

ミズノ独自の設計で空気の流れをコントロール。

空気が首の前後、腕から抜けやすく、ふくらみに

くいスタイリッシュな設計のウェアに、可動に必

要なバッテリーとファンを一つにまとめたセット

です。（それぞれ個別購入が可能です）

(26,600円）

セット内容：ハイパワーファンセット（2020年モデル）/
リチウムイオンバッテリーセット（2020年モデルBluetooth
対応によりスマホで簡単操作　入/切、風量調節可能)

(14,600円)

エアリージャケット一式

エアリージャケット

エアリージャケット用ファン＆バッテリーセット

サイズ：M/L/XL/2XL

ファンジャケット用の専用

ベスト。保冷剤2個を含む

セットです。

(2,900円）

サイズ：S/M/L/LL/3L/4L

WA-03 MAKITA充電式ファンジャケットFJ420DZ一式

WA-05 MAKITAファンジャケット用
フレームフィルターセット

肩掛けベルト取出し口のついた草刈機・刈払機対応の

ファンジャケット。紫外線・赤外線反射加工。

(29,400円）

サイズ：S/M/L/LL/3L/4L

ファンジャケット用のフィルターフレーム2個と

フィルター20枚をセットにしています。

(2,700円）

「木づかい」を広げよう！「木づかい」を広げよう！「木づかい」を広げよう！
国産材ノベルティグッズを作りませんか？国産材ノベルティグッズを作りませんか？国産材ノベルティグッズを作りませんか？

国産材を使用する意義国産材を使用する意義

ノベルティ等で、国産材を使用することで、
間接的に森林保全に参加できるとともに、

企業のCSR活動との連携や環境配慮をPRすることができます。 

販売課：TEL:03-3294-9715   FAX:03-3293-4726

●イベントや会社の記念品に「すてき」な贈り物を。 
●予算、数量、イベントに合わせた提案が可能です。
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WA-04 MAKITAファンジャケット用保冷剤ベストセット
（保冷剤含む）

O-06 O-07O-05 ドライアップ丸首長袖Tシャツ
カラー：ブラック/ホワイト/ネイビー
サイズ：S/M/L/O/XO/XXO

ブレステックショルダーポロ

汗を素早く吸収発散。抗菌消臭。

JForestマーク入り。(3,600円）
ご注文をいただいてからマーキング手配となり
ますので、お届けは、１～２週間後となります。

各種プリント加工
対応※別途見積

ドライアップ丸首Tシャツ
カラー：ブラック/ホワイト/ネイビー
サイズ：SS/S/M/L/O/XO/XXO

カラー：ブラック/ホワイト/ネイビー
サイズ：SS/S/M/L/O/XO/XXO

汗を素早く吸収発散。抗菌消臭。

JForestマーク入り。(2,900円）
ご注文をいただいてからマーキング手配となり
ますので、お届けは、１～２週間後となります。

各種プリント加工
対応※別途見積

汗を素早く吸収発散。抗菌消臭。

JForestマーク入り。(4,200円）
ご注文をいただいてからマーキング手配となり
ますので、お届けは、１～２週間後となります。

各種プリント加工
対応※別途見積

MO-05

首から木屑が入らな

いように首元を締め

られるドローコード

付き(ネックアジャスター)。

ベンチレーション付き

(脇がメッシュ生地)。

(4,800円）

クール ロガーシャツ

■ヒノキの名札

■SDGｓウッドバッジ

■ヒノキのお猪口

■木製ホワイトボード「きえすぎくん」

カラー：ダブグレイ×ガンメタル / サンセットオレンジ×ネイビー
サイズ：XS/S/M/L/XL （男女兼用）

MI-01

MI-02

MI-03

(12,000円）

ミズノ独自の設計で空気の流れをコントロール。

空気が首の前後、腕から抜けやすく、ふくらみに

くいスタイリッシュな設計のウェアに、可動に必

要なバッテリーとファンを一つにまとめたセット

です。（それぞれ個別購入が可能です）

(26,600円）

セット内容：ハイパワーファンセット（2020年モデル）/
リチウムイオンバッテリーセット（2020年モデルBluetooth
対応によりスマホで簡単操作　入/切、風量調節可能)

(14,600円)

エアリージャケット一式

エアリージャケット

エアリージャケット用ファン＆バッテリーセット

サイズ：M/L/XL/2XL

ファンジャケット用の専用

ベスト。保冷剤2個を含む

セットです。

(2,900円）

サイズ：S/M/L/LL/3L/4L

WA-03 MAKITA充電式ファンジャケットFJ420DZ一式

WA-05 MAKITAファンジャケット用
フレームフィルターセット

肩掛けベルト取出し口のついた草刈機・刈払機対応の

ファンジャケット。紫外線・赤外線反射加工。

(29,400円）

サイズ：S/M/L/LL/3L/4L

ファンジャケット用のフィルターフレーム2個と

フィルター20枚をセットにしています。

(2,700円）

「木づかい」を広げよう！「木づかい」を広げよう！「木づかい」を広げよう！
国産材ノベルティグッズを作りませんか？国産材ノベルティグッズを作りませんか？国産材ノベルティグッズを作りませんか？

国産材を使用する意義国産材を使用する意義

ノベルティ等で、国産材を使用することで、
間接的に森林保全に参加できるとともに、

企業のCSR活動との連携や環境配慮をPRすることができます。 

販売課：TEL:03-3294-9715   FAX:03-3293-4726

●イベントや会社の記念品に「すてき」な贈り物を。 
●予算、数量、イベントに合わせた提案が可能です。



S-08 S-09 T-02

HZ-14
HZ-15

HZ-16

T Y-03 H-02 T Y-06

※価格は全て標準価格（税別）
※サイズ・アイコンについては24～26ページの表を参照

※価格は全て標準価格（税別）
※サイズ・アイコンについては24～26ページの表を参照チェーンソー防護ズボン チェーンソー防護ズボン

9 10

サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL

ファンクションユニバーサルズボン

視認性に優れたオレンジとブ

ラックの組み合わせ。太もも

上部に通気性素材採用。

(14,300円）

アスリーター
サイズ（股下）：
S（68/74）/Ｍ（70/76）/Ｌ（70/78）/ＬＬ
（72/78）/３Ｌ（72/80）/４Ｌ（74）/５Ｌ（76）

急傾斜地、酷暑対策用。速乾性があ

り、軽くて動きやすい防護ズボン。

屈伸した際、違和感のない動きを実現。

(29,800円）

アドバンスX-ライトズボン

質量0.99kg。超軽量高通気切断

防止素材採用。脚部裏側は高通

気性素材で快適。反射材も多

数使用。

(32,000円）

サイズ:S/M/L/XL

サラッとした肌触りの清涼感

がある防護ズボン。

(19,800円）

サイズ:S/M/L/2L/3L

TY-04 夏用チェーンソー防護ズボン

サイズ：42/46/50/54/58/62

視認性・ストレッチ素材の動き

易さ・快適性・強化した耐摩擦

性素材を使用。防水ファスナー

・ウエストとズボン袖に調整用

アジャスター付きの細部まで

こだわった最上級のNEWデザ

インモデル。

(42,550円）

プロテクティブズボンTEXⅡ イノベーションチェーンソー防護ズボン

おかげさまでSIP Protection®
の人気No.1シリーズ。Mサイ

ズ1kgと軽量で涼しく、お尻

と膝当ては、ストレッチ素材で

抜群の機動性、耐久性。

腿の裏側にベンチレーシ

ョンあり。

(28,500円）

サイズ：XS/S 股下:70/74
サイズ：M/L   股下:74/78 /82
サイズ：XL     股下:70/74/78/82
カラー：レッド/グレー

サイズ：S/M/L/2L/3L

CC暑熱対策チェーンソー防護ズボン

通気性・吸汗性の良い軽量・快適な防護

ズボン。汚れが目立ちにくいデザイン。

(20,200円）

TY-05

サイズ：S/M/L/2L/3L

全体にしっかりしたストレッチ

生地を使い、耐久性の高い商品。

(16,800円）

スタンダードチェーンソー防護ズボン

独自の機能繊維を使用した、通気性・吸汗

性の良い軽量・快適な防護ズボン。Lサイズ

で約840g。

(19,500円）

サイズ：S/M/L/2L/3L

暑熱対策チェーンソー防護ズボン

プロテクティブズボンFⅡ

HZ-14/HZ-15
共通サイズ：46/50/54/58/62

プロテクティブズボンFⅡ24
HZ-12
HZ-13

プロテクティブズボンCⅡ

蛍光オレンジ色と左足太ももに

反射ロゴを取り入れ視認性を

向上させたNEWデザイン。

HZ-13:股下丈-5㎝短いJP(日本人)

サイズ。

(15,450円）

HZ-12サイズ：
44/46/50/54/58/62
HZ-13サイズ：
43/45/49/53/57/61

プロテクティブズボンCⅡJP

後部、腰部に蛍光オレンジ色を取り入

れ視認性を向上させたNEWデザイン。

膝下に耐久性素材の高い丈夫な素材

を使用。
HZ-15：ソーチェンプロテクションはクラス2

(24m/s）EN381に適合。

HZ-14(21,860円）HZ-15(25,210円)

1位
人気商品

2位
人気商品

3位
人気商品

4位
人気商品

質量1.4kg。通気性、防水性、貫通

防止性を高めたズボン。

(26,000円）

サイズ:S/M/L/XL

S-07 ダイナミックズボン

S-11

質量1.1kg。夏季作業に最適な高通気性軽

量ズボン。腿裏側に通気調整ジッパー付。

伸縮素材使用で快適。

(25,000円）

ダイナミックベントズボン
サイズ:XS/S/M/L/XL

S-10 アドバンスX-フレックスズボン

質量1.3kg。軽量高通気切断防止

素材採用。脚部裏側に通気調整

ジッパー付き。

反射材も多数使用。

(43,000円）

サイズ：XS/S/M/L/XL

S-12 アドバンスX-TREEmズボン

質量1.2 kg。軽量、通気性に優

れた素材を使用した快適性抜群

のズボン。腿横に通気ジッパー

付き。サスペンダー標準装備。

(51,000円）

サイズ：XS/S/M/L/XL

T-03 ダブルAIRイノベーションチェーンソー防護ズボン

Mサイズ1.１kgと軽量で消防服や

防弾チョッキ等、特殊服のメーカー

が手掛ける丈夫で高性能な進化

系。2倍に広がったメッシュ通気

口で涼しさも倍増。前面膝上部

分のゆとりとストレッチ素材で、

更に快適さを実現。

(38,000円）

カラー：オレンジ/レッド
サイズ：XS/S/M/L/XL/2XL 
股　下： 75/82
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サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL

ファンクションユニバーサルズボン

視認性に優れたオレンジとブ

ラックの組み合わせ。太もも

上部に通気性素材採用。

(14,300円）

アスリーター
サイズ（股下）：
S（68/74）/Ｍ（70/76）/Ｌ（70/78）/ＬＬ
（72/78）/３Ｌ（72/80）/４Ｌ（74）/５Ｌ（76）

急傾斜地、酷暑対策用。速乾性があ

り、軽くて動きやすい防護ズボン。

屈伸した際、違和感のない動きを実現。

(29,800円）

アドバンスX-ライトズボン

質量0.99kg。超軽量高通気切断

防止素材採用。脚部裏側は高通

気性素材で快適。反射材も多

数使用。

(32,000円）

サイズ:S/M/L/XL

サラッとした肌触りの清涼感

がある防護ズボン。

(19,800円）

サイズ:S/M/L/2L/3L

TY-04 夏用チェーンソー防護ズボン

サイズ：42/46/50/54/58/62

視認性・ストレッチ素材の動き

易さ・快適性・強化した耐摩擦

性素材を使用。防水ファスナー

・ウエストとズボン袖に調整用

アジャスター付きの細部まで

こだわった最上級のNEWデザ

インモデル。

(42,550円）

プロテクティブズボンTEXⅡ イノベーションチェーンソー防護ズボン

おかげさまでSIP Protection®
の人気No.1シリーズ。Mサイ

ズ1kgと軽量で涼しく、お尻

と膝当ては、ストレッチ素材で

抜群の機動性、耐久性。

腿の裏側にベンチレーシ

ョンあり。

(28,500円）

サイズ：XS/S 股下:70/74
サイズ：M/L   股下:74/78 /82
サイズ：XL     股下:70/74/78/82
カラー：レッド/グレー

サイズ：S/M/L/2L/3L

CC暑熱対策チェーンソー防護ズボン

通気性・吸汗性の良い軽量・快適な防護

ズボン。汚れが目立ちにくいデザイン。

(20,200円）

TY-05

サイズ：S/M/L/2L/3L

全体にしっかりしたストレッチ

生地を使い、耐久性の高い商品。

(16,800円）

スタンダードチェーンソー防護ズボン

独自の機能繊維を使用した、通気性・吸汗

性の良い軽量・快適な防護ズボン。Lサイズ

で約840g。

(19,500円）

サイズ：S/M/L/2L/3L

暑熱対策チェーンソー防護ズボン

プロテクティブズボンFⅡ

HZ-14/HZ-15
共通サイズ：46/50/54/58/62

プロテクティブズボンFⅡ24
HZ-12
HZ-13

プロテクティブズボンCⅡ

蛍光オレンジ色と左足太ももに

反射ロゴを取り入れ視認性を

向上させたNEWデザイン。

HZ-13:股下丈-5㎝短いJP(日本人)

サイズ。

(15,450円）

HZ-12サイズ：
44/46/50/54/58/62
HZ-13サイズ：
43/45/49/53/57/61

プロテクティブズボンCⅡJP

後部、腰部に蛍光オレンジ色を取り入

れ視認性を向上させたNEWデザイン。

膝下に耐久性素材の高い丈夫な素材

を使用。
HZ-15：ソーチェンプロテクションはクラス2

(24m/s）EN381に適合。

HZ-14(21,860円）HZ-15(25,210円)

1位
人気商品

2位
人気商品

3位
人気商品

4位
人気商品

質量1.4kg。通気性、防水性、貫通

防止性を高めたズボン。

(26,000円）

サイズ:S/M/L/XL

S-07 ダイナミックズボン

S-11

質量1.1kg。夏季作業に最適な高通気性軽

量ズボン。腿裏側に通気調整ジッパー付。

伸縮素材使用で快適。

(25,000円）

ダイナミックベントズボン
サイズ:XS/S/M/L/XL

S-10 アドバンスX-フレックスズボン

質量1.3kg。軽量高通気切断防止

素材採用。脚部裏側に通気調整

ジッパー付き。

反射材も多数使用。

(43,000円）

サイズ：XS/S/M/L/XL

S-12 アドバンスX-TREEmズボン

質量1.2 kg。軽量、通気性に優

れた素材を使用した快適性抜群

のズボン。腿横に通気ジッパー

付き。サスペンダー標準装備。

(51,000円）

サイズ：XS/S/M/L/XL

T-03 ダブルAIRイノベーションチェーンソー防護ズボン

Mサイズ1.１kgと軽量で消防服や

防弾チョッキ等、特殊服のメーカー

が手掛ける丈夫で高性能な進化

系。2倍に広がったメッシュ通気

口で涼しさも倍増。前面膝上部

分のゆとりとストレッチ素材で、

更に快適さを実現。

(38,000円）

カラー：オレンジ/レッド
サイズ：XS/S/M/L/XL/2XL 
股　下： 75/82
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共立純正チェンソー用防護パンツ

軽くて動きやすく、日本人の

体形にマッチした快適な履き

心地。視認性に優れたデザイン。

(18,000円）

サイズ：M/L/2L/3L

新ダイワ純正チェンソー用防護パンツ

登山ウェアで培われた高機能、

高技術を有するモンベル社製

防護パンツ。日本人の体形に

マッチした快適な履き心地。

(21,000円）

サイズ：S/M/L/XL(モンベル表記参照)

共立純正防護パンツ【モンベル製】
新ダイワ純正防護パンツ【モンベル製】

質量1.4kg。各部に伸縮素材採用。膝部の補

強、通気ジッパー、反射材付。2つのジッ

パーポケット装備。

(18,400円）

サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL

ファンクションエルゴズボン

チェンソープロテクション アーボリストパンツ

膝丈までが高撥水且つトゲなど

に強い素材を使用。フィット感

も抜群。

※XXL以上及び股下87cmは

価格+15％

(39,627円）

カラー：
レッド&ブラック/グレー&ブラック
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL
股　下：75/80/87

カラー：ガンメタル/オレンジレッド
サイズ：XS/S/M/L/XL/M-short/L-short/XL-short

薄手の生地でプロテクションロガーパンツを

軽量化。動きやすい細身のシルエットです。

表地:170デニール・バリ

スティック®ウルトラ ナ

イロン・リップストップ

[耐久撥水加工]

背面:ナイロン+ポリウ

レタン・リップストップ

[超耐久撥水加工]

(19,200円）

プロテクション ライト ロガーパンツ MO-07

カラー：ブラック/オレンジレッド
サイズ：XS/S/M/L/XL/M-short/L-short/XL-short

登山用ウェア開発で培われた素材や機能をベ

ースにした、防護パンツ。表地に軽量高強度

素材、背面にはストレッチ素材を使用。多彩な

機能を搭載しつつ優れた軽量性を実現。

表地：330デニール・バリ

スティック®ウルトラナ

イロン・リップストップ

[耐久撥水加工]

背面：ポリエステル 

重量：1,170g

(19,800円）

HZ-17サイズ：46/50/54/58/62
HZ-18サイズ：45/49/53/57/61

視認性・快適性・耐久性があり、動き易

さを徹底的に追求した立体裁断と4方

向伸縮素材を使用したNEWデザイン。

HZ-18:股下丈-5㎝短いJP(日本人)サイズ。

(31,310円）

プロテクション ロガー パンツ HZ-17 プロテクティブズボンTⅡ
HZ-18 プロテクティブズボンTⅡJP 8位

人気商品

7位
人気商品

5位
人気商品

6位
人気商品

M-03 マッククール防護ズボン

防暑対応モデルで後ろ側には

通気性、吸放湿性に優れた生

地を使用し、夏でも快適な作

業をサポートします。

(22,000円）

サイズ：Ｍ/Ｌ/ＬＬ

K-01

自社独自の防護素材を使用し

日本人の体型に合わせた国内

製造のclass1防護ズボン。

(26,800円）

サイズ：M/L/LL

チェーンソープロテクターネクストワンM-04 MissFOREST防護ズボン

「林業女子」向けにデザイン、

サイズ規格されたモデルです。
＊MT592/サスペンダー付き

(26,000円）

サイズ：Ｍ/Ｌ

K-02 チェーンソープロテクター快動
サイズ：S/M/L/XL

高機能ストレッチ素材を

使用し、快適な動作を可

能にした防護ズボン。

暑さ対策に背面部通気

口、脚部にファスナー開

閉式のベンチレーション

を装備。

(24,500円）

PF-03 チェンソープロテクション ベンチレーションパンツ

頑丈さと軽さ動きやすさを追求。

極めて裂けにくい素材を使用。

撥水機能有り。

※ XXL以上及び股下87cmは

価格+15％

(36,855円）

カラー：レッド&ブラック/グレー&ブラック
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
股　下：75/80/87

WA-06 杣（ＳＯＭＡ）　防護ズボン スタンダード

日本規格による軽量・暑さ対策

を重点ポイントに置いた防護

ズボン。サイズも日本人体型

に合わせ、柔らかい素材で作業

効率向上します。

(24,800円）

サイズ：S/M/L

WA-07 杣（SOMA）防護ズボン サマーモデル

暑さ対策に重点を置いて開発

した新たなズボン。超軽量・

6つのマルチベンチレーション

に、冷感素材のクールマックス

採用。ストレッチ性も向上さ

せた夏用最上級モデル。

(24,800円）

サイズ：S/M/L

WA-08 杣（ＳＯＭＡ）チェンソー防護用 防護ズボン エコノミカル

クラス1 の防護繊維を使用した

コストパフォーマンスに優れた

モデル。表面にテフロン加工を

施しています。色はマムシが嫌う

ネイビーを採用。

(14,800円）

サイズ：S/M/L

BO-03 防護ズボンワイポア

通気・耐久・機能を

高めリニューアル。

大腿部裏にジップ式

通気メッシュ、脚部

背面に目の大きな生

地を使用して通気性

を上げています。

重量1.15kg (M)

(20,400円）

カラー：赤×黄/赤×黒
サイズ：S/M/L/XL

LADIES 
MODEL



PF-04 Y-07 Y-09
Y-08 Y-10
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※価格は全て標準価格（税別）
※サイズ・アイコンについては24～26ページの表を参照

※価格は全て標準価格（税別）
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共立純正チェンソー用防護パンツ

軽くて動きやすく、日本人の

体形にマッチした快適な履き

心地。視認性に優れたデザイン。

(18,000円）

サイズ：M/L/2L/3L

新ダイワ純正チェンソー用防護パンツ

登山ウェアで培われた高機能、

高技術を有するモンベル社製

防護パンツ。日本人の体形に

マッチした快適な履き心地。

(21,000円）

サイズ：S/M/L/XL(モンベル表記参照)

共立純正防護パンツ【モンベル製】
新ダイワ純正防護パンツ【モンベル製】

質量1.4kg。各部に伸縮素材採用。膝部の補

強、通気ジッパー、反射材付。2つのジッ

パーポケット装備。

(18,400円）

サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL

ファンクションエルゴズボン

チェンソープロテクション アーボリストパンツ

膝丈までが高撥水且つトゲなど

に強い素材を使用。フィット感

も抜群。

※XXL以上及び股下87cmは

価格+15％

(39,627円）

カラー：
レッド&ブラック/グレー&ブラック
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL
股　下：75/80/87

カラー：ガンメタル/オレンジレッド
サイズ：XS/S/M/L/XL/M-short/L-short/XL-short

薄手の生地でプロテクションロガーパンツを

軽量化。動きやすい細身のシルエットです。

表地:170デニール・バリ

スティック®ウルトラ ナ

イロン・リップストップ

[耐久撥水加工]

背面:ナイロン+ポリウ

レタン・リップストップ

[超耐久撥水加工]

(19,200円）

プロテクション ライト ロガーパンツ MO-07

カラー：ブラック/オレンジレッド
サイズ：XS/S/M/L/XL/M-short/L-short/XL-short

登山用ウェア開発で培われた素材や機能をベ

ースにした、防護パンツ。表地に軽量高強度

素材、背面にはストレッチ素材を使用。多彩な

機能を搭載しつつ優れた軽量性を実現。

表地：330デニール・バリ

スティック®ウルトラナ

イロン・リップストップ

[耐久撥水加工]

背面：ポリエステル 

重量：1,170g

(19,800円）

HZ-17サイズ：46/50/54/58/62
HZ-18サイズ：45/49/53/57/61

視認性・快適性・耐久性があり、動き易

さを徹底的に追求した立体裁断と4方

向伸縮素材を使用したNEWデザイン。

HZ-18:股下丈-5㎝短いJP(日本人)サイズ。

(31,310円）

プロテクション ロガー パンツ HZ-17 プロテクティブズボンTⅡ
HZ-18 プロテクティブズボンTⅡJP 8位

人気商品

7位
人気商品

5位
人気商品

6位
人気商品

M-03 マッククール防護ズボン

防暑対応モデルで後ろ側には

通気性、吸放湿性に優れた生

地を使用し、夏でも快適な作

業をサポートします。

(22,000円）

サイズ：Ｍ/Ｌ/ＬＬ

K-01

自社独自の防護素材を使用し

日本人の体型に合わせた国内

製造のclass1防護ズボン。

(26,800円）

サイズ：M/L/LL

チェーンソープロテクターネクストワンM-04 MissFOREST防護ズボン

「林業女子」向けにデザイン、

サイズ規格されたモデルです。
＊MT592/サスペンダー付き

(26,000円）

サイズ：Ｍ/Ｌ

K-02 チェーンソープロテクター快動
サイズ：S/M/L/XL

高機能ストレッチ素材を

使用し、快適な動作を可

能にした防護ズボン。

暑さ対策に背面部通気

口、脚部にファスナー開

閉式のベンチレーション

を装備。

(24,500円）

PF-03 チェンソープロテクション ベンチレーションパンツ

頑丈さと軽さ動きやすさを追求。

極めて裂けにくい素材を使用。

撥水機能有り。

※ XXL以上及び股下87cmは

価格+15％

(36,855円）

カラー：レッド&ブラック/グレー&ブラック
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL/3XL
股　下：75/80/87

WA-06 杣（ＳＯＭＡ）　防護ズボン スタンダード

日本規格による軽量・暑さ対策

を重点ポイントに置いた防護

ズボン。サイズも日本人体型

に合わせ、柔らかい素材で作業

効率向上します。

(24,800円）

サイズ：S/M/L

WA-07 杣（SOMA）防護ズボン サマーモデル

暑さ対策に重点を置いて開発

した新たなズボン。超軽量・

6つのマルチベンチレーション

に、冷感素材のクールマックス

採用。ストレッチ性も向上さ

せた夏用最上級モデル。

(24,800円）

サイズ：S/M/L

WA-08 杣（ＳＯＭＡ）チェンソー防護用 防護ズボン エコノミカル

クラス1 の防護繊維を使用した

コストパフォーマンスに優れた

モデル。表面にテフロン加工を

施しています。色はマムシが嫌う

ネイビーを採用。

(14,800円）

サイズ：S/M/L

BO-03 防護ズボンワイポア

通気・耐久・機能を

高めリニューアル。

大腿部裏にジップ式

通気メッシュ、脚部

背面に目の大きな生

地を使用して通気性

を上げています。

重量1.15kg (M)

(20,400円）

カラー：赤×黄/赤×黒
サイズ：S/M/L/XL

LADIES 
MODEL
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※価格は全て標準価格（税別）
※サイズ・アイコンについては24～26ページの表を参照

※価格は全て標準価格（税別）
※サイズ・アイコンについては24～26ページの表を参照チャップス※チャップスは【チェーンソー防護ズボンと同等の性能があると認められるもの】を掲載しております。 チャップス※チャップスは【チェーンソー防護ズボンと同等の性能があると認められるもの】を掲載しております。

サスペンダー

カラー：オレンジ/ネイビー
サイズ:Ｍ/Ｌ/ＬＬ

あ・かる～いチャップス

軽くて安全、使いやすい

新設計で、快適な作業。

(13,000円）

20m/s 規格適合（規格AS/

NZS4453.3:1997)。脹脛

部分をマジックテープと

バンドでしっかり固定され、

ずれにくい。

(12,200円）

サイズ：S/M/L

チャップス II ファンクショナル

自社独自の防護素材を使用

した日本製防護チャップス。 

脚部は片側3点のバックル

固定式。 3ピース構造で

左右片側パーツのみでの

交換が可能。

(16,000円）

サイズ：フリー

チェーンソープロテクターチャップスタイプ

防護チャップス

薄くて軽量な防護具。

脚のバックル紐の一部に

ゴムを採用することで、

更に動きやすくなった。

(13,000円）

サイズ：M/L/2L

繊維でできているので夏

場着用したときに蒸れに

くく洗濯ができるチャッ

プス。

(14,000円）

サイズ：M/L/2L

防護ルーチェ・チャップス

高機能素材使用により、

軽量で優れた快適性。

(14,000円）

サイズ：M/L/LL サイズ：フリー

快適なチャップス涼くん

LADIES 
MODEL

「林業女子」向けにデザ

イン、サイズ規格された

モデル。

(14,000円）

サイズ：フリー

MissFORESTチャップス

M-06

「EN381 Class1」規格に準拠

した安全設計。

(15,000円）

カラー：オレンジ×ネイビー
           オリーブ×オレンジ
サイズ:Ｍ/Ｌ/ＬＬ

Mr.FORESTチャップスチャップスジッパータイプ

軽量、防水性ポリエステ

ル素材を使用。ジッパー

タイプで履きやすい。

(15,500円）

腰から下の長さ
S(91cm)/M(95cm)/
L(99cm)/XL(103cm)

9 層のEN381-5・クラス1

防護繊維を採用し、大判の

ポケットも装着。さらに

ふくらはぎ部まで包み込

む仕様で安全性能を向上。

(13,800円）

杣（ＳＯＭＡ）チェンソー防護用 チャップス

4位
人気商品

2位
人気商品 S-15

軽量、防水性ポリエステ

ル素材を使用。後ろ側は

バックル留め。ひざ部分を

曲げやすい形状に縫製。

(17,400円）

腰から下の長さ
85cm/90cm/95cm/
100cm

ファンクション チャップス 
3位
人気商品

1位
人気商品

M-09

PF-05

BO-05
BO-06

サスペンダー（クリップ式）
サスペンダー（ボタン穴式）

クリップ式(2,631円）

ファナーロゴ付き、

マジックテープ留め。

(3,145円）

タイプ1(180cm未満)
タイプ2(180cm以上)

サスペンダー

サスペンダー（マジックテープ式）

肩に優しくフィットし、

マジックテープで着脱

が簡単。＊Mr.FOREST・

MissFOREST防護ズ

ボン専用。

(2,400円）

WA-12 サスペンダー

刻印ロゴを入れ込んだ

クリップ式サスペンダー。

(1,500円）

ボタン穴式(2,845円）

S-18黒(4,200円）

S-19オレンジ(3,200円）

T-05 ボタン式サスペンダー

人気のサイのロ

ゴがオシャレな

サスペンダー。

幅4cmと幅広で

長さも調整可能。

SIP Protection®
全てのズボンに

取り付け可能。

(3,000円）

カラー：ブラック/オレンジ/イエロー

WA-11

サイズ：フリー

動きやすさや着脱のしや

すさを重視した七分丈

( クロップド) のチャップス。

ひざ下までを防護し、暑さ

軽減と休憩時の着脱のし

やすさを追求したモデル。

スネ部分は防護脚絆など

で保護することをお勧め

します。

(9,800円）

杣（ＳＯＭＡ）チェンソー防護用 七分丈チャップスWA-10

サイズ：フリー

わずか780gの超軽量チャ

ップス。視認性も高く、

バックルも3点止めの安全

性も向上させたモデル。

(12,800円）

杣（SOMA）超軽量チャップス

プロチャップス

サスペンダー（クリップ式）
サスペンダー（ボタン穴式）

サスペンダー（金属クリップ留め）
サスペンダー（金属クリップ留め）

サスペンダー（ボタン留め）
サスペンダー（ボタン留め）

BO-04

安全・作業性を重視して

３サイズ展開。ASTM規格。

脚部前面に加えふくらは

ぎ全周の防護。耐水・耐

油性。洗濯機＆乾燥機可。

(14,790円）

サイズ：32/36/40

ロードランナーチャップスT-04

SIP Protection®からヨーロッパ規格で

初のEN ISO 11393-2 Design Bに適合し

た6層チャップスが新登場。撥水加工

ポリエステル生地を採用。軽量で快適

な上、伸縮性のバックル留めで、手軽

に脱着できるのが魅力。

(13,500円）

サイズ：フリー
カラー：グレー/ブラック

HZ-20
HZ-21

S-16
S-17

S-18
S-19

S-16黒(3,700円）

S-17オレンジ(3,000円）

視認性の高い蛍光オレ

ンジ。留め具は頑丈

なメタルクリップタ

イプで全てのズボン

に装着可能。幅・長さ

調節可能。

HZ-20(2,960円）

HZ-21(3,170円）

カラー：ブラック/グレー

※価格は全て標準価格（税別）

裏　面表　面
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サスペンダー

カラー：オレンジ/ネイビー
サイズ:Ｍ/Ｌ/ＬＬ

あ・かる～いチャップス

軽くて安全、使いやすい

新設計で、快適な作業。

(13,000円）

20m/s 規格適合（規格AS/
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LADIES 
MODEL
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サイズ：フリー

MissFORESTチャップス

M-06

「EN381 Class1」規格に準拠

した安全設計。

(15,000円）

カラー：オレンジ×ネイビー
           オリーブ×オレンジ
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HZ-20
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※価格は全て標準価格（税別）

裏　面表　面
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HZ-25
HZ-24MO-08 プロテクション ロガーブーツ DS-01 マイティアーマー

登山用ブーツの優れた踏破性と快適性を

備えたチェーンソー用防護ブーツです。

日本人の足に適したラストを使用し、

高いフィット感を実現。強固な防護性と

ともに耐久性・防水透湿性を備えています。

別売の「ロガーゲーター」と組み合わせる

ことで、さまざまな林業の現場に対応します。

耐切断試験はドイツのKWFにてEN381-3

(CLASS1）の適合を確認、踏み抜き(1100N)、

         つま先圧迫試験(15KN)耐衝撃試験 

         (200J)は国内試験機関にて合格し

         ています。

              　　　　　　　　(38,000円）

スパイク取付可能(別売り)。鉄製トゥカップ入り。

HZ-24(16,830円）HZ-25(2,450円）

ファンクショナルブーツライト24
スパイク(50本入り)2位

人気商品

3位
人気商品HZ-22

丈夫で柔らかい軽量レザー製。鉄製トゥカップ

入り。ひもでフィット感を調整し足首も保護。

(22,240円）

プロテクティブ
レザーブーツクラシック20 1位

人気商品

4位
人気商品

※価格は全て標準価格（税別）
※サイズ・アイコンについては24～26ページの表を参照

※価格は全て標準価格（税別）
※サイズ・アイコンについては24～26ページの表を参照チェーンソー防護ブーツ チェーンソー防護ブーツ

HZ-23

100％防水性と透湿性

を備えたスウェード革

製ブーツ。鉄製トゥカ

ップ入り。   
 (35,910円）

プロテクティブレザーブーツテクニカル24 PF-06

ゴアテックス採用で

完全防水且つ通気

性抜群。

アルミニウムキャッ

プ入り。

(41,664円）

チェンソープロテクション ツェルマット

PF-07

BOA®クロージャシ

ステムが２つつい

ているため素早く

簡単に着脱可能。

最軽量で非常に柔

らかい素材。

(43,336円）

チェンソープロテクションダブルボア Class2

T-06

独自の軽量性・柔軟

性・通気性で防護ブ

ーツとは思えない

履き心地。それ以

外のサイズも、お取

り寄せにて承ります。
(23.0cmから0.5cm間隔）

(40,500円）

スーパーフォレスト 本革 チェーンソー防護ブーツ S-20

通気性の良い生地を裏

地に使用。クッション

性に優れたポリウレタ

ン製靴底。

(30,000円）

革製チェンソーブーツファンクション

BO-08

防水、耐熱(300度)、

遮温性、踏み抜き防止

機能まで備えたプロモ

デル。

(33,660円）

チェンソーブーツ フィヨルドランド

WA-13 杣（ＳＯＭＡ） チェンソー防護用プロテクトブーツ

防護用クラス2素材で全

体を覆い、軽量レザー

に鉄製つま先キャップ、

靴底にはケブラーソール

を採用。特に足首の

柔らかさにこだわった

チェンソー用ブーツ。

(24,800円）

S-21

後部に靴ひも付き。

(16,500円）

チェンソー作業用ラバーブーツ

BO-07

素材は天然ゴム。内張

にはコットンを使用。

靴底は滑り難いラバー

ソールです。

(12,750円）

チェンソーラバーブーツ

S-22

Gore-Tex®により、防風

性、防水性、通気性向

上。簡単な靴ひも通し

で簡単な脱ぎ履き。

反射材採用で高視認性

を確保。

(46,000円）

ダイナミックGTX

BO-09

オレゴンのブーツは足

首パッドにバックスロ

ープが掛かっているの

で、ペダルワークも負

担になりません。

(29,580円）

チェンソーブーツ ワイポア

W-08

WA-15 PF-08 MO-09

W-06 W-07

WA-14

M-10

脚 絆 ※アイコンについては２4ページの表を参照
※価格は全て標準価格（税別）

SSキャハン
サイズ：中（Ｍ）/大（Ｌ）/特大（ＬＬ）

ステンレス板入りすねガード。

(4,200円)

安全長キャハン マジック（Ｋ－６０）
サイズ：中（Ｍ）/大（Ｌ）/特大（ＬＬ）

ステンレス板入りで、地下たび

はもちろん、長靴などにも併用

できます。 (6,500円）

杣(ＳＯＭＡ)チェンソー防護用 
安全ガード脚絆

サイズ：フリー

軽量と柔らかさと防水、そして特殊

繊維製防護材が特徴。　(5,800円）

丸のこ刃・笹刈刃対応「ハイボーグ」
サイズ：フリー

丸鋸刃・笹刈刃対応。ステンレス網入り

で安心の防護具。※ブーツは付属しません。

                                                       (15,800円)

安全長キャハン ９枚コハゼ（Ｋ－７０）
サイズ：大（Ｌ）/特大（ＬＬ）

ステンレス板が長くて安心。

(6,200円）

杣(ＳＯＭＡ)安全ガード レガース
サイズ：フリー

超軽量のレガース。ベルクロタイプ

で脱着も簡単。 (2,800円）

ゲーターズ　脚 絆
カラー：レッド/グレー　サイズ：フリー

ファスナーとバンドで簡単に

装着可能。※ブーツは付属しません。

                         (7,827円）

ロガーゲーター
サイズ：M（25cm～26.5cm）、L（27cm～28.5cm）

木屑や小石などの侵入を防ぎ、パンツの裾を保護す

る「プロテクションロガーブーツ」専用スパッツで

す。独自の軽量・高強度素材を使用し、ベルクロと

ホックで素早く装着可能。

靴底に回すストラップが

不要なため、引っ掛かりが

無く安全なデザインです。

※防水性とチェーンソー防

　護性能は備えていません。

(4,800円）

多重構造の高強度設計。金属製保護材でなく、スーパー繊維を採用

することで「軽量・ラウンド性」も実現。先芯入り。

(39,200円）
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※価格は全て標準価格（税別） ※価格は全て標準価格（税別）足袋・長靴・安全靴 足袋・長靴・安全靴

甲ガード付安全スパイク地下たび（8-K）
サイズ：23/24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/２８/２９/３０

切創被害を軽減する甲ガードを装着した

安全スパイクたび。(8,500円）

高強度繊維「kevlar®」繊維性織物で補強さ

れた耐久性の優れたブーツ（スパイク底）。

(24,000円※29cmのみ24,700円）

マウントブーツNスパイク
サイズ：23/24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/28/29

強度のある鉄芯入りで危険な作業から

足先を保護。(7,000円）

ガード付スパイク地下たび（8-G）
サイズ：２３/24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/28/２９/３０

鉄芯入り着脱簡単なマジックバンド式

スパイクたび。(8,000円）

安全スパイクシューズ山彦
サイズ：23/24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/２８/２９/３０

マジカルスパイク＃９００
サイズ：M(24.5～25.0)

L(25.5～26.0)
 LL(26.5～27.0)
XL(27.5～28.0)

サイズ：24/25/26/27/
２８/２９

安全スパイクシューズ山彦甲ガード付 ７７８Ｇ

鉄先芯入りで足元を保護。

耐滑スパイクソールの防水

ブーツ。

(10,000円）

サイズ：23/24/24.5/25/
25.5/26/26.5/
27/２８/２９/３０

鉄芯入、アルミ製甲防護

板付マジックバンド式スパ

イクたび。

(9,000円）

ミズノオールマイティＬＳ C1GA1700

軽量を徹底的に追及

したヒモタイプセー

フティスニーカー。

(7,400円）

スパイクタフマンプロ

甲部プロテクトを入れた

鉄製先芯入り安全スパイク

ブーツ。　

(16,000円）

スパイクジョブ（ガード付シューズ）
サイズ：24/24.5/25/

25.5/26/26.5/
27/28

鉄先芯入り先丸タイプの

マジック式安全シューズ。

(6,000円)

サイズ：24.5/25/25.5/
26/26.5/27/
２８/２９/３０

甲防護部の素材をアルミ製

防護板に強化し、備え付け

た切創事故対策重視モデル。

(15,400円）

サイズ：24/24.5/25/
25.5/26/26.5/
27/28/29

水がしみ込み難いPU素材

の股付安全スパイクたび。

(8,500円）

サイズ：24.5/25/25.5/26/26.5/27/２８/２９/３０

切創被害を軽減

する網状金属保

護材入の甲ガー

ドを装着。

(15,000円）

股付安全スパイクシューズ807

甲ガード付山林スパイクシューズ（RV201G） 山林スパイクシューズＷガード付２０２Ｇ

サイズ：23.0/24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0/29.0

鉄先芯入りのゴム

ピン底8枚コハゼ。

(5,400円）

ゴムピン地下足袋 ８枚コハゼガード付 ミズノオールマイティTD11L F1GA1900

前足部のソールを

薄く設計し、素足

感覚で軽快に動け

る。紐タイプ。

(7,400円）

ホワイト×ブラック×イエロー
ブラック×ダークグレー×イエロー
ブルー×ブラック
オレンジ×ブラック
24.5/25/25.5/26/26.5/
27/27.5/28/29

カラー：

サイズ：

軽量を徹底的に

追及したベルト

タイプセーフテ

ィスニーカー。

(7,400円）

ホワイト×オレンジ×ネイビー 
イエロー×ホワイト×ブラック
 レッド×ブラック 
24.5/25/25.5/26/26.5/
27/27.5/28/29

カラー：

サイズ：

ミズノオールマイティＬＳベルト Ｃ１ＧＡ１７０１

MI-10

通気性の高いハイ

カットタイプ。

(8,600円）

ブラック×ピンク×ブラック 
ブルー×ネイビー×ブルー 
イエロー×ブラック×ブラック 
24.5/25/25.5/26/26.5/
27/27.5/28/29

カラー：

サイズ：

ミズノオールマイティＳＤ１３Ｈ  Ｆ１ＧＡ１９０５

MI-08

ゴムの靴紐で脱

ぎ履きしやすい

セーフティスニ

ーカー。

(7,800円）

ブラック×ホワイト 
ブルー×ホワイト×ブルー 
ブラック×ライトブルー×ブラック 
24.5/25/25.5/26/26.5/
27/27.5/28/29

カラー：

サイズ：

ミズノオールマイティＥＳ３１ＬＦ１ＧＡ１９０３

ゆったり幅広タイプ。

(ＥＥＥＥ)

(9,000円）

ブラック×シルバー 
ブルー×イエロー×ブラック 
24.5/25/25.5/26/26.5/
27/27.5/28

カラー：

サイズ：

ミズノオールマイティＦＦ Ｃ１ＧＡ１８０１

ミズノオールマイティLS C1GA1802

走り出せそうな軽さ。

ミッドカッドタイプ。

(8,300円）

ライトグレー×ダークグレー×グレー
22.5/23/23.5/24/24.5/25/25.5/
26/26.5/27/27.5/28/29
ダークグレー×ブラック
ネイビー×シルバー×ブラック
レッド×シルバー×ブラック
24.5/25/25.5/26/26.5/
27/27.5/28/29

カラー：
サイズ：

カラー：

サイズ：

滑りにくさに定評の

あるハイパーVソール

を使用したプロテ

クティブスニーカー 

J S A A  B 種 取 得 品

(樹脂先芯)。

(5,000円）

ブラック/ワイン

22.5/23.0/23.5/24.0/
24.5/25.0/25.5/26.0/
26.5/27.0/28.0/29.0

カラー：
サイズ：

HyperV #2000 ブーツテクニカル
サイズ：23.5/24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/27.5/28/29

完全防水、防風、透湿性に優れ鉄製トゥ

カップ入りブーツ。インナーは衝撃吸収

力があり長時間履いても疲れにくい。

(16,320円）

カラー：レッド/ホワイト/グレー/ブラック/ネイビー
サイズ：22.5/23/23.5/24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/27.5/２８/２９

※グレー/ブラック/ネイビーは24.5以上のみ

1位
人気商品

2位
人気商品

4位
人気商品

3位
人気商品
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※価格は全て標準価格（税別） ※価格は全て標準価格（税別）足袋・長靴・安全靴 足袋・長靴・安全靴

甲ガード付安全スパイク地下たび（8-K）
サイズ：23/24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/２８/２９/３０

切創被害を軽減する甲ガードを装着した

安全スパイクたび。(8,500円）

高強度繊維「kevlar®」繊維性織物で補強さ

れた耐久性の優れたブーツ（スパイク底）。

(24,000円※29cmのみ24,700円）

マウントブーツNスパイク
サイズ：23/24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/28/29

強度のある鉄芯入りで危険な作業から

足先を保護。(7,000円）

ガード付スパイク地下たび（8-G）
サイズ：２３/24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/28/２９/３０

鉄芯入り着脱簡単なマジックバンド式

スパイクたび。(8,000円）

安全スパイクシューズ山彦
サイズ：23/24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/２８/２９/３０

マジカルスパイク＃９００
サイズ：M(24.5～25.0)

L(25.5～26.0)
 LL(26.5～27.0)
XL(27.5～28.0)

サイズ：24/25/26/27/
２８/２９

安全スパイクシューズ山彦甲ガード付 ７７８Ｇ

鉄先芯入りで足元を保護。

耐滑スパイクソールの防水

ブーツ。

(10,000円）

サイズ：23/24/24.5/25/
25.5/26/26.5/
27/２８/２９/３０

鉄芯入、アルミ製甲防護

板付マジックバンド式スパ

イクたび。

(9,000円）

ミズノオールマイティＬＳ C1GA1700

軽量を徹底的に追及

したヒモタイプセー

フティスニーカー。

(7,400円）

スパイクタフマンプロ

甲部プロテクトを入れた

鉄製先芯入り安全スパイク

ブーツ。　

(16,000円）

スパイクジョブ（ガード付シューズ）
サイズ：24/24.5/25/

25.5/26/26.5/
27/28

鉄先芯入り先丸タイプの

マジック式安全シューズ。

(6,000円)

サイズ：24.5/25/25.5/
26/26.5/27/
２８/２９/３０

甲防護部の素材をアルミ製

防護板に強化し、備え付け

た切創事故対策重視モデル。

(15,400円）

サイズ：24/24.5/25/
25.5/26/26.5/
27/28/29

水がしみ込み難いPU素材

の股付安全スパイクたび。

(8,500円）

サイズ：24.5/25/25.5/26/26.5/27/２８/２９/３０

切創被害を軽減

する網状金属保

護材入の甲ガー

ドを装着。

(15,000円）

股付安全スパイクシューズ807

甲ガード付山林スパイクシューズ（RV201G） 山林スパイクシューズＷガード付２０２Ｇ

サイズ：23.0/24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0/29.0

鉄先芯入りのゴム

ピン底8枚コハゼ。

(5,400円）

ゴムピン地下足袋 ８枚コハゼガード付 ミズノオールマイティTD11L F1GA1900

前足部のソールを

薄く設計し、素足

感覚で軽快に動け

る。紐タイプ。

(7,400円）

ホワイト×ブラック×イエロー
ブラック×ダークグレー×イエロー
ブルー×ブラック
オレンジ×ブラック
24.5/25/25.5/26/26.5/
27/27.5/28/29

カラー：

サイズ：

軽量を徹底的に

追及したベルト

タイプセーフテ

ィスニーカー。

(7,400円）

ホワイト×オレンジ×ネイビー 
イエロー×ホワイト×ブラック
 レッド×ブラック 
24.5/25/25.5/26/26.5/
27/27.5/28/29

カラー：

サイズ：

ミズノオールマイティＬＳベルト Ｃ１ＧＡ１７０１

MI-10

通気性の高いハイ

カットタイプ。

(8,600円）

ブラック×ピンク×ブラック 
ブルー×ネイビー×ブルー 
イエロー×ブラック×ブラック 
24.5/25/25.5/26/26.5/
27/27.5/28/29

カラー：

サイズ：

ミズノオールマイティＳＤ１３Ｈ  Ｆ１ＧＡ１９０５

MI-08

ゴムの靴紐で脱

ぎ履きしやすい

セーフティスニ

ーカー。

(7,800円）

ブラック×ホワイト 
ブルー×ホワイト×ブルー 
ブラック×ライトブルー×ブラック 
24.5/25/25.5/26/26.5/
27/27.5/28/29

カラー：

サイズ：

ミズノオールマイティＥＳ３１ＬＦ１ＧＡ１９０３

ゆったり幅広タイプ。

(ＥＥＥＥ)

(9,000円）

ブラック×シルバー 
ブルー×イエロー×ブラック 
24.5/25/25.5/26/26.5/
27/27.5/28

カラー：

サイズ：

ミズノオールマイティＦＦ Ｃ１ＧＡ１８０１

ミズノオールマイティLS C1GA1802

走り出せそうな軽さ。

ミッドカッドタイプ。

(8,300円）

ライトグレー×ダークグレー×グレー
22.5/23/23.5/24/24.5/25/25.5/
26/26.5/27/27.5/28/29
ダークグレー×ブラック
ネイビー×シルバー×ブラック
レッド×シルバー×ブラック
24.5/25/25.5/26/26.5/
27/27.5/28/29

カラー：
サイズ：

カラー：

サイズ：

滑りにくさに定評の

あるハイパーVソール

を使用したプロテ

クティブスニーカー 

J S A A  B 種 取 得 品

(樹脂先芯)。

(5,000円）

ブラック/ワイン

22.5/23.0/23.5/24.0/
24.5/25.0/25.5/26.0/
26.5/27.0/28.0/29.0

カラー：
サイズ：

HyperV #2000 ブーツテクニカル
サイズ：23.5/24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/27.5/28/29

完全防水、防風、透湿性に優れ鉄製トゥ

カップ入りブーツ。インナーは衝撃吸収

力があり長時間履いても疲れにくい。

(16,320円）

カラー：レッド/ホワイト/グレー/ブラック/ネイビー
サイズ：22.5/23/23.5/24/24.5/25/25.5/26/26.5/27/27.5/２８/２９

※グレー/ブラック/ネイビーは24.5以上のみ

1位
人気商品

2位
人気商品

4位
人気商品

3位
人気商品



PF-09 PF-10 PF-12

PF-13

WA-16

Y-13Y-11

PF-11
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W-20 M-12M-11 T-07 M-14

手袋・腕カバー 手袋・腕カバー

19 20

※アイコンについては２4ページの表を参照
※価格は全て標準価格（税別）

※アイコンについては２4ページの表を参照
※価格は全て標準価格（税別）

HZ-27

手のひらは水が染み込み

難いヤギ革、甲は伸縮性

のある素材を使用。

(4,080円）

サイズ：M/L/LL

グローブファンクショナル

左手甲部にClass1の保護性

能付き。水が染み込み難

いヤギ革使用。

(6,230円）

サイズ：M/L/LL

プロテクティブグローブテクニカル
手の甲に視認性のよい反射

パイピング付き。

(5,210円)

サイズ：M/L/LL

グローブテクニカルライト
内側はマイクロフリースで

暖かく快適な防寒グローブ。

(5,000円）

サイズ:L/LL

グローブファンクショナル冬用
人工皮革ながら高強度ソ

フトタッチ蒸れにくく、

洗濯OK作業手袋。

(1,800円）

サイズ：S/M/L/LL

MFウェーブカットグローブ

ソフトパット内蔵により優
れたフィット感。

(2,900円）

サイズ：M/L

振動低減用手袋

振動軽減

共立切創防止グローブ

切創事故の多い左手甲部分
に防護材を内蔵。

　　　　　　　(4,000円）

サイズ：Lサイズ相当

新ダイワ切創防止グローブ

手のひら、親指、人差指にケ

プロ補強材使用で丈夫です。

(3,055円)

サイズ：M/L/XL

グラブ ケプロ
手のひらは補強し耐久性

が高く摩擦にも強い。

洗濯可能な素材。(2,409円）

サイズ：M/L/XL

グラブ テクニック
手のひらはゴート革で柔ら

かく、甲は綿で柔軟性あり。

(1,436円）

サイズ：M/L/XL

グラブ オールラウンド
保温性が高く冬用のグラ

ブです。手のひらに縫目

なし。(1,945円）

サイズ：M/L/XL

グラブ サーモ

グリップ力が高く保温性

に優れています。粗面コ

ーティングのおかげで極

めて耐水性が高いです。

(1,436円）

サイズ：M/L/XL

グラブ アイスグリップ

人工皮革ながら高強度、

独自縫製により使用度及び

握りやすさが向上。

JForestオリジナル振動軽減

手袋。(5,600円）

サイズ：M/L/LL

もりの手α

振動軽減

防振機能に耐切創機能を

追加した高レベルな仕様。

(5,000円）

サイズ：M/L/LL

防振・耐切創手袋「森の定番」

振動軽減

軽くてソフト、高視認性

カラーでお手頃価格。

(2,600円）

サイズ：M/L/LL

振動軽減手袋（5本指）「快振くん」

振動軽減

防振手袋（蜂対策カラー）「森の定番」
サイズ：M/L/LL

振動軽減

甲側には吸汗速乾繊維を

使用し、ムレを防止。

(4,000円）

M-17 振動軽減手袋「快振くん/天然皮革」

振動軽減

平側に馴染みやすい天然皮革

(山羊革)を使用したハイグレ

ードな手袋です。

(3,500円）

甲側には吸汗速乾繊維を

使用し、ムレを防止。

(4,000円）

サイズ：M/L/LL

防振手袋「森の定番」

振動軽減

薄くて、丈夫で、肌触りが

柔らかい山羊革は、指先の

微細な動きにも対応。グリ

ップが効いていて、衝撃吸

収パッド入り。

フィット感を大事に作業して

もらいたいという思いか

ら、今季より、XSサイズが

新登場。

(3,500円）

サイズ：XS/S/M/L

振動軽減レザーグローブ

振動軽減

素材と立体デザインなど

によりフィット感を高め、

動きやすくなっている。

　　　　　　　(3,980円）

カラー：黒/白
サイズ：M/L/2L

山林用防振手袋

1位
人気商品

2位
人気商品

3位
人気商品

4位
人気商品

5位
人気商品

6位
人気商品

8位
人気商品

7位
人気商品 K-06 SOグローブメッシュ

S-23

手のひらパッド付。反射パ

イピング付。フルグレイン

レザー。(4,500円）

サイズ：S/M/L

アドバンスエルゴMS S-24

手首部分の伸縮性、手の甲

の通気性に優れたグローブ。

羊革。(2,600円）

サイズ：S/M/L

ダイナミックセンソライト

TY-09

手の甲側にパラ型

アラミドを使用する

とともに左手の親指

と人差指に補強材を

入れることでさらに

安全を高めた耐切

創用防振手袋。

(4,980円）

カラー：黒/白
サイズ：M/L/2L

耐切創山林用防振手袋

MI-11

カラー：ブラック×オレンジ 
サイズ：M/L/LL

ミズノワークグラブ 耐衝撃タイプ
F3JGS80409

M-16

M-13 M-15

防振手袋（寒冷地仕様）「森の定番」
甲側に防水防風フィルム、

発熱繊維を使用。

(4,500円）

サイズ：M/L/LL サイズ：M/L/LL

振動軽減

ロングカフスにより木くず

などの混入を防御。

(5,500円)

サイズ：M/L/LL

防振・耐切創手袋（ロング）「森の定番」

振動軽減

K-07

振動軽減

甲部に通気性・撥水性に

優れた素材を使用した日本

製振動軽減手袋。

(5,000円※LLのみ5,200円）

サイズ：M/L/LL

SOグローブNタイプ MO-10 プロテクション ロガーグローブ
しなやかなやぎ革を使用

したフィット感と操作性

を兼ね備えたチェンソー

用防護グローブ。

左手の甲側に防護材入り。

(5,800円）

サイズ：S/M/L

BO-10 アクティブグローブ
左手甲部側に防護機能。

加えて左手掌部側に厚み

を持たせ作業の疲労、振

動を軽減。(4,080円）

甲部に吸湿発熱素

材ブレスサーモを

採用し暖かい。

(2,000円）

重機の運転など衝

撃が加わる作業に

おすすめ。

(2,500円）

サイズ：S/M/L

MI-12

カラー：ブラック×レッド
サイズ：M/L/LL

ミズノワークグラブ ブレスサーモタイプ 
F3JGS80209

10層の防護繊維を採用。

防振機能もついたグローブ。

(4,800円）

サイズ：S/Ｍ/Ｌ/
　　　 XL/XXL

杣（ＳＯＭＡ）チェンソー防護用グローブ

甲部にメッシュを使用した夏

用の振動軽減手袋(日本製）。

(5,000円※LLは5,200円）

サイズ：M/L/LL

振動軽減
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HZ-27

手のひらは水が染み込み

難いヤギ革、甲は伸縮性

のある素材を使用。

(4,080円）

サイズ：M/L/LL

グローブファンクショナル

左手甲部にClass1の保護性

能付き。水が染み込み難

いヤギ革使用。

(6,230円）

サイズ：M/L/LL

プロテクティブグローブテクニカル
手の甲に視認性のよい反射

パイピング付き。

(5,210円)

サイズ：M/L/LL

グローブテクニカルライト
内側はマイクロフリースで

暖かく快適な防寒グローブ。

(5,000円）

サイズ:L/LL

グローブファンクショナル冬用
人工皮革ながら高強度ソ

フトタッチ蒸れにくく、

洗濯OK作業手袋。

(1,800円）

サイズ：S/M/L/LL

MFウェーブカットグローブ

ソフトパット内蔵により優
れたフィット感。

(2,900円）

サイズ：M/L

振動低減用手袋

振動軽減

共立切創防止グローブ

切創事故の多い左手甲部分
に防護材を内蔵。

　　　　　　　(4,000円）

サイズ：Lサイズ相当

新ダイワ切創防止グローブ

手のひら、親指、人差指にケ

プロ補強材使用で丈夫です。

(3,055円)

サイズ：M/L/XL

グラブ ケプロ
手のひらは補強し耐久性

が高く摩擦にも強い。

洗濯可能な素材。(2,409円）

サイズ：M/L/XL

グラブ テクニック
手のひらはゴート革で柔ら

かく、甲は綿で柔軟性あり。

(1,436円）

サイズ：M/L/XL

グラブ オールラウンド
保温性が高く冬用のグラ

ブです。手のひらに縫目

なし。(1,945円）

サイズ：M/L/XL

グラブ サーモ

グリップ力が高く保温性

に優れています。粗面コ

ーティングのおかげで極

めて耐水性が高いです。

(1,436円）

サイズ：M/L/XL

グラブ アイスグリップ

人工皮革ながら高強度、

独自縫製により使用度及び

握りやすさが向上。

JForestオリジナル振動軽減

手袋。(5,600円）

サイズ：M/L/LL

もりの手α

振動軽減

防振機能に耐切創機能を

追加した高レベルな仕様。

(5,000円）

サイズ：M/L/LL

防振・耐切創手袋「森の定番」

振動軽減

軽くてソフト、高視認性

カラーでお手頃価格。

(2,600円）

サイズ：M/L/LL

振動軽減手袋（5本指）「快振くん」

振動軽減

防振手袋（蜂対策カラー）「森の定番」
サイズ：M/L/LL

振動軽減

甲側には吸汗速乾繊維を

使用し、ムレを防止。

(4,000円）

M-17 振動軽減手袋「快振くん/天然皮革」

振動軽減

平側に馴染みやすい天然皮革

(山羊革)を使用したハイグレ

ードな手袋です。

(3,500円）

甲側には吸汗速乾繊維を

使用し、ムレを防止。

(4,000円）

サイズ：M/L/LL

防振手袋「森の定番」

振動軽減

薄くて、丈夫で、肌触りが

柔らかい山羊革は、指先の

微細な動きにも対応。グリ

ップが効いていて、衝撃吸

収パッド入り。

フィット感を大事に作業して

もらいたいという思いか

ら、今季より、XSサイズが

新登場。

(3,500円）

サイズ：XS/S/M/L

振動軽減レザーグローブ

振動軽減

素材と立体デザインなど

によりフィット感を高め、

動きやすくなっている。

　　　　　　　(3,980円）

カラー：黒/白
サイズ：M/L/2L

山林用防振手袋

1位
人気商品

2位
人気商品

3位
人気商品

4位
人気商品

5位
人気商品

6位
人気商品

8位
人気商品

7位
人気商品 K-06 SOグローブメッシュ

S-23

手のひらパッド付。反射パ

イピング付。フルグレイン

レザー。(4,500円）

サイズ：S/M/L

アドバンスエルゴMS S-24

手首部分の伸縮性、手の甲

の通気性に優れたグローブ。

羊革。(2,600円）

サイズ：S/M/L

ダイナミックセンソライト

TY-09

手の甲側にパラ型

アラミドを使用する

とともに左手の親指

と人差指に補強材を

入れることでさらに

安全を高めた耐切

創用防振手袋。

(4,980円）

カラー：黒/白
サイズ：M/L/2L

耐切創山林用防振手袋

MI-11

カラー：ブラック×オレンジ 
サイズ：M/L/LL

ミズノワークグラブ 耐衝撃タイプ
F3JGS80409

M-16

M-13 M-15

防振手袋（寒冷地仕様）「森の定番」
甲側に防水防風フィルム、

発熱繊維を使用。

(4,500円）

サイズ：M/L/LL サイズ：M/L/LL

振動軽減

ロングカフスにより木くず

などの混入を防御。

(5,500円)

サイズ：M/L/LL

防振・耐切創手袋（ロング）「森の定番」

振動軽減

K-07

振動軽減

甲部に通気性・撥水性に

優れた素材を使用した日本

製振動軽減手袋。

(5,000円※LLのみ5,200円）

サイズ：M/L/LL

SOグローブNタイプ MO-10 プロテクション ロガーグローブ
しなやかなやぎ革を使用

したフィット感と操作性

を兼ね備えたチェンソー

用防護グローブ。

左手の甲側に防護材入り。

(5,800円）

サイズ：S/M/L

BO-10 アクティブグローブ
左手甲部側に防護機能。

加えて左手掌部側に厚み

を持たせ作業の疲労、振

動を軽減。(4,080円）

甲部に吸湿発熱素

材ブレスサーモを

採用し暖かい。

(2,000円）

重機の運転など衝

撃が加わる作業に

おすすめ。

(2,500円）

サイズ：S/M/L

MI-12

カラー：ブラック×レッド
サイズ：M/L/LL

ミズノワークグラブ ブレスサーモタイプ 
F3JGS80209

10層の防護繊維を採用。

防振機能もついたグローブ。

(4,800円）

サイズ：S/Ｍ/Ｌ/
　　　 XL/XXL

杣（ＳＯＭＡ）チェンソー防護用グローブ

甲部にメッシュを使用した夏

用の振動軽減手袋(日本製）。

(5,000円※LLは5,200円）

サイズ：M/L/LL

振動軽減
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エアゾールタイプの

瞬間殺蜂スプレー。

携帯用。

(1,020円）

ハチノックS

ヒルムナー

ポイズンリムーバーオリジナル救急セット ヒルよらん

300㎖入トリガー

スプレー容器(高さ

20cm・横幅6.8cm) 

ディート不使用。

天然物由来のヤマ

ビル忌避剤。

丈夫な容器入りで

たっぷり使えます。

(950円）

フロンティアーズマンベアスプレー

対熊用スプレー。

飛距離10.5m(絶対

に人に向けて使用

しないでください)。

携帯用ベルトホル

スター付。 

(12,000円）

ハッカスプレー １２ml

用途は色々。臭い

消し、虫よけ、眠気

ざまし、芳香剤と

して。

お風呂に４〜５滴。

(800円）

森の鈴（小）

ワンタッチ操作だけで、消音・発音の

切り替えが可能。ワン直径φ35ｍｍ

重量63ｇ※カラビナ含む。(2,100円）

ハチなどの毒液を吸引する

応急処置器具。(1,100円）

洗浄綿、ポーチ、ピンセット、

ハサミ、コットン、ガーゼ、

包帯、絆創膏(大・小)、綿棒入り。

(1,600円）
植物由来原料の

ヤマビル忌避剤。

長靴・合羽等衣類

に直接スプレー。

(900円）

フェリングレバー
木起こしと掛かり木の木廻し用。

小径木用。(8,470円）

カラー：シルバー/ピンクゴールド/ゴールド/
         パールブルー/パールピンク

花 鈴（ＫＡＲＩＮ）

ワンタッチ消音機能付！高山植物を連想

したデザイン。直径φ38ｍｍ・全長46ｍｍ

※テープ含まず・重量25ｇ※テープ含む。

                                            (980円）

カラー：スズラン（クリアー）/イワギキョウ（ブルー）/
           コマクサ（ピンク）/ハクサンオミナエシ（イエロー）

森の鈴（大）

ワンタッチ操作だけで、消音・発音の

切り替えが可能。ワン直径φ44mm・

重量95ｇ※カラビナ含む。 (2,700円）

カラー：ゴールド/ピンクゴールド

森の鈴Light（ライト）

森の鈴シリーズ最軽量モデル。ワンタ

ッチ消音機能付き。ワン直径φ46ｍｍ

重量43ｇ※ベルト含む。 （2,600円）

カラー：ブラッククリアー/ゴールドクリアー/ブルークリアー
   

ベアホーン

約804ｍ先まで届

く音を発生。熊よ

けや警笛として

使用可。

(2,500円)

フロンティアーズマンベアーベル

ベルト取付用ストラップと消

音用マグネット付。(900円）

カラー：青/黄/緑/黒/赤

掛かり木用木廻しベルトキャリングストラップ
掛かり木の処理に利用するター

ニングストラップ。(4,190円）

ハイテク手斧AX15P
長さ73ｃｍ、1,450g。ポリアミド

ハンドル。枝打ち、薪割り等に

最適。(12,000円）

ロングブレイキングバー
木起こしと掛かり木の木廻し用。

（中径木～大径木用 ）(15,000円）

リフティングフック

最大径20cmまで

木材を保持。

堅牢で防錆性の

ある特殊焼き入

れ鋼。

HZ-37:(4,700円）

最大径30cmまで

木材を保持。

堅牢で防錆性の

ある特殊焼き入

れ鋼。

HZ-38:(7,450円）

口径測定の目盛

付きで、フックに

引っ掛けて木材

を持ち上げる。

堅牢で防錆性の

ある特殊焼き入

れ鋼。

(3,570円）

インパクトバー
木起こし用。背面の平らな部分

でクサビも打込みができる。

(7,960円）

ブレイキングバー
足踏み式木起こし用。折りたたみ

式で持ち運び便利。 (11,630円）

リフティングトング20cm径
木材トング30cm径

高品質のスウェ

ーデン鋼でハン

ドルはヒッコリ

ー材を使用。小

型で持ちやすい。

HZ-39:(5,450円）

高品質のスウェ

ーデン鋼でハン

ドルはヒッコリ

ー材を使用。柄

が長く、切断力

が高い。

HZ-40:(6,630円）

手斧38cm
万能斧65cm

ハイテク手斧AX6P
長さ37cm、640ｇ。ポリアミド

ハンドル。枝打ち、軽微な薪割

りに最適。(8,000円）

ピック50ｃｍ
アルミ製  重量510g。

(14,790円）

ピック70ｃｍ
アルミ製  重量590g。(15,810円）

フェリングレバー ロング
ハンドルタイプ(130cm)
割れ難い先端ストレート形状。

(15,810円）

アルミ両手とび
アルミ製で軽量。長さ70cm、

質量580g。(17,500円)

※価格は全て標準価格（税別） ※価格は全て標準価格（税別）

AF-01 ガイドレーザー(ラインレーザー伐倒補助装置）

ラインレーザーが伐倒方向を表示。方向を

確認し､ 正確な受け口がつくれる。

(51,400円）

TJ-01

TJ-03

アースガーデンヤブ蚊マダニサラテクトD-05

HZ-39

HZ-40

ヤブ 蚊・マダニ

の感染症（SFTS・

ダ ニ 媒 介 脳 炎・

デング熱・ジカ熱）

から自分を守る

サラテクト。

200ml 。

(690円）
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エアゾールタイプの

瞬間殺蜂スプレー。

携帯用。

(1,020円）

ハチノックS

ヒルムナー

ポイズンリムーバーオリジナル救急セット ヒルよらん

300㎖入トリガー

スプレー容器(高さ

20cm・横幅6.8cm) 

ディート不使用。

天然物由来のヤマ

ビル忌避剤。

丈夫な容器入りで

たっぷり使えます。

(950円）

フロンティアーズマンベアスプレー

対熊用スプレー。

飛距離10.5m(絶対

に人に向けて使用

しないでください)。

携帯用ベルトホル

スター付。 

(12,000円）

ハッカスプレー １２ml

用途は色々。臭い

消し、虫よけ、眠気

ざまし、芳香剤と

して。

お風呂に４〜５滴。

(800円）

森の鈴（小）

ワンタッチ操作だけで、消音・発音の

切り替えが可能。ワン直径φ35ｍｍ

重量63ｇ※カラビナ含む。(2,100円）

ハチなどの毒液を吸引する

応急処置器具。(1,100円）

洗浄綿、ポーチ、ピンセット、

ハサミ、コットン、ガーゼ、

包帯、絆創膏(大・小)、綿棒入り。

(1,600円）
植物由来原料の

ヤマビル忌避剤。

長靴・合羽等衣類

に直接スプレー。

(900円）

フェリングレバー
木起こしと掛かり木の木廻し用。

小径木用。(8,470円）

カラー：シルバー/ピンクゴールド/ゴールド/
         パールブルー/パールピンク

花 鈴（ＫＡＲＩＮ）

ワンタッチ消音機能付！高山植物を連想

したデザイン。直径φ38ｍｍ・全長46ｍｍ

※テープ含まず・重量25ｇ※テープ含む。

                                            (980円）

カラー：スズラン（クリアー）/イワギキョウ（ブルー）/
           コマクサ（ピンク）/ハクサンオミナエシ（イエロー）

森の鈴（大）

ワンタッチ操作だけで、消音・発音の

切り替えが可能。ワン直径φ44mm・

重量95ｇ※カラビナ含む。 (2,700円）

カラー：ゴールド/ピンクゴールド

森の鈴Light（ライト）

森の鈴シリーズ最軽量モデル。ワンタ

ッチ消音機能付き。ワン直径φ46ｍｍ

重量43ｇ※ベルト含む。 （2,600円）

カラー：ブラッククリアー/ゴールドクリアー/ブルークリアー
   

ベアホーン

約804ｍ先まで届

く音を発生。熊よ

けや警笛として

使用可。

(2,500円)

フロンティアーズマンベアーベル

ベルト取付用ストラップと消

音用マグネット付。(900円）

カラー：青/黄/緑/黒/赤

掛かり木用木廻しベルトキャリングストラップ
掛かり木の処理に利用するター

ニングストラップ。(4,190円）

ハイテク手斧AX15P
長さ73ｃｍ、1,450g。ポリアミド

ハンドル。枝打ち、薪割り等に

最適。(12,000円）

ロングブレイキングバー
木起こしと掛かり木の木廻し用。

（中径木～大径木用 ）(15,000円）

リフティングフック

最大径20cmまで

木材を保持。

堅牢で防錆性の

ある特殊焼き入

れ鋼。

HZ-37:(4,700円）

最大径30cmまで

木材を保持。

堅牢で防錆性の

ある特殊焼き入

れ鋼。

HZ-38:(7,450円）

口径測定の目盛

付きで、フックに

引っ掛けて木材

を持ち上げる。

堅牢で防錆性の

ある特殊焼き入

れ鋼。

(3,570円）

インパクトバー
木起こし用。背面の平らな部分

でクサビも打込みができる。

(7,960円）

ブレイキングバー
足踏み式木起こし用。折りたたみ

式で持ち運び便利。 (11,630円）

リフティングトング20cm径
木材トング30cm径

高品質のスウェ

ーデン鋼でハン

ドルはヒッコリ

ー材を使用。小

型で持ちやすい。

HZ-39:(5,450円）

高品質のスウェ

ーデン鋼でハン

ドルはヒッコリ

ー材を使用。柄

が長く、切断力

が高い。

HZ-40:(6,630円）

手斧38cm
万能斧65cm

ハイテク手斧AX6P
長さ37cm、640ｇ。ポリアミド

ハンドル。枝打ち、軽微な薪割

りに最適。(8,000円）

ピック50ｃｍ
アルミ製  重量510g。

(14,790円）

ピック70ｃｍ
アルミ製  重量590g。(15,810円）

フェリングレバー ロング
ハンドルタイプ(130cm)
割れ難い先端ストレート形状。

(15,810円）

アルミ両手とび
アルミ製で軽量。長さ70cm、

質量580g。(17,500円)

※価格は全て標準価格（税別） ※価格は全て標準価格（税別）

AF-01 ガイドレーザー(ラインレーザー伐倒補助装置）

ラインレーザーが伐倒方向を表示。方向を

確認し､ 正確な受け口がつくれる。

(51,400円）

TJ-01

TJ-03

アースガーデンヤブ蚊マダニサラテクトD-05

HZ-39

HZ-40

ヤブ 蚊・マダニ

の感染症（SFTS・

ダ ニ 媒 介 脳 炎・

デング熱・ジカ熱）

から自分を守る

サラテクト。

200ml 。

(690円）



YS-01

TJ-04

MO-18

林業用資材（バッグ・オイル等）

23 24

ロガーツールバッグM

セーフエスケープ
ペッパージェル・ガラスハンマー

・シートベルトカッターを携え

た防犯・災害対策品。

(3,000円）

安全なカッター付のコンパクト

な容器に収まった破断荷重

500kgの万能ロープ。(5,800円）

　　　　詰め替え用(3,000円）

YSバイオチェーンオイル

植物油生分解性のチェーンソ

ーオイル。

(8,620円）

18L缶 18L缶 18L缶

MO-19 ロガーツールバッグL
MO-15 ロガーパック10
MO-16 ロガーパック20

3つの気室を備え、

林業用の作業道具

や燃料ボトル、メン

テナンス用品やフ

ァーストエイドなど

を効率よく収納で

きるバックパックで

す。作業の妨げに

ならない細身で、

下部の厚みと丈を

抑えたシルエット。

上部にロープなど

を取り付けできる

ストラップを装備

しています。

ロガーパック10 (8,200円）

ロガーパック20 (8,800円）

ロガーツールバッグM (2,400円）

ロガーツールバッグL  (2,800円）

J・PAD（ジェイ・パッド）
思わぬ事故など、いざという

ときの応急処置に便利な止血

パッド。(1,500円)

ラピッドロープ詰め替え用

※価格は全て標準価格（税別）

TJ-07
TJ-06

ラピッドロープTJ-05

ロガーキャリア ギアラップ ロガーキャリア エクストラバッグ

ロガーキャリアに

装着できる、チェ
ーンソー、燃料、
工具などを効率
よく収納し、運搬
できるカバー。
(素材)ポリエステル・ターポリン

(5,800円）

ロガーキャリアに装着で

きる、汚れやオイルの付着
した道具類、燃料などと
分けて収納したい食料な
どの荷物を入れるのに
最適なオプションバッグ。
高さ13.5×幅31×奥行き24cm  
(素材)ポリエステル・ターポリン　

(2,700円）

MO-13 MO-14

「ロガー ツールベルト」や50mm巾以下のベルトに装

着できるツールバッグです。林業用の作業道具や燃

料ボトル、メンテナンス用品などを効率的に収納で

きるポケットを装備。耐久性・耐油性に優れた素材を

使用し、強度もあ

り型崩れしにくく

なっています。

収納するものの

量や大きさに合

わせて選べる2サ

イズをラインア

ップ。両サイドの

スリーブはハン

マーなどの装着

に便利です。

JForest オリジナル
もりのチェーンソーリュックW-23

チェーンソーを

運ぶためのリュ

ックです。両手

が空き、安全性

が高いです。
積載重量・梱包可能容量25kg
縦800×横300×幅300mm

(15,000円）

【カラー】黒・ミント 【内容量】15ｇ 【長さ】36m【容器の大きさ】8cm×14cm 【容器サイズ】130mm×180mm

YS-02 チェンソーダブルカット

水溶性 洗剤で作業服についた

油汚れが容易に落ちるチェン

ソーオイル。(6,828円）

YS-03 チェンソーA1カット

耐摩擦性 金属の摩擦を抑える

チェンソーオイル。

(6,728円）

10L【カラー】ダークマラード【サイズ】（高さ43×幅29×奥行き8cm）  【重量】660g

20L【カラー】ダークマラード【サイズ】（高さ43×幅29×奥行き16cm） 【重量】740g

 M【カラー】ガンメタル 【サイズ】高さ21×幅19×奥行き12.5cm  【重量】310g

L【カラー】ガンメタル 【サイズ】高さ26×幅22×奥行き12.5cm 【重量】370g

ロガーツールベルト

ロガーキャリア ロガーキャリア ギアコンテナ

ツリークライム ハーネス

登山用バックパックの

背面システムを使用し、

快適な背負い心地を

実現した背負子です。

オプションパーツを装

着することで、さまざま

な場面に対応する拡張

性を備えるほか、不定

形の荷物をくくりつけ

るのに便利なフックピ

ンがついています。
高さ78×幅36×奥行き33cm

【耐荷重】40kg

(21,000円）

ロガーキャリアに

装着できる、道具や

資材などを素早く

収納・運搬できる

オプションバッグ。 
高さ60×幅39×奥行き26cm
(素材)ポリエステル・ターポリン

(5,800円）

「ロガー ツールバッグ」や林業用の作業道具を装着

して使用するベルトです。大型バックパックで培った

技術を生かし、クッション性に優れたフォームが腰を

包み込むように立体的に配置されています。体に密

着して荷重を分散することで、重量のある道具類を

腰に付けながらの長時間の作業をサポートします。

【カラー】ブラック 【サイズ】ウエスト：68～105cm【重量】415g

(3,600円）

ツリークライミング、ワークポジショニングが必要

な作業に適した軽量ハーネスです。日本人の体格に

フィットするように設計し、強度と軽さを両立した

独自の高機能素材を使用。幅広で厚めの内蔵パッド

により、長時間ぶら下がっていても負荷が少なく安

定感に優れます。
S / M (ウエスト:
65~85cm 
レッグ:50~64cm)

 L/XL(ウエスト:
 81~101cm 
レッグ:58~72cm)

(18,500円）

MO-12MO-11

MO-17 MO-20

HZ-41 アクティブ・クリーニング１L
プロテクティブズボン用生分解

性の無りん洗剤。定期的な洗濯

による保護性能を維持させ安全

性確保。(1,740円）

①防護ブーツは、つま先から甲部分にかけて金属製の先芯、特殊加

　工された皮革やゴム等で補強されており、落下物からつま先を守 

　り、チェンソーによる切断を防ぎます。登山靴タイプと長靴タイプ

　に大きく分かれ、登山靴タイプの方が比較的軽量になっています。

②防護ブーツは、防護素材（特殊加工された皮革やゴム）に十分な

　厚みを持たせることで、万一の時にチェンソーによる切断を防ぎ

　ます。そのため、通常の長靴と比べて重量が増していますが、防水

　や保温性に優れたものや、透湿性を備えた素材を使っているもの

　もあります。ただし、先芯入りの靴が、すべてのチェンソーによる

　切断を防ぐ防護ブーツではないため、注意して下さい。

③チェンソーによる切創事故（自損）の8割近くが下半身、特に甲から

　つま先までが2割という統計があります。防護ブーツの着用で、

　労働災害やケガによる休業等の被害を抑えることができます。

　ただし防護ブーツは、100％の安全性を保障するものではあり

　ません。

④万が一の時に事故を防げるかどうかは、ソーチェンが当たる角度

　や速度、作業者の姿勢、防護ブーツの状態等、いろいろな要因が

　影響します。安全作業の第一は指導者による的確な指導と作業者

　の技術であって、安全用品は万が一の時のケガを防ぐ、もしくは

　軽減するための補助的役割と考えてください。

⑤防護ブーツは、使用頻度に応じてメンテナンスしてください。

　日々の作業でブーツに付着したオイルや泥汚れを水洗いして落と

　した後、陰干ししてしっかり乾燥させてください。皮革製品の場合

　は、市販の皮革用クリーム等を使うことで防水性を高め、より長持

　ちさせることができます。

　詳細は、各メーカーの取扱説明に従ってください。

チェーンソー防護ズボンの注意事項とメンテナンスについて チェーンソー防護ブーツの注意事項とメンテナンス

① チェンソーによる切創事故（自損）の8割近くが下半身、特に脚部が6割という
　 統計があります。防護ズボンの着用で、労働災害やケガによる休業等の被害を
　 抑えることができます。ただし、防護ズボンは100％の安全性を保障するもの
　 ではありません。

② 万が一の時に事故を防げるかどうかは、ソーチェンが当たる角度や速度、作業者
 　の姿勢、防護ズボンの状態等、いろいろな要因が影響します。安全作業の第一は
　 指導者による的確な指導と作業者の技術であって、安全用品は万が一の時の
 　ケガを防ぐ、もしくは軽減するための補助的役割と考えてください。

③ オイルの浸透で防護素材が固まったものや、防護素材が露出するような穴が
　 開いたもの、経年劣化が著しいものは防護性能が十分に発揮されないため、
 　使用を中止してください。

④ 防護ズボンは洗濯可能ですが、熱湯での洗いや、洗濯機での強い回転・脱水は
 　避けてください。洗濯後に防護材の片寄りが出た場合は、伸ばしてから陰干し
　 してください。商品によってメンテナンス方法が若干異なりますので、詳細は
　 各メーカーの取扱説明に従ってください。

防護ズボンは、チェンソーが布地の裏面
に接触した時、防護繊維が引き出され
スプロケットに絡みつくことで瞬時に
ソーチェンの回転を停止させる機能を
持ちます。防護材は左記に示す灰色の
部分をカバーしており、防護繊維やベース
となる生地等が6～9層ほどになって
います。防護繊維には、ソーチェンが当た
っても切れにくい強靭な化繊（アラミド
繊維等）が使われています。

チェーンソー防護ブーツサイズ表

国際基準では、チェンソーに対する切断防止レベルをチェンスピードで分類しています。
クラスが高いほど、切断防止機能が高いことを示します。おおよその目安として、秒速
20mとは、50ccクラスのチェンソーをアクセル全開で丸太を切削している時のチェン
スピードに相当します。

下記の日本工業規格と同等以上の性能
を有するもの。
T8125-2：防護ズボン
T8125-3：防護ブーツ
T8125-4：手袋

アイコン説明 

取り寄せ可 取り寄せ可 取り寄せ可 取り寄せ可 取り寄せ可 取り寄せ可 取り寄せ可 取り寄せ可

24.8 25.5 26.2 26.8 27.5 28.2 28.8 29.5PF-07

ファナージャパン

DS-01
MO-08

T-06

S-22※

※22.5 のサイズもあります。

S-21
S-20
WA-13
HZ-24
HZ-23
HZ-22
BO-09
BO-08
BO-07

.5 .5 .5 .5 .5 .5 .5
23 24 25 26 27 28 29 30



YS-01

TJ-04

MO-18

林業用資材（バッグ・オイル等）

23 24

ロガーツールバッグM

セーフエスケープ
ペッパージェル・ガラスハンマー

・シートベルトカッターを携え

た防犯・災害対策品。

(3,000円）

安全なカッター付のコンパクト

な容器に収まった破断荷重

500kgの万能ロープ。(5,800円）

　　　　詰め替え用(3,000円）

YSバイオチェーンオイル

植物油生分解性のチェーンソ

ーオイル。

(8,620円）

18L缶 18L缶 18L缶

MO-19 ロガーツールバッグL
MO-15 ロガーパック10
MO-16 ロガーパック20

3つの気室を備え、

林業用の作業道具

や燃料ボトル、メン

テナンス用品やフ

ァーストエイドなど

を効率よく収納で

きるバックパックで

す。作業の妨げに

ならない細身で、

下部の厚みと丈を

抑えたシルエット。

上部にロープなど

を取り付けできる

ストラップを装備

しています。

ロガーパック10 (8,200円）

ロガーパック20 (8,800円）

ロガーツールバッグM (2,400円）

ロガーツールバッグL  (2,800円）

J・PAD（ジェイ・パッド）
思わぬ事故など、いざという

ときの応急処置に便利な止血

パッド。(1,500円)

ラピッドロープ詰め替え用

※価格は全て標準価格（税別）

TJ-07
TJ-06

ラピッドロープTJ-05

ロガーキャリア ギアラップ ロガーキャリア エクストラバッグ

ロガーキャリアに

装着できる、チェ
ーンソー、燃料、
工具などを効率
よく収納し、運搬
できるカバー。
(素材)ポリエステル・ターポリン

(5,800円）

ロガーキャリアに装着で

きる、汚れやオイルの付着
した道具類、燃料などと
分けて収納したい食料な
どの荷物を入れるのに
最適なオプションバッグ。
高さ13.5×幅31×奥行き24cm  
(素材)ポリエステル・ターポリン　

(2,700円）

MO-13 MO-14

「ロガー ツールベルト」や50mm巾以下のベルトに装

着できるツールバッグです。林業用の作業道具や燃

料ボトル、メンテナンス用品などを効率的に収納で

きるポケットを装備。耐久性・耐油性に優れた素材を

使用し、強度もあ

り型崩れしにくく

なっています。

収納するものの

量や大きさに合

わせて選べる2サ

イズをラインア

ップ。両サイドの

スリーブはハン

マーなどの装着

に便利です。

JForest オリジナル
もりのチェーンソーリュックW-23

チェーンソーを

運ぶためのリュ

ックです。両手

が空き、安全性

が高いです。
積載重量・梱包可能容量25kg
縦800×横300×幅300mm

(15,000円）

【カラー】黒・ミント 【内容量】15ｇ 【長さ】36m【容器の大きさ】8cm×14cm 【容器サイズ】130mm×180mm

YS-02 チェンソーダブルカット

水溶性 洗剤で作業服についた

油汚れが容易に落ちるチェン

ソーオイル。(6,828円）

YS-03 チェンソーA1カット

耐摩擦性 金属の摩擦を抑える

チェンソーオイル。

(6,728円）

10L【カラー】ダークマラード【サイズ】（高さ43×幅29×奥行き8cm）  【重量】660g

20L【カラー】ダークマラード【サイズ】（高さ43×幅29×奥行き16cm） 【重量】740g

 M【カラー】ガンメタル 【サイズ】高さ21×幅19×奥行き12.5cm  【重量】310g

L【カラー】ガンメタル 【サイズ】高さ26×幅22×奥行き12.5cm 【重量】370g

ロガーツールベルト

ロガーキャリア ロガーキャリア ギアコンテナ

ツリークライム ハーネス

登山用バックパックの

背面システムを使用し、

快適な背負い心地を

実現した背負子です。

オプションパーツを装

着することで、さまざま

な場面に対応する拡張

性を備えるほか、不定

形の荷物をくくりつけ

るのに便利なフックピ

ンがついています。
高さ78×幅36×奥行き33cm

【耐荷重】40kg

(21,000円）

ロガーキャリアに

装着できる、道具や

資材などを素早く

収納・運搬できる

オプションバッグ。 
高さ60×幅39×奥行き26cm
(素材)ポリエステル・ターポリン

(5,800円）

「ロガー ツールバッグ」や林業用の作業道具を装着

して使用するベルトです。大型バックパックで培った

技術を生かし、クッション性に優れたフォームが腰を

包み込むように立体的に配置されています。体に密

着して荷重を分散することで、重量のある道具類を

腰に付けながらの長時間の作業をサポートします。

【カラー】ブラック 【サイズ】ウエスト：68～105cm【重量】415g

(3,600円）

ツリークライミング、ワークポジショニングが必要

な作業に適した軽量ハーネスです。日本人の体格に

フィットするように設計し、強度と軽さを両立した

独自の高機能素材を使用。幅広で厚めの内蔵パッド

により、長時間ぶら下がっていても負荷が少なく安

定感に優れます。
S / M (ウエスト:
65~85cm 
レッグ:50~64cm)

 L/XL(ウエスト:
 81~101cm 
レッグ:58~72cm)

(18,500円）

MO-12MO-11

MO-17 MO-20

HZ-41 アクティブ・クリーニング１L
プロテクティブズボン用生分解

性の無りん洗剤。定期的な洗濯

による保護性能を維持させ安全

性確保。(1,740円）

①防護ブーツは、つま先から甲部分にかけて金属製の先芯、特殊加

　工された皮革やゴム等で補強されており、落下物からつま先を守 

　り、チェンソーによる切断を防ぎます。登山靴タイプと長靴タイプ

　に大きく分かれ、登山靴タイプの方が比較的軽量になっています。

②防護ブーツは、防護素材（特殊加工された皮革やゴム）に十分な

　厚みを持たせることで、万一の時にチェンソーによる切断を防ぎ

　ます。そのため、通常の長靴と比べて重量が増していますが、防水

　や保温性に優れたものや、透湿性を備えた素材を使っているもの

　もあります。ただし、先芯入りの靴が、すべてのチェンソーによる

　切断を防ぐ防護ブーツではないため、注意して下さい。

③チェンソーによる切創事故（自損）の8割近くが下半身、特に甲から

　つま先までが2割という統計があります。防護ブーツの着用で、

　労働災害やケガによる休業等の被害を抑えることができます。

　ただし防護ブーツは、100％の安全性を保障するものではあり

　ません。

④万が一の時に事故を防げるかどうかは、ソーチェンが当たる角度

　や速度、作業者の姿勢、防護ブーツの状態等、いろいろな要因が

　影響します。安全作業の第一は指導者による的確な指導と作業者

　の技術であって、安全用品は万が一の時のケガを防ぐ、もしくは

　軽減するための補助的役割と考えてください。

⑤防護ブーツは、使用頻度に応じてメンテナンスしてください。

　日々の作業でブーツに付着したオイルや泥汚れを水洗いして落と

　した後、陰干ししてしっかり乾燥させてください。皮革製品の場合

　は、市販の皮革用クリーム等を使うことで防水性を高め、より長持

　ちさせることができます。

　詳細は、各メーカーの取扱説明に従ってください。

チェーンソー防護ズボンの注意事項とメンテナンスについて チェーンソー防護ブーツの注意事項とメンテナンス

① チェンソーによる切創事故（自損）の8割近くが下半身、特に脚部が6割という
　 統計があります。防護ズボンの着用で、労働災害やケガによる休業等の被害を
　 抑えることができます。ただし、防護ズボンは100％の安全性を保障するもの
　 ではありません。

② 万が一の時に事故を防げるかどうかは、ソーチェンが当たる角度や速度、作業者
 　の姿勢、防護ズボンの状態等、いろいろな要因が影響します。安全作業の第一は
　 指導者による的確な指導と作業者の技術であって、安全用品は万が一の時の
 　ケガを防ぐ、もしくは軽減するための補助的役割と考えてください。

③ オイルの浸透で防護素材が固まったものや、防護素材が露出するような穴が
　 開いたもの、経年劣化が著しいものは防護性能が十分に発揮されないため、
 　使用を中止してください。

④ 防護ズボンは洗濯可能ですが、熱湯での洗いや、洗濯機での強い回転・脱水は
 　避けてください。洗濯後に防護材の片寄りが出た場合は、伸ばしてから陰干し
　 してください。商品によってメンテナンス方法が若干異なりますので、詳細は
　 各メーカーの取扱説明に従ってください。

防護ズボンは、チェンソーが布地の裏面
に接触した時、防護繊維が引き出され
スプロケットに絡みつくことで瞬時に
ソーチェンの回転を停止させる機能を
持ちます。防護材は左記に示す灰色の
部分をカバーしており、防護繊維やベース
となる生地等が6～9層ほどになって
います。防護繊維には、ソーチェンが当た
っても切れにくい強靭な化繊（アラミド
繊維等）が使われています。

チェーンソー防護ブーツサイズ表

国際基準では、チェンソーに対する切断防止レベルをチェンスピードで分類しています。
クラスが高いほど、切断防止機能が高いことを示します。おおよその目安として、秒速
20mとは、50ccクラスのチェンソーをアクセル全開で丸太を切削している時のチェン
スピードに相当します。

下記の日本工業規格と同等以上の性能
を有するもの。
T8125-2：防護ズボン
T8125-3：防護ブーツ
T8125-4：手袋

アイコン説明 

取り寄せ可 取り寄せ可 取り寄せ可 取り寄せ可 取り寄せ可 取り寄せ可 取り寄せ可 取り寄せ可

24.8 25.5 26.2 26.8 27.5 28.2 28.8 29.5PF-07

ファナージャパン

DS-01
MO-08

T-06

S-22※

※22.5 のサイズもあります。

S-21
S-20
WA-13
HZ-24
HZ-23
HZ-22
BO-09
BO-08
BO-07

.5 .5 .5 .5 .5 .5 .5
23 24 25 26 27 28 29 30



表記サイズ ウエスト（cm） 股下（cm） 表記サイズ ウエスト（cm） 股下（cm）

表記サイズ ウエスト（cm） 股下（cm） 表記サイズ ウエスト（cm） 股下（実測）

チェーンソー防護ズボンサイズ表

25 26

（株）ファナー
ジャパン

（株）マックス

（株）モンベル

（株）マックス
M-01

（株）マックス
M-05
M-06
M-08

M-02

WA-09

WA-11

WA-10

M-07

（株）光 和

（株）やまびこ （株）やまびこ
※純正防護パンツ
【モンベル製】は
（株）モンベルの
S/M/L/XL を参照

T-02
70/74/
78/82

T-03
75/82

75/80/87
全サイズ共通

M-03

M-04

K-01

K-02

田島山業（株）

田島山業（株）

田島山業（株）

（株）スチール

和光商事（株）  和光商事（株）  

和光
商事（株）  

（株）  光和

（株）トーヨ

表記サイズ ウエスト（cm） 股下（cm） 表記サイズ ウエスト（cm） 股下（cm）

ハスクバ－ナ・
ゼノア（株）

ハスクバ－ナ・
ゼノア（株）

ハスクバ－ナ・
ゼノア（株）

ハスクバ－ナ・
ゼノア（株）

S

M

M

L

2L

3L

S

M

L

LL

3L

4L

5L

L

84～88

88～92

72～85

80～92

88～100

97～108

67～74

74～80

80～86

86～92

92～100

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

80

86

92

98

104

110

116

100～110

110～120

92～96

70

72

72

74

77

79

68/74

70/76

70/78

72/78

72/80

74

76

XS

S

M-short

M

L-short

L

XL-short

68～72

72～76

76～81

76～81

81～87

81～87

87～93

68～73

71～76

68～73

74～79

71～76

M

L

LL

M

L

78～84

84～90

90～96

62～70

70～78

70

73

75

M

L

LL

70～85

80～95

90～110

69

73

77

68

71

S 68～76

M

L

XL

76～84

84～92

92～100

72

75

78

69

77～82

42/44

46

50

54

58

62

79

82

88

94

100

106

79

80

81

82

83

84

43

45

49

53

57

61

79

82

88

94

100

106

74

75

76

77

78

79

74～79

XL 87～93 80～85

S

M

L

76～88

90～94

96～100

79

80

81

XS

S

62～70

70～78

77～80(78)

78～81(79)

M 78～86 79～82(80)

L

XL

XXL

86～96

96～106

106～116

80～83(81)

81～84(82)

82～85(83)XL 102～106 82

XS

S

M

L

XL

66～74

74～82

82～90

90～98

98～106

74

S

M

2L

3L

L

63～73

70～80

85～95

93～103

77～87

69

71

76

76

73

（株）ファナー
ジャパン

（株）スチール

（株）スチール

（株）トーヨ

（株）トーヨ

（株）モンベル

XS 76～84

S 84～92

M 92～100

L 100～108

XL 108～116

XXL 116～124

S 78～87

M 87～96

L 96～105

M 114

L 120

2L 126

3L 132

XS 84

S 96

M 102

L 108

XL 116

XXL 124

3XL 132

XS 78～86

S 82～90

M 90～98

L 98～106

XL 106～114

S 104

M 108

L 112

2L 118

3L 124

XS 82～86

S 86～90

M 90～95

L 95～101

XL 101～107

M 115

L 120

LL 125

M 104

L 110

S 86～94

M 94～102

L 102～110

XL 110～118

S 110

M 114

L 118

XL 122

2XL 126

3XL 130

M 88

L 92

LL 95

フリー 84

M 81

L 86

S 95

M 100

L 105

S 91

M 95

L 99

2L 90

32 84

36 91

40 101

フリー 89

XL 103

89

フリー 67.5

90

フリー 104

XS -

S 92～100

M 100～108

L 108～116

XL 116～124

XXL 124～128

80～86

86～92

92～100

-

-

-

表記サイズ

表記サイズ

胸  囲（cm）

胸  囲（cm）

右記以外

表記サイズ 胸  囲（cm）

オレゴン・
ブラント
ジャパン（株）

オレゴン・
ブラント
ジャパン（株）

オレゴン・
ブラント
ジャパン（株）

八戸市森林組合

八戸市森林組合

林業用ジャケットサイズ表

表記サイズ 全 長（cm） 表記サイズ 全 長（cm）

チャップスサイズ表

HZ-08



表記サイズ ウエスト（cm） 股下（cm） 表記サイズ ウエスト（cm） 股下（cm）

表記サイズ ウエスト（cm） 股下（cm） 表記サイズ ウエスト（cm） 股下（実測）

チェーンソー防護ズボンサイズ表

25 26

（株）ファナー
ジャパン

（株）マックス

（株）モンベル

（株）マックス
M-01

（株）マックス
M-05
M-06
M-08

M-02

WA-09

WA-11

WA-10

M-07

（株）光 和

（株）やまびこ （株）やまびこ
※純正防護パンツ
【モンベル製】は
（株）モンベルの
S/M/L/XL を参照

T-02
70/74/
78/82

T-03
75/82

75/80/87
全サイズ共通

M-03

M-04

K-01

K-02

田島山業（株）

田島山業（株）

田島山業（株）

（株）スチール

和光商事（株）  和光商事（株）  

和光
商事（株）  

（株）  光和

（株）トーヨ

表記サイズ ウエスト（cm） 股下（cm） 表記サイズ ウエスト（cm） 股下（cm）

ハスクバ－ナ・
ゼノア（株）

ハスクバ－ナ・
ゼノア（株）

ハスクバ－ナ・
ゼノア（株）

ハスクバ－ナ・
ゼノア（株）

S

M

M

L

2L

3L

S

M

L

LL

3L

4L

5L

L

84～88

88～92

72～85

80～92

88～100

97～108

67～74

74～80

80～86

86～92

92～100

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

80

86

92

98

104

110

116

100～110

110～120

92～96

70

72

72

74

77

79

68/74

70/76

70/78

72/78

72/80

74

76

XS

S

M-short

M

L-short

L

XL-short

68～72

72～76

76～81

76～81

81～87

81～87

87～93

68～73

71～76

68～73

74～79

71～76

M

L

LL

M

L

78～84

84～90

90～96

62～70

70～78

70

73

75

M

L

LL

70～85

80～95

90～110

69

73

77

68

71

S 68～76

M

L

XL

76～84

84～92

92～100

72

75

78

69

77～82

42/44

46

50

54

58

62

79

82

88

94

100

106

79

80

81

82

83

84

43

45

49

53

57

61

79

82

88

94

100

106

74

75

76

77

78

79

74～79

XL 87～93 80～85

S

M

L

76～88

90～94

96～100

79

80

81

XS

S

62～70

70～78

77～80(78)

78～81(79)

M 78～86 79～82(80)

L

XL

XXL

86～96

96～106

106～116

80～83(81)

81～84(82)

82～85(83)XL 102～106 82

XS

S

M

L

XL

66～74

74～82

82～90

90～98

98～106

74

S

M

2L

3L

L

63～73

70～80

85～95

93～103

77～87

69

71

76

76

73

（株）ファナー
ジャパン

（株）スチール

（株）スチール

（株）トーヨ

（株）トーヨ

（株）モンベル

XS 76～84

S 84～92

M 92～100

L 100～108

XL 108～116

XXL 116～124

S 78～87

M 87～96

L 96～105

M 114

L 120

2L 126

3L 132

XS 84

S 96

M 102

L 108

XL 116

XXL 124

3XL 132

XS 78～86

S 82～90

M 90～98

L 98～106

XL 106～114

S 104

M 108

L 112

2L 118

3L 124

XS 82～86

S 86～90

M 90～95

L 95～101

XL 101～107

M 115

L 120

LL 125

M 104

L 110

S 86～94

M 94～102

L 102～110

XL 110～118

S 110

M 114

L 118

XL 122

2XL 126

3XL 130

M 88

L 92

LL 95

フリー 84

M 81

L 86

S 95

M 100

L 105

S 91

M 95

L 99

2L 90

32 84

36 91

40 101

フリー 89

XL 103

89

フリー 67.5

90

フリー 104

XS -

S 92～100

M 100～108

L 108～116

XL 116～124

XXL 124～128

80～86

86～92

92～100

-

-

-

表記サイズ

表記サイズ

胸  囲（cm）

胸  囲（cm）

右記以外

表記サイズ 胸  囲（cm）

オレゴン・
ブラント
ジャパン（株）

オレゴン・
ブラント
ジャパン（株）

オレゴン・
ブラント
ジャパン（株）

八戸市森林組合

八戸市森林組合

林業用ジャケットサイズ表

表記サイズ 全 長（cm） 表記サイズ 全 長（cm）

チャップスサイズ表

HZ-08



【Ｄ】 大同商事（株）

【商品の出荷】
商品の梱包・発送は、メーカーごとに行なわれ、別途送料がかかることがあります。商品は、ご指定の住所へ直送となり
ますが、個人宅への発送はできかねます。また、在庫状況により出荷が遅れることもありますので、あらかじめご了承
下さい。

【初期不良に伴う交換】
初期不良につきましては、注文先の森林組合または森林組合連合会へご連絡の後、商品を指定の宛先へ返送下さい。

【お客様都合によるサイズ交換・返品】
サイズが合わない場合等お客様都合による交換・返品は、メーカーごとに対応が異なりますので、注文先の森林組合また
は森林組合連合会までお問合せ下さい。交換・返品についても、使用前の商品のみ対象です。

【注文・お問合せ】
商品のご注文ならびに販売価格等に関するお問合せは、最寄りの森林組合または森林組合連合会までお願い致します。
ご注文の際は、あらかじめサイズ表をご確認の上、数量・サイズ・カラー等をご指定下さい。

【ロゴマーク・記号対応表】
本カタログの掲載商品は、メーカーおよび代理店の取り扱い品目からおすすめ商品をピックアップしています。
メーカー（代理店）とアルファベット記号は以下のように対応しています。

オーダー方法と留意点

間伐材マークとは、間伐や間伐材利用の重要性等をPRし、間伐材を用いた製品を表示する間伐材マークの
適切な使用を通じて、間伐推進の普及啓発及び間伐材の利用促進と消費者の製品選択に資するものです。

本誌は、間伐材マーク認定用紙を使用しています。
間
伐は みどりを育てる

深呼

吸

【Y】 （株）やまびこ【Ｓ】（株）スチール 【Ｗ】（株）ウッドランド【ＰF】 （株）ファナージャパン

【Ｔ】 田島山業（株）シッププロテクション代理店【Ｋ】（株）光 和 【ＨＺ】 ハスクバーナ・ゼノア（株）【Ｍ】（株）マックス

【Ｏ】 オンヨネ（株） 【ＴＪ】（株）トウキョウジュウホウ 【Ｂ】（株）東京ベル製作所

【ＫＪ】（株）カジメイク 【WA】 和光商事（株）【BO】 オレゴン・ブラントジャパン（株）

【MO】 （株）モンベル

【H】 八戸市森林組合

【TY】 （株）トーヨ 【MI】 ミズノ（株）【DS】 大同石油（株）

【SK】サンケイ化学（株）【YS】 ヤナセ製油（株） 【AF】 秋田県森連・（株）藤興業

2020ミス日本みどりの女神
　　　　　　　　 井戸川 百花
2020ミス日本みどりの女神
　　　　　　　　 井戸川 百花

令和２年度
安全対策商品カタログ
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