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耐水圧10,000mmH2O/ 透湿性 8,000g のハイス

ペック生地を採用したストレッチレインスーツ。

脇・パンツには 4way ストレッチ生地を採用し動

作が楽々。収納バッグ付。

ストレッチ &
高透湿のレインスーツ !!

NER-01 ネスタストレッチレインスーツ
サイズ：M/L/LL/3L
カラー：ブラック / ブルー / レッド
素　材：ポリエステル
　　　　（裏透湿 TPU ラミネート）
　　　　ポリエステル
　　　　ポリウレタン
　　　　（裏透湿 TPU ラミネート）

ブルー

レッド

ライセンスブランド

 ネスタストレッチレインスーツ

カラー：ブラック / ブルー / レッド

　　　　（裏透湿 TPU ラミネート）

　　　　（裏透湿 TPU ラミネート）

O/ 透湿性 8,000g のハイス

ペック生地を採用したストレッチレインスーツ。

脇・パンツには 4way ストレッチ生地を採用し動

高透湿のレインスーツ !!
O/ 透湿性 8,000g のハイス

ペック生地を採用したストレッチレインスーツ。

脇・パンツには 4way ストレッチ生地を採用し動

高透湿のレインスーツ !!高透湿のレインスーツ !!高透湿のレインスーツ !!

サンダーカモ

NEW-08
マウンテンカモ

NEW-04
アーバンカモ

NEW-04

ブラック

人気のネスタブランド抗菌防臭シリーズに吸湿発熱機能を追加したアイ
テムが登場 !!シーンに応じて使い分けられる全 4 アイテム展開です。

人気のネスタブランドから
吸湿発熱シリーズが登場 !!

NEW-10P
ネスタストレッチタイツHEAT DEO
サイズ：M/L/XL

NEW-10P
ネスタストレッチタイツ
サイズ：M/L/XL

NEW-10
ネスタストレッチシャツHEAT DEO
サイズ：M/L/XL

NEC-08
ネスタストレッチネックウォーマー
HEAT DEO
サイズ：フリー

ラストグレー

NEC-05 ネスタネックウォーマー
サイズ：フリー
カラー：スプラッシュラスタ/デジタルラスタ
　　　　ラストグレー（NEW）/ラストグリーン（NEW）
素　材：ポリエステル・ポリウレタン

シックなデザインでいろいろな場面に使えます。

吸汗速乾で快適な着用感。

後部反射プリントで視認性を確保。

新柄2柄登場!!

NEH-01　
ネスタデニムキャップ
サイズ：フリー
カラー：ブラック / ブルー
素　材：綿（汗止除く）

吸水性・通気性に優れた綿素材キャップです。

汗止めには蒸れを軽減する吸汗速乾素材を使用しています。

シンプルなデザインなのでいろいろな場面で活躍 !!

使いやすいベーシックなデザイン

ブルー

ブラック

寒さもニオイも気にならない

（肌）

水 分

防 臭

吸湿発熱

※イメージ図

吸湿発熱
抗菌防臭生地

汗などの水分を吸収し発熱する素材にニオイの原因となる成分を
減少させる効果を加えています。

NEW-05　 ネスタ防風ストレッチシャツ
NEW-05P　ネスタ防風ストレッチタイツ
NEW-06　 ネスタ防風ストレッチベスト
サイズ：M/L/XL
素　材：ポリエステル・ポリウレタン

防風生地のやわらかさとエンボスによる表情が特徴的な商品 !!

モノトーンデザインで年齢を問わずかっこよく決まります。

やわらかい防風生地で寒風をブロック!!

素　材：ポリエステル・ポリウレタン

NEW-05 NEW-06 NEW-05P

デジタルラスタラストグリーン スプラッシュラスタ

昨年大ヒットしたストレッチシャツの新色が登場 !!

今回も目を引く独自の世界観を表現しています。

昨年モデルも少量ですが限定入荷します。

合わせて展開する事で売場が華やかに仕上がります。

人気シリーズの新色 !!
NEW-04 NEW-08 ネスタストレッチシャツ
サイズ：M/L/XL
素　材：ポリエステル・ポリウレタン

＋

気にならな

＋

気にならな

＋吸湿
発熱

抗菌
防臭のチカラ

ダブル

NEC-09
ネスタストレッチフェイスキャップ
HEAT DEO
サイズ：フリー

フェイスキャップ

イヤーホール付

素　材：ポリエステル・ポリウレタン
カラー：ボルテックスカモフラージュ

防風生地
（TPUラミネート）

サンダーカモ

NEW-08
マウンテンカモ

NEW-04 NEW-04
サンダーカモ マウンテンカモ アーバンカモマウンテンカモ アーバンカモマウンテンカモ アーバンカモ アーバンブルーカモ

NEW-04
アーバンブルーカモアーバンブルーカモ

やわらかい防風生地で寒風をブロック!!

ラストグレー
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シンプルでかっこいい!!

タッチパ
ネ

ル
も

対
応ラミネート防風フィルムを施した

生地で、いつでも暖かく寒い冬の

通勤通学にぴったりです。

抜群の防寒防風機能
顔前面にラミネート防風フィルムを施した3

層構造で自転車やバイクはもちろん冬のスポ

ーツでも風をブロックします。

向かい風を強力ブロック!!

LC-02
ライフガード
防風フェイスキャップ
サイズ：フリー
素　材：ポリエステル

LC-01
ライフガード
防風ネックウォーマー
サイズ：フリー
素　材：ポリエステル

メインポケットは大きく開くファスナー仕様で、ヘルメットなどの大きな物が収納可能です。

クッション付きポケットでパソコンやタブレットなどの精密機器の持ち運びに安心です。

Phillips 66 ロゴが目立つ大口 リュック

PS-02 Phillips 66 リュック
サイズ：約W30×H46×D20(cm) 27L
カラー：ブラック/ネイビー/グリーン
素　材：ポリエステル

アメリカナイズされたセーフティーシューズ !!

古き良き時代のアメリカをインスピレーション。

作業でも街中でも場所を選ばず履ける1品です。

アッパーは撥水処理を施し、クッション材を貼り

合わせた中敷きは履き心地抜群 !! 

PS-01 Phillips 66 キャンバスセフティー
サイズ：25.0/25.5/26.0/26.5/
　　　　27.0/28.0（cm）
カラー：チェッカー/ブラック  
素　材：

［アッパー］撥水キャンバス
［底］合成ゴム
［先芯］樹脂製先芯
［中敷き ] 発泡ゴム付きインソール
重　さ：約329g(26.0cm片足)　　　　

Phillips 66

Phillips 66 キャンバスセフティー
サイズ：25.0/25.5/26.0/26.5/

カラー：チェッカー/ブラック  

［中敷き ] 発泡ゴム付きインソール
重　さ：約329g(26.0cm片足)

サイズ：25.0/25.5/26.0/26.5/

カラー：チェッカー/ブラック  

［中敷き ] 発泡ゴム付きインソール
重　さ：約329g(26.0cm片足)　　　　

※撥水加工

このブランドは1917年にフランク・フィリップスと

エルダス・フィリップスの兄弟が創業し「フィリッ

プス66」は1927年に新作のガソリンをオクラホマ

州のアメリカ国道66号線でテストした際に毎時66

マイルに達したことに由来します。

ソフトな吸汗速乾素材を使用したワッチです。

視認性の良いリフレクトプリントにより夜間の安全

にも配慮しています。

NEC-10 
ネスタワッチキャップ

裏フリースで肌当りも暖かい!!

スポーツや通勤通学いろんなシーンに活用できます。

NEC-11 
ネスタ防風ネックウォーマー

アレンジ自在で6パターンの着用方法があります。

伸縮素材を採用し圧迫感の少ない快適な着用感です。

NEC-12 
ネスタ防風フェイスキャップ

汗の吸収と髪の乱れを防ぎ、ヘルメット着用時の防寒対

策にもなります。スポーツから作業まで、幅広いシーン

で使えます。反射プリントを施し、夜間の視認性UP!!

NEC-13  
ネスタヘッドバンド

汗の吸収と髪の乱れを防ぎ、ヘルメット着用時の防寒対

策にもなります。スポーツから作業まで、幅広いシーン

汗の吸収と髪の乱れを防ぎ、ヘルメット着用時の防寒対

策にもなります。スポーツから作業まで、幅広いシーン

ネスタヘッドバンド

汗の吸収と髪の乱れを防ぎ、ヘルメット着用時の防寒対

策にもなります。スポーツから作業まで、幅広いシーン

ネスタヘッドバンド

（NEC-10）（NEC-11）（NEC-12）（NEC-13） サイズ：フリー　素　材：ポリエステル・ポリウレタン

裏はボア素材、手の平はクッション付き、フィッ

ト感に優れていて秋冬の軽防寒用に最適です。

軽く暖かい!!

F-7601　76ウォームアップグローブ
サイズ：M/L
カラー：カモフラージュ
素　材：ポリエステル・シリコン  

防風ラミネートが外気をシャットアウト。

さらに裏地フリースが保温力を高めます。

タッチパネル対応で手袋したままスマホ

操作可能です。

段違いの保温力!!

LG-02　ライフガード防風手袋
サイズ：M/L
素　材：［手の甲］ ポリエステル・TPU ラミネート
　　　　［手の平］ ポリエステル
　　　　［裏　地］ ポリエステル

クッション性の良いフラットソールで履き心地はスニーカー感覚。
だから長時間履いても疲れにくい。
厚めのソールなのに屈曲性が抜群。地面の冷たさが伝わりにくい設計です。

スニーカー感覚の履き心地

LL-04
ライフガードカラーブーツ
サイズ：M/L/LL/XL
カラー：グリーン/ブルー
素　材：[アッパー]ゴム
         　[インナー]ウレタンメッシュ
         　[底]ゴム
　　　　[中敷き]EVAカップインソール
重　さ：約960g（Lサイズ片足）

NES-05 NES-06 ネスタセーフティースニーカー
サイズ：25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0
カラー：マルチカラー / ラスタカラー

マルチとラスタどっちを選ぶ
ありそうでなかったマルチカラーとNESTAらしいラスタカラー
の安全靴。サイドの『NESTA BRAND』反射ロゴが暗所で視認
性をアップします。

ラスタカラー

NES-06
マルチカラー

NES-05

グリーン

ブルー

軽量
約780g

大容量
約27L

※撥水加工






