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売切れ必至！
売切れ必至！

なくなる前に

早めに GET！なくなる前に

早めに GET！

バートル空調服 先行予約承ります

￥2,999税込
～

ポリエステル100％

アルミコーティング加工

アルミコーティング加工

アルミコーティング加工
OC9 UV

cut

￥3,100税込
～

ポリエステル100％

OC9 UV
cut

タクティカルベストAC1154

Back style
ランヤード取付口

（AC1154/AC1156 共通）

タクティカル半袖ブルゾンAC1156

￥3,500税込
～

■素材（AC1084/AC1086 共通）
　タスランナイロン、アルミコーティング加工
　（UVカット・遮熱効果）、撥水加工、ナイロン100％
■カラー：全４色　15.ノースグリーン /23.カーキ /
　47. サーフブルー /82. マーベリック
■サイズ：S～3XLナイロン 100％

OC9 UV
cut

アルミコーティング加工

ナイロン 100％

OC9 UV
cut

￥3,600税込
～

47. サーフブルー

パーカーベストAC1084

■大人気アノラックパーカーに空調服が登場！
■アルミコーティングで UV カット、衣服内温度 -９℃の遮熱効果を確保！
■モダンなバイカラーデザインにフードロゴがシンボリックに映える！

23.カーキ 15.ノースグリーン

47. サーフブルーBack style

82. マーベリック

82. マーベリック

23.カーキ 15.ノースグリーン

14.ミルスグリーン

■フロントの４つのフラップポケットがミリタリーテイストでカッコいい！
■アルミコーティングで UV カット、衣服内温度 -９℃の遮熱効果を確保！
■背面にフルハーネスランヤード装着対応仕様

60.アッシュグレー 35.ブラック

60.アッシュグレー

67. マーリン

67. マーリン

35.ブラック 14.ミルスグリーン

パーカー半袖ブルゾンAC1086

半袖遮熱 -9℃ベス
ト

遮熱
-9℃

半袖遮熱 -9℃ベス
ト

遮熱
-9℃

■素材（AC1154/AC1156 共通）
　タスランナイロンワッシャー /マイクロソフトシェル（67. マーリンのみ）
　アルミコーティング加工（UVカット・遮熱効果）、撥水加工
　ナイロン100％（表地：ポリエステル 100％、
　別布：ナイロン100％（67. マーリンのみ）
■カラー：全４色　14.ミルスグリーン /35.ブラック/
　60.アッシュグレー /67. マーリン
■サイズ：S～3XL
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13vバッテリー
13vバッテリー

機能もカッコよさも

全てが POWER UP!機能もカッコよさも

全てが POWER UP!

バートル空調服 先行予約承ります

2021 

NEW MODEL

■セット内容：
　リチウムイオンバッテリー×1、
　USB 対応充電器×1、
　取扱説明書 /保証書×1
■カラー：２色　35.ブラック/63.アーミーグリーン

※13V 電圧（風量）は、１時間の使用で自動的に10Vに切り替わります。

最大出力
13V
10V
8V
6V

連続稼働時間
13V：1時間 +10V（約５時間）※

約７時間
約 12時間
約 24 時間

■稼働時間

■セット内容：
　ファン×2、ファンケーブル×1、ファンフィルター×2、
　取扱説明書 /保証書×1

※13V 電圧（風量）は、１時間の使用で
　自動的に10Vに切り替わります。（AC260 のみ対応）

※現在ミャンマー情勢が不安定な為、納期が遅れる可能性もあります。
　詳細情報がわかり次第随時お伝えしてまいります。

風量

13V※・70リットル /秒
10V・59リットル /秒
  8V・48リットル /秒
  6V・37リットル /秒

■仕様

■充電時間：約 7時間

毎年早々に売切れ続出のバートル、
予約で確実に GET がオススメです。

リチウムイオンバッテリーAC260

ファンユニットAC270/AC271

高強度耐久性バッグで
バッテリーを守る！

AC270
35.ブラック

14.ミルスグリーン 35.ブラック

AC270/35.ブラック AC271/その他カラーファン

￥11,000税込

デバイスバッグAC280 ￥1,950税込

￥5,250税込 ￥5,500税込

更に POWER UP!

最強 13V バッテリー登場！
バッテリーもカッコよく

携帯する時代！

今年のファンも

イケてる新色が勢揃い！

■素材
　表地：コーデュラナイロン500Dナイロン100％
　（エアーテクスチャー加工、撥水加工）
　裏地：ポリエステル 100％/ 付属品：カラビナ
■対応機種
　AIRCRAFT バッテリーAC260、AC230、AC210
■カラー：全３色　14.ミルスグリーン /35.ブラック
　82. マーベリック

■カラー：全５色
　AC270：35.ブラック/AC271：70.スパイダーレッド /
　71.メタリックグリーン /72.メタリックゴールド /
　99.オーシャンブルー

￥1,999税込
～

ポリエステル100％

■素材
　マイクロソフトシェル、
　PAコーティング加工、撥水加工
　本体：ポリエステル 100％
　別布：ナイロン100％
■カラー：全４色　39.カモフラシルバー /
　52. バーク/63.アーミーグリーン /
　94.ライトインディゴ
■サイズ：S～3XL

ベストAC1034

■マウンテンパーカーをモチーフに、アウトドアや
　タウンユースなど普段使いにも最適！
■脇通気メッシュで涼しく、ライムカラーもアクセントに。

Back style

63.アーミーグリーン52. バーク

39.カモフラシルバー94.ライトインディゴ

ウェ
ア

最安
値！

■素材
　マイクロソフトシェル、アルミコーティング加工
　（UVカット・遮熱効果）、撥水加工、ポリエステル 100％
■カラー：全５色　3.ネイビー /5.シルバー /
　39.カモフラシルバー /42.ロイヤルブルー /98.カーディナル
■サイズ：S～4L ￥3,700税込

～
ポリエステル 100％

ハーネス対応UV
cut

ハーネス対応ベストAC1094

2020MODEL

■高視認リフレクター対応のプロモデル仕様
■紫外線・赤外線を防ぐ UV カット素材使用
■フルハーネスランヤード取付口付き

Back style

5.シルバー

3.ネイビー

98.
カーディナル

39.
カモフラ
シルバー

42.
ロイヤルブルー

ハーネス対応

Back style82. マーベリック

AC271
72.メタリックゴールド

AC271
70.スパイダーレッド

AC271
99.オーシャンブルー

AC271
71.メタリックグリーン

バッテリー＆ファン

バッテリー＆ファン

バッテリー＆ファン

アルミコーティング加工

店舗情報は
ここからも

検索できます

検索ワークランド店舗
お見積無料！

ネーム刺繍・大量注文等

なんでもご相談下さい
春夏の新商品も
お気軽にお問合せ下さい

お
問
合
せ
先


