
（肌）

保温

※イメージ図

表面と裏面の生地を糸でジグザグにつなぎ合わせた中空構造生地。
空気層に体温の温もりを蓄えることで保温性が持続します

つなぎ糸

空気の層

吸汗速乾

イヤーホール付

ブルー

ブラック ブルー レッド

＋吸湿
発熱

抗菌
防臭

ダブル

のチカラ

寒さもニオイも気にならない

耐水圧
10,000
mm

透湿度
8,000
g/m2
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ライセンスブランド

NEW-10P
ネスタストレッチタイツ HEAT DEO
M/L/XL

NEW-10
ネスタストレッチシャツ HEAT DEO
M/L/XL

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

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

イエローホワイト

ストレッチ& 高透湿のレインスーツ !!
ハイスペックストレッチ生地を採用し動作
が楽々。収納バッグ付。

人気リュック新色 !!
耐水生地と止水ファスナーで雨天時も使用できます。
多彩な機能でシーンを問わず大活躍‼

NEB-01 ネスタスクエアリュック

約Ｗ33×Ｈ49×Ｄ18（cm）
ナイロン・ポリエステル・合成皮革・他
ブラック／ライトブラウン /ネイビー / ホワイト（新色）/イエロー（新色）

待望のNESTAセーフティーブーツが誕生
大きなロゴが特徴。
吸汗速乾性ライニング。抗菌防臭中敷き入り。

ブルー

裏起毛であったか～い、吸汗速乾の快適ストレッチシャツ !!
目を引く独自の世界観を表現しています。
合わせて展開する事で売場が華やかに仕上がります。

NEW-04 NEW-08ネスタストレッチシャツ

M/L/XL
ポリエステル・ポリウレタン

やわらかい防風生地で寒風をブロック !!
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。

M/L/XL
ポリエステル・ポリウレタン

使いやすいベーシックなデザイン
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 !!

NEH-01 ネスタデニムキャップ
フリーサイズ
綿（汗止除く）

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

アーバンブルーカモ
NEW-04 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

人気のネスタブランドの吸湿発熱シリーズ !!
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 !! シーンに応じて使い分けられる
全4アイテム展開です。

NSB-01 ネスタセーフティーブーツ
M/L/LL/XL
ラバー
樹脂製先芯 JIS S 級相当

保温性と柔らかい風合いを両立する
空気層生地を使用した新シリーズ
肩・膝の耐久性を高める補強布付きで作業時にも対応可能。
セットアップコーディネートが可能。

NEW-12 NESTA ストレッチトレーナー Air Layer
M/L/XL
ポリエステル・ポリウレタン

NEW-12HD NESTA ストレッチパーカー Air Layer
M/L/XL
ポリエステル・ポリウレタン

NEW-12P NESTA ストレッチパンツ Air Layer
M/L/XL
ポリエステル・ポリウレタン

ブラック

ブラック

ブラック

ホワイト ホワイト

イエロー

ブラック

NER-01
ネスタストレッチレインスーツ
M/L/LL/3L
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）



※反射イメージ

通常

反射

通常

反射

※反射イメージ

通常

反射

軽量
約750g

大容量
約27L

タッチパ
ネ
ル
も
対
応

デジタルラスタスプラッシュラスタラストグリーン

ラストグレー

同色
2個入

伸縮自在で動きがラクラク！

ストレッチ反射安全ベスト

個入り

ＳＩＺＥ

FREE
ストレッチ反射安全ベスト（2個入り）
STRETCH REFLECTIVE SAFETY VEST

イエローRW-200

伸縮自在で動きがラクラク！

ストレッチ反射安全ベスト

個入り

ＳＩＺＥ

FREE
ストレッチ反射安全ベスト（2個入り）
STRETCH REFLECTIVE SAFETY VEST

オレンジRW-200

www.nestabrand.jp

■東京営業所 〒120-0013 東京都足立区弘道1-14-21 ジュネス五反野101
■本　　  社 〒192-0914 東京都八王子市片倉町2493 TEL.042(636)8351  FAX.042(635)1941

https://www.k-work.jp

自
転車通勤にも最適自
転車通勤にも最適

※反射イメージ

センターロゴが目立つ大開口 リュック
撥水生地使用、メインポケットは大きく開き、ヘルメットなど
も収納可能です。クッション付きポケットでパソコンの持ち運
びに安心です。

PS-02 Phillips 66 リュック

約 W30×H46×D20(cm)
ポリエステル

ブラック ネイビー グリーン

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。

※撥水加工

チェッカー / ブラック

チェッカー / レッド

新色 チェッカー / レッド新登場 !!
好評のブラックにレッドが登場。作業でも街中でも履ける1品　　　　　　
アッパーは撥水処理、クッション材を貼り合わせた中敷きは履きごこち抜群!

PS-01 Phillips 66 キャンバスセフティー
25.0 ～ 27.0　28.0 ㎝
樹脂製先芯

※撥水加工

裏ボアで軽く暖かい !!
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。

F-7601　76ウォームアップグローブ

M/L
ポリエステル・ポリウレタン

シンプルでかっこいい!!

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

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

向かい風を強力ブロック !!
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。

LC-02
ライフガード防風フェイスキャップ
フリーサイズ
ポリエステル

抜群の防風防寒機能
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。

LC-01
ライフガード防風ネックウォーマー
フリーサイズ
ポリエステル

場面に合わせて
好みのデザインを
選べます
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。

NEC-05 
ネスタネックウォーマー
フリーサイズ
ポリエステル・スパンデックス

ブラックが新登場 !!
好評のストレッチ安全ベスト RW-200 イエローとオレンジ
にブラックの追加色が登場。ストレッチ素材なので動きが
楽々。

RW-200 リフロプロ ストレッチ反射安全ベスト

フリーサイズ（ 着丈：最大 60 ㎝まで　胴回り：最大120 ㎝まで）
反射プリント付きゴムベルト

視認性に驚くBODY BAG!! 
どの角度からでも光を反射する視認性‼
左右両掛け用に、正面縦ファスナー付きのダブルポケットを装備。

RFB-01 リフロボディバッグ

約 W19×H34×D8(cm)
ポリエステル・他

反射機能付メッセンジャーバッグ
撥水加工反射生地を使用。
自転車に乗る時や夜間歩く時も反射機能で安全です。

RFB-02 リフロメッセンジャーバッグ

約 W42×H33×D13(cm)

イエロー

オレンジ ブラック

カモフラージュ

防風仕様で段違いの保温力 !!
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。

LG-02　ライフガード防風手袋
M/L
［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

NES-05 NES-06 ネスタセーフティースニーカー

25.0～27.0/28.0㎝
ポリエステル 
鋼鉄製先芯

マルチとラスタどっちを選ぶ
他には無いマルチカラーとラスタカラー色を採用。
サイドの『NESTA　BRAND』ロゴが暗所で反射し視認性をアップ。

ラスタカラー

NES-06

マルチカラー

NES-05

Phillips 66 trademarks are used under a license.  AII Phillips 66 trademarks are owned by Phillips 66 Company.



反射機能付き防風防寒手袋
手の甲の迷彩柄が光を反射。防風フィルムと裏地フリースでダブル保温。手の
平のシリコンゴムで滑りにくく、手首のネオプレーンで手首にやさしくフィットし
ます。

RG-01
REFLOウォームアップグローブ
サイズ：M/L
［手の平］ 人工皮革・シリコンゴム
［手の甲］ ポリエステル・TPU
［手　首］ ネオプレンゴム
［裏　地］ フリース

暖かさと軽さが特長の中綿防寒ウエアー。裏地にキルティング加工、袖はパイピング仕様。撥水加工で水が入りづらく、
落下も防止可能な二重フラップポケット仕様。

（W-250）（W-255）（W-270）（W-260）
［表地］ポリエステル・撥水コーティング加工
［裏］アクリルコーティング加工 
［中綿］ポリエステル

REFLO 反射する防寒ニットシリーズ！
反射糸を使用し、夜間の視認性が高いです。マフラーとネックウォーマーは保温性抜群裏ボア仕様です。

RC-03
REFLOワッチ
フリーサイズ
アクリル・ポリエステル

RC-04
REFLO裏ボアネックウォーマー
フリーサイズ
アクリル・ポリエステル・ポリエステル（裏ボア）

RC-05
REFLO裏ボアマフラー
フリーサイズ
アクリル・ポリエステル・ポリエステル（裏ボア）

リュックを背負ったまま着用可能！
反射テープ付き、夜間の視認性を確保。背中は目立ちにくいコンシールファスナー
の開閉でリュック無し、リュック有り共に対応できます。収納袋付き。

W-70
リュックレインコート
フリーサイズ
ナイロン・透湿PUコーティング

耐水圧10,000mmH2Oの防水防寒スーツで冬のハードシーンに対応。
ライムグリーンの視認性はもとより、吊下げループやベルクロ仕様の裾など
便利機能がいっぱいです。

W-60
防水防寒スーツ
M/L/XL
ポリエステル・PVCラミネート

W-260
中綿キルトベスト
M/L/XL

W-270
中綿フード付コート
M/L/XL

W-250
中綿ジャケット
M/L/XL

W-255
中綿パンツ
M/L/XL

カーボンファイバーで反発力抜群
カーボンファイバーがアーチの崩れを支え、中足骨をEVAが優しくサポート。
身体のバランスを整え長時間の立ち仕事等に適しています。

IS-40
カーボンインソール
M/L
ポリエステル・EVA・カーボンファイバー

ハードワークに最適 !
2 重構造により中間層のEVA が衝撃を吸収し外側の硬いEVAで力を伝達。
特別なカップデザインにより踵のブレ、アーチをサポート。踵にはさらにポロン
素材を使用。

IS-41
3D フィットインソール
M/L
ポリエステル・EVA・TPU 発泡ウレタン

疲れを軽減するクッション性
全面にポリウレタンを使用し、クッション性が良く疲れを軽減。TPUがアーチ
をサポート。負荷がかかる箇所には PU ジェルを使用し負荷を分散。 
 

IS-42
3D　クッションインソール
M/L
ポリエステル・ポリウレタン・TPU　PUジェル

チャコール×ブルーチャコール×ブラックチャコール×パープル

インナーで防寒対策ができる優れもの
ハイネックとサムホールにより防寒性を高めたストレッチシャツ。通常のイ
ンナーでは少し寒い時に最適です。

N-03
ハイネックストレッチシャツ
M/L/XL
ポリエステル・ポリウレタン

パンツ左右に
吊り下げループ付

ブラック
ブルー

ブラック

ブラックブルー ブルー

蛍光イエロー

黒

※収納袋付き

ビジネスシーンを含め、
日常のさまざまなシーンで活躍
撥水加工生地、止水ファスナー使用
PCポケットや、PC周辺機器をスッキリ収納できるポケットなどが設けられています。

MB-01
2WAYビジネスリュック
約W30×H40×D16(cm)
ポリエステル・他

通勤、出張にも対応可能な少し大きめ
3WAYビジネスリュック

MB-02
3WAYビジネスリュック
約W33×H50×D15(cm)
ポリエステル・他

柔らかく滑りにくい耐切創手袋
高強度ポリエチレン糸使用。通気性が良い背抜き加工。

CR-02 
モノグリップアンチカット
M/L/LL 
3G超高強度ポリエチレン繊維
 ・ガラス繊維・ポリエステル・ポリウレタン

ニトリルシワ加工でグリップ力抜群！
耐摩耗、耐久性ニトリル素材、水や油作業にも強力グリップ。

MG-03 
Dicmand Glove
M/L/LL
15Gポリエステル・ニトリルゴム

※反射イメージ

通常

反射

通常

反射

通常

反射
通常反射

チャコールグレーチャコールグレー グリーン

収納の豊富さとは裏腹に、見た目がスタイリッシュなのが魅力です。
PC・書類・小物収納用コンパートメントには、撥水加工生地と止水ファスナーを採用。
　

耐水圧
10,000
mm

透湿度
2,000
g/m2

最強コスパの中綿キルトウエアシリーズ

TF-01 サーモフィット手袋1 双組
TF-01３ サーモフィット手袋3双組
S/M/L
ポリエステル（蓄熱積粉末練り込み）・ナイロン・ポリウレタン

蓄熱保温機能の13G手袋。タッチパネル操作対応。
インナー手袋としても使える。

蓄熱保温機能手袋

視認性に優れた防水防寒




