安全靴フェア
脱ぎ履きが簡単な
ベルト仕様！

甲高の方や幅広の方も
フィッティングしやすい
シューレースタイプ！

●つま先部ラバー補強

Ｂｏａ フィットシステム採用。
着脱を速く容易に！グッドデザイン賞受賞！
600 クラシックレッド ×
ブラック

●つま先部ラバー補強

0126 ホワイト
× バーガンディ
4201 ブルー × ホワイト

7901 チャイブグリーン
× ホワイト
100 ホワイト ×
ブラック

2301 レッド × ホワイト

￥９，
８００

9093 ブラック × シルバー

ミニマルカモフラージュプリントを採用した
ハイカットモデル。
フィッティングしやすいシューレースタイプ！

￥９，
８００

9001 ブラック × ホワイト

￥１３，
８００

スポーツシューズ感覚で履ける
作業用シューズ！

ミニマルカモフラージュプリントを
採用したローカットモデル。
4994 インディゴブルー×
ゴールド

●つま先部ラバー補強
0445 タイチイエロー ×
インペリアブルー

001 ブラック × ホワイト

0433 ゴールドフュージョン ×
アストラルオーラ
0190 ホワイト
× ブラック

ＮＥＷ

9090 ブラック
× ブラック
4901 インディゴブルー
× ホワイト

0393 ブライトイエロー × シルバー

￥１
２，
５００

9094 ブラック × ゴールド

軽量性と履き心地を両立した、
メッシュ使いの
ローカットベルトタイプ。

4589 インクブルー × ライム

￥９，
８００

2390 クラシックレッド ×
ブラック
9090 ブラック ×
ブラック

￥８，
３００

1601
ファントム ×
ホワイト

●つま先部ラバー補強

9090 ブラック ×
ブラック
2696 バーガンディ ×
シルバーグレー

4330 ディレクトワールブルー ×
ショッキングオレンジ
0649 チェリートマト ×
インディゴブルー

標準的なレギュラーウイズ（2E相当）
設計のローカットベルトタイプ。
スタイリッシュなデザイン！

￥８，
７００

●ダブルラッセルメッシュ
●トゥアップ設計
●アッパーサイド再帰反射材

020 ストーングレー ×
ミッドグレー

020 ダークグレー×
グレイシャーグレー

001 ブラック × ブラック

800 アンバー ×
セージ
600 バーガンディ ×
バーチ

800 ショッキングオレンジ ×
ブラック

￥１０，
５００

￥９，
８００

750 フラッシュイエロー ×
ブラック

￥８，
６００

足首をサポートするハイカットタイプ。
砂や水が入りにくく、
脱ぎ履きが便利なベルト仕様！

砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの
便利なベルト仕様！

●つま先部ラバー補強
5004
インシグニアブルー
× ゴールドフュージョン

●つま先部ラバー補強

5001 インシグニアブルー ×
ホワイト

TEAM HRC 採用モデル
020 ミッドグレー ×
ホワイト

0101 ホワイト × ホワイト

優れた防水性と透湿性を両立する
「ゴアテックスファブリクス」搭載。
●つま先部ラバー補強
●トゥアップ設計で躓きにくい
●バックカウンター再帰反射材
9093 ブラック ×
シルバー

￥１０，
８００

9090 ブラック ×
ブラック

20190816M1-3.0

0126 ホワイト ×
バーガンディ

￥９，
８００

ＮＥＷ

Ｂｏａ フィットシステム採用。
着脱を速く容易に！グッドデザイン賞受賞！
●トゥアップ設計
●アッパーサイド再帰反射材
●バックカウンター再帰反射材

INGING MOTORSPORT 採用モデル CERUMO 採用モデル
025 ファントム × シルバー
602 クラシックレッド ×
ホワイト
102 ホワイト ×
ピーコート

￥１９，
７００

400 マコブルー ×
シルバー

600 クラシックレッド ×
ホワイト
100 ホワイト × ホワイト

0790 フラッシュイエロー ×
ブラック

400 ピーコート ×
ピーコート

ホールド性と軽量性に優れたモデル。
走りたくなるワーキングシューズ誕生！
●クアドラレーシング
●優れたクッション性
●トゥアップ設計
●再帰反射材

9090 ブラック ×
ブラック

￥９，
８００

4601 ターキッシュタイル × ホワイト

女性の足へのフィット性を追求。
スタイリッシュでカジュアルスニーカー
デザインの女性向けモデル。

アッパーの広範囲に再帰反射材を
採用し暗い現場での作業に
配慮した設計。

600 クラシックレッド ×
ホワイト

400 ブループリント ×
グレイシャーグレー

600 チリフレーク ×
ホワイト

カジュアル感覚のスリッポンタイプ。
脱ぎ履きもスムーズ！

￥１０，
８００

￥９，
８００

2301 プライムレッド ×
ホワイト

8579 フラッシュグリーン ×
ハンターグリーン

足首のホールド性を高めた、
メッシュ使いの
ハイカットベルトタイプ。

0990 オレンジ × ブラック

Ｃｏｌｏｒ

クリーン冷熱販売㈱

001 ブラック×
ブラック

ＮＥＷ

Ｃｏｌｏｒ

￥１
１，
８００
※価格は全て税抜き表示です。

