
●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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80 ⑰�イレクター�ダンボール��
ゴミ台車�SF-5�� ■サ4

ページコード 商品コード 価格
1-2235-1701 8534300 ￥98,000
1,000×750×H1,100
キャスター：�ウレタンゴム製φ100×28�

（自在×2・固定ストッパー付×2）
材質：�本体／ＡＳ樹脂　ネット部／ポリエチレン

⑯�大型�アミ台車�
NHT-307�� ■ﾀ4

ページコード 商品コード 価格
1-2235-1601 4597120 ￥44,000
1,040×650×H900
キャスター：�φ130×35ゴム製�

（自在×2・固定×2）
積載荷重：300㎏
●�アミ部取りはずし可能。�
片側側面の上半分が手前にたおれます。

ダスタートロリー�
ページコード 商品コード 価格

⑫SH-29E-B�ブルー　 1-2235-1201 3736900 ￥20,000
⑬SH-29E-G�グリーン 1-2235-1301 3736910 ￥20,000
⑭SH-29E-R�レッド　 1-2235-1401 3736920 ￥20,000
⑮SH-29E-Y�イエロー 1-2235-1501 3736930 ￥20,000
420×420×H820　
容量：100ℓ　キャスター：ゴム製�φ50�（自在×4）
重量：3㎏　積載荷量：50㎏
フレーム：スチール塗装　袋：ポリエステル
●フレームはネスティング収納可能

■サ4

⑨
⑩ ⑪

ラバーメイド�Xカート�ブラック�
サイズ 商品コード 価格

⑨シングルタイプ 462×612×H864�
（折り畳み時）462×150×H864

1-2235-0901
1078300 ￥33,000

⑩ワイドタイプ　 907×612×H864
（折り畳み時）907×150×H864

1-2235-1001
1078310 ￥40,000

⑪ダブルタイプ　 907×612×H864
（折り畳み時）907×150×H864

1-2235-1101
1078320 ￥46,000

容量：シングルタイプ150ℓ　ワイドタイプ300ℓ　ダブルタイプ300ℓ（150ℓ×2）
重量：シングルタイプ9.3㎏　ワイドタイプ12.2㎏　ダブルタイプ13.0㎏
積載荷重：20㎏　※ダブルタイプは40㎏
材質：�フレーム／スチール　バッグ／ポリエステル�

キャスター／熱可塑性ゴム　バッグ／PVCコーティング
●スタイリッシュなデザインで使う場所を選びません。
●�コンパクトに折り畳みが可能。折り畳み時はオープン時の幅の約30％になります。
●シートは簡単に取り外しができ、清掃も容易に行えます。

■サ4

折り畳みイメージ

色別のリボンで収集物の分別も
簡単に行えます。

⑫ ⑬ ⑭ ⑮

⑦ ⑧⑥

②

①

容量：大236ℓ��小132ℓ
重量：大�9.3㎏　小�6.8㎏　積載荷重：250㎏
材質：�本体／スチールパイプ（クロームメッキ）�

袋／ナイロン100％
キャスター：�オレフィン系エラストマー製�φ75�（自在×4）
●タオル・シーツなどの運搬に便利です。
●折りたたみ式

BM�ダストカー�袋付�� ■ﾀ3
サイズ ①黄 ②青 ③赤 ④緑 ⑤茶 ⑥灰 ⑦紺 ⑧白 価格

大 664×646×H915 1-2235-0101
4353040

1-2235-0201
4353000

1-2235-0301
4353010

1-2235-0401
4353020

1-2235-0501
4353030

1-2235-0601
4353050

1-2235-0701
4353060 ――― ￥24,600

小 557×506×H810 1-2235-0102
4353140

1-2235-0202
4353100

1-2235-0302
4353110

1-2235-0402
4353120

1-2235-0502
4353130

1-2235-0602
4353150

1-2235-0702
4353160 ――― ￥20,750

替袋�大 590×590×H680 1-2235-0103
4353240

1-2235-0203
4353200

1-2235-0303
4353210

1-2235-0403
4353220

1-2235-0503
4353230

1-2235-0603
4353250

1-2235-0703
4353260

1-2235-0801
4353270 ￥7,100

替袋�小 430×490×H630 1-2235-0104
4353340

1-2235-0204
4353300

1-2235-0304
4353310

1-2235-0404
4353320

1-2235-0504
4353330

1-2235-0604
4353350

1-2235-0704
4353360 ――― ￥5,750

●袋の色は全８色あります。色ごとに分別できるカラー分別など、多種多様な分別に対応できます。

⑤④③



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。 2236ダストカート・リネンワゴン
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⑥リネンワゴン��
ページコード 外寸 商品コード 価格

MSL2 1-2236-0601    920×620×H550 7831510 ￥88,000
MSL3 1-2236-0602 1,220×770×H890 7831520 ￥110,000
材質： パイプ／スチールクロームメッキ 

フレーム／スチールユニクロームメッキ 
袋／布

キャスター：ゴム製 φ150（自在×2・固定×2）
● コーナーに塩ビバンパーが付いていますので壁にキズがつきにくいです。

■タ4

①�リサイクル用�
システムカート�自立式フレーム��■ｾ4

ページコード 商品コード 価格
1-2236-0101 4006000 ￥55,000
使用時：610×1,320×H920
収納時：230×1,320×H920
キャスター：ナイロン φ100（自在×4）
材質：スチールパイプクロームメッキ
重量：14㎏　積載荷重：40㎏
※ 収納袋は別売です。用途に合わせて②（120ℓ×３） 
③（180ℓ×２）④（360ℓ×１）をお選びください。

120ℓ×３ 180ℓ×２ 360ℓ

システムカートセット例

② ③ ④

リサイクル用�システムカート収納袋�� ■ｾ4
  容量 外寸 レッド ブルー イエロー ホワイト ブラウン グリーン グレー 価格

②120ℓ    350×490×H725 1-2236-02014006100
1-2236-0202
4006110

1-2236-0203
4006120

1-2236-0204
4006130

1-2236-0205
4006140

1-2236-0206
4006150

1-2236-0207
4006160 ￥9,500

③180ℓ    525×490×H725 1-2236-03014006200
1-2236-0302
4006210

1-2236-0303
4006220

1-2236-0304
4006230

1-2236-0305
4006240

1-2236-0306
4006250

1-2236-0307
4006260 ￥10,500

④360ℓ 1,050×490×H725 1-2236-04014006300
1-2236-0402
4006310

1-2236-0403
4006320

1-2236-0404
4006330

1-2236-0405
4006340

1-2236-0406
4006350

1-2236-0407
4006360 ￥12,700

材質：ナイロン

⑦ 小型完全収納箱台車�NHT-107E�■ｻ4
ページコード 商品コード 価格
1-2236-0701 8142410 ￥22,000
外寸：755×480×H895
箱部（L）有効内寸：585×445×H435
材質：本体・ハンドル／ スチール、ユニクロームメッキ
キャスター：ゴム製 φ100×28（自在×2・固定×2）
最大積載荷量：150㎏　
※A4サイズの書類が4列入る運搬車です。

⑧ 大型完全収納箱台車�NHT-307E�■ｻ4
ページコード 商品コード 価格
1-2236-0801 8142510 ￥33,000
外寸：920×610×H900
箱部（L）有効内寸：755×555×H565
材質：本体・ハンドル／ スチール、ユニクロームメッキ
キャスター：ゴム製 φ130×35（自在×2・固定×2）
最大積載荷量：300㎏　
※B5サイズの書類が8列入る運搬車です。

⑨�サンテナー�キャスター付�B300�■タ1
ページコード 商品コード 価格
1-2236-0901 6662800 ￥47,300
925×665×H712
キャスター： ゴム製 φ100×25 （自在×2・固定×2）
重量：7.8㎏　積載荷重：320㎏
材質：ポリエチレン
●ホテルリネン等に便利です。

別梱包

⑤�ダストカート�袋付�Y-1�� ■タ1�
ページコード 容量 重量 積載荷重 キャスター 袋 商品コード 価格

大 1-2236-0501 680×735×H880 210ℓ 8㎏ 40㎏ φ100 570×680×H620 5189100 ￥19,800
小 1-2236-0502 590×545×H780 120ℓ 5.4㎏ 35㎏ φ  75 510×440×H610 5189200 ￥15,400
材質： フレーム／スチールパイプ（クロームメッキ）　袋／ナイロン（防水加工）
キャスター：ゴム製（自在×4）
替袋　大  1-2236-0503 5189300 ￥5,500   
　　　小  1-2236-0504 5189400 ￥4,400
●ホテル、病院、工場などの雑品、洗濯物の運搬に便利です。 
●折りたたみ式



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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⑤ダストカー�
ページコード 外寸 容量 商品コード 価格

1X581P�GF36 1-2237-0501 650×400×H700 90ℓ〜100ℓのゴミ袋1ヶ分 4372710 ￥30,000
1X582P�GF36 1-2237-0502 650×520×H700 70ℓのゴミ袋2ヶ分 4372810 ￥31,500
キャスター：エラストマーφ75（自在×4・1ヶ所ストッパー付）
●�ゴミ袋の取り付けは、縁に引っ掛けるだけで簡単です。

■ﾊ4

ゴミ回収に効率的なダストカー

普通のゴミ
残飯など

割り箸
入れ

液体受け

専用ダストカー
1X582P�GF36

上部ザル容器
（固形物受け）��

��

�
▼

―▼

⑧⑦

⑦�ダストカー用ダストボックス�
1X585P�GF13�（1X582P�GF36専用）�■ﾊ4

ページコード 商品コード 価格
1-2237-0701 6449010 ￥8,350
外寸：515×315×H550
●�固形物は上段のザル容器に、汁物などの液体は下段の容器に分別されます。
●ダストカー1X582P�GF36に2個セットできます。

⑧�ダストカー用ダスター200�
1X586P�GF33�

ページコード 商品コード 価格
1-2237-0801 6449110 ￥1,930
外寸：350×160×H185
●割り箸のような小物のゴミ入れに便利です。

■ﾊ4

⑨�バッシングワゴン��
SG-31S� ■タ4

ページコード 商品コード 価格
1-2237-0901 5189700 ￥160,000
外寸：715×440×H900
キャスター：�ゴム製�φ100�（自在×4）
材質：ステンレス
※バスボックス、ポリペールは別売です。
※別売：�P2165� キャンブロバスボックス

21155CBRが1ケ、21157CBRが
2ケ、P2370�ファブフレーム15型1
ケをセットする事ができます。

①ライナーカート�マルチ60��■ﾅ4
ページコード 商品コード 価格
1-2237-0101 5188610 ￥108,000
550×758×H1,013
キャスター：φ100（自在×2・固定ストッパー付×2）
重量：約30kg
材質：�フレーム／スチールクロームメッキ�

ツールボックス、ダストバック／ポリプロピレン�
フロント、サイド、トップパネル／ABS�
リヤパネル／スチールメラミン焼付

標準装備：�ダストパック（46ℓ）×1�
ツールボックス×2

清掃用具が固定できる
キャッチャー付

段差もラクラクのステップ付
き。ストッパー付キャスター

③�ハンドキャディー��
SCA246�� ■タ3

ページコード 商品コード 価格
1-2237-0301 0432400 ￥4,000
外寸：400×300×H170（持手含）
材質：ポリエチレン
●�石けんや歯磨きセットなどの小物類等の
収納、運搬に便利です。メイドサービスワ
ゴン等にのせてお使いください。

④�ラバーメイド�
キャリーキャディ��
3154-88�� ■ｻ3

ページコード 商品コード 価格
1-2237-0401 7721110 ￥3,300
内寸：250×360×H100
外寸：277×381×H188
材質：ポリエチレン

②�プロテック��
ツールカートJ�CA385�■タ2

ページコード 商品コード 価格
1-2237-0201 0100800 ￥35,000
875×460×H970�
キャスター：前φ75 後φ200
材質：�フレーム／ポリウレタン�

ダストパック／ナイロン
ダストパック：約80ℓ

⑩�樹脂静音メイドサービスワゴン�
シングル�EKT-1�� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2237-1001 0445910 ￥170,000
外寸：1,370×590×H1,350
キャスター：エラストマー�φ100（自在×6）
材質：�荷台／ポリプロピレン�

フレーム／スチールパイプ�
回収袋／ナイロン（100ℓ）

重量：35kg

⑥�ダストカー用カバー��
ページコード 外寸 重量 商品コード 価格

1X583P�GF36（1X581P�GF36専用）1-2237-0601 400×710×H62 0.9㎏ 1521500 ￥2,360
1X584P�GF36（1X582P�GF36専用）1-2237-0602 520×700×H62 1.2㎏ 1521510 ￥3,210
材質：ポリエチレン
●ダストカー専用の蓋です。
●分割式なので半分だけ開ける事ができます。

■ﾊ4

⑥⑤



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。 2238リネンワゴン・バゲッジカート
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⑩�バゲッジカート�小型�
SH-59A  ■ｻ4

ページコード 商品コード 価格
1-2238-1001 5413700 ￥140,000

835×530×H945
荷台サイズ：620×500
キャスター： φ100×28、φ150×33 

（自在×2　固定×2）
積載重量：200㎏　重量：13㎏
材質： ステンレス磨き仕上

⑪バゲッジネット
（アイボリー）ＦＷ-50�� ■タ4

ページコード 商品コード 価格
A 1-2238-1101 3,600×2,800 5413800 ￥39,000
B 1-2238-1102 2,400×1,800 5413900 ￥33,000
C 1-2238-1103 1,500×1,200 5414000 ￥23,000
材質：スパンナイロン
※商品に台車は含まれません。

⑨�ネスティングバゲッジカート�
（ブレーキ付）�SH-59AL ■ｻ4

ページコード 商品コード 価格
1-2238-0901 5413730 ￥150,000

1,030×670×H1,040 
キャスター： ゴム製φ180×45 

（自在×1　固定×２）
積載重量：150㎏　重量：19.5㎏
材質：フレーム／アルミ
※ネスティング可能

③カゴ車（底板樹脂製）��
ページコード 外寸（有効寸法）（㎜） 重量 商品コード 価格

RC-P-1 A 1-2238-0301   800×600×H1,700 39.0㎏ 2586201 ￥40,000
　　　�C 1-2238-0302   （730×545×H1,450） 39.6㎏ 2586211 ￥40,000
RC-P-3 A 1-2238-0303   850×650×H1,700 41.0㎏ 2586221 ￥41,000
　　　�C 1-2238-0304   （780×595×H1,450） 41.6㎏ 2586231 ￥41,000
RC-P-5 A 1-2238-0305 1,100×800×H1,700 57.4㎏ 2586241 ￥46,000
　　　�C 1-2238-0306 （1,035×745×H1,450） 58.0㎏ 2586251 ￥46,000

キャスター：ゴム製 φ150×32
積載荷重：500㎏
材質： 本体／スチール製（グリーン塗装） 

底板／PP（ポリプロピレン）
※Aタイプ／ 自在キャスターストッパー付×2、 

固定キャスター×2
　Cタイプ／ 自在キャスター×2、 

自在キャスターストッパー付×2
●軽量の樹脂製底板を採用
● ロックハンドルを握って持ち上げるだけで、底板のロックが解除できます。
●底板を跳ね上げるだけで背面側に固定できます。

■ｻ4

④中間棚��
重量 適応機種 商品コード 価格

RS-1  6.2㎏ RC-P-1 1-2238-0401
2586301 ￥12,000

RS-3  6.8㎏ RC-P-3 1-2238-0402
2586311 ￥12,000

RS-5 10.6㎏ RC-P-5 1-2238-0403
2586321 ￥12,500

積載荷重：100㎏
材質：スチール製（グリーン塗装）
● カゴ専用の中間棚、商品の保管・陳列に便利です。
● 本体に3枚まで取付可能です。

■ｻ4 カゴ車用防塵雨カバー��
適応機種 外寸（㎜） ⑤グレー 価格 ⑥クリア 価格

RC-P-1  820×620×H1,500 1-2238-0501
2586401 ￥25,500 1-2238-0601

2586431 ￥25,500

RC-P-3  870×670×H1,500 1-2238-0502
2586411 ￥25,500 1-2238-0602

2586441 ￥25,500

RC-P-5 グレー 1,120×820×H1,500
クリア 1,100×800×H1,500

1-2238-0503
2586421 ￥28,000 1-2238-0603

2586451 ￥28,000

材質： グレー／ターポリン　クリア／透明PE（補強糸入り） 厚み：0.35
●正面は開閉に便利なファスナー付

■ｻ4

⑤ ⑥

Xカート�カーペット付�X-100H�� ■ｻ4�
ページコード 商品コード 価格

⑦ネイビー 1-2238-0701 1525760 ￥80,000
⑧ダークブラウン 1-2238-0801 1525750 ￥80,000
800×500×H880
キャスター： φ100×27（自在×4）
積載重量：100㎏　重量：8㎏
材質：スチール、積層板、BCFナイロン（メッキ）
● 折畳むと消火器一本分の幅で収納ができて置き場所に困りません。
● カーペット付で高級感を演出
● ワンアクションで折畳みでき便利です。

⑧
⑦

①�ホテルリネンワゴン�M�
ページコード 外寸（本体） 容量 商品コード 価格

ブラウン�DS5730204 1-2238-0101 558×805×H1,100 9.3ℓ 1249360 ￥220,000
グレー　�DS5730205 1-2238-0102 558×805×H1,101 9.4ℓ 1249370 ￥220,000
外寸：樹脂製ボックス／358×358×H103（内部深さ94㎜）
重量：21㎏
材質： 本体／スチールに粉体塗装　サイドカバー／ナイロン　樹脂製ボックス／ポリプロピレン
●作業者の利便性と宿泊のお客さまへの見た目に配慮した、コンパクトでスタイリッシュなリネンワゴン
●独自の軽量構造で、移動も取り回しもスムーズに行えます。
●ステーション型リネンワゴン

■タ4 ②�ホテルリネンワゴン�L�
ページコード 外寸（本体） 容量 商品コード 価格

ブラウン�DS5730304 1-2238-0201 558×1,160×H1,100 9.5ℓ 1249380 ￥272,000
グレー　�DS5730305 1-2238-0202 558×1,160×H1,101 9.6ℓ 1249390 ￥272,000
外寸：樹脂製ボックス／358×358×H103（内部深さ94㎜）
重量：25㎏
材質：本体／スチールに粉体塗装　サイドカバー／ナイロン　樹脂製ボックス／ポリプロピレン
●作業者の利便性と宿泊のお客さまへの見た目に配慮した、コンパクトでスタイリッシュなリネンワゴン
●独自の軽量構造で、移動も取り回しもスムーズに行えます。
●ステーション型リネンワゴン

■タ4



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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※テクノーラ製品は全て左右1組になります。
※表記している耐熱温度は素材自体の耐熱温度です。
※表記している耐熱温度は安全に使える温度帯ではありません。
（商品を選定される前に、使用環境・作業環境をご確認ください。）

テクノーラ◯R

厳しい作業環境での切創・火傷事故から身を守る
特殊保護製品として優れた機能性を発揮します

⑫手甲�ETK2�� ■ﾊ1
ページコード 商品コード 価格
1-2239-1201 8143230 ￥2,640

（耐切創性、耐熱性）
全長：140 
材質：テクノーラ、綿
耐熱温度：約200℃

⑩腕カバー�EAC2��■ﾊ1
ページコード 商品コード 価格
1-2239-1001 8143240 ￥3,200

（耐切創性、耐熱性）
全長：350 
材質：テクノーラ100％
耐熱温度：約200℃

⑪腕カバー�EAC31��■ﾊ1
ページコード 商品コード 価格
1-2239-1101 8143250 ￥9,900

（耐切創性、耐熱性）
全長：480 
材質： テクノーラアルミ蒸着
耐熱温度：約200℃

⑨�作業用手袋�EGG15��■ﾊ1
ページコード 商品コード 価格
1-2239-0901 8143220 ￥2,540

（耐切創性、耐熱性）
全長：230 
手の平まわり：約195  中指の長さ：83
材質： テクノーラ100％、掌部／ニトリルゴム
耐熱温度：約200℃
※ ニトリルゴム部分耐熱温度100℃

①�オートグローブ�EGA-1��■ﾊ1
ページコード 商品コード 価格
1-2239-0101 8143100 ￥3,640

（耐切創性、耐熱性）
全長：220 
手の平まわり：約220  中指の長さ：85
材質： テクノーラ100％、ニット、革付
耐熱温度：約200℃

④�超高密度作業用手袋��
EGG-21�� ■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
1-2239-0401 8143400 ￥2,760

（耐切創性、耐熱性）
全長：260 
手の平まわり：約230  中指の長さ：85
材質：テクノーラ100％超高密度
耐熱温度：約200℃

② 5本指手袋�
耐熱滑り止め付�EGF-36��■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
1-2239-0201 8143200 ￥8,040

（耐熱性、耐炎性）
全長：270 
手の平まわり：約300  中指の長さ：110
材質： テクノーラ50％、耐炎繊維50％、フェルト
耐熱温度： 250℃（※シリコン部分は150℃）
※耐切創用ではありません。

③作業用手袋�EGG-1��■ﾊ1
ページコード 商品コード 価格
1-2239-0301 8143300 ￥1,500

（耐切創性、耐熱性）
全長：240 
手の平まわり：約200  中指の長さ：90
材質：テクノーラ100％
耐熱温度：約200℃

⑥�作業用手袋�EGG-113L��■ﾊ1
ページコード 商品コード 価格
1-2239-0601 1699600 ￥940

（耐切創性、耐熱性）
全長：260
手の平まわり：約200  中指の長さ：85
材質：テクノーラ100％
耐熱温度：約200℃

⑤�テクノーラ�
ゴム引き安全作業手袋��
EGG-103N�� ■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
1-2239-0501 8143510 ￥2,180

（耐切創性、耐熱性）
全長：260 
手の平まわり：約210  中指の長さ：82
材質：テクノーラ100％、合成ゴム引き
耐熱温度：約200℃
※合成ゴム部分耐熱温度150℃

⑧�5本指グローブ�
（左右一組）�EGF35�■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
1-2239-0801 8143210 ￥9,020

（耐切創性、耐熱性）
全長：410 
手の平まわり：約240  中指の長さ：85
材質：テクノーラアルミ蒸着
耐熱温度：約200℃

中指

超高強力繊維から作られているので、耐カット
性・耐刺傷性に優れており、耐久性に富んで
おります。

抜群の耐切創性・耐久性
酸やアルカリおよび有機溶剤に対して優れた
耐薬品性を示します。
次亜塩素酸ソーダのような漂白剤に対しても
耐久性に優れており、素材を長時間清潔な
状態に保たせることができます。

耐薬品性が強い
有機繊維ですからフィット性に優れており
金属やガラスのように着用感を損なうこと
はありません。

優れたフィット性
接炎しても延焼せず溶融して肌に付着する
こともなく着用者を火傷事故から守ります。
また、難燃効果だけでなく高い遮熱性を示し
ます。

溶融やドリップはしません

⑦�作業用手袋�� ■ﾊ1�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

EGG-13（S） 1-2239-0701 190 約190 70 1699700 ￥560
EGG-16（M）1-2239-0702 230 約200 85 1699500 ￥600
材質：指部／テクノーラ100％、他部／綿
耐熱温度：約200℃



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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⑤ ニロフレックス  
メッシュ手袋 
ショートカフ付  

（1枚） ■ﾀ2
ページコード 全長 商品コード 価格

SS 1-2240-0501 300 0249300 ￥36,600
S 1-2240-0502 310 0249200 ￥36,600
M 1-2240-0503 330 0249100 ￥36,600
L 1-2240-0504 340 0249000 ￥36,600
●ステンレス100％タイプで衛生的
●�機械洗濯、熱湯殺菌（200℃まで）、次亜塩素酸殺
菌ができます。

●手首から約75㎜保護できる一体型

⑦ ニロフレックス 
ポリカーボネート 
腕カバー  

（1ヶ）  ■ﾇ3
ページコード 手首周り 肘周り 商品コード 価格

M 1-2240-0701 200 310 0250800 ￥6,700
L 1-2240-0702 240 320 0250700 ￥6,700
XL 1-2240-0703 260 330 0250600 ￥6,700
全長：180
●左右兼用

⑥ ニロフレックス  
メッシュ手袋  
ロングカフ付  

（1枚） ■ﾀ3
ページコード 全長 商品コード 価格

S 1-2240-0601 420 0249600 ￥46,200
M 1-2240-0602 430 0249500 ￥46,200
L 1-2240-0603 440 0249400 ￥46,200
●�ステンレス100％タイプで最も衛生的
●�機械洗濯、熱湯消毒、次亜塩素酸殺菌ができます。
●�手首からひじまで保護できる一体型

⑧ ニロフレックス  
メッシュ腕カバー  

（1枚） ■ﾀ2
ページコード 全長 商品コード 価格

S 1-2240-0801 195 0250500 ￥25,000
M 1-2240-0802 215 0250400 ￥25,000
L 1-2240-0803 240 0250300 ￥25,000
●プラスチック付き
●�機械洗濯、熱湯殺菌（200℃まで）、次亜塩素酸殺
菌ができます。

●左右兼用

①�ニロフレックス 
メッシュ手袋 

（1枚） ■ﾀ3
ページコード 商品コード 価格

SSS 1-2240-0101 0246800 ￥21,600
SS 1-2240-0102 0246700 ￥21,600
S 1-2240-0103 0246600 ￥21,600
M 1-2240-0104 0246500 ￥21,600
L 1-2240-0105 0246400 ￥21,600
●ナイロン繊維ベルト付

② ニロフレックス2000 
メッシュ手袋 

（1枚） ■ﾀ3
ページコード 商品コード 価格

SSS 1-2240-0201 0247300 ￥24,300
SS 1-2240-0202 0247200 ￥24,300
S 1-2240-0203 0247100 ￥24,300
M 1-2240-0204 0247000 ￥24,300
L 1-2240-0205 0246900 ￥24,300
●�ステンレス100％製の最も衛生的な手袋。機械
洗濯、熱湯殺菌、次亜塩素酸殺菌ができます。

③ ニロフレックス メッシュ手袋  
プラスチックベルト付 

（1枚） ■ﾀ1　　
右手用 左手用 価格

SS 1-2240-0301
0247700

1-2240-0305
0248100 ￥23,800

S 1-2240-0302
0247600

1-2240-0306
0248000 ￥23,800

M 1-2240-0303
0247500

1-2240-0307
0247900 ￥23,800

L 1-2240-0304
0247400

1-2240-0308
0247800 ￥23,800

●�ベルト部に汚れがしみ込まず衛生的
●�機械洗濯、熱湯殺菌（200℃まで）、次亜塩素酸殺菌ができ
ます。

④ ニロフレックス  
メッシュ手袋 3本指 

（1枚） ■ﾀ3
ページコード 商品コード 価格

SSS 1-2240-0401 0248600 ￥19,400
SS 1-2240-0402 0248500 ￥19,400
S 1-2240-0403 0248400 ￥19,400
M 1-2240-0404 0248300 ￥19,400
L 1-2240-0405 0248200 ￥19,400
●ナイロン繊維ベルト付

⑨ 左右兼用くさり 手袋 （1枚） 
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2240-0901 240 5494500 ￥45,000
手の平まわり：約240��中指の長さ：85
ステンレスのリングをつづり合わせたものでドイツの労働者
災害保険会社から公認された防具です。刃物など鋭利な
道具を使用する職場に世界各国で利用されております。
刃物の切傷や突傷の防止にご利用ください。

（　　　　　　　　　　　　）外国サイズの為各サイズは
１サイズ大きめになっております。

①～⑥の目安サイズ
手の平まわり 中指の長さ ①～④全長

SSS 157以下 75 195
SS 158～183 80 205
S 184～209 84 225
M 210～234 87 232
L 235～259 90 237

中指

ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で
優れた防具として使用されています。

刃物のケガ防止に活躍する
ステンレスメッシュ手袋

金探
対応



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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中指
耐切創手袋

⑦�ショーワ�耐切創手袋��
デュラコイル�546X� ■ｻ7
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2241-0701 220 165 72 1073500 ¥1,160
M 1-2241-0702 230 185 75 1073510 ¥1,160
L 1-2241-0703 240 190 76 1073520 ¥1,160
材質：�ポリエチレン、ポリエステル、�

ガラス繊維（グラスファイバー）、ポリウレタン、その他
●デュラコイルテクノロジーを採用。指先感覚が必要な作業やインナー
にも適したノンコートタイプ。

●�EN�388:2016規格�耐切創レベル�X�/C

耐切創レベル4

⑧�ショーワ�耐切創手袋��
ケミスター�ワイヤーフィット��
No.521�� ■ｻ1

裾糸カラー ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格
S イエロー　　 1-2241-0801 215 約190 75 2360300 ￥1,800
M ホワイト　　 1-2241-0802 235 約200 80 2360400 ￥1,800
L ライトブルー 1-2241-0803 240 約220 85 2360500 ￥1,800
●�ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維が、金属・ガラス・刃物に対して優れた耐切創性を発揮し
ます。
●�裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工

耐切創レベル5

⑨�ショーワ��
ケミスターワイヤーフィットプラス��
521Plus�� ■ｻ7
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2241-0901 205 190 75 1073530 ¥1,750
M 1-2241-0902 225 200 80 1073540 ¥1,750
L 1-2241-0903 230 220 85 1073550 ¥1,750
XL 1-2241-0904 255 225 90 1073560 ¥1,750
材質：ナイロン、アラミド、金属繊維（ステンレススティール）、その他
●強く、しなやかな作業性を実現した耐切創手袋
●EN�388:2016規格�耐切創レベル�X�/F

耐切創レベル5

③�耐切創手袋�ケミスターパーム��
№540�� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2241-0301 240 約195 76 5836400 ￥1,700
L 1-2241-0302 240 約200 78 5836500 ￥1,700
●�超高度ポリエチレン糸を使用し、手のひら部分をポリウレタンでコー
ティングしてあります。

耐切創レベル2

②�ショーワ手袋�ケミスター�フィット��
No.520�� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2241-0201 175 約170 60 6589900 ￥1,400
M 1-2241-0202 175 約190 63 6590000 ￥1,400
L 1-2241-0203 180 約195 64 6590100 ￥1,400
材質：ポリエチレン他
●�耐切創性・低発塵性と、優れたフィット感、作業性など安心してご使用
いただけます。

耐切創レベル2

【耐切創レベル】
耐切創レベル

評価値（Index） 1.2≦X<2.5 2.5≦X<5.0 5.0≦X<10 10≦X<20 20≦X

※�耐切創レベルは測定データによる参考値であり、品質保証データではありません。�
作業内容によっては強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

耐切創
レベル

1
耐切創
レベル

2
耐切創
レベル

3
耐切創
レベル

4
耐切創
レベル

5
耐　切　創　性弱い 強い

①�カットレジストインナー手袋�No.145�� ■ｶ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S ピンク 1-2241-0101 180 約160 72 8858410 ￥1,100
M ブルー 1-2241-0102 190 約162 75 8858420 ￥1,100
L グレー 1-2241-0103 205 約164 77 8858430 ￥1,100
LL グリーン 1-2241-0104 210 約166 79 8858440 ￥1,100
材質：高強化ポリエチレン
●�フィット性を重視した手袋で、下履き手袋として適しています。

耐切創レベル2

⑤�エステー�耐切創インナータイプ��
手袋�No.800�ブルー�� � ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2241-0501 220 約170 約73 7754400 ￥1,100
M 1-2241-0502 230 約174 約76 7754500 ￥1,100
L 1-2241-0503 240 約188 約80 7754600 ￥1,100
●丸洗いしてもケバ立ちにくい
●�強靭な特殊糸�東洋紡製“ツヌーガ®”を使用のため耐切創性に優れ、
破れにくく指先や手を守ります。

耐切創レベル3

④カットレジスト�No.170�� � ■ｶ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2241-0401 200 約164 72 5987200 ￥1,750
M 1-2241-0402 220 約184 75 5987300 ￥1,750
L 1-2241-0403 220 約194 77 5987400 ￥1,750
LL 1-2241-0404 235 約210 82 5987500 ￥1,750
材質：超高強力ポリエチレン繊維
●�優れた耐切創性、低発塵性をもつ超高強力ポリエチレン製長繊維。編
み手の掌部に独自開発のウレタンコーディングで高いグリップ力を発揮
します。

耐切創レベル2

⑥�スーパーアラミド��
手袋�№810

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2241-0601 230 5836300 ￥1,400
手の平まわり：約190��中指の長さ：80
●�アラミド繊維（切れにくい繊維）100％の耐切創
（綿の4倍）手袋です。

耐切創レベル3



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。 2242耐切創手袋
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⑩�メクセル�切創防止用�手袋�
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2242-1001 260 5494400 ￥1,600

手の平まわり：約180  中指の長さ：90
材質：芳香族ポリアミド繊維65％、綿35％
● メクセル（耐切創・耐熱）
　 高切断抵抗・高強力・耐熱性能をもつ特殊合成繊維

ケブラー（デュポン社の登録商標）を使用した画期的
製品です。

⑪��ハンドガード��
グローブ�（1枚）�S�

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2242-1101 250 1215000 ￥12,000

手の平まわり：約200  中指の長さ：85
● 特殊繊維で編み込んだ、耐切創手袋です。 

あらゆる場面でのハードな使用に耐えます。

⑫�カットレジスト��
腕カバー�No.146�� ■ｶ1

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2242-1201 310 5987600 ￥1,500

材質：超高強力ポリエチレン繊維
● 超高強力ポリエチレンを編み込んでいるので、

耐切創性を備え、腕をガードします。

耐切創レベル3

①�アトム�耐切創手袋�HG232�ブルー�■サ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2242-0101 224 約180 約80 1014200 ￥1,200
M 1-2242-0102 234 約182 約83 1014210 ￥1,200
L 1-2242-0103 246 約200 約88 1014220 ￥1,200
材質：ツヌーガ、FTY、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維
● 優れた耐切創性により安心して刃物を扱えます。
●薬品・水に強く洗濯しても毛羽立ちにくい
●青色の繊維で異物混入を防ぐ
※繊維ですので、使い捨て手袋のインナーとしてご使用ください。

耐切創レベル5

②�カットレジストアーミー��
（2枚1組）�445� ■ｶ1

ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格
M グリーン 1-2242-0201 245 約180 65 8857410 ￥2,500
L ブルー 1-2242-0202 255 約180 70 8857510 ￥2,500
LL ブラウン 1-2242-0203 255 約185 70 8857520 ￥2,500
材質：超高強力ポリエチレン繊維、ガラス繊維
● 優れた耐切創性、低発塵性を持つ超高強力ポリエチレン製長繊維。
●柔らかく、装着感に優れています。
●次亜塩素酸による繰り返しの洗濯が可能

耐切創レベル5

③�耐切創用手袋��
ハイフレックス�（1枚）�� ■ｶ1

ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格
M 黄 1-2242-0301 247 約230 85 8857600 ￥4,700
L 茶 1-2242-0302 273 約230 90 8857710 ￥4,700

材質： ステンレススチール繊維、ポリエステル
●EN388：2016で最高のレベルF
●ANSIレベル8の優れた耐切創性
● 手にかゆみや刺激を与えないよう、縫い目のない厚手の手袋に仕上げてい

ます。

L
M

耐切創レベル5

M LLL

④�スーパーアラミド 
ハード手袋�№815

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2242-0401 240 5836200 ￥3,600

手の平まわり：約210  中指の長さ：80
● ステンレスワイヤーにアラミド繊維を巻き上げた

強力な耐切創手袋です。（綿の26倍）

耐切創レベル5

耐切創手袋�ポーラベアライト�ウェイト手袋��■ｶ1
全長 手の平まわり 中指の長さ⑧�ホワイト 価格 ⑨グレー 価格

S 225 約175 70 1-2242-0801
8858510 ￥5,800 ――― ―――

M 255 約180 75 1-2242-0802
8858520 ￥5,800 ――― ―――

L 255 約214 82 1-2242-0803
8858530 ￥5,800 1-2242-0901

8858560 ￥5,100
材質：ダイニーマ繊維

⑧ ⑨

耐切創レベル5

耐切創手袋�タフテック� ■サ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

⑤S��黄 1-2242-0501 205 約200 70 0996300 ￥3,150
⑥M��赤 1-2242-0601 225 約226 70 0996400 ￥3,150
⑦L�� 青 1-2242-0701 245 約230 77 0999600 ￥3,150
材質： ダイニーマ、ポリエステル
● 最高の強度、弾性を持つ繊維を使用。繰り返しの洗濯でも毛玉ができにくく、

非常に優れた耐摩耗性・耐疲労性・耐衝撃性があります。金属やガラス繊維
は一切使用していないので異物混入の心配がありません。燃やしても有害物
質を発生しません。

⑤ ⑦⑥

耐切創レベル5

中指
耐切創手袋 【耐切創レベル】

耐切創レベル

評価値（Index） 1.2≦X<2.5 2.5≦X<5.0 5.0≦X<10 10≦X<20 20≦X

※ 耐切創レベルは測定データによる参考値であり、品質保証データではありません。 
作業内容によっては強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
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②�アトム�手袋�エアテクター�
X�№158� � ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2243-0201 220 約210 76 3024840 ￥550
L 1-2243-0202 230 約220 78 3024850 ￥550
材質：�手袋/綿・ポリウレタン�

すべり止め/天然ゴム
●�手の平のゴムコーティングを施しグリップ力抜群です。

中指

③�アトム�手袋�ケミソフト��
ネオ�1570�� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2243-0301 215 約180 73 3024500 ￥550
M 1-2243-0302 225 約190 80 3024600 ￥550
L 1-2243-0303 235 約190 83 3024700 ￥550
LL 1-2243-0304 245 約196 90 3024800 ￥550
材質：�手袋／ナイロン�

すべり止め／ニトリルゴム
●�摩耗に強く、濡れた状態でもグリップが効きます。
●�ピッタリフィットして指先の細かい作業に最適です。

④�アトム�ニューウェーブ手袋��
＃123-NW� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2243-0401 220 約180 72 2909110 ￥550
M 1-2243-0402 235 約190 78 2909120 ￥550
L 1-2243-0403 240 約200 85 2909130 ￥550
材質：�手袋／綿・ナイロン�

すべり止め／天然ゴム
●�物を持つと手の平部の波型ゴムシートが倒れて接触面が大きくなり抜
群のグリップ力を発揮します。

⑤�ハイフレックス��
フォームグレー手袋�1-801� ■ｶ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2243-0501 213 約168 63 8858450 ￥780
M 1-2243-0502 225 約174 69 8858460 ￥780
L 1-2243-0503 241 約190 74 8858470 ￥780
LL 1-2243-0504 258 約212 78 8858480 ￥780
材質：�ライナー／ナイロン繊維�

コーティング／発泡ニトリルゴム
●�独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋です。

①�アトム�手袋�タフレッド��
1470� � ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2243-0101 210 約180 70 3024810 ￥400
M 1-2243-0102 220 約190 76 3024820 ￥400
L 1-2243-0103 230 約200 80 3024830 ￥400
材質：�手袋／ナイロン�

すべり止め／天然ゴム
●背抜き加工で通気性抜群です。

⑥�ショーワ�すべり止め手袋��
グリップ�№310� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2243-0601 230 約210 78 8485900 ￥400
L 1-2243-0602 240 約230 80 8486000 ￥400
材質：�手の平／天然ゴム�

手の甲／綿50％�
ポリエステル50％

⑦�ショーワ�ライトグリップ��
No.341�レッド�� ■ｻ1�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2243-0701 210 約175 74 6873400 ￥310
M 1-2243-0702 230 約185 77 6873410 ￥310
L 1-2243-0703 240 約205 79 6873420 ￥310
材質：天然ゴム、ナイロン、ポリエステル
●背抜きしているので通気性に優れムレにくい手袋です。

⑧�ショーワ�ライトグリップ��
No.341�パープル�� ■ｻ1�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2243-0801 210 約175 74 6873430 ￥310
M 1-2243-0802 230 約185 77 6873440 ￥310
L 1-2243-0803 240 約205 79 6873450 ￥310
材質：天然ゴム、ナイロン、ポリエステル
●背抜きしているので通気性に優れムレにくい手袋です。
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中指

強力すべり止め手袋�吸ちゃん�777�
全長 手の平まわり 中指の長さ ⑦黒 ⑧赤 ⑨紺 価格

S 195 約180 70 1-2244-0701
0471801

1-2244-0801
0471831

1-2244-0901
0471861 ￥460

M 210 約190 75 1-2244-0702
0471811

1-2244-0802
0471841

1-2244-0902
0471871 ￥460

L 220 約200 80 1-2244-0703
0471821

1-2244-0803
0471851

1-2244-0903
0471891 ￥460

材質：手袋／ナイロン100％　すべり止め／塩化ビニール

⑦ ⑧ ⑨

⑤�スベリ止め付き��
軍手�抜群�（５双入）

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2244-0501 230 6072300 ￥1,150
手の平まわり：約190中指の長さ：80

④�普通�軍手��
ストロング�（12双入）

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2244-0401 230 6072400 ￥1,400
手の平まわり：約195中指の長さ：80

⑥�軍手600（12双入）��
2-9814-02

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2244-0601 約230 7872700 ￥770
手の平まわり：約200　中指の長さ：80
材質：ポリエステル、綿

③�綿スムス手袋（12双入）
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S�� 3-7278-01 1-2244-0301 約230 約184 73 7872800 ￥1,080
M��3-7278-02 1-2244-0302 約230 約190 78 7872900 ￥1,080
L�� 3-7278-03 1-2244-0303 約230 約204 83 7873000 ￥1,080
LL��3-7278-04 1-2244-0304 約230 約208 88 7873100 ￥1,080
●吸汗性に優れた綿100%でムレにくく、品質検査等の細かな作業に適しています。

⑩�耐熱手袋�マーキュリー�43-113��■ｶ1
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2244-1001 330 3634110 ￥6,300
手の平まわり：約250中指の長さ：100
材質：表／アラミド繊維100％

裏／綿ライナー
耐熱温度：350℃

⑪�耐熱グローブ�（2枚1組）�F5201��■ﾅ1
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2244-1101 約260 8800500 ￥3,300
手の平まわり：約300中指の長さ：85
材質：外側／NOMEX　70％・KEVLAR　30％
　　内側／コットン　100％
耐熱温度：350℃
●左右兼用
●フリーサイズ

①�ショーワ�コットン�手袋��
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2244-0101 290 8486110 ￥450
手の平まわり：165中指の長さ：78
フリーサイズ
材質：綿・ポリエステル
●抗菌・防臭加工です。
※炊事手袋の下にはめたり手のケアの為に使う下ばき用の手
袋です。

■ｻ1

耐熱手袋

②�パームフィット手袋�B0500�� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2244-0201 210 約160 72 6591300 ￥390
M 1-2244-0202 220 約185 77 6591400 ￥390
L 1-2244-0203 230 約195 80 6591500 ￥390
XL 1-2244-0204 250 約215 79 6591600 ￥390
材質：樹脂部／ポリウレタン　

繊維部／ナイロン
●糸くずホコリの出にくい低発塵性です。



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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中指

耐油手袋
グローブ選びは材質から� （手袋材質別比較表）

機能 用途
素材 強度 作業性 耐油性 調理 盛り付け 清掃 塩素系漂白剤 特徴

ポリエチレン（PE） × × ○ ○ ◎ ○ ○ 食品衛生法適合
ぬぎはめがしやすい

塩化ビニール（PVC） △ ○ △ × × ◎ ○ 素手感覚の活かせるフィットタイプ

天然ゴム（NR） ○ ◎ × ○ ○ ◎ △ 伸縮性があり、フィット感に優れる

ニトリルゴム（NBR） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 食品衛生法適合
油に強く素手感覚が活かせる

※素材毎の一般的な特徴です。

⑤�ダンロップ�ニトリルゴム�
中厚手手袋�ワークハンズ�B-121�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2245-0501 320 約204 78 7748670 ￥500
L 1-2245-0502 320 約228 84 7748680 ￥500
材質：�表／ニトリルゴム、裏／綿（植毛）
●耐油・耐薬品性に優れた手袋です。
●裏毛つきで手がべとつかず、着脱も簡単です。

④�耐油手袋�
アクティブグリップ�No.585�� ■ｶ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2245-0401 255 約215 78 8858340 ￥840
L 1-2245-0402 260 約230 84 8858350 ￥840
LL 1-2245-0403 260 約240 86 8858360 ￥840
材質：�表／ニトリルゴム、裏綿／ポリエステル
●�ずば抜けた耐油性能に、驚異のグリップ性能をプラスしています。

⑥�ショーワ��
ビニローブ�耐油薄手�手袋�№160�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2245-0601 300 約200 78 1214600 ￥260
L� 1-2245-0602 300 約220 81 1214700 ￥260
材質：塩化ビニール樹脂
●�内面に粉がなく衛生的でベタつかず着脱がスムーズで強力な耐油性です。

⑦�ショーワ��
ビニローブ�耐油厚手�手袋�№170�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2245-0701 320 約200 77 1214400 ￥650
L� 1-2245-0702 320 約220 80 1214500 ￥650
材質：塩化ビニール樹脂
●�指先が2度漬け加工付き、抗菌防臭加工してあり強力な耐油性です。

②�エステー��
ニトリル�手袋�ロング�№630�� ■ﾀ5
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2245-0201 300 約226 71 7374900 ￥630
L 1-2245-0202 300 約240 76 7375000 ￥630
LL 1-2245-0203 300 約250 81 7375010 ￥630
材質：表／ニトリルゴム、裏／メリヤス
●�柔らかく耐油、耐久、グリップ性に優れています。
●�悪臭を抑える抗菌加工を裏布に施しています。

③�アトム��
ネオイーグル�手袋�No.213�� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2245-0301 280 約224 74 3024910 ￥730
L 1-2245-0302 280 約236 78 3025010 ￥730
LL 1-2245-0303 280 約240 80 3025020 ￥730
材質：�表／ニトリルゴム、裏／綿・ポリエステル
●�油に強く、低温下でも手袋が硬くなりにくいです。
●�裏地付き抗菌防臭加工

①�エステー��
ニトリル�手袋�№600�� ■ﾀ5
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2245-0101 260 約202 71 7374710 ￥550
M 1-2245-0102 260 約226 71 7374700 ￥550
L 1-2245-0103 260 約240 76 7374800 ￥550
LL 1-2245-0104 260 約250 81 7374810 ￥550
材質：�表／ニトリルゴム、裏／メリヤス
●�耐油、耐久性にすぐれ、軽くて柔らかいので長時間使用しても疲れません。



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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④�アトム�手袋��
ライトイーグル�V55㎝�1300-V55�■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

L 1-2246-0401 550 約230 77 3024300 ￥1,780
LL 1-2246-0402 550 約244 80 3024400 ￥1,780
材質：�表／ニトリルゴム、裏／純綿メリヤス
●�腕カバー付きと違い一体式ですので、丈夫で長くご利用いただけます。
●�すべり止め付でグリップ力が有り、油・水作業に最適です。

中指

耐油手袋

防寒手袋
低温防水手袋

フライヤーの
洗浄に！

⑤�エステー�ニトリル�耐油手袋��
腕カバー付�No.660
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2246-0501 600 226 71 8787761 ￥1,800
L 1-2246-0502 600 240 76 8787510 ￥1,800
LL 1-2246-0503 600 250 81 8787780 ￥1,800
材質：ニトリルゴム
●薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。

① ②

⑦�ショーワ�ビニローブ�耐油�手袋��
腕カバー付�№695�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2246-0701 650 約220 78 5835800 ￥1,770
L� 1-2246-0702 650 約235 82 5835900 ￥1,770
材質：塩化ビニール樹脂
●�抗菌防臭、スベリ止め加工付き、強力な耐油性のうえ内面に粉がなく
着脱がスムーズです。

③�アトム�ニトリル手袋��
ライトイーグル�1300�� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2246-0301 265 約216 74 3025110 ￥730
M 1-2246-0302 265 約224 74 3025120 ￥730
L 1-2246-0303 265 約236 78 3025130 ￥730
LL 1-2246-0304 265 約240 80 3025140 ￥730
材質：ニトリルゴム
●油に強く、柔らかさと耐久性が抜群です。
●長時間の着用でも手が疲れにくいソフトタイプ
●�すべり止めにセラミック粒子を配合で油に濡れた対象物をスパイクの�
ようにくい止めます。

グローブ選びは材質から� （手袋材質別比較表）
機能 用途

素材 強度 作業性 耐油性 調理 盛り付け 清掃 塩素系漂白剤 特徴

ポリエチレン（PE） × × ○ ○ ◎ ○ ○ 食品衛生法適合
ぬぎはめがしやすい

塩化ビニール（PVC） △ ○ △ × × ◎ ○ 素手感覚の活かせるフィットタイプ

天然ゴム（NR） ○ ◎ × ○ ○ ◎ △ 伸縮性があり、フィット感に優れる

ニトリルゴム（NBR） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 食品衛生法適合
油に強く素手感覚が活かせる

※素材毎の一般的な特徴です。

耐油・耐熱用手袋�スコーピオ�（1双）� ■ｶ1
全長 M LL 価格

①19-026�ロング 660 1-2246-01018857810
1-2246-0102
8857910 ￥16,500

②19-024�ショート 450 1-2246-02018858010
※
 
1-2246-0202
8858120 ￥14,000

材質：ネオプレン＋サーマルライナー
耐熱温度：180℃
M� 手のひら周り：約250　中指長さ：85
LL� 手のひら周り：約310　中指長さ：102
●幅広い耐薬品・耐油性能
●グリップ力に優れています。
※マークはアルファテック（後継品）となります。

⑥�エステー�ニトリル�耐油薄手�手袋��
ブルー�腕カバー付�№360�� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2246-0601 650 約190 72 7747310 ￥1,000
M 1-2246-0602 650 約200 74 7747320 ￥1,000
L� 1-2246-0603 650 約220 80 7747330 ￥1,000
材質：�手袋部／ニトリルゴム、腕カバー部／ポリエチレン系樹脂

⑩ ⑪

低温防水手袋�（1双）�� ■ハ3
手の平まわり 中指の長さ ⑩400㎜ 価格 ⑪550㎜ 価格

S 約115 � 90 1-2246-1001
1557230 ￥23,750 1-2246-11011557260 ￥46,250

M 約125 � 95 1-2246-1002
1557240 ￥23,750 1-2246-11021557270 ￥46,250

L 約130 100 1-2246-1003
1557250 ￥23,750 1-2246-11031557280 ￥46,250

材質：�表面／ファブリック　�
内部／断熱フリース・Porelleメンブレン

●超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
●非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
●温度範囲：－196～＋80℃
●EN388・EN511適合

⑧�ショーワ�防寒テムレス�№282�� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2246-0801 270 約215 78 5836140 ￥2,000
L 1-2246-0802 275 約245 78 5836150 ￥2,000
LL 1-2246-0803 280 約265 83 5836160 ￥2,000
●�テムレステクノロジー（透湿防水被膜）の採用により、軽量化を実現
●�手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保湿性を実現
●�マイナス60℃の環境下でも柔軟性を保ちます。
●�特殊樹脂コーティングで高いすべり止め効果

⑨�アトム�極寒ソフトロング手袋�№1455�■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2246-0901 550 約220 78 0015900 ￥2,250
L 1-2246-0902 550 約230 79 0015910 ￥2,250
LL 1-2246-0903 550 約240 84 0015920 ￥2,250
材質：表／ニトリルゴム　裏／綿100％
●マイナス20℃でも硬くなりません。
●腕カバーと一体型なので継ぎ目が丈夫



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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中指

⑥�ショーワ�中厚手手袋�
ナイスハンド�エクストラ� ■ｻ1

ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格
M��ピンク　 1-2247-0601 320 約205 79 1213120 ￥380
M��グリーン 1-2247-0602 320 約205 79 1213110 ￥380
�L��グリーン 1-2247-0603 320 約230 86 1213100 ￥380
材質：ニトリルゴム
●油・洗剤等に強い
●�やわらかく使いやすい裏毛付
●�ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含んでいません。

⑦�シンガー�天然ゴム厚手手袋��
スーパーロング� ■ｶ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2247-0701 580 約210 75 6865361 ￥1,400
L 1-2247-0702 580 約230 84 6865371 ￥1,400
材質：天然ゴム
●�手の平にはすべり止め加工

⑤�ダンロップ�ニトリル�
中厚手手袋�腕カバー付�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2247-0501 650 約204 82 7748740 ￥2,100
L 1-2247-0502 650 約228 84 7748750 ￥2,100
材質：�表／ニトリルゴム、裏／綿（植毛）�

腕カバー／EVA樹脂�
リング／ポリエチレン樹脂

●�腕カバーが肩口まで水や汚れをガードします。
●�リングジョイント構造で着脱がスムーズ

シルキー�厚手�手袋�腕カバー付��
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

③M�ピンク　　　 1-2247-0301 650 約200 75 5835610 ￥2,000
④�L��バイオレット 1-2247-0401 660 約215 85 5835710 ￥2,000
材質：�表／塩化ビニール樹脂（可塑剤）�

裏／レーヨン（植毛）

③

④①�ショーワ�腕カバー付薄手�№240�■ｻ7
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2247-0101 600 200 78 1073570 ¥770
L 1-2247-0102 600 220 81 1073580 ¥770
材質：�塩化ビニール、�

非フタル酸エステル系可塑剤
●�肩口までのロングタイプで腕全体を保護します。
●�裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
●�手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。

②�ショーワ�ニュービニローブ�手袋��
腕カバー付�№645�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2247-0201 600 約220 78 1214800 ￥1,900
L� 1-2247-0202 650 約225 80 1214900 ￥1,900
材質：塩化ビニール樹脂
●�抗菌防臭加工付き、手袋の表面に強力なすべり止め特殊加工してお
ります。

ビニール厚手手袋�ソフトエース�� ■ｶ1
M L 価格

⑩No736�バイオレット 1-2247-1001
8788300

1-2247-1002
8788310 ￥400

⑪No731�ピンク　　　 1-2247-1101
8788320

1-2247-1102
8788330 ￥400

⑫No733�グリーン　　 1-2247-1201
8788340

1-2247-1202
8788350 ￥400

⑬No758�ホワイト　　 1-2247-1301
8788360

1-2247-1302
8788370 ￥400

⑭No760�イエロー　　 1-2247-1401
8788380

1-2247-1402
8788390 ￥400

M� 全長：320　手の平まわり：約201　中指の長さ：76
L� 全長：320　手の平まわり：約224　中指の長さ：78
材質：塩化ビニール樹脂
※裏植毛付

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
⑧�ニトリル手袋�ソルベックス�� ■ｶ1

全長 手の平まわり 中指の長さ ɴｏ.245 価格 ɴｏ.275 価格

M 340 約210 75 1-2247-0801
8858240 ￥550 1-2247-0804

8858310 ￥560

L 340 約220 80 1-2247-0802
8858250 ￥550 1-2247-0805

8858320 ￥560

LL 340 約240 80 1-2247-0803
8858260 ￥550 1-2247-0806

8858330 ￥560
材質：ニトリルゴム
●�化学的に強化した表面処理とエンボス状のすべり止め
●No.275のみ裏綿植毛付

⑨��ダンロップ�手袋�デジハンド��
ソフト�バイオレット�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M� 1-2247-0901 320 208 78 7749520 ￥1,150
L 1-2247-0902 320 220 80 7749620 ￥1,150
材質：�表／天然ゴム、裏／ナイロン100％
●極細18ゲージ編手が柔らかく手にフィットします。
●表面特殊処理加工によりグリップ性に優れています。

グローブ選びは材質から� （手袋材質別比較表）
機能 用途

素材 強度 作業性 耐油性 調理 盛り付け 清掃 塩素系漂白剤 特徴

ポリエチレン（PE） × × ○ ○ ◎ ○ ○ 食品衛生法適合
ぬぎはめがしやすい

塩化ビニール（PVC） △ ○ △ × × ◎ ○ 素手感覚の活かせるフィットタイプ

天然ゴム（NR） ○ ◎ × ○ ○ ◎ △ 伸縮性があり、フィット感に優れる

ニトリルゴム（NBR） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 食品衛生法適合
油に強く素手感覚が活かせる

※素材毎の一般的な特徴です。



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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①�ショーワ�薄手�手袋�ビニトップ�№130�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S��ピンク　 1-2248-0101 300 約190 75 3673510 ￥150
S��ホワイト 1-2248-0102 300 約190 75 1073590 ￥150
M�ピンク　 1-2248-0103 300 約200 78 8466710 ￥150
M��ホワイト 1-2248-0104 300 約200 78 1073600 ￥150
L��ホワイト 1-2248-0105 300 約220 81 8466810 ￥150
材質：�塩化ビニール樹脂（非フタル酸エステル）�

裏毛なし

■ｻ1

④�エステー�ファミリー��
ビニール�中厚手手袋�グリーン�� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2248-0401 320 約204 83 8789000 ￥330
L 1-2248-0402 320 約225 85 8789100 ￥330
材質：塩化ビニール樹脂

エステー�天然ゴム��
中厚手手袋�ファミリー�ロングタイプ�� ■ｶ1

ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格
⑥M�ピンク　 1-2248-0601 420 約195 80 7374310 ￥500
⑦�L�グリーン 1-2248-0701 420 約212 80 7374410 ￥500
材質：天然ゴム製、裏毛付

⑥

⑦

⑤�エステー�ファミリー��
ビニール�中厚手手袋�ピンク�� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2248-0501 320 約195 75 8788800 ￥330
M 1-2248-0502 320 約204 83 8788900 ￥330
材質：塩化ビニール樹脂

中指

エステー�ニトリルフィット薄手手袋��
№330�

全長 手の平まわり 中指の長さ ②白 ③ブルー 価格

S 260 約202 71 1-2248-0201
7374420

1-2248-0301
7746910 ￥250

M 260 約226 71 1-2248-0202
7374510

1-2248-0302
7747010 ￥250

L 260 約240 76 1-2248-0203
7374610

1-2248-0303
7747110 ￥250

●食品衛生適合ニトリル薄手手袋

② ③

⑨�ショーワ�厚手�手袋�ビニトップ�№132�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S��バイオレット 1-2248-0901 320 約190 75 1073610 ￥370
M�ピンク　　　 1-2248-0902 320 約200 77 8466910 ￥370
M�バイオレット 1-2248-0903 320 約200 77 1073620 ￥370
L��バイオレット 1-2248-0904 320 約220 80 8467010 ￥370
材質：�塩化ビニール樹脂（非フタル酸エステル）�

裏毛付・指先2度漬け強化加工

■ｻ1 ⑩�エステー�手袋�厚手�
バイオレット�№100��
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2248-1001 330 約204 83 7374100 ￥440
L� 1-2248-1002 330 約225 85 7374200 ￥440
材質：塩化ビニール樹脂
●�抗菌・防臭加工の裏起毛で、ニオイがつきにくく清潔です。

⑧�エステー�ニトリルハード中厚手手袋��
ブルー�№350�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2248-0801 260 約202 71 8787621 ￥470
M 1-2248-0802 260 約226 71 8787611 ￥470
L 1-2248-0803 260 約240 76 8787591 ￥470
●食品衛生適合ニトリル中厚手手袋



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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④�ショーワ�
水産手袋�ニトローブ�№771� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2249-0401 300 約211 74 1083300 ￥680
L 1-2249-0402 300 約230 80 1083400 ￥680
LL 1-2249-0403 320 約250 86 1083500 ￥680
材質：表／ニトリルゴム　裏／メリヤス
●�縫製原手の特殊設計により、傷みやすい親指の指股部分の強度をアップしています。
●�指先は粒子付きのすべり止め加工

中指

②�ショーワ�手袋�テムレス�№281�� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2249-0201 270 約180 70 5836000 ￥750
M 1-2249-0202 270 約200 74 5836010 ￥750
L 1-2249-0203 270 約220 79 5836020 ￥750
LL 1-2249-0204 270 約240 84 5836030 ￥750
●�特殊ポリウレタンを全面コーティングした透湿防水手袋
●�汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減

③�ショーワ手袋�ニトローブ�No.750�■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2249-0301 250 約200 72 1213000 ￥500
M 1-2249-0302 260 約215 76 1213010 ￥500
L 1-2249-0303 260 約225 78 1213020 ￥500
LL 1-2249-0304 280 約240 82 1213030 ￥500
材質：ニトリルゴム
●�ニトリルゴム全面コーティングで油に強く、引き裂き強度に優れています。
●�粒子付きのスベリ止め加工による高いスベリ止め効果

センシア�アームカバー�ハーフメッシュ�■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格

⑪A1900-01 ホワイト 1-2249-1101 3253300 ￥950
⑫A1900-11 ブルー　 1-2249-1201 3253400 ￥950
⑬A1900-41 ピンク　 1-2249-1301 3253500 ￥950
全長：400（2枚1組）
材質：表／�基布�ポリエステル100％
表面処理：極薄フッ素ラミネート
●�フッ素ラミネート加工で汚れにくく家庭での洗濯が可能です。
●�耐薬品性・防カビ性に優れています。

⑪ ⑫ ⑬

マイティ�アームカバー� ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格

⑭A2000-0 ホワイト 1-2249-1401 3253600 ￥1,800
⑮A2000-1 ブルー　 1-2249-1501 3253700 ￥1,800
⑯A2000-2 グリーン 1-2249-1601 3253800 ￥1,800
⑰A2000-4 ピンク　 1-2249-1701 3253900 ￥1,800
全長：400（2枚1組）
材質：基布／ナイロン100％
表面処理：�ポリウレタン、耐熱ラミネーション
耐熱性能180℃（特殊耐熱膜）
●�抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性に優れています。

⑭ ⑮ ⑯ ⑰

タフな環境でも耐える作業用手袋

①�ショーワ�腕カバー付手袋��
ニトローブTYPE-R65�№774� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2249-0101 650 約195 72 0203301 ￥1,750
M 1-2249-0102 650 約215 75 0203311 ￥1,750
L 1-2249-0103 650 約230 80 0203321 ￥1,750
LL 1-2249-0104 650 約250 86 0203331 ￥1,750
材質：ニトリルゴム
●�肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。
●�縫い目の位置を考慮した設計により摩耗を軽減しています。

⑩�シンガーPEVA��
腕カバー�（12組入）

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2249-1001 360 8457410 ￥4,000
●�油・洗剤に強く、くり返し使えます。
※�PEVA：ポリエチレンの一種ですので、環境ホル
モンの心配はございません。

⑦�アトム�ソフトタイプ手袋��
ラバーホープ�＃214� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2249-0701 250 約200 70 2909010 ￥730
M 1-2249-0702 250 約216 73 2909020 ￥730
L 1-2249-0703 250 約226 80 2909030 ￥730
LL 1-2249-0704 255 約238 80 2909040 ￥730
材質：表／天然ラテックス、裏／純綿メリヤス
●すべり止め、抗菌防臭加工

⑨�アトム�天然ゴム手袋�ゴムクロ�� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2249-0901 240 約205 約75 7106300 ￥450
M 1-2249-0902 255 約215 約77 7106400 ￥450
L 1-2249-0903 270 約225 約82 7106500 ￥450
材質：天然ゴム
●丈夫でやわらかく着脱が簡単です。
●裏生地が付いていないため、濡れても乾き易い。

⑤�ホーケン�ゴム工手�＃65
ページコード 商品コード 価格
1-2249-0501 5079800 ￥8,400
全長：650　手の平まわり：約240
中指の長さ：75
材質：天然ゴム　0.8㎜厚
●消毒、清掃作業、水仕事に最適です。
●酸、アルカリの取り扱いにも使用可能です。

⑧�アトム�手袋ラバーホープ�＃214-V�■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

L 1-2249-0801 550 約220 77 2908910 ￥1,780
LL 1-2249-0802 550 約232 79 2908920 ￥1,780
材質：�表／天然ラテックス、裏／純綿メリヤス
●�手袋部と腕カバー部が一体型なので、破損しにくく丈夫で長くご使用できます。
●すべり止め、抗菌防臭加工

ウレタン腕カバー� ■カ1
ページコード 商品コード 価格

⑱031�ホワイト 1-2249-1801 1014340 ￥1,700
⑲032�ブルー　 1-2249-1901 1014350 ￥1,700
全長：380（２枚1組）
身幅まわり：370
材質：裏／ナイロン
表面処理：ポリウレタン
●�しなやかなポリウレタンとナイロンの2重構造の腕カバーです。
●�天然ゴム、塩化ビニールなどの腕カバーに比べて耐油性に優れ、
鉱物油、油類などによる硬化、軟化が少ない腕カバーです。

●�袖口ゴムバンド付なので、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。

⑱ ⑲
ポリエチアームカバー��
エコノミー�＃4750�（50枚入）�

ページコード 商品コード 価格
⑳クリア 1-2249-2001 1312390 ￥1,000
㉑ブルー 1-2249-2101 1312400 ￥1,000
㉒ピンク 1-2249-2201 1312410 ￥1,000
全長：400
厚み：20ミクロン
材質：ポリエチレン
●使い捨てタイプの防水軽量腕カバーです。

⑳ ㉑ ㉒

⑥�ゴム手ストロング�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

28㎝�№1010 1-2249-0601 280 約240 約80 5079510 ￥3,200
40㎝�№1000 1-2249-0602 400 約240 約80 5079710 ￥3,800
材質：天然ゴム　1.0㎜厚
●消毒、清掃作業、熱湯を使用する作業に最適です。
●酸、アルカリの取扱いにも使用可能です。



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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使いすて手袋
中指

①�エコノミー�手袋�＃28�
化粧箱�（五本絞り）�200枚入
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2250-0101 270 約290 70 6954310 ￥1,600
M 1-2250-0102 270 約320 75 6954300 ￥1,600
L 1-2250-0103 274 約328 80 6954320 ￥1,700

外エンボス
ポリエチレン

27ミクロン

⑯�ニュージャスト�ヘルパーグローブ�（500枚入）
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

SS 1-2250-1601 270 230 70 4010200 ￥2,350
S 1-2250-1602 270 250 78 4010300 ￥2,350
M 1-2250-1603 270 275 80 4010400 ￥2,350
L 1-2250-1604 270 300 85 4010500 ￥2,500

●国産品

エンボスなし
ポリエチレン

27ミクロン

② ③ ④ ⑤

�カラーマイジャストグローブ�#28�化粧箱（5本絞り）200枚入
全長 手の平まわり 中指の長さ ②ブルー 価格 ③ピンク ④グリーン⑤イエロー 価格

S 270 約250 75 1-2250-0201
2876910 ￥1,800 1-2250-0301

2877010
1-2250-0401
2877210

1-2250-0501
2877110 ￥2,000

M 270 約270 80 1-2250-0202
2876900 ￥1,800 1-2250-0302

2877000
1-2250-0402
2877200

1-2250-0502
2877100 ￥2,000

L 270 約290 83 1-2250-0203
2876920 ￥1,900 1-2250-0303

2877020
1-2250-0403
2877220

1-2250-0503
2877120 ￥2,100

●スリムな形状で、ズレ落ち防止タイプです。

内エンボス
ポリエチレン

27ミクロン

⑦�エンボス�手袋�#30�化粧箱�（五本絞り）
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 入数（枚） 商品コード 価格

S 1-2250-0701 265 約280 72 200 5834010 ￥2,000
M 1-2250-0702 275 約320 77 200 5834000 ￥2,000
L 1-2250-0703 278 約340 85 180 5834020 ￥1,900

⑧�マイジャストグローブ�＃30�
化粧箱�（五本絞り）

ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 入数（枚） 商品コード 価格
SS 1-2250-0801 270 約230 65 200 2876810 ￥2,000
S 1-2250-0802 270 約250 75 200 2876820 ￥2,000
MS 1-2250-0803 270 約260 75 200 2876830 ￥2,000
M 1-2250-0804 270 約270 80 200 2876840 ￥2,000
ML 1-2250-0805 270 約280 80 200 2876850 ￥2,000
L 1-2250-0806 270 約290 83 180 2876860 ￥1,900

●スリムな形状で、ズレ落ち防止タイプです。

内エンボス
ポリエチレン

30ミクロン

内エンボス
ポリエチレン

30ミクロン

⑥�エンボス�手袋�＃30�（五本絞り）�50枚入
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2250-0601 265 約280 72 3700410 ￥500
M 1-2250-0602 275 約320 77 3700400 ￥500
L 1-2250-0603 278 約340 85 3700420 ￥530

内エンボス
ポリエチレン

30ミクロン

⑭ エンボス�手袋�化粧箱�専用ハンガーB型  

ページコード 商品コード 価格
1-2250-1401 7475000 ￥3,200

外寸：300×70×H215
材質：18-8ステンレス
●取り付けが簡単な吸盤タイプ
※①〜⑤、⑦⑧専用です。
※手袋は別売です。

外エンボス
ポリエチレン

45ミクロン

エンボス手袋�♯50�ロング�（五本絞り）�50枚入�
全長 手の平まわり 中指の長さ ⑨クリア ⑩ブルー ⑪ピンク ⑫グリーン ⑬イエロー 価格

S 450 約280 70 1-2250-0901
3700510

1-2250-1001
0861100

1-2250-1101
1245900

1-2250-1201
1245930

1-2250-1301
1245960 ￥1,600

M 450 約310 75 1-2250-0902
3700500

1-2250-1002
0863300

1-2250-1102
1245910

1-2250-1202
1245940

1-2250-1302
1245970 ￥1,700

L 450 約320 80 1-2250-0903
3700520

1-2250-1003
0863400

1-2250-1103
1245920

1-2250-1203
1245950

1-2250-1303
1245980 ￥1,800

⑮�エンボス手袋�化粧箱�専用ハンガー�C型
ページコード 商品コード 価格
1-2250-1501 3700540 ￥4,800

外寸：65×310×H420
材質：18-8ステンレス
●省スペースで衛生管理
※①〜⑤、⑦⑧専用です。
※手袋は別売です。



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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中指

④�業務用�エンボス��
シルキーグローブ�（100枚入）�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2251-0401 280 約262 75 6954210 ￥900
M 1-2251-0402 280 約274 84 6954200 ￥900
L 1-2251-0403 280 約324 85 6954220 ￥900

外エンボス
ポリエチレン

30ミクロン

⑤�オカモト�抗菌�イージーグローブ��
（100枚入）�725�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2251-0501 275 約270 75 7748700 ￥640
M 1-2251-0502 275 約290 80 7748710 ￥640
L 1-2251-0503 275 約320 85 7748720 ￥640
●細菌の繁殖を防ぐ抗菌加工

■ｶ1

外エンボス
ポリエチレン

30ミクロン

⑥�サニーノール�手袋�（100枚入）��
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2251-0601 275 約260   90 8456500 ￥880
M 1-2251-0602 280 約280   95 8456600 ￥880
L 1-2251-0603 285 約300 110 8456700 ￥880
● 国内生産の高品質
●異物混入やバリはありません。

外エンボス
ポリエチレン

27ミクロン

ダンロップ�ポリエチレン手袋�PD-110�（100枚入）
全長 手の平まわり 中指の長さ ⑧クリア ⑨ピンク ⑩ブルー 価格

S 280 約270 80 1-2251-0801
7748810

1-2251-0901
7749120

1-2251-1001
7749320 ￥700

M 280 約310 82 1-2251-0802
7748910

1-2251-0902
7749220

1-2251-1002
7749420 ￥700

L 280 約330 90 1-2251-0803
7749010 ――― ――― ￥700

●環境対策品

⑧

⑨

⑩

外エンボス
30ミクロン

ポリエチレン

エンボス手袋�23�（100枚入）�
全長 手の平まわり 中指の長さ⑪ナチュラル 価格 ⑫ブルー 価格

SS 255 約260 65 1-2251-1101
3999101 ￥450 1-2251-12013999501 ￥450

S 275 約285 70 1-2251-1102
3999201 ￥450 1-2251-12023999601 ￥450

M 275 約300 80 1-2251-1103
3999301 ￥450 1-2251-12033999701 ￥450

L 275 約330 80 1-2251-1104
3999401 ￥450 1-2251-12043999801 ￥450

●調理・食品加工用途以外に介護・清掃・園芸などにも適しています。

⑪ ⑫

外エンボス
ポリエチレン

23ミクロン

⑦�防菌衛生�手袋�
Mサイズ�（50枚入）�

ページコード 商品コード 価格
1-2251-0701 6967400 ￥1,250
全長：285  手の平まわり：約290
中指の長さ：80
● 手袋に付着した雑菌に強い抗カビ抗菌効果を
発揮します。

外エンボス
ポリエチレン

30ミクロン

使いすて手袋

②�エンボス�手袋�専用ホルダー�
壁掛けタイプ（500枚ロール専用）

ページコード 商品コード 価格
1-2251-0201 3700000 ￥30,000
340×220×H240
材質：18-8ステンレス
※ 取付用ネジ付
※ 通常は、左側面よりの手袋補充になります。

① エンボス�手袋�＃30�
（五本絞り）�500枚ロール巻
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2251-0101 283 約280 70 3700110 ￥4,800
M 1-2251-0102 285 約320 75 3700100 ￥5,000
L 1-2251-0103 288 約340 80 3700120 ￥5,300

内エンボス
ポリエチレン

30ミクロン

③�エンボス�手袋�＃30�
（五本絞り）�200枚ロール巻
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2251-0301 283 約280 70 3700310 ￥1,900
M 1-2251-0302 285 約320 75 3700300 ￥2,000
L 1-2251-0303 288 約340 80 3700320 ￥2,100

内エンボス
ポリエチレン

30ミクロン



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。 2252使い捨て手袋
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⑩�金属探知機対応グローブ��
タイトナー�（100個入）�グレー�33805�

ページコード 商品コード 価格
1-2252-1001 1629800 ￥25,700
材質：ポリウレタン樹脂
●�フリーサイズのグローブ（ポリエチレン、耐熱、耐切創グローブ等）用の締め
付けバンドです。
●�サイズが大きく、手にフィットせず作業性の悪いグローブの作業効率向上
に優れています。
●�金属探知機対応なので万一の破損時にも異物混入対策が可能です。

⑪�ラテックス�指サック�（100枚入）�
ページコード 商品コード 価格

S�� 26763 1-2252-1101 1629400 ￥640
M�� 26753 1-2252-1102 1629500 ￥640
L�� 26713 1-2252-1103 1629600 ￥640
XL�� 26703 1-2252-1104 1629700 ￥640
全長：70　パウダーフリー
●�調理、盛付作業から事務作業まで幅広くご使用いただけます。
●�絆創膏の上から使用して、指先の傷の保護にもご活用いただけ
ます。

天然ゴム
210ミクロン

ポリエチレン手袋�＃2016�袋入�（100枚入）�
全長 手の平まわり 中指の長さ ③クリア ④ブルー 価格

S 280 130 75 1-2252-0301
1312330

1-2252-0401
1312360 ￥320

M 280 135 80 1-2252-0302
1312340

1-2252-0402
1312370 ￥320

L 280 150 88 1-2252-0303
1312350

1-2252-0403
1312380 ￥320

③ ④

内エンボス
ポリエチレン

20ミクロン

中指

シンガータイトハンド��
手袋�箱入�（100枚入）� ■ｶ1

全長 手の平まわり 中指の長さ ①クリア ②ブルー 価格

S 275 約210 80 1-2252-0101
7744202

1-2252-0201
7744502 ￥600

M 275 約248 85 1-2252-0102
7744302

1-2252-0202
7744602 ￥600

L 275 約256 85 1-2252-0103
7744402

1-2252-0203
7744702 ￥600

●抜群の伸張性で手に良くフィットします。

⑧�エコサニメント手袋��
外エンボス�（100枚入）�

ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格
S� 3-9773-01 1-2252-0801 285 280 72 2501020 ￥980
M� 3-9773-02 1-2252-0802 285 316 78 2501030 ￥980
L� 3-9773-03 1-2252-0803 290 350 86 2501040 ￥980
●�原料に再生可能な有機資源由来の物質を含んでおります。
●�バイオマスプラスチックマーク取得済
●�石油由来の手袋と比べて、CO2排出量を約70％削減できる化学原料を25％程度含有

外エンボス
ポリエチレン

25ミクロン

⑨�エステー�ディスポ手袋��
No.940�（100枚入）�クリア�� ■ｶ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2252-0901 280 約292 81 7375110 ￥600
M 1-2252-0902 280 約324 83 7375210 ￥600
L 1-2252-0903 280 約350 89 7375220 ￥600
●油、薬品に強い手袋です。

内エンボス
ポリエチレン

130ミクロン

⑦�ダンロップ�手袋�エコハンド��
（100枚入）�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2252-0701 280 約260 70 7749700 ￥1,500
M 1-2252-0702 280 約280 80 7749800 ￥1,500
L 1-2252-0703 280 約300 83 7749900 ￥1,500
●HACCP対策品
●�耐油性・耐薬品性、耐溶剤性に優れています。

エンボスなし
ポリオレフィン

20ミクロン

②①

内エンボス
ポリエチレン

49ミクロン

⑤
⑥

⑤�エンボス手袋�使っ手ね！��
（200枚入）�クリア
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2252-0501 260 約220 78 6457200 ￥690
L 1-2252-0502 280 約260 90 6457000 ￥690
●絞り効果で、手にぴったりフィットします。

⑥�エンボス手袋�使っ手ね！�専用ホルダー�
ページコード 商品コード 価格
1-2252-0601 6457800 ￥2,400
付属品：取付金具、吸盤×3

外エンボス
ポリエチレン

12ミクロン
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使い捨てポリエチレン手袋の元祖 サクラメンⓇ手袋
●�サクラメン手袋はジャストフィット機能により、ゴムを使わずに手首や手にフィットさせることができます。
●手にしっかりフィットする為、素手感覚での作業が可能です。
●�安全と安心をモットーに日本製にこだわり、材料から製造まですべてが日本国内です。
●食品衛生法適合

中指

従来品のように、手にはめるだけでも
つかえます。
指のはらを使って手首のまわりを数ヶ
所、手首に沿ってひっぱるだけ。ズレ
落ちがなくなり、作業効率もアップ。は
ずすときは手首から裏返しにすると簡
単です。

スタンダード手袋 （100枚入） ■ｶ1
全長 手の平まわり 中指の長さ ④透明 価格 ⑤青 価格

S 290 約250 80 1-2253-0401
5208700 ￥1,360 1-2253-05015208730 ￥1,440

M 290 約270 85 1-2253-0402
5208710 ￥1,360 1-2253-05025208740 ￥1,440

L 290 約290 90 1-2253-0403
5208720 ￥1,360 1-2253-05035208750 ￥1,440

④ ⑤

エンボスなし
ポリエチレン

30ミクロン

手袋 デラックス （100枚入） ■ｶ1
全長 手の平まわり 中指の長さ ①ホワイト ②ブルー ③ピンク 価格

SS 245 約220 75 1-2253-0101
1170270

1-2253-0201
1170290

1-2253-0301
1170280 ￥1,660

S 290 約250 80 1-2253-0102
5208800

1-2253-0202
5208830

1-2253-0302
5208860 ￥1,660

M 290 約270 85 1-2253-0103
5208810

1-2253-0203
5208840

1-2253-0303
5208870 ￥1,660

L 290 約290 90 1-2253-0104
5208820

1-2253-0204
5208850

1-2253-0304
5208880 ￥1,660

⑪ キッズ  
ミトンタイプ手袋  

（100枚入）  ■ｶ1
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2253-1101 235 1173200 ￥1,700
手の平まわり：約220
中指の長さ：75
●５本指と違い着脱が簡単にできます。
※ジャストフィット機能はありません。

ポリエチレン

35ミクロン
外エンボス

⑩ キッズエコノミー  
手袋 （200枚入）  ■ﾀ1

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2253-1001 235 5209010 ￥2,400
手の平まわり：約220
中指の長さ：70

エンボスなし
ポリエチレン

18ミクロン

⑨ キッズデラックス  
エンボス  
手袋 （100枚入）  ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2253-0901 5209000 ￥1,800
手の平まわり：約220
中指の長さ：70

内エンボス
ポリエチレン

35ミクロン

①

②

③

外エンボス
ポリエチレン

35ミクロン

⑥ エコノミー手袋 
強力A （200枚入）� ■ｶ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2253-0601 290 約250 80 5208760 ￥2,240
M 1-2253-0602 290 約270 85 5208770 ￥2,240
L 1-2253-0603 290 約290 90 5208780 ￥2,240

エンボスなし
ポリエチレン

18ミクロン

⑦ ミトンタイプ手袋  
（100枚入）  ■ｶ1
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2253-0701 270 5208910 ￥1,700
手の平まわり：約260
中指の長さ：130
●�5本指タイプと違い着脱が簡単にできます。
※ジャストフィット機能はありません。

内エンボス
ポリエチレン

35ミクロン

⑧ ゴム付ロング手袋  
（30枚入）  ■ｶ1
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2253-0801 600 5208900 ￥3,000
手の平まわり：約250
中指の長さ：85
●�肩まで十分なロングサイズで袖口や肩口を守り
ます。

外エンボス
ポリエチレン

40ミクロン

日 本 製
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中指

①�オカモト�イージーグローブ�
ロングサイズ（50枚入）�706�■ｶ1

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2254-0101 580 7748730 ￥3,000
手の平まわり：約290　中指の長さ：80

外エンボス
ポリエチレン

30ミクロン

⑦�エステー�ポリエチレン��
ロング手袋�№944�（30枚入）��
クリア�

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2254-0701 600 6866310 ￥1,100
手の平まわり：約308　中指の長さ：79

■ｻ1

⑥�エステー�ポリエチレン��
ロング手袋�№944�（30枚入）��
ブルー�

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2254-0601 600 6866300 ￥1,100
手の平まわり：約308　中指の長さ：79

■ｻ1

内エンボス
ポリエチレン

140ミクロン
内エンボス
ポリエチレン

140ミクロン

③�フジ�ロンググローブ��
（30枚入）�半透明
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2254-0301 600 5792900 ￥900
手の平まわり：約276　中指の長さ：79
●ゴム入袖口で肘の上までカバーできます。

内エンボス
ポリエチレン

40ミクロン

④�フジ�ロンググローブ��
（30枚入）�ブルー
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2254-0401 600 5793000 ￥900
手の平まわり：約276　中指の長さ：79
●ゴム入袖口で肘の上までカバーできます。

内エンボス
ポリエチレン

40ミクロン

②�ショーワ�手袋�ポリエチロング��
M�（30枚入）�No.860��

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2254-0201 600 1213040 ￥2,200
手の平まわり：約260　中指の長さ：80
●腕全体を覆うロングタイプ

■ｻ1

内エンボス
ポリエチレン

40ミクロン

⑤�シンガー�ポリエチ��
ロング手袋�（30枚入）

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2254-0501 600 6865350 ￥1,800
手の平まわり：約260　中指の長さ：79
●�袖口はゴムで絞っており、ずれ落ちを防止

外エンボス
ポリエチレン

42ミクロン

⑧�タッチレス��
エアログローブディスペンサー��
3500-2�� ■ｶ1�

ページコード 商品コード 価格
1-2254-0801 1312760 ￥20,000
外寸：270×410×H85
バッテリー：�ACアダプター付�

又は単1乾電池×8本での使用も可能です。
※電池はお客様でお買い求めください。
※エアログローブ150枚（台紙付）をセット出来ます。
　�台紙ごとセットしないと機械が正常に作動致しませんので�
セットする際はグローブを台紙からはがさないでください。

⑪�タッチレス��
エアログローブディスペンサー用�
スタンド�（ごみ箱無）�3500-8�■ｻ1�

ページコード 商品コード 価格
1-2254-1101 1312780 ￥75,000
外寸：430×216×H672
●タッチレスエアログローブディスペンサーの置き場の悩みを解決

⑫�タッチレス��
エアログローブディスペンサー用�
スタンド�（ごみ箱付）�3500-9�■ｻ4

ページコード 商品コード 価格
1-2254-1201 1312790 ￥79,000
外寸：430×216×H672
●タッチレスエアログローブディスペンサーの置き場の悩みを解決
●便利なごみ箱付

タッチレス エアログローブ ディスペンサー
あらゆる職場で使い捨て手袋を着用するためのより無菌の方法を提供します。ディスペンサーのセンサーに
よりエアーで付属の手袋を膨らませるので、手をスライドさせるだけで手袋を装着出来ます。

動画で確認いただけます

タッチレス�エアログローブ�ディスペンサーの使用方法

ディスペンサーに手をかざします。 センサーが感知してグローブに空気を
押し込んで膨張しますので、グローブ
に手を差し込みます。

手を前方にスライドしてグローブを持ち
上げます。

左手着用の場合は左手の平を
上向きにしてかざしてください。

ポリエチレン

タッチレス��
ディスペンサー用エアログローブ��
（150枚×67セット入）�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
⑨3697�ホワイト 1-2254-0901 1312770 ￥27,000
⑩3697�BCブルー 1-2254-1001 1312771 ￥27,000
外寸：250×265
※�1カートンは1セット150枚入り（台紙付）が67セット入っています。�
（10,050枚）（￥2.69/1枚）

⑨ ⑩



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。2255 使い捨て手袋

棚
・
作
業
台

バ
ス
ボ
ッ
ク
ス
・

洗
浄
ラ
ッ
ク

カ
ー
ト
・
台
車

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム

メ
ニ
ュ
ー
・

卓
上
サ
イ
ン

福
祉
・
養
育
用
品

店
舗
備
品
・

イ
ン
テ
リ
ア

店
舗
備
品
・

防
災
用
品

81

82

83

84

77

78

79

80

中指

⑤�ニトリル手袋�ブラック�N460��
パウダーフリー（100枚入）�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

SS 1-2255-0501 240 約  76 70 1215300 ￥1,600
S 1-2255-0502 240 約  84 78 1215310 ￥1,600
M 1-2255-0503 240 約  94 83 1215320 ￥1,600
L 1-2255-0504 240 約105 85 1215330 ￥1,600

70ミクロン
粉なし

ニトリルゴム

④�サニーフーズニトリル手袋�
エコノミー�（100枚）�� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

SS 1-2255-0401 240 160 65 3751501 ￥3,700
S 1-2255-0402 240 180 70 3751401 ￥3,700
M 1-2255-0403 240 200 75 3751301 ￥3,700
L 1-2255-0404 240 220 80 3751201 ￥3,700

粉なし
６５ミクロン

ニトリルゴム

エクセルフィット�ニトリル�手袋�N440�（100枚入）�
全長 手の平まわり 中指の長さ ⑨ホワイト ⑩ブルー 価格

SS 240 約157 70 1-2255-0901
0481400

1-2255-1001
0481440 ￥1,600

S 240 約178 78 1-2255-0902
0481410

1-2255-1002
0481450 ￥1,600

M 240 約200 83 1-2255-0903
0481420

1-2255-1003
0481460 ￥1,600

L 240     約222 85 1-2255-0904
0481430

1-2255-1004
0481470 ￥1,600

⑩⑨

粉なし
90ミクロン

ニトリルゴム
粉なし
90ミクロン

ニトリルゴム

⑧�ダンロップ�ニトリル極うす手袋��
ブルー�BR800�（100枚入）�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2255-0801 240 約166 76 7754121 ￥3,500
M 1-2255-0802 240 約192 78 7754221 ￥3,500
L 1-2255-0803 240 約210 80 7754321 ￥3,500
● 耐油性に非常に優れてます。
● 突き刺し強度、耐薬品性に優れてます。

粉なし
80ミクロン

ニトリルゴム

⑥�ショーワ��
ロゼピンクのつかいきり手袋��
№885（100枚入）�� ■ｻ0
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2255-0601 240 約170 74 6873600 ￥1,800
M 1-2255-0602 240 約190 76 6873700 ￥1,800
L 1-2255-0603 240 約210 78 6873800 ￥1,800
● オープンキッチン・店頭などで雰囲気を損なうことなく使用できます。

粉なし
75ミクロン

ニトリルゴム

⑦�ショーワ�ニトリル�手袋��
ニトリスト・タッチ��
No.882�（100枚入）�� ■ｻ5
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

SS 1-2255-0701 240 約160 73 2360901 ￥2,200
S 1-2255-0702 240 約170 74 2360611 ￥2,200
M 1-2255-0703 240 約190 76 2360711 ￥2,200
L� 1-2255-0704 240 約210 78 2360811 ￥2,200
LL� 1-2255-0705 240 約225 87 2360911 ￥2,200
● 粉なしでも、よく伸び、着脱がスムーズです。

●  4方向取り出しデザインにより、使用状態に応
じた取り出しができます。
●  オープンキッチン、カウンター調理、開放感のあ
る空間を壊すことが無く使用できます。

①�ステンレスグローブケース�
SGK-70�� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2255-0101 3006300 ￥10,700
外寸：270×150×H70
材質：SUS304　重量：1.13㎏
● 移し替えることでパッケージの破れによる紙片の混入を防ぎます。

異物混入対策

よく伸び、着脱しやすい

粉なし
75ミクロン

ニトリルゴム

ご発注の際は、Webカタログでの確認、もしくは弊社までお問い合わせください。
※表示価格につきましては2021年1月現在のものになります。

②�ニトリルグローブ�クイックフィット��
＃2065�（250枚入）�ブルー�� ■ﾀ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

SS 1-2255-0201 240   80 75 1312250 ￥7,800
S 1-2255-0202 240   85 75 1312260 ￥7,800
M 1-2255-0203 240   95 82 1312270 ￥7,800
L 1-2255-0204 240 106 84 1312280 ￥7,800
●湿った手でもスムーズに装着できる特殊加工商品です。

粉なし
60ミクロン

ニトリルゴム

③�ニトリル使いきり手袋��
＃2062�（300枚入）�ブルー�� ■ﾀ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

SS 1-2255-0301 230   76 75 1312290 ￥8,300
S 1-2255-0302 230   86 81 1312300 ￥8,300
M 1-2255-0303 230   98 83 1312310 ￥8,300
L 1-2255-0304 230 107 85 1312320 ￥8,300

粉なし
60ミクロン

ニトリルゴム

湿った手でもスムーズ装着
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⑤�エステー�ニトリル手袋��
ホワイト�№981�（100枚入）�� ■ｶ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2256-0501 240 約178 78 8466500 ￥3,000
M 1-2256-0502 240 約200 85 8466600 ￥3,000
L 1-2256-0503 240 約220 86 8466640 ￥3,000

粉つき
100ミクロン

ニトリルゴム

⑥�エステー�ニトリル手袋�
ブルー�№981�（100枚入）�� ■ｶ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2256-0601 240 約178 78 8466610 ￥3,000
M 1-2256-0602 240 約200 85 8466620 ￥3,000
L 1-2256-0603 240 約220 86 8466630 ￥3,000

粉つき
100ミクロン

ニトリルゴム

⑫�ショーワ�ニトリル手袋��
ニトリスト・スーパーロング��
№887�（50枚入）�ブルー�� ■ｻ7
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2256-1201 400 約170 80 4232000 ￥3,700
M 1-2256-1202 400 約190 83 4232100 ￥3,700
L 1-2256-1203 400 約210 85 4232200 ￥3,700
●手首の露出を防ぐロングタイプです。

中指

⑨�ファクトギアニトリル手袋��
ロング�100枚入��

ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格
S� 2-1616-03 1-2256-0901 約295 約160 70 1559210 ￥3,300
L� 2-1616-01 1-2256-0902 約295 約200 80 1557290 ￥3,300
●指先エンボス加工

粉なし
120ミクロン

ニトリルゴム

⑧�シンガー�ニトリルディスポ手袋�
№200�ブルー�（100枚入）�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

SS 1-2256-0801 250 約160 74 1239603 ￥4,400
S 1-2256-0802 250 約170 78 1239703 ￥4,400
M 1-2256-0803 250 約190 83 1239803 ￥4,400
L 1-2256-0804 250 約210 84 1239903 ￥4,400
LL 1-2256-0805 250 約230 90 1240003 ￥4,400
●耐油性、耐薬品性に優れています。
●突き刺強度に優れています。

粉つき
120ミクロン

ニトリルゴム

⑦�シンガー�ニトリルディスポ手袋�
№210�ブルー�（100枚入）�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

SS 1-2256-0701 250 約160 74 6865282 ￥4,300
S 1-2256-0702 250 約170 78 6865292 ￥4,300
M 1-2256-0703 250 約190 83 6865312 ￥4,300
L 1-2256-0704 250 約210 84 6865322 ￥4,300
LL 1-2256-0705 250 約230 90 6865332 ￥4,300
●耐油性、耐薬品性に優れています。
●突き刺強度に優れています。

120ミクロン

ニトリルゴム
粉なし

⑪�二トリル手袋�ニトリルザウルス��
ブルー�（100枚入）�� ■ｻ7
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

M 1-2256-1101 230 約190 79 8719901 ￥4,500
L 1-2256-1102 230 約215 82 8720001 ￥4,500
LL 1-2256-1103 230 約225 85 8720101 ￥4,500
●�比較的厚めのディスポタイプなので、ハードな現場でも安全且つ衛生
的に使用できます。

●�切創手袋や軍手などの上から着用可能です。
●�強力エンボス加工で、約2倍のグリップ力

驚異のグリップ力！
粉なし

160ミクロン

ニトリルゴム

⑩�エステー�フードタッチグローブ��
№1200�ブルー�（50枚入）�� ■ﾀ5
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2256-1001 235 175 78 1013571 ￥2,400
M 1-2256-1002 235 197 84 1013581 ￥2,400
L 1-2256-1003 235 215 87 1013591 ￥2,400
●特殊表面加工ですべりにくいです。

粉なし
150ミクロン

ニトリルゴム

粉なし
150ミクロン

ニトリルゴム

ご発注の際は、Webカタログでの確認、もしくは弊社までお問い合わせください。
※表示価格につきましては2021年1月現在のものになります。

粉なし
100ミクロン

ニトリルゴム

①

粉なし
100ミクロン

ニトリルゴム

エステー�ニトリル�手袋�№991�（100枚入）�■ｻ1
全長 手の平まわり 中指の長さ ①ホワイト ②ブルー 価格

S 240 約174 77 1-2256-0101
7375810

1-2256-0201
7375301 ￥3,200

M 240 約200 84 1-2256-0102
7375910

1-2256-0202
7375311 ￥3,200

L 240 約220 85 1-2256-0103
7376010

1-2256-0203
7375321 ￥3,200

●�優れた耐油・耐薬性能�
特殊加工により粉なしでも着脱がしやすいです。

③�ショーワ�手袋��
ニトリストタフ�№883�（100枚入）��■ｻ5
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

SS 1-2256-0301 240 約160 74 6590801 ￥2,500
S 1-2256-0302 240 約170 77 6590901 ￥2,500
M 1-2256-0303 240 約190 82 6591001 ￥2,500
L 1-2256-0304 240 約210 83 6591101 ￥2,500
LL 1-2256-0305 240 約225 86 6591201 ￥2,500
●�冷凍食品や食品加工、焼き菓子など、比較的ハードな作業でも破れに
くい強度重視タイプです。

粉なし
100ミクロン

ニトリルゴム

④�ショーワ�ニトリル手袋��
ニトリスト・ホワイト��
No.884�（100 枚入）�� ■ｻ5
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

SS 1-2256-0401 240 約160 74 0203401 ￥2,500
S 1-2256-0402 240 約170 77 0203411 ￥2,500
M 1-2256-0403 240 約190 82 0203421 ￥2,500
L 1-2256-0404 240 約210 83 0203431 ￥2,500
LL 1-2256-0405 240 約225 86 0203441 ￥2,500

粉なし
100ミクロン

ニトリルゴム

②



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。2257 使い捨て手袋・下ばき手袋
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②�ダンロップ��
粉つきニトリル極うす手袋��
（100枚入）�NS370�ブルー�� ■ｻ1

ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格
SS 1-2257-0201 240 150 74 7105222 ￥4,000
S 1-2257-0202 240 172 75 7105322 ￥4,000
M 1-2257-0203 240 192 80 7105422 ￥4,000
L 1-2257-0204 240 214 84 7105522 ￥4,000

粉つき
70ミクロン

ニトリルゴム

中指

④�エコノミー�手袋��
ナビロール�（100枚入）��
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2257-0401 245 約170 75 8457100 ￥1,800
M 1-2257-0402 245 約195 80 8457200 ￥1,800
L 1-2257-0403 245 約210 82 8457300 ￥1,800

①�ダンロップ��
天然ゴム極うす手袋�
ナチュラル�NR-611�（100枚入）�� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

SS 1-2257-0101 230 152 70 7104813 ￥3,100
S 1-2257-0102 230 166 70 7104913 ￥3,100
M 1-2257-0103 230 182 72 7105013 ￥3,100
L 1-2257-0104 230 210 78 7105113 ￥3,100

③�ダンロップ�極薄手袋�
（100枚入）�� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2257-0301 230 166 70 7748603 ￥3,600
M 1-2257-0302 230 182 72 7748613 ￥3,600
L 1-2257-0303 230 210 78 7748623 ￥3,600

⑥�シンガー�ラテックス��
グローブ�ロング�48�（10枚入）��
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2257-0601 480 約166 75 8385702 ￥4,600
M 1-2257-0602 480 約190 81 8385802 ￥4,600
L 1-2257-0603 480 約212 81 8385902 ￥4,600

⑤�シンガー�ラテックス��
イグザミネーション�グローブ�（100枚入）��
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2257-0501 260 約170 78 5834911 ￥2,300
M 1-2257-0502 260 約190 83 5835011 ￥2,300
L 1-2257-0503 260 約210 85 5835111 ￥2,300

粉なし
190ミクロン

天然ゴム

粉なし
80ミクロン

天然ゴム
粉つき
80ミクロン

天然ゴム

塩化ビニール手袋

⑨�ビニール手袋�スーパータッチ�
（100枚入）�� ■ｻ1
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2257-0901 240 約170 80 4398112 ￥3,000
M 1-2257-0902 240 約190 85 4398012 ￥3,000
L 1-2257-0903 240 約210 87 4397912 ￥3,000
●介護用に適してます。

粉つき 80ミクロン塩化ビニール

⑩�マイジャスト�ケアグローブ�
（100枚入）�
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2257-1001 230 約210 65 5858202 ￥2,700
M 1-2257-1002 230 約250 70 5858302 ￥2,700
L 1-2257-1003 230 約270 80 5858402 ￥2,700
●薄手で限りなく素手に近い新感覚
●�粉なしながら着脱もスムーズ
●�介護用に適してます。

粉なし 90ミクロン塩化ビニール

⑦�シンガー�プラスチックグローブSP��
201�（100枚入）��
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2257-0701 240 約176 72 8476911 ￥1,800
M 1-2257-0702 240 約196 81 8477011 ￥1,800
L 1-2257-0703 240 約216 89 8477111 ￥1,800

粉なし 50ミクロン塩化ビニール

⑪�クラレ�メッシュ�インナー手袋��
（50組入）�EXE50��
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2257-1101 270 3521500 ￥8,500
フリーサイズ
●�通気性がよくカットしてもほつれにくいメッシュ構造
●�ポリエステル長繊維を使用していますので、繰り返し洗って使
えます。
●ゴム手袋の脱着が簡単になります。

■ﾅ1

ゴム手袋のムレ・ 
ベタつき・手荒れの
不快感を軽減

⑭�ダンロップ�綿ニット手袋��
ワークハンズ�
（下ばき用�2枚入）C-717
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2257-1401 230 7748760 ￥790
フリーサイズ
●�うすく手にぴったりフィットで吸湿・吸汗性に優れて
います。

⑫�ショーワ�下ばき手袋�
（20枚入）�№830�� ■ｻ1
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2257-1201 220 5836130 ￥1,500
フリーサイズ
●�吸湿性に優れています。
●�網目が細かく縫い合わせがありません。

綿100％ 綿100%

⑬�ショーワ�EXフィット手袋��
（20枚入）�B0620�� ■ｻ7
ページコード 全長 商品コード 価格

S 1-2257-1301 170 4232300 ￥2,600
M 1-2257-1302 180 4231800 ￥2,600
L 1-2257-1303 190 4231900 ￥2,600
●�18ゲージ・シームレス編みで、使いきり手袋の下ばき
に使用しても素手感覚を活かせます。

ナイロン、ポリエステルポリエステル

天然ゴム手袋

下ばき手袋

⑧�シンガー�プラスチックグローブPF�
D112（100枚入）��
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 1-2257-0801 250 約174 72 5834612 ￥3,100
M 1-2257-0802 250 約194 82 5834712 ￥3,100
L 1-2257-0803 250 約214 88 5834812 ￥3,100
●介護用に適しています。

粉なし 80ミクロン塩化ビニール

180ミクロン

天然ゴム
粉なし粉つき

100ミクロン

天然ゴム

ご発注の際は、Webカタログでの確認、もしくは弊社までお問い合わせください。
※表示価格につきましては2021年1月現在のものになります。



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。 2258使い捨て手袋
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中指

②�ゼロマスク�ZM32�（32枚入）
ページコード サイズ 商品コード 価格
1-2258-0201 170×95 1173300 ￥640
材質：不織布
●�マスクの内側に触れることなく、1枚ずつ素早く衛生的に
取り出せます。
●�まとまって取り出しすぎることがなく経済的
●�ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ないです。
●�コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減
●�別売り専用ディスペンサーを併用し壁面に設置可能

⑦�ゼロハイジーン兼用ディスペンサー�
ページコード 重量 商品コード 価格

ビス式 1-2258-0701 550g 1173310 ￥5,900
マグネット式 1-2258-0702 950g 1173320 ￥7,800
サイズ：130×255×85　材質：樹脂　仕様：バネ式
●�コンパクトなスペースに①〜⑥を2パックまでセット可能です。
●�壁面に簡単に設置することができます。（ビスは付属していません）
※�作業テーブルの上に置いて使用する場合は市販の吸着ジェルや粘着
テープを別途ご利用ください。

⑧��壁掛けプルダウン式ディスペンサー�
ページコード 重量 商品コード 価格

ビス式 1-2258-0801 500g 1173330 ￥2,800
マグネット式 1-2258-0802 800g 1173340 ￥4,300
全長：130×140×H93　材質：樹脂　仕様：重力式
●�壁面に簡単に設置することができます。（ビスは付属していません）
●�下方向から取り出せる為、ニトリル手袋内部へのホコリの侵入を防止するデザイン
※�本製品は「グレイシアハイジーン（ニトリル手袋）」「ゼロエプロン」の専用ディスペ
ンサーです。

①�グレイシアハイジーン��
ニトリルグローブ�（125枚入）
ページコード 全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

XS 1-2258-0101 240 約160 78 1173393 ￥6,400
S 1-2258-0102 240 約170 80 1173403 ￥6,400
M 1-2258-0103 240 約190 82 1173413 ￥6,400
L 1-2258-0104 240 約210 85 1173423 ￥6,400
●�医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版（食品衛生法適合）
●�手首部から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック
●�指先グリップ加工
●�別売り専用ディスペンサーを併用し壁面に設置可能

ゼロエプロン�（35枚入）�
ページコード 商品コード 価格

③ピンク　 1-2258-0301 1173350 ￥980
④ホワイト 1-2258-0401 1173360 ￥980
⑤イエロー 1-2258-0501 1173370 ￥980
⑥グリーン 1-2258-0601 1173380 ￥980
サイズ：685×1,150
材質：2層（HDPE、LDPE）
●�エプロン上部より1枚ずつ取り出すことができ、衛生的
●�首周りが大きく開かないデザインです。
●�肩下までカバーし、肩周りも防護できるデザインです。
●�カラーコードが可能な4色のラインナップ
●�別売り専用ディスペンサーを併用し壁面に設置可能

③ ④

⑤ ⑥

100ミクロン
粉なし

ニトリルゴム

医療関連感染対策のノウハウを食品衛生に！
衛生管理に貢献するパッケージ

グレイシアハイジーンの特徴

グローブ同士の固着等による複数枚の取り出しを防止し、無駄なコストを
抑えます。

無駄の削減Value 2

手首部から１枚ずつ確実に取り出せる特殊パッケージを採用する事で、
素早く・無駄なく取り出せます。ニトリルグローブの指先や、取出口まわり
にも触らず衛生的な運用が可能です。

交差感染リスクの低減Value 1

従来の紙箱タイプと比べ約50％コンパクトなポリエチレンパックを採用。
狭い厨房でのご使用や保管倉庫のスペース効率化に貢献します。

コンパクトValue 3

従来の紙箱を廃止しポリエチレンパックに変更することで、物流や廃棄
処理の両面でCO2の削減に貢献します。

ゴミの削減Value 4

専用ディスペンサーを壁面に設置することで素早い装着が可能です。
素早い装着Value 5

⃝グローブは手首部より１枚ずつ出てきます。
⃝緊急時にも素早く1枚ずつ取り出せます。
⃝コンパクトなスペースに各種アイテムが設置可能です。

効率的で
コンパクト！

１枚だけ手首から

Pick UP!

ご発注の際は、Webカタログでの確認、もしくは弊社までお問い合わせください。
※表示価格につきましては2021年1月現在のものになります。



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。2259 マスク
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耳掛けタイプ

⑥�パルエコノミーフェイスマスク�
（100枚入）�N49110C
ページコード サイズ 商品コード 価格
1-2259-0601 198×73 1161800 ￥1,600
材質：不織布

2PLY

⑦�クリーンマスク�耳掛け��
（50枚入）
ページコード サイズ 商品コード 価格
1-2259-0701 170×90 7822101 ￥780
材質：不織布
●�立体成型で、顔のラインに沿って装着できます。�
（ストレッチタイプ）

2PLY
ノーズピース

⑧�シンガー�ブリージーマスク��
耳掛けタイプ�（100枚入）�

ページコード サイズ 商品コード 価格
1-2259-0801 175×95 4798100 ￥930
材質：ポリプロピレン、不織布
1層＋中央部2層タイプ
●�2PLYのシールド性と、1PLYの呼吸のしやすさを両立し
ました。
●�息がこもりにくく、着用時の暑苦しさやメガネのくもりを抑
える設計です。

2PLY
ノーズピース

②�シンガー��
ニューレギュラーマスク��
耳掛けタイプ�（50枚入）

ページコード サイズ 商品コード 価格
1-2259-0201 170×90 6865341 ￥1,400
材質：ポリエチレン熱可塑性樹脂

2PLY
ノーズピース

ホープスマスク�（50枚入）�� ■ｾ1
ページコード 商品コード 価格

③ホワイト�JM-8W 1-2259-0301 4797800 ￥750
④ピンク　�JM-8P 1-2259-0401 4797900 ￥750
⑤ブルー　�JM-8B 1-2259-0501 4798000 ￥750
サイズ：175×90
材質：�ポリエチレン熱可塑性樹脂使用
●電石フィルター使用

③ ⑤④

2PLY
ノーズピース

⑩�シンガー�電石�マスク��
（50枚入）� ■ｻ1�
ページコード サイズ 商品コード 価格
1-2259-1001 175×90 5790201 ￥2,800
材質：ポリプロピレン不織布
●口紅が表うつりしません。

ノーズピース
3PLY

⑪�2層式�フェイスマスク��
（100枚入）�� ■ｻ7

ページコード サイズ 商品コード 価格
IRLM-007 1-2259-1101 175×95 1293440 ￥1,000
材質：�不織布
●耳紐が平ゴムで、耳が痛くなりにくい

2PLY
ノーズピース

⑫�3層式�フェイスマスク��
（50枚入）�� ■ｻ7

ページコード サイズ 商品コード 価格
IRLM-008 1-2259-1201 175×95 1293450 ￥1,500
材質：�不織布

3PLY
ノーズピース

⑬�シンガー��
サージカルマスクRE��
（50枚入）�ホワイト�
ページコード 商品コード 価格
1-2259-1301 3004280 ￥520
サイズ：175×95
材質：不織布
●�内部に高性能フィルターを使用しているの
で、飛沫感染予防に効果的です。
●�立体的に広がりやすく呼吸がしやすい仕様
の、センタープリーツを採用しています。

3PLY
ノーズピース

⑮�マスク仮置き用�紙包み��
（100枚入）�64294�� ■ｶ1
ページコード サイズ 商品コード 価格
1-2259-1501 200×115 1246370 ￥3,400
材質：奉書和紙
●お食事の際のマスク保管にご使用できます。
●スタンドで収納したい場合は

アクリルPOPホルダー付メニュースタンド縦��
1-2259-1502 1142250 ￥1,000 �■ｻ1 �が使用できます。

⑭�シンガー��
サージカルマスクRE��
（50枚入）�ブルー
ページコード 商品コード 価格
1-2259-1401 3004290 ￥520
サイズ：175×95
材質：不織布
●�内部に高性能フィルターを使用しているの
で、飛沫感染予防に効果的です。
●�立体的に広がりやすく呼吸がしやすい仕様
の、センタープリーツを採用しています。

3PLY
ノーズピース

⑨�クラフレックス��
ストレッチ�マスク�
EF�（50枚入）�� ■ﾀ7

ページコード サイズ 商品コード 価格
1-2259-0901 155×90 4397710 ￥1,500
材質：�ポリプロピレン極細繊維不織布・�

ポリプロピレン熱可塑性樹脂使用

ノーズピース
3PLY

①�美化マスク�
耳掛けタイプ�（100枚入）��

ページコード サイズ 商品コード 価格
1-2259-0101 170×90 8225301 ￥2,800
材質：ポリプロピレン不織布
※�鼻部にノーズピースを使用しておりません。

1PLY
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頭掛けタイプ

①�シンガー��
ニューレギュラー�マスク��
オーバーヘッドタイプ�（50枚入）

ページコード サイズ 商品コード 価格
1-2260-0101 170×90 8473611 ￥1,600
材質：ポリプロピレン不織布
●�耳カバー付のぼうしの上からもご使用できます。

2PLY
ノーズピース

②�美化マスク�
オーバーヘッドタイプ��
（100枚入）��
ページコード サイズ 商品コード 価格
1-2260-0201 170×90 8225201 ￥3,000
材質：ポリプロピレン不織布
※�鼻部にノーズピースを使用しておりません。

1PLY

③�クリーンマスク�頭掛け��
（50枚入）
ページコード サイズ 商品コード 価格
1-2260-0301 170×90 7822001 ￥750
材質：不織布
●�帽子の上から使用していただくマスクです。頭にゴム
をかけるので、耳への負担が解消されます。（ストレッ
チタイプ）

2PLY
ノーズピース

⑨�クリスターマスク�平型��
（10袋入）
ページコード サイズ 商品コード 価格
1-2260-0901 140×70×H93 0482600 ￥7,500
材質：�フィルム／ポリカーボネイト�

フレーム／ポリプロピレン
●洗浄による繰り返しの使用が可能です。
●耳ひものアジャスタ機能でサイズ調整可能です。

笑顔が見える高機能透明マスク

⑧�マスケット��
エチケットマスク�（10枚入）�■ﾊ1

ページコード サイズ 商品コード 価格
1-2260-0801 135×Ｈ90 0163910 ￥7,500
フィルム部：130×Ｈ65
材質：フィルム、フレーム／ポリカーボネイト
セット内容：透明マスク、収納ポーチ、クリーンクロス
●くもり止め加工　●傷が付きにくいハードコーティング
●抗菌加工　●水洗い可能（フィルム部）
●耳掛け長さ�調整可能

マスケット用交換フィルム�（50枚入）��
1-2260-0802 0163920 ￥19,500 �■ﾊ1

⑦�フェイスシールド��
（10枚入）�FS-330-220�■ｶ1
ページコード 商品コード 価格
1-2260-0701 1240160 ￥3,300
サイズ：330×H220
厚さ：0.25
材質：��本体／PET�

クッション／ポリウレタン�
ベルト／ゴム、ポリエステル

接客業、サービス業など
対面で作業する全業種におすすめです。

顔との接触面はスポンジな
ので痛くなりにくいです。

④�衛生マスク�頭掛けタイプ�
（50枚入）�EMN-50PHL�
ページコード サイズ 商品コード 価格
1-2260-0401 175×90 3061930 ￥600
材質：ポリプロピレン不織布

2PLY
ノーズピース

⑤�シンガー�ブリージーマスク��
オーバーヘッドタイプ�（100枚入）

ページコード サイズ 商品コード 価格
1-2260-0501 175×95 4798200 ￥1,030
材質：ポリプロピレン、不織布
1層＋中央部2層タイプ
●�2PLYのシールド性と、1PLYの呼吸のしやすさを両立しました。
●�息がこもりにくく、着用時の暑苦しさやメガネのくもりを抑える設計です。

2PLY
ノーズピース

⑥�ECOSAS��
COOL銀イオン水��
100㎖�� ■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-2260-0601 1246380 ￥900
容量：100㎖（約600回噴霧）
材質：銀イオン水、純水、エタノール
●�化学薬品を使わず電気分解製法で作られた
不純物のない安心・安全な銀イオン水です。
●�熱中症・口臭・マスク肌荒れ・除菌対策に効
果を発揮します。
●�銀イオンの優れた効果を利用してマスク以
外でも様々なところを除菌・抗菌・消臭・防カ
ビできます。
●�銀イオンにハッカ油（メントール）を配合して
清涼感があります。

マスクの内側に“シュッ”とひと吹き
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世界中のシェフに信頼され続ける
パルのシェフハットシリーズ

⑧パリスハット（10枚入）
ページコード 全高 商品コード 価格

PH-20NT� 　　 1-2261-0801 200 8835800 ￥3,400
PH-25NT� 　　 1-2261-0802 250 8835900 ￥4,000
PH-30NT� 　　 1-2261-0803 300 8836000 ￥4,200
PH-201NT薄型 1-2261-0804 200 8672800 ￥2,700
PH-251NT薄型 1-2261-0805 250 8672810 ￥3,200

①�クラシック��
シェフハット�（10枚入）

ページコード 全高 商品コード 価格
N24000 1-2261-0101 200 6048500 ￥7,000
N25000 1-2261-0102 250 6048600 ￥7,500
N26000 1-2261-0103 300 6048700 ￥7,800
●�シリーズのなかでも、品質とデザインとともに最も優雅なタイ
プです。柔軟性と耐久性に富んだ不織布は吸収性も抜群で、
トップクラスのシェフや高級レストランで愛用されています。
※調節：両面テープ

②�グランデトック��
シェフハット�（10枚入）

ページコード 全高 商品コード 価格
N34110 1-2261-0201 250 6048800 ￥5,400
N35110 1-2261-0202 300 6048900 ￥6,000

③�コンチネンタル��
シェフハット�（50枚入）

ページコード 商品コード 価格
A80000 1-2261-0301 6049000 ￥11,000
全高：245
●�ヨーロッパ本土で最も人気のハットです。柔らかく快適
なクレープ紙でできた高品質と、シェフの好みでアレン
ジした使い方ができるおしゃれなタイプです。
※調節：両面テープ

④�ノンプリーツ��
シェフハット�（50枚入）

ページコード 商品コード 価格
N39110 1-2261-0401 6049100 ￥17,200
全高：200
●�不織布の快適さを最大限に引き出したプリーツのない
タイプです。純白でエレガントなスタイルがおしゃれな
雰囲気を醸し出し、好評です。

※調節：マジックテープ

LA NON PLISSEE LIGHT HAT

⑥�プリーツトック��
シェフハット�（50枚入）

ページコード 商品コード 価格
A82110 1-2261-0601 6049300 ￥20,000
全高：195
●�英国でのベストセラーがいまやヨーロッパ各地に広がっ
た人気製品です。シェフトックタイプと同じ品質で、特に
厨房の天井が低いレストランで実用的と好評です。
※調節：両面テープ

PLEATED TOQUE

⑤�シェフトック��
シェフハット�（50枚入）

ページコード 商品コード 価格
A85110 1-2261-0501 6049200 ￥20,000
全高：265
●�高級な風合いに加工された格式の高いエンボス織の
ハットです。丈夫で柔らかく、軽い素材でさらに抗アレ
ルギー性で吸収性の高い汗止めもついています。
※調節：両面テープ

SHEF'S TOQUE

⑦�ライト��
シェフハット�（10枚入）

ページコード 商品コード 価格
N33110 1-2261-0701 8683500 ￥3,200
全高：235
●�素材は不織布ですので通気性に優れています。高品
質、高機能と低価格の両立を実現
※調節：両面テープ

⑨パリスハット（10枚入）
ページコード 商品コード 価格

PH-15NT� 　　 1-2261-0901 8836100 ￥3,400
PH-115NT薄型 1-2261-0902 8672900 ￥2,500
全高：250

英国で生まれた実用性、デザイン、そして衛生面での品質管理は世界中のシェフの信頼を
得て、各国のレストラン厨房で愛用されています。

パリスハット
シリーズ
●型くずれ無し
●天然植物性不織布
※調節：片面テープ

⑪�プレステージ��
シェフハット（10枚入）

ページコード 全高 商品コード 価格
PS20111 1-2261-1101 200 1161910 ￥4,000
PS25111 1-2261-1102 250 1161930 ￥4,400
PS30111 1-2261-1103 300 1161920 ￥4,700
材質：不織布
●長時間使用しても型崩れはありません。
●フリーサイズ

CHEF HAT

⑫�マトファー��
シェフハット（10枚入）�� ■タ1

ページコード 全高 商品コード 価格
760301 1-2261-1201 225 7041400 ￥7,000
762923 1-2261-1202 300 0356500 ￥7,200
材質：不織布
※調節：両面テープ

⑩�パリスハット�
バルーンハット�BA-27（50枚入）

ページコード 商品コード 価格
1-2261-1001 8673500 ￥21,000
全高：270（大人用フリーサイズ）
●自由自在お好みの形に変更できます。
●マジックテープ使用

CONTINENTALLA GRANDE TOQUELA CLASSIQUE
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メッシュハット��側面／特殊紙、上頭部カバー／不織布��上部が極薄不織布になっており、蒸れにくく、快適に作業できます。

フォレージュハット

①�無地�（100枚入）
ページコード 商品コード 価格

A95000 1-2262-0101 6048000 ￥9,300
全高：80

②�レッドライン�（100枚入）
ページコード 商品コード 価格

A95002 1-2262-0201 6048100 ￥9,300
全高：80

④�ブルーライン�（100枚入）
ページコード 商品コード 価格

A95008 1-2262-0401 6048300 ￥9,300
全高：80

③�グリーンライン�（100枚入） 
ページコード 商品コード 価格

A95004 1-2262-0301 6048200 ￥9,300
全高：80

⑮�パリスハット（10枚入）
ページコード 商品コード 価格

PH-121NT 1-2262-1501 1160100 ￥1,800
全高：210

⑬�パリスハット�和帽子（50枚入）
ページコード 商品コード 価格

PH-10NT 1-2262-1301 8836200 ￥8,400
全高：100

パリスハット
●型くずれ無し
●天然植物性不織布
※調節：片面テープ2枚付 
　（PH-121NTのみ）

⑭�パリスハット�中華帽子（50枚入）
ページコード 商品コード 価格

PH-12NT 1-2262-1401 8836300 ￥9,000
全高：120

ペーパーハット��側面・上頭部カバー／特殊紙��より気軽に使える普及タイプ 上部が穴あき式になっており、通気性に優れています。

⑧�グリーンライン�（100枚入）
ページコード 商品コード 価格

A96004 1-2262-0801 7496000 ￥4,600
全高：80

⑤�無地�（100枚入）
ページコード 商品コード 価格

A92000C 1-2262-0501 7495810 ￥3,000
全高：80

⑥�レッドライン�（100枚入）
ページコード 商品コード 価格

A92002C 1-2262-0601 7495910 ￥3,000
全高：80

⑦�ブルーライン�（100枚入）
ページコード 商品コード 価格

A92008C 1-2262-0701 7496110 ￥3,000
全高：80

⑨�使い捨て�和帽子�（50枚入）
ページコード 商品コード 価格

24110 1-2262-0901 6048400 ￥13,300
全高：100
● 素材は柔らかさと快適さを追求した高級不織布です。

⑩�使い捨て�中華帽子�（50枚入）
ページコード 商品コード 価格

31110 1-2262-1001 6159900 ￥14,100
全高：120
● 素材は柔らかさと快適さを追求した高級不織布です。

フランツメンシュ

⑪�フォレージュハット�サービス��
ブラックスタイル�（25枚入）�

ページコード 商品コード 価格
10503 1-2262-1101 8648100 ￥2,850
材質：紙　全高：80
● 色移りしないように、内側に汗止めバンドが付いています。
● 頭頂部分は通気性を考慮し、穴が開いています。
※調節：スライド式

⑫�シェフハット�エクセレント��
ブラックスタイル�22㎝�（10枚入）�

ページコード 商品コード 価格
09803 1-2262-1201 8648200 ￥2,850
材質：紙　全高：220
● 色移りしないように、内側に汗止めバンドが付いています。
※調節：スライド式

クリーンキャップ�Mタイプ（50枚入）
ページコード 商品コード 価格

⑯06001�白無地　　　 1-2262-1601 7518400 ￥3,000
⑰06002�赤ライン　　 1-2262-1701 7518500 ￥3,000
⑱06003�青ライン　　 1-2262-1801 7518600 ￥3,000
⑲06004�青／白ライン 1-2262-1901 7518700 ￥4,200

フリーサイズ／紙製　全高：90
●上部はメッシュタイプ

⑯

⑱

⑲

⑰

⑳�クリーンキャップ�Aタイプ��
（50枚入）�赤ライン�

ページコード 商品コード 価格
06022 1-2262-2001 7518900 ￥5,900

フリーサイズ／紙製　全高：155
●上半分がメッシュタイプ
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帯電荷のパワーで毛髪を強力キャッチ

②�つくつく帽子��
（20枚入）�フリー��
ホワイト�EL-122W

ページコード 商品コード 価格
1-2263-0201 4797100 ￥11,400
サイズ：�フリーサイズ
●男女兼用

③�つくつく帽子（20枚入）�EL-700�
ページコード 商品コード 価格

ホワイト 1-2263-0301 4797200 ￥11,000
ブルー　 1-2263-0302 4797300 ￥11,000
グリーン 1-2263-0303 4797400 ￥11,000
ピンク　 1-2263-0304 4797500 ￥11,000
サイズ：�フリーサイズ
●男女兼用

④�エレクトネット帽�
（20枚入）��
ホワイト�EL-402W
ページコード 商品コード 価格

Ｍ 1-2263-0401 4797600 ￥11,300
Ｌ 1-2263-0402 4797700 ￥11,300
サイズ：�Ｍ（頭回り63㎝）　Ｌ（頭回り65㎝）
●男女兼用

特殊な方法で電石（エレクトレット）化した不織布の一本一本の繊維が常に電気分極を保持し周囲に電界を形成します。
そのため、強力な吸着力をもち、目に見えないミクロのホコリから抜け毛やフケなどを強力キャッチ

①�つくつく帽子（100枚入）�EL-102�
ホワイト ピンク ブルー 価格

Ｍ 1-2263-0101
4796500

1-2263-0103
4796700

1-2263-0105
4796900 ￥12,000

Ｌ 1-2263-0102
4796600

1-2263-0104
4796800

1-2263-0106
4797000 ￥12,000

サイズ：�Ｍ（フリーサイズ）　Ｌ（長髪用深型）
●男女兼用
※通気性に優れた穴あきタイプです。

⑧�綿帽くん�
（インナーキャップ）��
C100�（12枚入）�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2263-0801 6779900 ￥3,500
綿100％　フリーサイズ
●洗うことができ経済的でゴミも減らせます。
●�天然素材（綿）が汗を吸収して蒸れを防ぎ
ます。
●�糸くずの出ない特殊加工と耐薬ゴムを採
用しています。

クリーンキャップ でんでん帽 材質：ポリプロピレン

⑩�ツバなし標準型�
フリーサイズ�
（50枚入）�CA-103
ページコード 商品コード 価格
1-2263-1001 7822400 ￥7,900

⑨�標準丸型�
フリーサイズ�
CA-101�（50枚入）

ページコード 商品コード 価格
1-2263-0901 7822200 ￥4,400

⑪�ツバ付通気型�
フリーサイズ�
（50枚入）�CA-104
ページコード 商品コード 価格
1-2263-1101 7822500 ￥7,700

静電気による毛髪・フケ・ホコリの落下防止キャップ
数度の洗濯に耐えます。
洗濯ネットに入れ弱水流で短い時間、もしくは軽く押し洗いをしてください。
脱水は脱水機を使用し、手で絞ることはさけてください。

⑫�クラフレックス��
キーメイトキャップ�
女性用�（100枚入）��
T-600

ページコード 商品コード 価格
1-2263-1201 0257900 ￥6,200

パラキャップ�（100枚入）�� ■ｻ7
ページコード 商品コード 価格

⑬FG-220�白 1-2263-1301 4573801 ￥1,200
⑭FG-223�ブルー 1-2263-1401 4573901 ￥1,200
⑮FG-226�黒 1-2263-1501 4574001 ￥1,200
フリーサイズ
●ジャバラ型の簡易キャップ
●ポリプロピレン製不織布使い捨てキャップ
●�パン屋などのシェフハットの下のインナーキャップとして、ユニフォーム
とのバランスが取れ見かけが良く見えます。

⑬ ⑭

⑮

⑦�シンガー�電石帽�
（20枚入）�SR-1�

ページコード 商品コード 価格
M 1-2263-0701 5789800 ￥16,900
L 1-2263-0702 5789900 ￥16,900
LL 1-2263-0703 5790000 ￥16,900
長髪 1-2263-0704 5790100 ￥16,900
●�頭頂部がメッシュのためムレを防ぎ、上に制帽を
重ねる使い方もできます。�
数度の洗濯に耐えます。

電石帽子 電気分極を持った超極細繊維の不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着します。
また、周囲のゴムが隙間からの落下を防止

⑥�シンガー�電石帽�
（20枚入）�SR-5�

ページコード 商品コード 価格
M 1-2263-0601 5789400 ￥22,500
L 1-2263-0602 5789500 ￥22,500
LL 1-2263-0603 5789600 ￥22,500
長髪 1-2263-0604 5789700 ￥22,500
●�ひさし付、制帽として使用もできます。�
数度の洗濯に耐えます。

顔まわりベルトに東洋紡素材
「ドライアイス−2℃」を使用！

⑤�エレクトネット帽�
（20枚入）ホワイト�EL-450

ページコード 頭回り 商品コード 価格
S 1-2263-0501 約60㎝ 0258300 ￥9,900
M 1-2263-0502 約63㎝ 0258310 ￥9,900
L 1-2263-0503 約65㎝ 0258320 ￥9,900
LL 1-2263-0504 約68㎝ 0258330 ￥9,900
材質：ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
●男女兼用
●�電石効果で異物落下防止・混入対策に寄与します。
●�高耐久性で洗濯性がアップし経済的です。
●�クール感が得られる東洋紡素材「ドライアイス−2℃」を
使用しています。
※「ドライアイス−2℃」は着用してクール感が得られるス
ポーツファブリックです。

⑱�ヘアーネット�（100枚入）�
ページコード 商品コード 価格

S T20662 1-2263-1801 1166800 ￥5,400
M T20663 1-2263-1802 1166900 ￥6,300
L T20664 1-2263-1803 1167000 ￥6,600
ナイロン
●�ヨーロッパのベストセラー。6㎜×6㎜の網目が毛髪落下を
防ぎます。

⑰�スヌードキャップ�
フリーサイズ�
（100枚入）�D89110�
ページコード 商品コード 価格
1-2263-1701 1166700 ￥10,000
不織布�
●��ヨーロッパのベストセラー。衛生品質管
理の必需品、毛髪混入を未然に防ぎま
す。ツバも不織布

⑯�帯電ウルトラキャップ�
（100枚入）�

ページコード 商品コード 価格
M 68112T 1-2263-1601 1167110 ￥14,000
L� 68113T 1-2263-1602 1167210 ￥14,000
XL 68114T 1-2263-1603 1167310 ￥14,000
●�帯電加工を施した不織布で作られたキャップで毛髪の落下
を防ぎます。�
通気性、装着感に優れております。�
数回の水洗いが可能です（ネット使用）

⑲�モブキャップ�（100枚入）��
ページコード 商品コード 価格

D93110�ホワイト 1-2263-1901 1161300 ￥1,800
D93610�イエロー 1-2263-1902 1161400 ￥1,800
D93530�レッド　 1-2263-1903 1161500 ￥1,800
D93230�ブルー　 1-2263-1904 1161600 ￥1,800
D93330�グリーン 1-2263-1905 1161700 ￥1,800
フリーサイズ
材質：不織布（ダブル縫い）
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肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、
暑い職場に最適
制電トロピカル/
ポリエステル100％
●肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな生地
●サラっとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性
●インナーが透けにくい、透け防止繊維
●高温環境でもウェア内は涼しく快適
●ゴミの付着や放電ショックを防ぐ帯電防止
●生地そのものからチリが出にくい素材
●食中毒の防止に有効なO157対応の抗菌加工

※�グレー部分はイ
ンナーがついた
二重構造部分
です。

⑰ ⑱ ⑲ ⑳

顔廻りをすべて覆い、異物混入を防ぐフルガードタイプ

頭巾帽子 ケープ付きタイプ  ■ｻ1
サイズ 頭廻り

（㎝） ①9-1011 白 ②9-1012  
ブルー

③9-1013 
グリーン

④9-1014 
ピンク 価格

M 60 1-2264-0101
6027900

1-2264-0201
6027930

1-2264-0301
6028000

1-2264-0401
6028030 ￥3,000

L 62 1-2264-0102
6027910

1-2264-0202
6027940

1-2264-0302
6028010

1-2264-0402
6028040 ￥3,000

LL 64 1-2264-0103
6027920

1-2264-0203
6027950

1-2264-0303
6028020

1-2264-0403
6028050 ￥3,000

男女兼用パンツ  ■ｻ3
サイズ ウエスト

（㎝）
ヒップ
（㎝）

股上
（㎝）

股下
（㎝）

⑰7-521
白

⑱7-522
ブルー

⑲7-523
グリーン

⑳7-524
ピンク 価格

SS � 58～� 66 103 26.5 68 1-2264-1701
6028300

1-2264-1801
6028400

1-2264-1901
6028500

1-2264-2001
6028600 ￥5,400

S � 64～� 72 107 27　 70 1-2264-1702
6028310

1-2264-1802
6028410

1-2264-1902
6028510

1-2264-2002
6028610 ￥5,400

M � 70～� 78 111 27.5 74 1-2264-1703
6028320

1-2264-1803
6028420

1-2264-1903
6028520

1-2264-2003
6028620 ￥5,400

L � 74～� 84 115 28　 78 1-2264-1704
6028330

1-2264-1804
6028430

1-2264-1904
6028530

1-2264-2004
6028630 ￥5,400

LL � 82～� 90 121 28.5 78 1-2264-1705
6028340

1-2264-1805
6028440

1-2264-1905
6028540

1-2264-2005
6028640 ￥5,400

3L � 88～� 96 127 29　 78 1-2264-1706
6028350

1-2264-1806
6028450

1-2264-1906
6028550

1-2264-2006
6028650 ￥5,400

4L � 94～ 102 132 29.5 78 1-2264-1707
6028360

1-2264-1807
6028460

1-2264-1907
6028560

1-2264-2007
6028660 ￥5,400

5L 100～ 108 138 30　 78 1-2264-1708
6028370

1-2264-1808
6028470

1-2264-1908
6028570

1-2264-2008
6028670 ￥5,400

材質：�本体／制電トロピカル（PETボトル再生繊維）　ポリエステル100％�
インナー／インナーメッシュ　ポリエステル100％

●ツータック・両脇ゴム　内ポケット付
●パンツの裾部分をフライスで絞っており、体毛などが床へ落下するのを防ぎます。

材質：�本体／制電トロピカル
（PET再生繊維）�
ポリエステル100％�
顔廻り／吸汗ニット��
ポリエステル85％�
ポリウレタン15％�
タレ部／メッシュ��
ポリエステル100％

●�ケープ付、メガネ留め付、�
マスク留め付

① ② ③ ④

※�グレー部分はイ
ンナーがついた
二重構造部分
です。

制服内部に体毛等の落下防止ネットをつけた異物混入防止仕様です。

男女兼用ブルゾン （長袖）  ■ｻ1
サイズ 着丈

（㎝）
胸囲
（㎝）

裄丈
（㎝）

⑬8-421
白

⑭8-423
ブルー

⑮8-425
グリーン

⑯8-427
ピンク 価格

S 70 104 77 1-2264-1301
6028100

1-2264-1401
6028150

1-2264-1501
6028200

1-2264-1601
6028250 ￥5,900

M 72 108 80 1-2264-1302
6028110

1-2264-1402
6028160

1-2264-1502
6028210

1-2264-1602
6028260 ￥5,900

L 75 112 83 1-2264-1303
6028120

1-2264-1403
6028170

1-2264-1503
6028220

1-2264-1603
6028270 ￥5,900

LL 78 118 86 1-2264-1304
6028130

1-2264-1404
6028180

1-2264-1504
6028230

1-2264-1604
6028280 ￥5,900

3L 78 124 89 1-2264-1305
6028140

1-2264-1405
6028190

1-2264-1505
6028240

1-2264-1605
6028290 ￥5,900

材質：�本体／制電トロピカル（PETボトル再生繊維）�　ポリエステル100％�
インナー／�インナーメッシュ　ポリエステル100％

●�袖口の内側にネットがついており、内側からのチリ、体毛などの落下を防ぎます。
●�上衣内側のインナーカバーをボトム内に入れて着用し、上衣裾からの異物落下を防ぎます。

⑬ ⑭ ⑮ ⑯

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫

㉑ ㉒ ㉓ ㉔

毛髪混入防止機能と快適な着用性を兼ね備えたタイプ

幅広い作業環境でお使いいただける、着脱が簡単な帽子タイプ

頭巾帽子 ショートタイプ  ■ｻ1
サイズ 頭廻り

（㎝）
⑤9-1016

白
⑥9-1017
ブルー

⑦9-1018
グリーン

⑧9-1019
ピンク 価格

M 60 1-2264-0501
6043500

1-2264-0601
6027960

1-2264-0701
6043530

1-2264-0801
6043560 ￥2,800

L 62 1-2264-0502
6043510

1-2264-0602
6027970

1-2264-0702
6043540

1-2264-0802
6043570 ￥2,800

LL 64 1-2264-0503
6043520

1-2264-0603
6027980

1-2264-0703
6043550

1-2264-0803
6043580 ￥2,800

材質：�本体／制電トロピカル（PET再生繊維）ポリエステル100％�
顔廻り／�吸汗ニット�ポリエステル85％、ポリウレタン15％

●メガネ留め付、マスク留め付

頭巾帽子 八角タイプ  ■ｻ1
サイズ ⑨9-1065  

白
⑩9-1066  
ブルー

⑪9-1067  
グリーン

⑫9-1068  
ピンク 価格

フリー 1-2264-0901
6028060

1-2264-1001
6028070

1-2264-1101
6028080

1-2264-1201
6028090 ￥1,600

材質：�本体／制電トロピカル（PET再生繊維）ポリエステル100％�
タレ部／メッシュ�ポリエステル100％

対応：58～64㎝�マジックテープ式
●頭頂部メッシュ仕様

QCキャップ QC-001  ■ｻ1
サイズ 頭囲（㎝） 首周り（㎝） ㉑ブルー ㉒グリーン ㉓ピンク ㉔クリーム 価格

M 60～ 63 29～ 38 1-2264-2101
6865110

1-2264-2201
6865170

1-2264-2301
6865210

1-2264-2401
6865140 ￥2,500

L 63～ 66 33～ 42 1-2264-2102
6865120

1-2264-2202
6865180

1-2264-2302
6865220 ——— ￥2,500

LL 66～ 69 37～ 46 1-2264-2103
6865130

1-2264-2203
6865190

1-2264-2303
6865230

1-2264-2402
6865160 ￥2,500

材質：�本体／ブロード生地、額部／パイル生地
●�額部に汗を速やかに吸収する綿パイルを採用
●�伸縮性に優れた綿素材のテープが、顔周りをすき間なくソフトに包みます。
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①�チーフ帽・ピンタック�JW4602-0��■ﾃ3
サイズ ページコード 頭廻り

（㎝）
山丈

（㎝）
マチ幅
（㎝） 商品コード 価格

M 1-2265-0101 58 32 22 3705120 ￥2,100
L 1-2265-0102 60 32 22 3705130 ￥2,100
LL 1-2265-0103 62 32 22 3705200 ￥2,100

材質：カツラギ／綿100％（ホワイト）

②�山高帽�JW4610-0�� ■ﾃ1
サイズ ページコード 頭廻り

（㎝）
山丈

（㎝）
マチ幅
（㎝） 商品コード 価格

S 1-2265-0201 56 24 17 3705310 ￥1,150
M 1-2265-0202 58 24 17 3705320 ￥1,150
L 1-2265-0203 60 24 17 3705330 ￥1,150
LL 1-2265-0204 62 24 17 3705400 ￥1,150

材質：カツラギ／綿100％（ホワイト）

③�洋帽子�JW4605-0�� ■ﾃ1
サイズ ページコード 頭廻り

（㎝）
山丈

（㎝）
マチ幅
（㎝） 商品コード 価格

M 1-2265-0301 58 20 15 3705520 ￥1,000
L 1-2265-0302 60 20 15 3705530 ￥1,000
LL 1-2265-0303 62 20 15 3705600 ￥1,000

材質：細布／綿100％（ホワイト）

④�細布和帽子�JW4622-0�� ■ﾃ1
サイズ ページコード 頭廻り

（㎝）
マチ幅
（㎝） 商品コード 価格

M 1-2265-0401 58 17 3705720 ￥900
L 1-2265-0402 60 17 3705730 ￥900
LL 1-2265-0403 62 17 3705800 ￥900

材質：細布／綿100％（ホワイト）

⑤�メッシュ 和帽子�JW4621-0�� ■ﾃ1
サイズ ページコード 頭廻り

（㎝）
マチ幅
（㎝） 商品コード 価格

M 1-2265-0501 58 17 3705920 ￥900
L 1-2265-0502 60 17 3705930 ￥900
LL 1-2265-0503 62 17 3706000 ￥900

材質：ブロード／ ポリエステル65％、綿35％（ホワイト）

丸型帽子�� ■ｻ5
M L LL 価格

⑫SK70-2�オレンジストライプ ――― ――― 1-2265-1201
8461400 ￥1,200

⑬SK70-1�紺ストライプ　　　 1-2265-1301
8460900

1-2265-1302
8461000

1-2265-1303
8461100 ￥1,200

材質：ポリエステル65％、綿35％、ツイル
頭廻り／M：58㎝ L：60㎝ LL：62㎝

⑫ ⑬

⑭�婦人用帽子�
紺ストライプ�SK73-1�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2265-1401 8461500 ￥1,500

材質： ポリエステル65％、綿35％、ツイル
フリーサイズ

⑥

⑨⑦

⑩⑧

⑪

●給食全般  ●食品加工用

髪をしっかりガードしながら、コーディネイトも楽しめる。

●ワンタッチ簡単着脱
● 汗をしっかり吸収するパイル生地
　（キトサンの抗菌糸使用）
● マイティクロスⓇエプロンとカラー

コーディネイト
● 抗菌対応生地を使用し、耳まで

しっかりガード
●濡れにくく、むれないから快適
●抗菌防臭加工

ネットバンドキャップ� ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格

⑱C-1400-0�オフホワイト 1-2265-1801 1175600 ￥1,200
⑲C-1400-1�ブルー　　　 1-2265-1901 1175700 ￥1,200
⑳C-1400-2�グリーン　　 1-2265-2001 1175800 ￥1,200
㉑C-1400-3�ベージュ　　 1-2265-2101 1175900 ￥1,200
㉒C-1400-4�ピンク　　　 1-2265-2201 1176000 ￥1,200
材質： バンド部分／ パイル地 綿70％ 

アクリル30％
メッシュ部分／ 外側 ポリエステル100％ 

内側 綿100％

⑱ ⑲ ⑳

㉑ ㉒

㉕�フードキャップ��
D型�SK�7502�� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2265-2501 8460700 ￥3,100

材質：ポリエステル65％、綿35％
フリーサイズ・天メッシュ、アゴヒモ付

㉔�抗菌帽子�女子用��
SW�83-1�

ページコード 商品コード 価格
1-2265-2401 8460600 ￥2,300

材質： ポリエステル85％、綿15％、ポプリン
フリーサイズ・ツバ、細メッシュ付

■ｻ1
㉖�フードキャップ��
E型�SK�7503�� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2265-2601 8460800 ￥2,100

材質： ポリエステル65％、綿35％、ブロード
フリーサイズ・天メッシュ

㉓�抗菌帽子�男子用�SW�84-1�■ｻ1
サイズ ページコード 頭廻り（㎝） 商品コード 価格
M 1-2265-2301 56 8460200 ￥2,300
L 1-2265-2302 58 8460300 ￥2,300
LL 1-2265-2303 60 8460400 ￥2,300
3L 1-2265-2304 62 8460500 ￥2,300

材質：ポリエステル85％、綿15％、ポプリン
天・タレ、細メッシュ付

⑰⑯⑮
和帽子� ■ｻ1
サイズ ⑮KA0040-1�紺

⑯KA0040-6
茶

⑰KA0040-7�
黒 価格

M 1-2265-1501
3352000

1-2265-1601
3352100

1-2265-1701
3352200 ￥1,400

L 1-2265-1502
3352300

1-2265-1602
3352400

1-2265-1702
3352500 ￥1,400

材質：ポリエステル65％・綿35％
頭回り：M／58㎝　L／61㎝
※ 色落ちする事がありますので他の物と一緒に洗わないでください。

キャスケット� ■ﾃ1
ページコード 商品コード 価格

⑥JW4659-1 ネイビー 1-2265-0601 7209500 ￥2,600
⑦JW4659-2 エンジ 1-2265-0701 7209600 ￥2,600
⑧JW4659-3 オレンジ 1-2265-0801 7209700 ￥2,600
⑨JW4659-4 グリーン 1-2265-0901 7209800 ￥2,600
⑩JW4659-6 ブラウン 1-2265-1001 7209900 ￥2,600
⑪JW4659-9 ブラック 1-2265-1101 7210000 ￥2,600

材質：ポリエステル100％
サイズ：フリー
※静電気防止機能素材



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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タオル帽子��
スタイリッシュたーぼう�V700�� ■ﾅ5

ページコード 商品コード 価格
㉙ピンク 1-2266-2901 0471720 ￥1,100
㉚ライトグリーン 1-2266-3001 0471730 ￥1,100
㉛ライトブルー 1-2266-3101 0471740 ￥1,100
材質：綿100%　サイズ：フリーサイズ
結び部の長さ：800　垂れの長さ：100
※女性用の為、後ろのタレが短く、小振りになっています。

㉙ ㉚ ㉛

いろいろ使える多目的帽子
タオル地だから通気性が良く、汗をしっかり吸収！

①�三角巾�JY4933-9（黒）�■ﾃ1
ページコード 商品コード 価格
1-2266-0101 4699930 ￥1,100
材質：�ポプリン（ポリエステル75％・綿25％）
サイズ：フリー
横幅：105㎝　中心丈：52㎝

三角巾� ■ﾃ1
ページコード 商品コード 価格

②JY4672-0�レッド　 1-2266-0201 4312120 ￥1,400
③JY4672-1�ネイビー 1-2266-0301 4311630 ￥1,400
④JY4672-2�エンジ　 1-2266-0401 4311640 ￥1,400
⑤JY4672-3�オレンジ 1-2266-0501 4311650 ￥1,400
⑥JY4672-4�グリーン 1-2266-0601 4311660 ￥1,400
⑦JY4672-5�イエロー 1-2266-0701 4312130 ￥1,400
⑧JY4672-6�ブラウン 1-2266-0801 4311670 ￥1,400
⑨JY4672-7�ベージュ 1-2266-0901 4312140 ￥1,400
⑩JY4672-8�ダークグリーン 1-2266-1001 4312150 ￥1,400
⑪JY4672-9�ブラック 1-2266-1101 4311680 ￥1,400
材質：ツイル（ポリエステル100％）
サイズ：フリー　
横巾：105㎝　中心丈：42.5㎝
●�おでこが当たる部分に綾テープを付けて滑らないようにしています。
●�制電素材を使用しています。

③② ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑨

⑧

⑩ ⑪

㉑�バンダナハット�
BH-01�（100枚入）

ページコード 商品コード 価格
1-2266-2101 7253500 ￥6,000
材質：不織布
サイズ：フリー
●�毛髪混入防止と共に機能性に優れてい
ます。

ワンタッチ三角巾� ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格

⑭Ｃ1700-0�ホワイト 1-2266-1401 1176100 ￥880
⑮Ｃ1700-1�ブルー　 1-2266-1501 1176200 ￥880
⑯Ｃ1700-4�ピンク　 1-2266-1601 1176300 ￥880
材質：�超撥水素材�綿35％、ポリエステル65％
サイズ：フリー（53～75㎝対応）
●着脱簡単なマジックテープタイプ
●食品工業用・化学工業用・厨房作業用

⑭
⑮

⑯

⑫�三角巾�JY4909-1�濃紺�■ﾃ1
ページコード 商品コード 価格
1-2266-1201 4698700 ￥1,100
材質：�三河木綿（綿70％・ポリエステル30％）
サイズ：フリー
横幅：90㎝　中心丈：45㎝

⑬�三角巾�JY4933-8��
チャコールグレー�フリー�■ﾃ7

ページコード 商品コード 価格
1-2266-1301 4312160 ￥1,100
材質：�麻混ブロード�
（ポリエステル65%・綿20％・麻15%）

サイズ：フリーサイズ
横巾：105㎝　中心丈：52.5㎝

㉒�多目的帽子��
たーぼう��
V-200�ブルー�� ■ﾅ5

ページコード 商品コード 価格
1-2266-2201 0471620 ￥1,100
材質：綿100%
サイズ：フリーサイズ
結び部の長さ：840
垂れの長さ：200

バンダナキャップ� �■ﾃ3
ページコード 商品コード 価格

⑰JY4731-1�紺 1-2266-1701 1065920 ￥1,700
⑱JY4731-2�えんじ 1-2266-1801 1065930 ￥1,700
⑲JY4731-4�抹茶 1-2266-1901 1065940 ￥1,700
⑳JY4731-8�黒 1-2266-2001 1065950 ￥1,700
材質：ポリエステル50％、綿50％
サイズ：フリー
●�ごく薄素材使用の為、蒸れ感がなく快適に着用できます。

⑰ ⑱

⑲ ⑳⑫ ⑬

多目的帽子��
たーぼう�オリジナル�� ■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
㉓虎柄�� TB101 1-2266-2301 0471650 ￥1,500
㉔ゼブラ�� TB102 1-2266-2401 0471660 ￥1,500
㉕ヒョウ柄��TB103 1-2266-2501 0471670 ￥1,500
㉖麻の実�紺��TB113 1-2266-2601 0471690 ￥1,500
材質：綿100%　サイズ：フリーサイズ
結び部の長さ：840　垂れの長さ：200

㉖

㉔

㉕

㉓

㉘㉗
多目的帽子�たーぼう�� ■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
㉗ホワイト�TB305 1-2266-2701 0471700 ￥1,200
㉘ゴールド�TB313 1-2266-2801 0471710 ￥1,200
材質：綿100%　サイズ：フリーサイズ
結び部の長さ：840　垂れの長さ：200



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。2267 三角巾・腰ベルト
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三角巾� ■ｻ1
サイズ ①KA0060-3�

エンジ
②KA0060-7�

黒 価格

フリー 1-2267-0101
4543000

1-2267-0201
4543100 ￥2,000

材質：ポリエステル95％・綿5％
横幅：103㎝　中心丈：47㎝

②① ⑤④③
三角巾� ■ｻ1
サイズ ③KA0010-1�

紺
④KA0010-6�

茶
⑤KA0010-7�

黒 価格

フリー 1-2267-0301
4538900

1-2267-0401
4539000

1-2267-0501
4539100 ￥1,500

材質：ポリエステル65％・綿35％
横幅：100㎝　中心丈：54㎝

※このページの濃色の製品は色落ちする事がありますので他の物と一緒に洗わないでください。

⑧�三角巾�KA0070-1�紺�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格
1-2267-0801 4539200 ￥1,900
サイズ：フリー
横幅：103㎝　中心丈：47㎝
材質：ポリエステル65％・綿35％

⑦⑥
三角巾� ■ｻ1
サイズ ⑥KA0030-4�

白×緑
⑦KA0030-7�
白×黒 価格

フリー 1-2267-0601
3351200

1-2267-0701
3351300 ￥1,800

材質：ポリエステル85％・綿15％
横幅：118㎝　中心丈：46.5㎝

⑪�カマーバンド�JY4901-9�ブラック�■ﾃ3
ページコード ウエスト 商品コード 価格

M 1-2267-1101 70〜  85㎝ 8470210 ￥4,500
L 1-2267-1102 85〜100㎝ 8470220 ￥4,500
材質：ポリエステル100％

⑨クロスタイ� ■ﾃ3
ページコード 商品コード 価格

JX4830-9�ブラック　　 1-2267-0901 8470010 ￥2,500
JX4830-2�ワイン　　　 1-2267-0902 8470020 ￥2,500
JX4830-1�ダークブルー 1-2267-0903 8470030 ￥2,500
材質：ポリエステル100％

⑩蝶タイ� ■ﾃ1
ページコード 商品コード 価格

JX4826-2�ワイン　　　 1-2267-1001 8716900 ￥1,400
JX4826-1�ダークブルー 1-2267-1002 8717000 ￥1,400
JX4826-9�ブラック　　 1-2267-1003 8717100 ￥1,400
材質：ポリエステル100％
サイズ：フリー（幅50）

ワーキングホルダー�1P��
ベルトなし�R-759�� ■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
⑭ワイン 1-2267-1401 7175310 ￥2,000
⑮ブラック 1-2267-1501 7175320 ￥2,000
外寸：95×255
材質： 本体／ナイロン（裏PVCコーティング） 

ハトメ／アルミ
● 制服のベルト・エプロンに直接取り付けられます。
● マジックテープで簡単着脱（4.5㎝幅までのベルト・紐に対応）

⑭ ⑮
⑫�ワーキングホルダー�1P��■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
R-755BK 1-2267-1201 7175510 ￥2,100
外寸：95×230
材質： ナイロン（裏PVCコーティング）･ポリプロピレン･

合成樹脂・真鍮ハトメ
●ハンディーターミナル用腰袋
●ウエストサイズ68〜100㎝まで対応
●ストラップ用ハトメ付き

⑬�ワーキングホルダー�2P＋1P�■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

R-756BK 1-2267-1301 7175610 ￥3,600
外寸：210×250
材質： ナイロン（裏PVCコーティング）･ポリプロピレン･ 

合成樹脂・真鍮ハトメ
●ハンディーターミナル用腰袋
●ウエストサイズ75〜100㎝まで対応
●可動式の外ポケット付き




