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276021
収穫名人№３
裏布／綿メリヤス
内寸／580㎜　総丈／590㎜
重量／約540g（片足・26.0㎝）
サイズ／23.0㎝、24.0㎝、25.0㎝
　　　　26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ
付属／吊り紐、足先固定用ゴム輪

■ 裏付きだから足入れがしやすい。
■ 土が詰まりにくいロール底。
■ 丸洗いをしても乾くのが早い。
■ ロング丈だから膝上までカバー。

■ 裏付きだから足入れがしやすい。
■ 土が詰まりにくいロール底。
■ ソフトな履き心地で動きやすい。
■ 先割れだから踏ん張りがきく。

276022
収穫名人№４先割れ
裏布／綿メリヤス
内寸／580㎜　総丈／590㎜
重量／約540g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、25.0㎝、26.0㎝
　　　　27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ
付属／吊り紐、足先固定用ゴム輪

ロール底クロ

クロ

272800
マリエット
裏布／吸汗・抗菌性ナイロンニット
内寸／230㎜　総丈／240㎜
重量／約515g（片足・23.5㎝）
サイズ／22.5㎝、23.0㎝、23.5㎝
　　　　24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝
カラー／コン、ベージュ、レーズン

ロール底

ベージュ

レーズン

272154
ベールノース№３
裏布／吸汗・抗菌性ナイロンニット
内寸／23.0-26.0㎝ ： 300㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 310㎜
総丈／23.0-26.0㎝ ： 310㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 320㎜
重量／約540g（片足・26.0㎝）
サイズ／23.0㎝、24.0㎝
　　　　25.0㎝、26.0㎝
　　　　27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ、ブラウン、OG

ブラウン

OG

OG

クロコン

272157
ベールノース№７
裏布／綿メリヤス
内寸／330㎜　総丈／360㎜
重量／約760g（片足・26.0㎝）
サイズ／23.0㎝、24.0㎝
　　　　25.0㎝、26.0㎝
　　　　27.0㎝、28.0㎝
カラー／コン、OG

コン

272159
ベールノース№３００２
裏布／綿メリヤス
内寸／160㎜　総丈／170㎜
重量／約430g（片足・26.0㎝）
サイズ／M（22.5-23.0㎝）
　　 　　L（23.5-24.0㎝）
　　　　LL（24.5-25.0㎝）
カラー／コン、ローズ

ロール底
コン ローズ

204201
かろやか農業長６号
裏布／ポリエステルトリコット
内寸／22.0㎝ ： 380㎜　22.5-24.0㎝ ： 400㎜
　　　24.5-26.0㎝ ： 430㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 450㎜
総丈／22.0㎝ ： 390㎜　22.5-24.0㎝ ： 410㎜
　　　24.5-26.0㎝ ： 440㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 460㎜
重量／約465g（片足・26.0㎝）
サイズ／22.0㎝、22.5㎝、23.0㎝、24.0㎝
　　　　24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝、26.0㎝
　　　　27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ
付属／足先固定用ゴム輪
　　　履口固定用ゴムベルト

ロール底クロ

ロール底クロ

276011
先丸付農業長
裏布／綿メリヤス
内寸／22.5-24.0㎝ ： 360㎜　24.5-25.0㎝ ： 380㎜
　　　25.5-28.0㎝ ： 390㎜
総丈／22.5-24.0㎝ ： 370㎜　24.5-25.0㎝ ： 390㎜
　　　25.5-28.0㎝ ： 400㎜
重量／約520g（片足・26.0㎝）
サイズ／22.5㎝、23.0㎝、24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝
　　　　25.5㎝、26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝　　　　  
カラー／クロ
付属／足先固定用ゴム輪

ロール底クロ

278083
ベールノース№７０３０
材質／PVC（ポリ塩化ビニル）
裏布／ポリエステル
内寸／380㎜　総丈／390㎜
重量／約570g（片足・26.0㎝）
サイズ／23.0㎝、24.0㎝、25.0㎝
　　　　26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ、カーキ、コン、オリーブ
付属／足先固定用ゴム輪

クロ コン コンオリーブ オリーブ
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カーキ

カーキ

持ち運びに便利！！

278085
ベールノース№７０５０
材質／PVC（ポリ塩化ビニル）
裏布／ポリエステル
内寸／220㎜　総丈／230㎜
重量／約430g（片足・26.0㎝）
サイズ／23.0㎝、24.0㎝、25.0㎝
　　　　26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ、カーキ、コン、オリーブ
付属／足先固定用ゴム輪

クロ

持ち運びに便利！！

繋ぎ目のない一体成型（インジェクション）製法ですので、耐久性・
耐候性に優れ、傷や汚れが付きにくくお手入れが非常に簡単です。
水に触れる現場での作業に適しています。

ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた数々の技術と
多くの創意工夫、そして靴づくりへの想いが隅々にまで
込められた安心と信頼の国内工場生産商品です。

素早く汗を吸収して、サラサラ感が持続する吸汗機能と、
雑菌の繁殖を抑え、気になる臭いを軽減する抗菌機能を
併せ持った裏布を使用しました。

伸縮性に優れた、丈夫で足当たりの良い
綿メリヤス製生地を裏布に採用した
靴です。

爪先部分爪先部分

ロール底 ロール底

ロール底

ロール底+ヒール

油に強く、耐久性に優れたポリ塩化ビニール製ですので
漁業や水産加工、食品加工の他、機械作業や農業など、
油を扱う作業全般にお使い頂けます。

耐油PVC

PVCPVC

日本製

日本製



FISH
ER

IES U
SE

水
産
作
業
関
連

204502
ギャレックライト№４５０ＭＵＣＥ
裏布／4㎜厚吸汗性ウレタン
内寸／320㎜　総丈／350㎜
重量／約730g（片足・26.0㎝）
サイズ／23.0㎝、23.5㎝、24.0㎝
　　　　24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ、コン、レッド

204421
さわやか艶半長
セラミックソール
裏布／4㎜厚吸汗性ウレタン
内寸／24.0-25.0㎝ ： 270㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 285㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 295㎜
総丈／24.0-25.0㎝ ： 300㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 315㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 325㎜
重量／約720g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝
　  　　 26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ

セラミックソール
クロ

289006
肩掛胴付長№６ＳＪ
材質／胴部 ： 5㎜厚ネオプレンスポンジ
　　   靴部 ： ゴム+5㎜厚ネオプレンスポンジ
内寸／285㎜（靴部）　総丈／300㎜ (靴部)
重量／約3,800g（L 胴部・靴部含む）
サイズ／Ｌ（25.5-26.0㎝）
　　　  LL（26.5-27.0㎝）
　　　  ＸＬ（27.5-28.0㎝） 
カラー／クロ

クロ靴部分 コン レッド

02

オレンジ

278011
イーゼ№７０１０
材質／PVC（ポリ塩化ビニル）
裏布／ポリエステル
内寸／355㎜　総丈／380㎜
重量／約850g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、25.0㎝、26.0㎝
　　　　27.0㎝、28.0㎝
カラー／コン、オレンジ、レッド

汗を素早く吸い取り、拡散させる機能があります
ので、足もとのサラサラ感が長時間持続します。

裏布材の内側にウレタンスポンジをラミネートしました。
保温性に加え、足へのフィット感にも優れた防寒素材です。

セラミックソール

204522
ギャレックライト№６５０ＣＥ
裏布／吸汗・抗菌性ナイロンニット
内寸／320㎜　総丈／350㎜
重量／約730g（片足・26.0㎝）
サイズ／23.0㎝、23.5㎝、24.0㎝
　　　　24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ、コン、レッド

クロセラミックソール

クロ

コン

レッド

コン

レッド

204512
ギャレックロングライト№５６０ＭＵＣＥ
裏布／4㎜厚吸汗性ウレタン
内寸／365㎜　総丈／390㎜
重量／約790g（片足・26.0㎝）
サイズ／25.0㎝、26.0㎝、27.0㎝
　　　　28.0㎝、29.0㎝、30.0㎝
カラー／クロ、コン

クロ コンセラミックソール

セラミックソール

204532
ギャレックロングライト№７６０ＣＥ
裏布／吸汗・抗菌性ナイロンニット
内寸／365㎜　総丈／390㎜
重量／約790g（片足・26.0㎝）
サイズ／25.0㎝、26.0㎝、27.0㎝
　　　　28.0㎝、29.0㎝
カラー／クロ、レモンイエロー

クロ レモンイエロー

204411
特注艶半長
セラミックソールエルミラ裏
裏布／吸汗性ナイロンニット
内寸／24.0-25.0㎝ ： 270㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 285㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 295㎜
総丈／24.0-25.0㎝ ： 300㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 315㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 325㎜
重量／約695g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ

セラミックソール
クロ

ロール底+ヒール

204441
さわやか艶付大長Ｆ
セラミックソール
裏布／4㎜厚吸汗性ウレタン
内寸／24.5-25.0㎝ ： 345㎜
　　　25.5-26.0㎝ ： 360㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 370㎜
総丈／24.5-25.0㎝ ： 375㎜
　　　25.5-26.0㎝ ： 390㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 400㎜
重量／約845g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ

セラミックソール
クロ

204431
特注艶付大長
セラミックソールエルミラ裏
裏布／吸汗性ナイロンニット
内寸／24.0-25.5㎝ ： 350㎜
　　　26.0-27.0㎝ ： 365㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 375㎜
総丈／24.0-25.0㎝ ： 380㎜
　　　25.5-26.0㎝ ： 395㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 405㎜
重量／約745g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ

セラミックソール
クロ

ミツウマ独自の軽量設計仕様で、従来品よりも大幅に
軽量化。動きやすさを追求した驚きの軽さは、あらゆる
ライフシーンに対応します。

超硬度のセラミックを粒状にして靴底にちりばめました。底に体重が
加わると粒状セラミックがツルツル路面をしっかりとキャッチするので、
アイスバーンや圧雪路面でも防滑効果を存分に発揮します。

保温性や耐寒性に優れたネオプレン素材を、アッパー全体に採用
しました。伸縮性がありますので足回りのフィット感に優れています。
クッション性や柔軟性に抜群の効果を発揮します。

耐油 PVC

日本製
＋

日本製

日本製 日本製

日本製

日本製
＋

日本製
＋

日本製
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ネオプレン
スポンジ

ネオプレン
スポンジ
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204101
岩礁８０型ＮＳ
裏布／4㎜厚吸汗性ウレタン
内寸／24.0-25.0㎝ ： 260㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 280㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 290㎜
総丈／24.0-25.0㎝ ： 295㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 315㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 325㎜
キープ丈／100㎜
重量／約750g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／濃グリーン
付属／足首固定用バンド

270360
岩礁№１００
裏布／6㎜厚吸汗・吸汗性ウレタン
内寸／24.0-25.0㎝ ： 260㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 280㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 290㎜
総丈／24.0-25.0㎝ ： 295㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 315㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 325㎜
キープ丈／100㎜
重量／約750g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／濃グリーン
付属／足首固定用バンド

スパイクピンソール濃グリーン

足首固定用バンド

204111
林業用ＮＳキープ艶半長ＦＭＤＸ
裏布／4㎜厚吸汗性ウレタン
内寸／24.0-25.0㎝ ： 260㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 280㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 290㎜
総丈／24.0-25.0㎝ ： 295㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 315㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 325㎜
キープ丈／68㎜
重量／約965g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ

スパイクピンソール

204112
林業用ＮＳキープ艶半長エルミラ裏
裏布／吸汗性ナイロンニット
内寸／24.0-25.0㎝ ： 260㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 280㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 290㎜
総丈／24.0-25.0㎝ ： 295㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 315㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 325㎜
キープ丈／68㎜
重量／約780g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ

270366
スパイクブーツ№２０４２ＭＵＮＳ
裏布／6㎜厚メッシュウレタン
内寸／24.0-25.0㎝ ： 260㎜
　　　25.5-28.0㎝ ： 280㎜
総丈／24.0-25.0㎝ ： 295㎜
　　　25.5-28.0㎝ ： 315㎜
キープ丈／80㎜
重量／約825g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝
　　　　25.5㎝、26.0㎝、27.0㎝
　　　　28.0㎝
カラー／クロ、コン、カーキ

あらゆる路面をガッチリ捉えるピンスパイクソール！！
鋼鉄製スパイクを使用した最強ノンスリップ底搭載シリーズ！！
冬季のアイスバーンはもちろん、山林や
倒木林や岩場などでの作業に最適です。
1本のスパイクから2本のピンが出ている
ミツウマ特製ピンスパイクを、靴底全体に
片足あたり約100本も埋め込みました。
山林業のような傾斜地での作業以外にも
山登りや山菜取りなど、レジャー用途でも
お使い頂けます。

【ピンスパイクソール製品の取り扱いについて】
　※床面や平滑な鉄板、タイル路面、網場等では滑りや引っ掛かりにご注意ください。
　※スパイクピンが靴本体に接触すると、破損の原因になりますのでご注意ください。クロ

コン

カーキ

27036５
岩礁№５０００ＮＳ
裏布／6㎜厚吸汗・吸汗性ウレタン
内寸／24.0-25.0㎝ ： 260㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 280㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 290㎜
総丈／24.0-25.0㎝ ： 295㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 315㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 325㎜
キープ丈／100㎜
重量／約910g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝
　　　　25.5㎝、26.0㎝、27.0㎝
カラー／カモフラ
付属／足首固定用バンド

スパイクピンソール

スパイクピンソール

スパイクピンソール

スパイクピンソール

280002
ＮＳスパイクブーツ
アッパー／天然皮革＋合成皮革＋
　　　　  ナイロンメッシュ＋合成ゴム
ソール／合成ゴム
内寸／160㎜　総丈／195㎜
重量／約635g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.5㎝、25.0㎝
　　　　25.5㎝、26.0㎝
　　　　26.5㎝、27.0㎝
　　　　28.0㎝
カラー／クロ

クロ

289600
オレックス№９０
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／EVA＋合成ゴム
内寸／75㎜　総丈／110㎜
重量／約650g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝
　　　　25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、26.5㎝
　　　　27.0㎝、28.0㎝
カラー／ホワイト、ブラック

ホワイト

ブラック

ホワイト

03

181001
ニュークリヤ
アッパー／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
ソール／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
内寸／70㎜　総丈／90㎜
重量／約240g（片足・26.0㎝）
サイズ／21.5㎝、22.0㎝、22.5㎝、23.0㎝
　　　　23.5㎝、24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝
　　　　25.5㎝、26.0㎝、26.5㎝、27.0㎝
　　　　28.0㎝、29.0㎝、30.0㎝
　　　　31.0㎝、32.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた数々の技術と
多くの創意工夫、そして靴づくりへの想いが隅々にまで
込められた安心と信頼の国内工場生産商品です。

カモフラ

足首固定用バンド

濃グリーン

足首固定用バンド

クロ クロ

汗を素早く吸い取り、拡散させる
機能がありますので、足もとの
サラサラ感が長時間持続します。

発塵性が少なく、弱酸性・弱アルカリ性
溶液の飛沫付着に耐える塩ビレザー製
アッパーです。

発塵性が少なく、弱酸性・弱アルカリ性
溶液の飛沫付着に耐える塩ビ底搭載
です。

裏布材の内側にウレタンスポンジを
ラミネートしました。保温性に加え、足へ
のフィット感にも優れた防寒素材です。

氷雪路面をガッチリとらえる
スチール製スパイクピンを
底に埋め込みました。

ミツウマ独自の軽量設計仕様で、従来品よりも
大幅に軽量化。動きやすさを追求した驚きの
軽さは、あらゆるライフシーンに対応します。

スパイクピンソール

在版
在版

在版

JIS T 8101 S級相当の鋼鉄製
先芯搭載で爪先を保護。足先の
圧迫感にも配慮しています。

＋

＋

＋

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製
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日本製

日本製日本製

日本製

日本製日本製

鋼製
先芯

日本製鋼製
先芯 日本製鋼製

先芯
183003
セーフテック
№301C

260011
エレクリヤP02N

260010
エレクリヤP01N

発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に
優れるウレタン人工皮革をアッパーに
採用しました。

適度なクッションと軽量で柔軟性の
あるポリウレタン底搭載です。

発塵性が少なく、弱酸性・弱アルカリ性
溶液の飛沫付着に耐える塩ビ底搭載
です。

ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた技術
と創意工夫、ものづくりへの想いが隅々にまで
込められた、安心と信頼の国内生産商品です。

指先の圧迫感にも配慮した、JIS T 
8101 S級相当の鋼鉄製先芯を搭
載。爪先をしっかりと保護します。

発塵性が少なく、弱酸性・弱アルカリ性
溶液の飛沫付着に耐える塩ビレザー製
アッパーです。

182000
エレクリヤ№10
アッパー／PVC（ポリ塩化ビニル）
ソール／PVC（ポリ塩化ビニル）
内寸／70㎜　総丈／90㎜（26.0㎝）
重量／約315g（片足･26.0㎝）
サイズ／21.5㎝､22.0㎝､22.5㎝､23.0㎝
 23.5㎝､24.0㎝､24.5㎝､25.0㎝
 25.5㎝､26.0㎝､27.0㎝､28.0㎝
 29.0㎝､30.0㎝､31.0㎝､32.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

182004
エレクリヤ№62
アッパー／PVC（ポリ塩化ビニル）
ソール／PVC（ポリ塩化ビニル）
内寸／65㎜　総丈／85㎜（26.0㎝）
重量／約305g（片足･26.0㎝）
サイズ／22.0㎝､22.5㎝､23.0㎝､23.5㎝､24.0㎝
 24.5㎝､25.0㎝､25.5㎝､26.0㎝､26.5㎝
 27.0㎝､28.0㎝､29.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

182001
エレクリヤ№20
アッパー／PVC（ポリ塩化ビニル）
ソール／PVC（ポリ塩化ビニル）
内寸／70㎜　総丈／90㎜（26.0㎝）
重量／約315g（片足･26.0㎝）
サイズ／21.5㎝､22.0㎝､22.5㎝､23.0㎝
 23.5㎝､24.0㎝､24.5㎝､25.0㎝
 25.5㎝､26.0㎝､27.0㎝､28.0㎝
 29.0㎝､30.0㎝､31.0㎝､32.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

182007 
エレクリヤ№55
アッパー／PVC（ポリ塩化ビニル）
ソール／PVC（ポリ塩化ビニル）
胴部／ストライプ制電布
内寸／420㎜　総丈／440㎜（26.0㎝）
重量／約335g（片足･26.0㎝）
サイズ／22.0㎝､22.5㎝､23.0㎝､23.5㎝､24.0㎝
 24.5㎝､25.0㎝､25.5㎝､26.0㎝､27.0㎝
 28.0㎝､29.0㎝､30.0㎝､31.0㎝､32.0㎝
※赤字サイズ受注生産 
カラー／ホワイト､ブルー

182009
エレクリヤ№31
アッパー／PVC（ポリ塩化ビニル）人工皮革
ソール／PVC（ポリ塩化ビニル）底
胴部／ストライプ制電布
内寸／460㎜　総丈／480㎜（26.0㎝）
重量／約355g（片足･26.0㎝）
サイズ／22.0㎝､22.5㎝､23.0㎝､23.5㎝､24.0㎝
 24.5㎝､25.0㎝､25.5㎝､26.0㎝､27.0㎝
 28.0㎝､29.0㎝､30.0㎝､31.0㎝､32.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PVC（ポリ塩化ビニル）
胴部／ストライプ制電布
先芯／鋼鉄製ワイド先芯
内寸／455㎜　総丈／480㎜（26.0㎝）
重量／約480g（片足･26.0㎝）
サイズ／23.0㎝､23.5㎝､24.0㎝､24.5㎝
 25.0㎝､25.5㎝､26.0㎝､26.5㎝
 27.0㎝､28.0㎝､29.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

183001
セーフテック№202
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PVC（ポリ塩化ビニル）
先芯／鋼鉄製ワイド先芯
内寸／65㎜　総丈／90㎜（26.0㎝）
重量／約440g（片足･26.0㎝）
サイズ／23.0㎝､23.5㎝､24.0㎝､24.5㎝､25.0㎝
 25.5㎝､26.0㎝､26.5㎝､27.0㎝､28.0㎝
 29.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）発泡底
総丈／35㎜（26.0㎝）
重量／約240g（片足･26.0㎝）
サイズ／S （24.0㎝）､M （25.0㎝）､L （26.0㎝）
　　　　LL （27.0㎝）､XL （28.0㎝）
カラー／ホワイト

アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）発泡底
内寸／65㎜　総丈／100㎜（26.0㎝）
重量／約255g（片足･26.0㎝）
サイズ／22.0㎝､22.5㎝､23.0㎝
 23.5㎝､24.0㎝､24.5㎝
 25.0㎝､25.5㎝､26.0㎝
 27.0㎝､28.0㎝､29.0㎝
 30.0㎝
カラー／ホワイト

コストパフォーマンスが高く、弱酸性、弱アルカリ性溶液の飛沫付着に耐えます。
発塵性が少ない塩ビレザーのアッパーに耐油性ソールを搭載しました。

・帯電防止性能/エレクリヤ全製品 JIS T8103準拠 0.1MΩ≦R≦100MΩ
・安全性/セーフテック全製品 JIS T8101 S級準拠

エレクリヤ®/Elecliyer®　セーフテック®/SAFTEC®
PVCシリーズ：PVC底

エレクリヤ®/Elecliyer® セーフテック®/SAFTEC®

ソフトで足当たりの良い、ストライプ柄
の制電布を胴部に使用しています。

洗濯対応

洗濯対応洗濯対応

洗濯対応

洗濯非対応

洗濯対応

洗濯対応 洗濯対応

洗濯非対応

ホワイト

ホワイト

ホワイト

ホワイト

ホワイト

ホワイト ホワイト

ホワイト

ホワイト

ブルー

JIS T 8103準拠の帯電防止性能を
有します。
0.1MΩ≦R≦100MΩ
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186018
セーフテックPW2220N

日本製日本製

日本製

日本製

日本製日本製

日本製

樹脂
先芯

日本製樹脂
先芯 日本製樹脂

先芯

洗濯対応

洗濯対応洗濯対応

洗濯対応

耐摩耗性に優れ、グリップ性能が高い
微発泡アウトソールと、衝撃吸収性に優れる
ミッドソールの、ポリウレタン二層底です。

洗濯対応

洗濯対応 洗濯対応

洗濯対応

JIS T 8103準拠の帯電防止性能を
有します。
0.1MΩ≦R≦100MΩ

指先の圧迫感にも配慮した、
JIS T 8101 S級相当の樹脂製先芯を
搭載。爪先をしっかりと保護します。

ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた技術と創意工夫、
ものづくりへの想いが隅々にまで込められた、安心と信頼の
国内生産商品です。

発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れるウレタン人工皮革を
アッパーに採用しました。

適度なクッションと軽量で柔軟性のある
ポリウレタン底搭載です。

ソフトで足当たりの良い、ストライプ柄
の制電布を胴部に使用しています。

185000
エレクリヤP1000
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）発泡底
内寸／65㎜　総丈／90㎜（26.0㎝）
重量／約240g（片足･26.0㎝）
サイズ／22.0㎝､22.5㎝､23.0㎝､23.5㎝
 24.0㎝､24.5㎝､25.0㎝､25.5㎝
 26.0㎝､26.5㎝､27.0㎝､28.0㎝
 29.0㎝､30.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

185007
エレクリヤP7000
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）発泡底
内寸／70㎜　総丈／95㎜（26.0㎝）
重量／約270g（片足･26.0㎝）
サイズ／22.0㎝､22.5㎝､23.0㎝､23.5㎝
 24.0㎝､24.5㎝､25.0㎝､25.5㎝
 26.0㎝､26.5㎝､27.0㎝､28.0㎝
 29.0㎝､30.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

185014
エレクリヤP5503
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）発泡底
胴部／ストライプ制電布
内寸／425㎜　総丈／450㎜（26.0㎝）
重量／約285g（片足･26.0㎝）
サイズ／22.0㎝､22.5㎝､23.0㎝､23.5㎝
 24.0㎝､24.5㎝､25.0㎝､25.5㎝
 26.0㎝､26.5㎝､27.0㎝､28.0㎝
 29.0㎝､30.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

185002
エレクリヤP2000
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）発泡底
内寸／65㎜　総丈／90㎜（26.0㎝）
重量／約240g（片足･26.0㎝）
サイズ／22.0㎝､22.5㎝､23.0㎝､23.5㎝
 24.0㎝､24.5㎝､25.0㎝､25.5㎝
 26.0㎝､26.5㎝､27.0㎝､28.0㎝
 29.0㎝､30.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

185005
エレクリヤP3500
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）発泡底
胴部／ストライプ制電布
内寸／220㎜　総丈／245㎜（26.0㎝）
重量／約270g（片足･26.0㎝）
サイズ／22.0㎝､22.5㎝､23.0㎝､23.5㎝
 24.0㎝､24.5㎝､25.0㎝､25.5㎝
 26.0㎝､26.5㎝､27.0㎝､28.0㎝
 29.0㎝､30.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

182008
エレクリヤP3001
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）発泡底
胴部／ストライプ制電布
内寸／460㎜　総丈／485㎜（26.0㎝）
重量／約280g（片足･26.0㎝）
サイズ／22.0㎝､22.5㎝､23.0㎝､23.5㎝
 24.0㎝､24.5㎝､25.0㎝､25.5㎝
 26.0㎝､26.5㎝､27.0㎝､28.0㎝
 29.0㎝､30.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）二層底
先芯／樹脂製ワイド先芯
内寸／70㎜　総丈／100㎜（26.0㎝）
重量／約355g（片足･26.0㎝）
サイズ／23.0㎝､23.5㎝､24.0㎝､24.5㎝､25.0㎝
 25.5㎝､26.0㎝､26.5㎝､27.0㎝､28.0㎝
 29.0㎝、30.0㎝､31.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト
　　　　（ソール：ホワイト×グリーン）

186015
セーフテックPW7050
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）二層底
先芯／樹脂製ワイド先芯
内寸／80㎜　総丈／110㎜（26.0㎝）
重量／約370g（片足･26.0㎝）
サイズ／23.0㎝､23.5㎝､24.0㎝､24.5㎝､25.0㎝
 25.5㎝､26.0㎝､26.5㎝､27.0㎝､28.0㎝
 29.0㎝、30.0㎝､31.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト
　　　　（ソール：ホワイト×グリーン）

底は軽量で耐摩耗性に優れ、甲皮にはPU人工皮革を使用し洗濯耐久性に
優れています。
筒部の素材は制電布に2.5㎜PUスポンジ＋トリコットを貼り合わせました
のでソフトな足当たりで運動性に優れています（P3500、P5503）。

エレクリヤ®/Elecliyer®　Pシリーズ：PU発泡底

・帯電防止性能/エレクリヤ全製品 JIS T8103準拠 0.1MΩ≦R≦100MΩ

セーフテック®/SAFTEC®
PWシリーズ：PU二層底（微発泡PU×高発泡PU）
アウトソールを硬く、ミッドソールを柔らかくした二層構造で、クッション性や
耐摩耗性に優れた効果を発揮します。また、甲皮にはPU人工皮革を使用して
いますので洗濯耐久性に優れています。
PW3561、PW5561の筒部素
材は制電布にダブルラッセルを
貼り合わせることにより、靴内
部で空気が循環しますので不快
な蒸れを軽減します。
・帯電防止性能/セーフテック全製品 JIS T8103準拠 0.1MΩ≦R≦100MΩ
・安全性/セーフテック全製品 JIS T8101 S級準拠

ホワイト

ホワイト

ホワイト ホワイト

ホワイト

ホワイト

ホワイト

ホワイト



JIS T 8103準拠の帯電防止性能を
有します。
0.1MΩ≦R≦100MΩ

ソフトで足当たりの良い、ストライプ
柄の制電布を胴部に使用しています。

指先の圧迫感にも配慮した、
JIS T 8101 S級相当の樹脂製先芯を
搭載。爪先をしっかりと保護します。

ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた技術
と創意工夫、ものづくりへの想いが隅々にまで
込められた、安心と信頼の国内生産商品です。

発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に
優れるウレタン人工皮革をアッパーに
採用しました。

適度なクッションと軽量で柔軟性の
あるポリウレタン底搭載です。

耐摩耗性に優れ、グリップ性能が高い
微発泡アウトソールと、衝撃吸収性に優れる
ミッドソールの、ポリウレタン二層底です。

ソフトで足当たりの良い、グリッド柄の
制電布を胴部に使用しています。
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186041
セーフテック
PW3366
アッパー／ＰＵ（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）二層底
胴部／ストライプ制電布
先芯／樹脂製ワイド先芯
内寸／470㎜　総丈／500㎜（26.0㎝）
重量／約390g（片足・26.0㎝）
サイズ／23.0㎝、23.5㎝、24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝
 25.5㎝、26.0㎝、26.5㎝、27.0㎝、28.0㎝
 29.0㎝、30.0㎝、31.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト（ソール：ホワイト×グリーン）

ホワイト

289976
セーフテック№976
アッパー／ＰＵ（ポリウレタン）人工皮革
ソール／ＥＶＡ+合成ゴム
先芯／樹脂製ワイド先芯
内寸／80㎜　総丈／110㎜（26.0㎝）
重量／約380g（片足・26.0㎝）
サイズ／22.5㎝、23.0㎝、23.5㎝、24.0㎝、24.5㎝
 25.0㎝、25.5㎝、26.0㎝、26.5㎝、27.0㎝
 28.0㎝、29.0㎝、30.0㎝
カラー／コン、シロ

コン シロ

日本製

日本製樹脂
先芯

日本製樹脂
先芯

樹脂
先芯

樹脂
先芯

樹脂
先芯 日本製日本製

日本製 樹脂
先芯 日本製

日本製樹脂
先芯

186013
セーフテック
PW5561
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）二層底
胴部／グリッド制電布
先芯／樹脂製ワイド先芯
内寸／470㎜　総丈／500㎜（26.0㎝）
重量／約400g（片足･26.0㎝）
サイズ／23.0㎝､23.5㎝､24.0㎝､24.5㎝､25.0㎝
 25.5㎝､26.0㎝､26.5㎝､27.0㎝､28.0㎝
 29.0㎝､30.0㎝､31.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト（ソール：ホワイト×グリーン）

186012
セーフテック
PW3561
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）二層底
胴部／グリッド制電布
先芯／樹脂製ワイド先芯
内寸／195㎜　総丈／225㎜（26.0㎝）
重量／約360g（片足･26.0㎝）
サイズ／22.0㎝､22.5㎝､23.0㎝､23.5㎝､24.0㎝
 24.5㎝､25.0㎝､25.5㎝､26.0㎝､26.5㎝
 27.0㎝､28.0㎝､29.0㎝､30.0㎝､31.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト（ソール：ホワイト×グリーン）

186052
セーフテック
PS335
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）発泡底
胴部／ストライプ制電布
先芯／樹脂製ワイド先芯
内寸／175㎜　総丈／200㎜（26.0㎝）
重量／約350g（片足･26.0㎝）
サイズ／22.5㎝､23.0㎝､23.5㎝､24.0㎝､24.5㎝
 25.0㎝､25.5㎝､26.0㎝､26.5㎝､27.0㎝
 28.0㎝､29.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

185031
エレクリヤPG035
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）発泡底
胴部／ストライプ制電布
内寸／195㎜　総丈／220㎜（26.0㎝）
重量／約295g（片足･26.0㎝）
サイズ／22.5㎝､23.0㎝､23.5㎝､24.0㎝､24.5㎝
 25.0㎝､25.5㎝､26.0㎝､26.5㎝､27.0㎝
 28.0㎝､29.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

186051
セーフテック
PS550
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）発泡底
胴部／ストライプ制電布
先芯／樹脂製ワイド先芯
内寸／425㎜　総丈／450㎜（26.0㎝）
重量／約370g（片足･26.0㎝）
サイズ／22.5㎝､23.0㎝､23.5㎝､24.0㎝､24.5㎝
 25.0㎝､25.5㎝､26.0㎝､26.5㎝､27.0㎝
 28.0㎝､29.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

185032
エレクリヤPG050
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／PU（ポリウレタン）発泡底
胴部／ストライプ制電布
内寸／425㎜　総丈／450㎜（26.0㎝）
重量／約320g（片足･26.0㎝）
サイズ／22.5㎝､23.0㎝､23.5㎝､24.0㎝､24.5㎝
 25.0㎝､25.5㎝､26.0㎝､26.5㎝､27.0㎝
 28.0㎝､29.0㎝
※赤字サイズ受注生産
カラー／ホワイト

Pシリーズの特長を保持しなが
ら、更なる歩行安定性、発塵性、
フィット性を追求し設計された
ブーツです。

・帯電防止性能/エレクリヤ全製品 JIS T8103準拠 0.1MΩ≦R≦100MΩ
・帯電防止性能/セーフテック全製品 JIS T8103準拠 0.1MΩ≦R≦100MΩ
・安全性/セーフテック全製品 JIS T8101 S級準拠

エレクリヤ®/Elecliyer®　セーフテック®/SAFTEC®
PG・PSシリーズ：PU底

洗濯対応

洗濯対応

洗濯対応

洗濯対応

洗濯対応

洗濯対応

洗濯対応

ホワイト

ホワイト

ホワイト

ホワイト ホワイト

ホワイト
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クロ

クロ クロ

コン

クロ

クロ

イエロークロ オレンジ

ブラウン

カーキ

289970
オレックス№９７０
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／EVA＋合成ゴム
先芯／樹脂製ワイド先芯
内寸／80㎜　総丈／110㎜（26.0㎝）
重量／約230g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.5㎝、25.0㎝
　　　　25.5㎝、26.0㎝
　　　　26.5㎝、27.0㎝
　　　　28.0㎝
カラー／クロ

289972
オレックス№９７２
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革
ソール／EVA＋合成ゴム
先芯／樹脂製ワイド先芯
内寸／80㎜　総丈／110㎜（26.0㎝）
重量／約230g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.5㎝、25.0㎝
　　　　25.5㎝、26.0㎝
　　　　26.5㎝、27.0㎝
　　　　28.0㎝
カラー／クロ、コン

289930
セーフテック№９３０
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革＋
　　　　  ポリエステル
ソール／EVA＋合成ゴム
先芯／鋼鉄製ワイド先芯
内寸／75㎜　総丈／105㎜（26.0㎝）
重量／約375g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝、26.0㎝
　　　　26.5㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ/クロ、クロ/ブルー

クロ/クロ
クロ/ブルー

クロ/クロ

クロ/レッドクロ/ブルー

クロ

271917
セーフテック№７０２
裏布／吸汗・抗菌性ナイロンニット
先芯／鋼鉄製ワイド先芯
内寸／320㎜　総丈／345㎜
キープ部／50㎜
重量／約985g（片足・L）
サイズ／S（23.5-24.0㎝）
            M（24.5-25.0㎝）
　　　    Ｌ（25.5-26.0㎝）
　　　   LL（26.5-27.0㎝）
　　　   XL（27.5-28.0㎝）
　　　  5L(29.5-30.0㎝)
カラー／クロ、カーキ

278012
イーゼセーフティー№７０２０
材質／PVC（ポリ塩化ビニル）
裏布／ナイロンメッシュ
先芯／鋼鉄製ワイド先芯
内寸／355㎜　総丈／380㎜
重量／約920g（片足・26.0㎝）
サイズ／25.0㎝、26.0㎝
　　　　27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ、イエロー

271918
セーフテック№５００１
裏布／綿メリヤス
先芯／鋼鉄製ワイド先芯
内寸／S-L ： 285㎜　LL-5L ： 310㎜
総丈／S-L ： 305㎜　LL-5L ： 330㎜
重量／約960g（片足・L）
サイズ／S（23.5-24.0㎝）
            M（24.5-25.0㎝）
　　　    Ｌ（25.5-26.0㎝）
　　　   LL（26.5-27.0㎝）
　　　   XL（27.5-28.0㎝）
　　　  5L(29.5-30.0㎝)
カラー／クロ、ブラウン

271926
冷凍庫用安全長靴
裏布／保温機能付き中綿キルティング
先芯／鋼鉄製ワイド先芯
内寸／25０㎜　総丈／280㎜
重量／約840g（片足・L）
サイズ／M（24.5-25.0㎝）
　　　    Ｌ（25.5-26.0㎝）
　　　   LL（26.5-27.0㎝）
　　　   XL（27.5-28.0㎝）
カラー／クロ、オレンジ

289932
セーフテック№９３２
アッパー／PU（ポリウレタン）人工皮革＋
　　　　  ポリエステル
ソール／合成ゴム
先芯／鋼鉄製ワイド先芯
内寸／95㎜　総丈／120㎜（26.0㎝）
重量／約465g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝、26.0㎝
　　　　26.5㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ/クロ、クロ/ブルー、クロ/レッド

242000
セーフテック・プロ
本体・アウター／ポリカーボネイト
底・インナー／エラストマー
重量／約375g（片足・26.0㎝）
サイズ／フリーサイズ
カラー／クロ

在版

伸縮性に優れた、丈夫で足当たりの良い
メリヤス製生地を裏布に採用した靴です。

素早く汗を吸収して、サラサラ感が持続する吸汗機能と、
雑菌の繁殖を抑え、気になる臭いを軽減する抗菌機能を
併せ持った裏布を使用しました。

中綿キルティング裏布とフェルト中底を用いた
保温性抜群のインナー材です。極寒の冷凍庫や
作業などの過酷な環境にも対応します。

指先の圧迫感にも配慮した、JIS T 8101 S級相当の
鋼鉄製先芯を搭載。爪先をしっかりと保護します。

靴の脱ぎ履きを容易にする、画期的なシステムです。
片手でダイヤルを回すだけの簡単な操作で、靴の
フィット感を自分好みに調整することが出来ます。

指先の圧迫感にも配慮した、JIS T 8101 S級相当の
樹脂製先芯を搭載。爪先をしっかりと保護します。

靴の脱ぎ履きを容易にする新機構 　　　　システム
鋼鉄製先芯入りセーフティーシューズ[セーフテック®]シリーズ
ダイヤルを片手で左右に回すだけの簡単操作で、
お好みのフィット感に調整することが出来ます。
(ダイヤルを引き上げる動作は一切不要です。)
①ダイヤルを反時計回り(LOOSE方向)に、音が鳴る
　まで回すと、ワイヤーが緩みます。
②履口を広げ足を入れたら、ダイヤルを時計回り
　(TIGHT方向)にゆっくりと回して締めてください。

靴の上から履くだけのシューズプロテクター
革靴、長靴、スニーカー等、殆どの靴に対応。
耐用年数が約3年と長いから経済的です。

工場や倉庫への急な来客用、
実習用や防災用として最適。
丸洗いが可能だから清潔です。

【atopリールノブ レイシング システムの取り扱いについて】
　※ご使用前に破損がないか、またワイヤーが正しく装着されているかご確認ください。
　※反時計回り(LOOSE方向)にダイヤルを回し音がしてワイヤーが緩んだら、それ以上
　　緩む方向に回さないでください。破損の原因になります。

日本製

システム

システム

システム

保温
裏布

保温
裏布

鋼製
先芯

鋼製
先芯

鋼製
先芯

鋼製
先芯

鋼製
先芯

鋼製
先芯

鋼製
先芯

樹脂
先芯

樹脂
先芯

樹脂
先芯

耐油



850051
セーフテック№５０W
アッパー／天然皮革＋ポリウレタン（PU）合成皮革
ソール／PU（ポリウレタン）二層底
先芯／樹脂製ワイド先芯
内寸／75㎜　総丈／110㎜（26.0㎝）
重量／約450g（片足・26.0㎝）
サイズ／23.0㎝、23.5㎝
　　　　24.0㎝、24.5㎝
　　　　25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、26.5㎝
　　　　27.0㎝、28.0㎝
　　　　29.0㎝、30.0㎝
カラー／クロ

クロ

08

ＪＩＳ Ｔ 8103準拠の帯電防止性能を有します。
0.1ＭΩ≦Ｒ≦100ＭΩ

発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れる
ウレタン人工皮革をアッパーに採用しました。

柔軟性と弾力性を併せ持ち、クッション性に優れた靴底です。
低温でも硬くなりにくく、非常に軽量でソフトな履き心地です
ので、疲労軽減に効果的です。
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850061
セーフテック№６０W
アッパー／天然皮革＋ポリウレタン（PU）合成皮革
ソール／PU（ポリウレタン）二層底
先芯／樹脂製ワイド先芯
内寸／75㎜　総丈／110㎜（26.0㎝）
重量／約450g（片足・26.0㎝）
サイズ／23.0㎝、23.5㎝
　　　　24.0㎝、24.5㎝
　　　　25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、26.5㎝
　　　　27.0㎝、28.0㎝
　　　　29.0㎝、30.0㎝
カラー／クロ

クロ

850066
セーフテック№６５W
アッパー／天然皮革＋ポリウレタン（PU）合成皮革
ソール／PU（ポリウレタン）二層底
先芯／樹脂製ワイド先芯
内寸／130㎜　総丈／160㎜（26.0㎝）
重量／約450g（片足・26.0㎝）
サイズ／23.0㎝、23.5㎝
　　　　24.0㎝、24.5㎝
　　　　25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、26.5㎝
　　　　27.0㎝、28.0㎝
　　　　29.0㎝、30.0㎝
カラー／クロ

クロ

850090
セーフテック№９０
アッパー／天然皮革＋ポリウレタン（PU）合成皮革
ソール／PU（ポリウレタン）二層底
先芯／鋼鉄製ワイド先芯
内寸／190㎜　総丈／230㎜（26.0㎝）
重量／約650g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、26.5㎝、27.0㎝
　　　　28.0㎝、29.0㎝、30.0㎝
カラー／クロ
※踏み抜き防止板入り

クロ

260003
ハイクリヤ№１０２０
アッパー／ポリウレタン（PU）人工皮革
ソール／EVA
内寸／70㎜　総丈／100㎜（26.0㎝）
重量／約205g（片足・26.0㎝）
サイズ／22.0㎝、22.5㎝、23.0㎝
　　　　23.5㎝、24.0㎝、24.5㎝
　　　　25.0㎝、25.5㎝、26.0㎝
　　　　26.5㎝、27.0㎝、28.0㎝
　　　　29.0㎝、30.0㎝
カラー／シロ、クロ

283000
ハイクリヤ№３０００
アッパー／ポリウレタン（PU）人工皮革
ソール／EVA＋合成ゴム
内寸／70㎜　総丈／100㎜（26.0㎝）
重量／約250g（片足・26.0㎝）
サイズ／22.0㎝、22.5㎝、23.0㎝
　　　　23.5㎝、24.0㎝、24.5㎝
　　　　25.0㎝、25.5㎝、26.0㎝
　　　　26.5㎝、27.0㎝、28.0㎝
　　　　29.0㎝、30.0㎝
カラー／シロ、クロ

シロ

クロ

850070
セーフテック№７０
アッパー／天然皮革＋ポリウレタン（PU）合成皮革
ソール／PU（ポリウレタン）二層底
先芯／樹脂製ワイド先芯
内寸／220㎜　総丈／260㎜（26.0㎝）
重量／約600g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、26.5㎝、27.0㎝
　　　　28.0㎝、29.0㎝、30.0㎝
カラー／クロ

クロ

シロ

クロ

油に強く、耐久性に優れたポリ塩化ビニール製
ですので、漁業や水産加工、食品加工の他、機械
作業や油を扱う作業全般にお使い頂けます。

耐滑性と耐油性、そして耐摩耗性に優れた
ミツウマ独自の底意匠とゴム配合を用いた
オリジナルのソールを搭載しました。

繋ぎ目のない一体成型（インジェクション）製法ですので、
耐久性・耐候性に優れ、傷や汚れが付きにくくお手入れが
非常に簡単です。水や油に触れる作業に適しています。

静電気帯電防止機能付きセーフティーシューズ・ブーツ
セーフテック/ＳＡＦＴＥＣ №５０Ｗ･№６０Ｗ･№６５Ｗ･№７０･№９０
■衝撃吸収性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールで構成された
　耐油性・軽量ソールは、耐重作業のあるハードな現場での着用を考慮しています。
■ソール意匠は小石等の異物による目詰まりを防ぎ、防滑性能にも優れています。
■指先の圧迫感を軽減する樹脂製ワイド先芯採用（セーフテック№90のみ鋼鉄製）。
■傷みやすい爪先部を天然皮革で補強することによって、耐久性が向上しました。
■夜間作業での視認性を考慮し、カカト部分にリフレクター（反射素材）を搭載。
■履口部に搭載したクッション材が、足への負担を軽減し快適性を向上させます。
■セーフテック№90には耐踏み抜き性に優れた、鋼鉄製踏み抜き防止板を内蔵。

【主な使用用途】
　建設・建築業や運輸業、倉庫、工場、工事現場等における各種一般作業から、被災地
　支援や復興活動等の防災用、DIY等の各種軽作業用として幅広くお使い頂けます。

汚れが落ちやすく耐油性に優れた軽量ＰＶＣブーツ
オールシーズン対応男女兼用長靴 ベールノース№７０６０

■従来品に比べソフトで軽量、快適な履き心地と程よいフィット感が得られます。
■軽さと柔軟性に優れていますので、屈曲時に足へ加わるストレスを大幅に軽減。
■ヒールが低いフラットなソールは、汚れが詰まりにくいオリジナル意匠を採用。
■泥などの汚れが付着した場合でも、流水で簡単に汚れを落とす事が出来ます。
■衝撃吸収性中敷きが疲労感を効果的に軽減し、快適な履き心地が続きます。
■ブーツ全体フル耐油仕様ですので、あらゆるワークシーンでお使い頂けます。
■抗菌性裏布の効果で雑菌の繁殖を抑制し、靴内の気になる臭いを軽減します。

【主な使用用途】
　食品加工業や畜産業など、衛生対策が要求される現場や、水産業などの油汚れや
　水が付着しやすい業種、ガーデニング用やDIYなど各種一般作業にお使い頂けます。

278070
ベールノース№７０６０
材質／PVC（ポリ塩化ビニル）
裏布／ポリエステル
内寸／310㎜　総丈／330㎜
重量／約525g（片足・L）
サイズ／S（23.5-24.0㎝）
            M（24.5-25.0㎝）
　　　    Ｌ（25.5-26.0㎝）
　　　   LL（26.5-27.0㎝）
　　　   XL（27.5-28.0㎝）
カラー／シロ

シロ

耐油

耐油

PVC

PVC

EVA
ソール

EVA
ソール

鋼製
先芯

樹脂
先芯

樹脂
先芯

樹脂
先芯

樹脂
先芯
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270605
エース軽半長タフ
裏布／4㎜厚ダブルラッセル
内寸／24.0-26.0㎝ ： 285㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 305㎜
総丈／24.0-26.0㎝ ： 315㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 335㎜
重量／約710g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝
　　　　25.5㎝、26.0㎝、27.0㎝
　　　　28.0㎝
カラー／クロ

270614
キープ長タフ№５
裏布／4㎜厚ダブルラッセル
内寸／24.0-26.0㎝ ： 285㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 305㎜
総丈／24.0-26.0㎝ ： 315㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 335㎜
キープ丈／80㎜
重量／約665g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ

273058
ＭＷＢ－１０２２
裏布／吸汗・抗菌性ナイロンニット
内寸／340㎜　総丈／360㎜
キープ丈／50㎜
重量／約785g（片足・L）
サイズ／M（24.5-25.0㎝）
　　　    Ｌ（25.5-26.0㎝）
　　　   LL（26.5-27.0㎝）
　　　   XL（27.5-28.0㎝）
カラー／クロ、コン

272780
Ｇ－フィールドＬ０１
裏布／綿メリヤス
内寸／360㎜　総丈／400㎜
重量／約710g（片足・24.0㎝）
サイズ／23.0㎝（SS）、24.0㎝（S）
　　　　25.0㎝（M）、26.0㎝（ L）
　　　　27.0㎝（LL）
カラー／クロ、ブラウン、OG

クロ

ブラウン

ブラウンクロOG

コン　

272785
Ｇ－フィールドＬ8０
裏布／綿メリヤス
内寸／265㎜　総丈／305㎜
重量／約615g（片足・24.0㎝）
サイズ／23.0㎝（SS）、24.0㎝（S）
　　　　25.0㎝（M）、26.0㎝（ L）
　　　　27.0㎝（LL）
カラー／クロ、ブラウン

271605
フリスクライト№６
裏布／吸汗・抗菌性ナイロンニット
内寸／24.0-26.0㎝ ： 285㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 305㎜
総丈／24.0-26.0㎝ ： 305㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 335㎜
重量／約650g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝
　　　　25.5㎝、26.0㎝、27.0㎝
　　　　28.0㎝
カラー／クロ

273057
ＭＷＢ－１０１７Ａ
裏布／吸汗・抗菌性ナイロンニット
内寸／340㎜　総丈／360㎜
キープ丈／50㎜
重量／約880g（片足・L）
サイズ／M（24.5-25.0㎝）
　　　    Ｌ（25.5-26.0㎝）
　　　   LL（26.5-27.0㎝）
　　　   XL（27.5-28.0㎝）
カラー／コン、カーキ

カーキコン

272061
エーファライト№３００７
裏布／吸汗・抗菌性ナイロンニット
内寸／230㎜　総丈／260㎜
重量／約465g（片足・23.0㎝）
サイズ／22.5㎝、23.0㎝、23.5㎝
　　　　24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝
カラー／コン、プラム

プラム

09

クロ

クロ

クロ

メッシュ裏地から汗をキャッチし、中底に搭載された
キャタピラ意匠へと放出する、透湿性の高い構造です。
不快な足ムレを防ぎ、サラサラ感が持続します。

カップインソールに内蔵されたエアーポンプの
効果で、歩く度に靴内の空気が循環しますので
蒸れ感や疲労感の軽減に効果的です。

弾力性に優れたハニカム構造（蜂の巣状）の裏布が空気の
層を作る事で、熱や湿気をこもらせず素早く放出させるので、
快適でさわやかな履き心地が得られます。

ナイロンメッシュ生地をゴムで挟み込んだ特殊構造
”タフ設計”で、従来品より大幅な強度アップに成功。
屈曲や引き裂きに強く、耐久性バツグンです。

ミツウマ独自の軽量設計仕様で、従来品よりも
大幅に軽量化。動きやすさを追求した驚きの
軽さは、あらゆるライフシーンに対応します。

コン

クロ グリーン

コン

278082
ＭＲＢ－１０４６
裏布／ナイロンニット
内寸／285㎜　総丈／315㎜
キープ部／80㎜
重量／約850g（片足・L）
サイズ／M（24.5-25.0㎝）
　　　    Ｌ（25.5-26.0㎝）
　　　   LL（26.5-27.0㎝）
　　　   XL（27.5-28.0㎝）
カラー／クロ、コン、グリーン

クロ

水に浮くほど軽く、丈夫でしなやかな完全一体成型ブーツ
です。屈曲テスト50万回をクリアする耐久性と、低温でも
柔らかさを保つソフトな履き心地で、作業性も良好です。

従来品より大幅な軽量化に成功 [軽量設計]シリーズ
キープ長タフ№５･フリスクライト№６･Ｇ-フィールドシリーズetc.
■軽さに加え、柔軟性や耐久性にも優れた軽量配合ゴム使用だから、従来品より
　足当たりがソフトで軽やかな上に、歩行時の屈曲に強い頑丈仕様です。
■長時間の着用でも歩きやすく疲れにくい、快適な履き心地を追求した逸品です。

頑丈さにこだわり抜いた特殊構造 [タフ設計]シリーズ
エース軽半長タフ･ＭＷＢ－１０２２ に採用

■爪先から胛にかけてのゴムに、ナイロンメッシュ生地を挟み込んでいますので、
　歩行時はもとより屈んだ作業にも強い、耐久性バツグンの頑丈仕様です。
■ゴム使用量が削減されるので、従来品よりも軽く歩きやすい仕様になりました。

【主な使用用途】
　各種一般軽作業からタウン履きに至るまで、さまざまなシーンで広くお使い頂けます。

ポンプ式
中敷き

タフ
設計

タフ
設計

タフ
設計

TPE

ポンプ式
中敷き

TPE

ゴム

ゴム
ナイロン
メッシュ
生地

特殊構造 “タフ設計”  
採用だから丈夫!!

タンク
ソール

タンク
ソール



270104
エースキング長№２
裏布／綿メリヤス
内寸／24.0-26.0㎝ ： 230㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 240㎜
総丈／24.0-26.0㎝ ： 260㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 270㎜
重量／約660g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ

10
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270601
エース軽半長Ⅱ型プレス底
裏布／吸汗・抗菌性ナイロンニット
内寸／24.0-26.0㎝ ： 285㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 305㎜
総丈／24.0-26.0㎝ ： 315㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 335㎜
重量／約725g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ

クロ

205401
艶半長
裏布／綿メリヤス
内寸／24.0-25.0㎝ ： 270㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 285㎜
　　　28.0-30.0㎝ ： 295㎜
総丈／24.0-25.0㎝ ： 295㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 310㎜
　　　28.0-30.0㎝ ： 320㎜
重量／約635g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝
　　　　25.5㎝、26.0㎝、27.0㎝
　　　　28.0㎝、29.0㎝、30.0㎝
カラー／クロ

クロ

270002
キープ艶半長Ⅱ型プレス底
裏布／吸汗・抗菌性ナイロンニット
内寸／24.0-25.0㎝ ： 265㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 285㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 300㎜
総丈／24.0-25.0㎝ ： 295㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 315㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 330㎜
キープ丈／68㎜
重量／約755g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝、25.5㎝
　　　　26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ

270939
スマック№１０４３
裏布／吸汗・抗菌性ナイロンニット
内寸／24.5-26.0㎝ ： 285㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 305㎜
総丈／24.5-26.0㎝ ： 305㎜
　　　27.0-28.0㎝ ： 325㎜
キープ丈／80㎜
重量／約815g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.5㎝、25.0㎝
　　　　25.5㎝、26.0㎝
　　　　27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ、コン

272148
ピュセル№３００３
裏布／吸汗・抗菌性ナイロンニット
内寸／250㎜　総丈／270㎜
重量／約600g（片足・L）
サイズ／M（22.5-23.0㎝）
　　　　L（23.5-24.0㎝）
　　　　LL（24.5-25.0㎝）
カラー／クロ、ブラウン

クロ

クロ ブラウン

コン

クロ カーキ

コン

270945
スマック№１０５１
裏布／吸汗・抗菌性ナイロンニット
内寸／240㎜　総丈／260㎜
キープ部／50㎜
重量／約700g（片足・L）
サイズ／M（24.5-25.0㎝）
　　　    Ｌ（25.5-26.0㎝）
　　　   LL（26.5-27.0㎝）
　　　   XL（27.5-28.0㎝）
カラー／クロ、コン、カーキ

204403
艶半長プレス底メッシュウレタン裏
裏布／4㎜厚吸汗性ウレタン
内寸／24.0-25.0㎝ ： 270㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 285㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 295㎜
総丈／24.0-25.0㎝ ： 295㎜
　　　25.5-27.0㎝ ： 310㎜
　　　　　  28.0㎝ ： 320㎜
重量／約660g（片足・26.0㎝）
サイズ／24.0㎝、24.5㎝、25.0㎝
　　　　25.5㎝、26.0㎝、27.0㎝、28.0㎝
カラー／クロ

クロ

クロ

クロ

汗を素早く吸い取り、拡散させる機能が
ありますので、足もとのサラサラ感が
長時間持続します。
裏布材の内側にウレタンスポンジを
ラミネートした防寒材です。保温性に
優れ、足へのフィット感が向上します。

272021
エーファ№３００１
裏布／吸汗・抗菌性ナイロンニット
内寸／230㎜　総丈／260㎜
重量／約465g（片足・23.0㎝）
サイズ／22.5㎝、23.0㎝
　　　　23.5㎝、24.0㎝
　　　　24.5㎝、25.0㎝
カラー／コン、プラム、ベージュ

コン　

プラム

ベージュ

日本製 日本製

伸縮性に優れた、丈夫で足当たりの良い綿メリヤス製生地
を裏布に採用した靴です。

素早く汗を吸収して、サラサラ感が持続する吸汗機能と、
雑菌の繁殖を抑え、気になる臭いを軽減する抗菌機能を
併せ持った裏布を使用しました。

＋

270944
スマック№１０５０
裏布／吸汗・抗菌性ナイロンニット
内寸／340㎜　総丈／360㎜
キープ部／50㎜
重量／約790g（片足・L）
サイズ／M（24.5-25.0㎝）
　　　    Ｌ（25.5-26.0㎝）
　　　   LL（26.5-27.0㎝）
　　　   XL（27.5-28.0㎝）
カラー／クロ、コン、カーキ

カーキクロ

コン

タンク
ソール

ソールに厚みを持たせた、深く大きな意匠とデザイン性が
特長の靴底です。見た目の印象よりも軽く、グリップ力と
耐久性に優れているので、悪天候でも快適です。

ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた数々の技術と
創意工夫、そしてものづくりへの想いが隅々にまで込めら
れた、安心と信頼の国内工場生産商品です。

日本製
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220000
シーエース
３２型ＭＨＷジャンパー
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.40㎜以上
サイズ／Ｍ、Ｌ、ＬＬ、ＬＬＬ、4Ｌ、5Ｌ
カラー／コバルトブルー

220225
シーピープル
３２型ＭＨＷパーカー
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.40㎜以上
サイズ／Ｍ、Ｌ、ＬL、ＬＬＬ
カラー／ライムイエロー、ピーコックブルー

222220
シーピープル
２型Ｓワンタッチ付ズボン
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.40㎜以上
サイズ／Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬL、ＬＬＬ、4Ｌ
カラー／ライムイエロー、ピーコックブルー

222225
シーピープル
２型Ｓトレパンズボン
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.40㎜以上
サイズ／Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬL、ＬＬＬ、4Ｌ
カラー／ピーコックブルー

222001
シーエース
２型ワンタッチ胸付ズボン
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.40㎜以上
サイズ／ＳＳ、Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬＬ、ＬＬＬ、4Ｌ、5Ｌ
カラー／コバルトブルー

220001
シーエース
３２型ＭＨＷパーカー
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.40㎜以上
サイズ／Ｍ、Ｌ、ＬL、ＬＬＬ、4Ｌ、5Ｌ
カラー／コバルトブルー

222000
シーエース
２型ＭＨＷトレパンズボン
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.40㎜以上
サイズ／ＳＳ、Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬL、ＬＬＬ、4Ｌ、5Ｌ
カラー／コバルトブルー

220228
１１０シーピープル
３２型ＭＨＷパーカー
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.40㎜以上
サイズ／Ｍ、Ｌ、ＬＬ、ＬＬＬ
カラー／リズロン、パーシモン

222228
１１０シーピープル
２型Ｓワンタッチ付ズボン
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.40㎜以上
サイズ／Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬＬ、ＬＬＬ
カラー／リズロン、パーシモン

227402
シーハリヤ
３０型ＭＨＷ衿付パーカー
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.38㎜以上
サイズ／Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬL、ＬＬＬ
カラー／エメラルドグリーン

227406
シーハリヤ
２型トレパンズボン
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.38㎜以上
サイズ／Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬL、ＬＬＬ
カラー／エメラルドグリーン

220203
アイモス
３０型ＭＨＷパーカー
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.40㎜以上
サイズ／Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬL、ＬＬＬ
カラー／パープル

222200
アイモス
２型Ｗワンタッチ胸付ズボン
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.40㎜以上
サイズ／Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬL、ＬＬＬ
カラー／パープル

227506
アイモス
２型トレパンズボン
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.40㎜以上
サイズ／Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬL、ＬＬＬ
カラー／パープル

コバルトブルー

コバルトブルー

エメラルドグリーン パープル

リズロン パーシモン

防寒性に優れた、しなやかな風合いの塩ビ製です。
大量の水に濡れる現場での作業に適しています。

ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた数々の技術と創意工夫、
そしてものづくりへの想いが隅々にまで込められた、安心と信頼の
国内工場生産商品です。

PVC 日本製

PVC

PVC 日本製

PVC 日本製

PVC 日本製 PVC 日本製

PVC 日本製

日本製

ライムイエロー ピーコックブルー



12

M
A

LIN
 W

O
R

K
 W

EA
R

 ／
 A

PRO
N

水
産
用
合
羽
／
前
掛
関
連

220300
ピアオーシャン
ＰＵパーカー
材質／ＰU（ポリウレタン）
総厚／0.40㎜以上
サイズ／Ｍ、Ｌ、ＬＬ、ＬＬＬ
カラー／ミュール、ブルーオリヤン
　　　　シグナルレッド、スノー

222300
ピアオーシャン
ＰＵ胸付ズボン
材質／ＰU（ポリウレタン）
総厚／0.40㎜以上
サイズ／Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬＬ、ＬＬＬ
カラー／ミュール、ブルーオリヤン
　　　　シグナルレッド、スノー

227400
シーハリヤ
３０型ＭＨＷジャンパー
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.38㎜以上
サイズ／Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬＬ、ＬＬＬ
カラー／エメラルドグリーン

227404
シーハリヤ
２型Ｗワンタッチ胸付ズボン
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.38㎜以上
サイズ／Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬＬ、ＬＬＬ
カラー／エメラルドグリーン

201101
アイモス
２型Ｗワンタッチ胸付胴付長
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.40㎜以上
サイズ／23.0、24.0、24.5
　　　　25.0、25.5、26.0
　　　　27.0、28.0
カラー／パープル

201000
イーゼ
胴付長膝当付２型
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.46㎜以上
サイズ／23.0、24.0、24.5
　　　　25.0、25.5、26.0
　　　　27.0、28.0
カラー／コバルトブルー

220510
ミツテック
衿付パーカー
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.38㎜以上
サイズ／S、Ｍ、Ｌ、ＬＬ、LLL
カラー／コン

222600
ミツテック
２型Ｗ水産胸付ズボン
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.38㎜以上
サイズ／特号、1号、2号、3号
カラー／コン

コバルトブルーパープル

エメラルドグリーン コン

防寒性に優れた、しなやかな風合いの塩ビ製です。
大量の水に濡れる現場での作業に適しています。

PVCと比較すると約20％も軽いポリウレタン製です。
耐油性、耐寒性に優れていますので、快適な着用感が
得られます。

ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた数々の技術と創意工夫、
そしてものづくりへの想いが隅々にまで込められた、安心と信頼の
国内工場生産商品です。

日本製PU

PU

PVC 日本製 PVC 日本製

PVC 日本製

PVC

PVC 日本製

日本製

ミュール ブルーオリヤン シグナルレッド スノー
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224000
ミツテック付前掛
ＢＡ－３５１５
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.48㎜
寸法／前丈:118㎝×裾巾:135㎝
カラー／コン

224001
ミツテック付前掛
ＢＡ－３５０２
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.48㎜
寸法／前丈:110㎝×裾巾:136㎝
カラー／コン

992001
ビニロン付前掛
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.38㎜
サイズ／1号（前丈:118㎝×裾巾:135㎝）
　　　　2号（前丈：110㎝×裾巾：136㎝）
　　　　3号（前丈：106㎝×裾巾：92㎝）
カラー／コン、シロ ※3号はシロのみ

993001
ワンタッチ前掛
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.38㎜
サイズ／M（前丈:110㎝×胴巾：84㎝×裾巾:94㎝）
　　　　L（前丈：110㎝×胴巾：88㎝×裾巾：98㎝）
カラー／コン、シロ

211000
ミツボンド№４０１
塩ビ用特殊合成接着剤

211001
ミツボンド№９３２
ゴム用特殊合成接着剤

992003
ビニロン前掛
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.38㎜
サイズ／1号（前丈:100㎝×裾巾:110㎝）
　　　　2号（前丈：90㎝×裾巾：110㎝）
　　　　3号（前丈：85㎝×裾巾：80㎝）
カラー／シロ

224003
ミツテック胸付前掛
ＢＡ－２４１５
材質／ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
総厚／0.48㎜
寸法／前丈:120㎝×裾巾:135㎝
カラー／シロ

BA-3515
コン

BA-3502
コン

コン シロ シロ

シロ

コン シロ

防寒性に優れた、しなやかな風合いの塩ビ製です。
大量の水に濡れる現場での作業に適しています。

ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた数々の技術と創意工夫、
そしてものづくりへの想いが隅々にまで込められた、安心と信頼の
国内工場生産商品です。

PVC 日本製 PVC 日本製

PVC 日本製 PVC 日本製

PVC 日本製 日本製

PVC日本製
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油に強く、耐久性に優れたニトリルゴム製の手袋ですので
漁業や水産加工、食品加工の他、機械作業や農業など、
油を扱う作業全般にお使い頂けます。

232101
ミツローブＭ０１
長さ／250㎜
サイズ／フリーサイズ
カラー／グレー

232103
ミツローブＭ１１
長さ／300㎜
サイズ／Ｍ
カラー／ブラウン

232104
ミツローブＭ１３
長さ／300㎜
サイズ／Ｌ
カラー／ブラウン

232105
ミツローブＭ１５
長さ／300㎜
サイズ／ＬＬ
カラー／ブラウン

232112
ミツローブＭ２１
長さ／340㎜
サイズ／フリーサイズ
カラー／ブラウン

232100
耐油ミツローブ
長さ／280㎜
サイズ／Ｍ、Ｌ、ＬＬ
カラー／ブルー

226001
ラテ腕カバー
長さ／350㎜
サイズ／フリーサイズ
カラー／クロ

226003
クラスター２４００腕カバー
長さ／400㎜
サイズ／フリーサイズ
カラー／コバルトブルー

232115
ミツローブソフト
長さ／270㎜
サイズ／Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬＬ
カラー／オレンジ

232200
ミツハンドＭＲ－１
長さ／340㎜
サイズ／Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬＬ
カラー／ブラウン

241000
ゴムチューブ７
長さ／260㎝
直径／1.1㎝
カラー／アメ、シロ

241001
ゴムチューブ１０
長さ／260㎝
直径／3.5㎝
カラー／コン、アメ、パープル

241002
ゴムチューブ２０
長さ／280㎝
直径／8.0㎝
カラー／アメ

141402
農業用ゴム輪（組）
寸法／巾15㎜×長さ495㎜
厚み／0.90㎜
カラー／クロ

アメ

アメ

アメ

コン

クロ コバルトブルー

パープル

クロ

シロ

グレー ブラウン ブラウン

ブラウン オレンジ ブラウン

ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた数々の技術と創意工夫、
そしてものづくりへの想いが隅々にまで込められた、安心と信頼の
国内工場生産商品です。

耐油

耐油

日本製 日本製 日本製

日本製 日本製 日本製

日本製 日本製 日本製

日本製日本製日本製

日本製
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ホームページもご覧ください。
http://www.mitsuuma.co.jp/

■カタログに掲載された商品の仕様およびデザインは、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
■カタログに掲載された商品のカラーは、印刷色のため実物と多少異なることがありますのでご了承ください。
■カタログに記載されている重量は、平均参考値のため、実際の重さとは異なる場合があります。

本 社・小 樽 工 場

〒111-0042  東京都台東区寿3丁目9番6号ムラタビル3F
TEL：03-3841-6131　FAX：03-3841-6140
E-mail  m-ichiei@mitsuuma.co.jp

東京販売部・特需部

〒010-0061  秋田県秋田市卸町3丁目2番11号
TEL：018-863-3511　FAX：018-862-4408
E-mail  akita@mitsuuma.co.jp

東 北 販 売 部

〒047-0011  北海道小樽市天神1丁目15番1号
TEL：0134-23-1156（ニイサン イイゴム）　FAX：0134-23-2050
E-mail  m-hanbai@mitsuuma.co.jp

札幌販売部・業務課

〒047-0013  北海道小樽市奥沢4丁目26番1号
TEL：0134-22-1113　FAX：0134-22-7550
E-mail  m-kogyo@mitsuuma.co.jp

工 業 用 品 販 売 部

履いてわかる、その品質


