
ブルゾン＆パンツ2022年
WINTER

● 素材／

● 加工／

素材／表地1：ナイロンタスラン（裏PUラミネート）ナイロン100％
透湿防水・防風・制電　表地2：コーデュラナイロン　ナイロン100％
裏地：タフタ　ポリエステル100％　中綿：ポリエステル100％
耐水圧10,000mmH2O・透湿度8,000g/m2/24hrs

● 素材／表地：ポリエステルリップ　平織り　ポリエステル100%
中綿：ポリエステル100%　裏地：ポリエステル100%

● 素材／表地：ポリエステルツイル　綾織り
　ポリエステル100%　中綿：ポリエステル100%　裏地：ポリエステル100%

現在メーカーに在庫があるサイズとして
【L／LL／3Lサイズ】を記載しております。
規格外サイズ【SS～5L】については
持田（株）まで別途お問い合わせください。

※

●

現在メーカーに在庫があるサイズとして【L／LL／3Lサイズ】を記載しております。
規格外サイズ【SS～5L】については持田（株）まで別途お問い合わせください。※

●
現在メーカーに在庫があるサイズとして【L／LL／3Lサイズ】を記載しております。
規格外サイズ【SS～5L】については持田（株）まで別途お問い合わせください。※

●

L
ウエスト 股 下
81～87 77
87～95 77
95～107 77

LL
3L

L
着 丈 袖 丈肩 幅 胸 廻
70 55 60.5
73 57 62.5
76 59 64.5

123
128
140

LL
3L

L
着 丈 袖 丈肩 幅 胸 廻
70 52 132
73 54 136
76 56 142

61
62
63

LL
3L

価　格 （消費税込）¥4,840

上記8461（ブルゾン）と同じ素材です。

ブロックフリース襟

大型着脱式フード

内胸ポケット ディンプルメッシュ仕様

コーデュラ補強部

袖反射テープ
・大型左袖ポケット

ウエストファスナーポケット 脇メッシュベンチレーション

中綿材
3MシンサレートTM 制電中綿

補強材
コーデュラ・ナイロン使用

010  ブラック010  ブラック 008  ネイビー008  ネイビー

010  ブラック 008  ネイビー

商品番号 AZ-8976 防寒ブルゾン（男女兼用） [ フルハーネス対応防寒 ] [ 価格を越えた高機能防寒 ]

価　格 （消費税込）¥14,410

価　格 （消費税込）¥3,410

商品番号 AZ-8461 防寒ブルゾン（男女兼用）

商品番号 AZ-8462 防寒パンツ（男女兼用）

● 素材／

● 加工／

表地1：ナイロンタスラン（裏PUラミネート）
ナイロン100％ 透湿防水・防風・制電
表地2：コーデュラナイロン ナイロン100％
裏地：タフタ ポリエステル100％
中綿：ポリエステル100％
耐水圧10,000mmH2O・透湿度8,000g/m2/24hrs

現在メーカーに在庫があるサイズとして【L／LL／3Lサイズ】を記載しております。
規格外サイズ【SS～5L】については持田（株）まで別途お問い合わせください。※

●

L
ウエスト縮 股 下
84 77
92 77
102

ウエスト伸
98
106
116

適応サイズ
78～88
86～98
96～108 77

LL
3L

上記8976（ブルゾン）と同じ素材です。

パンツ腰ポケット

コーデュラ補強部

裾反射テープ サイドシャーリング仕様

ヒップフラップポケット

メッシュベンチレーション

010  ブラック008  ネイビー

価　格 （消費税込）¥9,680

商品番号 AZ-8977 防寒パンツ（男女兼用）

フルハーネス
対応

イチオシの本格防寒！全日電工連組合員様向け
特別価格

アイトス株式会社 
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商品番号 AZ-6174 防寒ジャケット（男女兼用）

刺繍のご用命の際は、ネーム加工欄に【ネーム入り】とご記入下さい。記載頂きましたらメーカーより確認のご連絡をさせて頂きます。

※すべて消費税込みの価格です。

■全日本電気工事業工業組合連合会　2022.10

※ご注文・お支払いについては、所属工組・支部を通じて頂くようお願い致します。
※こちらの注文書を、所属工組・支部へご提出願います。

※送料は一律 880円（消費税込）です。
※ご注文商品は、すべて揃ってからまとめて出荷となります。

ご注文書提出先：所属工組または支部

ご注文者様情報 ご注文の際にご注文者様情報の必須項目（※印）の記入を必ずお願い致します。
※

※ ※

※

※

所属電工組名

発送先
ご住所

〒

会社名

電話番号
▼下記の商品番号、カラー、数量など全ての項目の記入をお願い致します。

AZ-8461 ネーム入り 008 ネイビー LL 104,840 48,400
［記入例］

FAX番号

ご担当者様

メールアドレス

所属支部名

電気工事（業）工業組合 支　部　

注文日： 　年　　　　月　　　　日

▶斡旋販売詳細・注文・支払いに関する問い合わせ：ご所属工組・支部まで
▶製品に関する問い合わせ：持田株式会社 梶原
　TEL　03-5829-8411　E-mail 　梶原：fkajiwara@mochida-seni.co.jp

アイトス株式会社 冬用防寒着 注文書

・お客様のご都合による返品は原則お断りさせて頂いております
　ご注文時に十分内容をご確認の上、ご注文頂きますようお願い致します。
・お客様のご都合による交換は、商品到着後7日間以内にご連絡ください。
　未開封・未使用商品のみに限ります。
　この場合の送料等の実費はお客様にご負担とさせて頂きます
・お届けの商品がご注文内容と万が一異なっていたり、
　欠陥があった場合には新品とお取替え致します。
　その際は、商品到着後7日以内に弊社までご連絡下さい。
　（往復送料は弊社負担とさせて頂きます。）
※交換する商品の在庫がない場合等、対応できない場合がございます。予めご了承下さい。
※商品到着後、速やかに商品をご確認下さい。
※商品はアイトス㈱より発送致します。（ご注文先は持田株式会社となります。）

全日電工連推奨品

本 体 合 計

刺繍希望
￥550/点（税込）

（定型文字10文字まで）

送         料 880円（税込）

総         計

数量 本体のみ合計金額

刺繍のみ合計金額

総計金額

数量

数量

商品番号 ネーム加工 カラー サイズ 単価（税込） 金額（税込）数量

● 素材／

● 加工／

表地：ポリエステルPUストレッチ
（裏PUラミネート）
平織り　ポリエステル92％・ポリウレタン8％
ストレッチ・防風　中綿：ポリエステル100％
身頃：機能性再生PET約45%使用
他：普通綿使用　裏地：身頃：起毛トリコット
他：タフタ　ポリエステル100%
軽撥水

L
着丈 裄 丈 胸 廻
78 90 120
80 92 126
82 94 132

LL
3L

価　格 （消費税込）¥7,480
現在メーカーに在庫があるサイズとして【L／LL／3Lサイズ】を記載しております。
規格外サイズ【SS～5L】については持田（株）まで別途お問い合わせください。※

●

R

快適機能満載

裾ドローコード左胸内側ポケット

フード取り外し フード取り外し

フードドローコード 袖ペン差し付ポケット

リフレクター付
リフレクター付
袖口アジャスター　　　

リフレクター付
ファスナーポケット　

リフレクター付
右胸ファスナーポケット　

光電子Ⓡ  繊維の効果・性能

Suppresses Stuffy（ムレを抑える）

光電子Ⓡ繊維は、身体を寒さから守り、保温することで微妙な体温バランスの乱れを整え健康を維
持することが期待できます。

光電子Ⓡの効果で遠赤外線は水分子に吸収されやすく、水分子を細かくする作用があります。汗な
どの水分が蒸発しやすくなるため、衣服内はドライで快適な状態に保たれる効果が期待できます。

身体を寒さから守り、体温のバランスを整えることで健康を維持します。

軽 量

ストレッチ

防 風

軽 撥 水

ストレッチで動きやすい！

008  ネイビー 010  ブラック

2022年
WINTER ストレッチ軽防寒！




