
秋冬新商品
2021-2022

おすすめ！

バッテリーを使用した発熱テクノロジー。

電熱パッドで最大 50℃の発熱！

￥3,850税込

TC250 サーモクラフト（電熱パッド）

￥11,000税込

AC260リチウムイオンバッテリー

バッテリーとサーモクラフト（電熱パッド）は別売りです。

■セット内容：
　電熱パッド×１、取扱説明書 /保証書×１

■対応バッテリー：AC260、AC230、AC210
（AC260 使用時）■稼働時間

出力
13V
10V
8V
6V

連続稼働時間
1時間 +10V（3時間）

4.5 時間
7.5 時間
14 時間

設定温度
52℃
45℃
40℃
35℃

※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。

サーモクラフトの電熱パッドは取り外し可能。
通常の防寒着としても大活躍！
空調服バッテリーをそのまま冬にも
活かせるから１年中フル活用★

※空調服用に既にお持ちの方は
　そのままご利用頂けます。

■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

夏は空調服にも
使える！

■素材
　9オンスデニム、製品洗い、ブラスト加工、ヨーク部コーデュラナイロン
　表地：綿 100％、別布 /コーデュラナイロン100％、
　裏地：ポリエステル 100％
■カラー：全2色　35.ブラック、45.インディゴ　■サイズ：S～XXL

■素材
　表地：リップストップシェル、
　ヨーク部コーデュラナイロン、耐水圧 10，000mm
　（PUラミネートコーティング）、強撥水加工、ポリエステル 100％
　裏地：アルミメッシュラミネート加工（保温性）、ポリエステル100％
　　■カラー：全4色　35.ブラック、14.ミルスグリーン、
　　　73.ブラックウッド、98.カーディナル　■サイズ：S～3XL

5004 50242021
NEW

45.インディゴ

ストリートカジュアルな
ムードをプラス！
ヴィンテージテイストの
デニム防寒

￥4,950税込 35.ブラック ■素材
　表地：リップストップシェル、
　ヨーク部コーデュラナイロン、耐水圧 10，000mm
　（PUラミネートコーティング）、強撥水加工、ポリエステル 100％
　裏地：アルミメッシュラミネート加工（保温性）、ポリエステル 100％
　　■カラー：全4色　35.ブラック、14.ミルスグリーン、
　　　73.ブラックウッド、98.カーディナル　■サイズ：S～3XL

衿廻りのシープボアや
裏アルミ仕様など
抜群の保温力を追及！

￥3,850税込

35.ブラック
35.ブラック

73.ブラックウッド
73.ブラックウッド

■素材
　表地：高密度アーミーサテン、強撥水加工、綿 100％
　裏地：アルミフィルムラミネート加工（保温性）、ポリエステル 100％
■カラー：全3色　3.ネイビー、35.ブラック、61.アーミカーキ
■サイズ：S～3XL

3. ネイビー

￥5,650税込 61.アーミカーキ 35.ブラック

◆衿シープボア
◆肩コーデュラ
　補強布使用

◆衿シープボア
◆肩コーデュラ
　補強布使用

2021
NEW

14.ミルスグリーン 98.カーディナル

98.カーディナル

■素材
　マイクロドットストレッチ、耐久撥水加工、
　耐水圧 10，000mm（PUラミネートコーティング）､ポリエステル 100％
■カラー：全4色　19. ザック、35.ブラック、47. サーフブルー、38.カモフラブラック
■サイズ：S～XXL

￥2,480税込 ■素材
　表地：ヌバックタッサー、PAコーティング（防風性）、撥水加工
　綿 52％、ポリエステル 48％
　裏地：アルミフィルムラミネート加工（保温性）、ポリエステル 100％
■カラー：全4色　5.シルバー、35.ブラック、61.アーミカーキ、62.アーバンブラウン
■サイズ：S～3XL

ダブルジップ仕様、
大型フード取り外し可、
防風性、保温性等
多機能マウンテンパーカ

￥3,800税込

耐水圧 10，000mm ◆大型フード付き
◆裏地アルミフィルム
　ラミネートで高保温性

ヒーター
 ベスト

サーモクラフト
対応

3214 5274
防水、防風、撥水機能
インナーとして
ライトアウターとして！

～ ～

～ ～ ～

38.カモフラブラック35.ブラック

19. ザック47. サーフブルー

■素材
　表地：ヌバックタッサー、PAコーティング（防風性）、撥水加工
　綿 52％、ポリエステル 48％
　裏地：アルミフィルムラミネート加工（保温性）、ポリエステル 100％
■カラー：全4色　5.シルバー、35.ブラック、61.アーミカーキ、62.アーバンブラウン
■サイズ：S～3XL

￥4,600税込

◆大型フード付き
◆裏地アルミフィルム
　ラミネートで高保温性

ヒーター
 ジャケット

サーモクラフト
対応

52708210

～

5020 2021
NEW

2021
NEW

◆衿シープボア
◆肩コーデュラ
　補強布使用

撥水性、防風性、耐水圧（10，000mm) など
アウトドアフィールドに勝つ防寒！
衿廻りのシープボアや裏アルミ仕様など
抜群の保温力を追及！

14.ミルスグリーン

￥4,600税込
～

綿 100％
アーミーサテン採用
ミリタリー要素を注入した
ハードワーク対応防寒ギア

ダブルジップ仕様、
大型フード取り外し可、
防風性、保温性等
多機能マウンテンパーカ

5.シルバー 61.アーミカーキ

35.ブラック 62.アーバンブラウン35.ブラック 62.アーバンブラウン

5.シルバー 61.アーミカーキ

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
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

秋冬新商品ぞくぞく入荷中！ お問合せ先

大人気バートルは売り切れる前に
お早目のご予約がおすすめです。

お気軽にお問合せ下さい



秋冬新商品
2021-2022

おすすめ！

伸縮性と保温性を兼ね備えた
ダブルニットジャージー素材の
しなやかな着心地が
幅広いワークシーンを快適にサポート

ライトアウター＆インナーとして活躍！
フードを被るとバラクラバのように
顔まわりを覆う事ができるハーフジップフーディ

作業服
NEW

￥4,000税込
～

5.シルバー

3.ネイビー

35.ブラック

5.シルバー 47. サーフブルー 98.カーディナル

14.ミルスグリーン

35.ブラック29. ホワイト

60.アッシュグレー

14.ミルスグリーン

73.ブラックウッド

60.アッシュグレー

69.ウォルナッツ

69.ウォルナッツ
45.インディゴ

3.ネイビー

14.ミルスグリーン 60.アッシュグレー

3.ネイビー

3.ネイビー 61.アーミカーキ

3.ネイビー 5.シルバー 61.アーミカーキ
上記３点の写真は9502です。色展開は同じになります。

35.ブラック 35.ブラック

61.アーミカーキ 35.ブラック

■素材
ウルトラライト4WAYストレッチクロス（伸縮率 20％）、制電ケア設定、
耐久撥水防汚加工、ポリエステル 100％
■カラー：全4色（9505：6色）　3.ネイビー、5.シルバー 35.ブラック、
61.アーミカーキ、（9505 のみ：47. サーフブルー、98.カーディナル）
■サイズ：9501/9505：S～3XL　9502/9503 S～5L

■素材
ナイロンワッシャー（撥水加工）、
ポリエステルタスラン（撥水加工）※
※ブラックウッドのみ
PAコーティング（防風性）、
ナイロン100％
■カラー：全5色
14.ミルスグリーン、
35.ブラック、47.サーフブルー、
73.ブラックウッド、
82. マーベリック
■サイズ： S～XXL

■素材
ダブルニット（ダンボール構造）保温性、吸汗速乾加工、
ポリエステル 90％、ポリウレタン10％
■カラー：全5色　14.ミルスグリーン、29. ホワイト、35.ブラック、
60.アッシュグレー、73.ブラックウッド　■サイズ： S～XXL

■素材
ダブルニット（ダンボール構造）保温性、吸汗速乾加工、ポリエステル 92％、ポリウレタン8％
■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、73.ブラックウッド
■サイズ： S～XXL

（422/423共通）
■素材　マイクロストレッチシェル、
撥水加工、ブロックフリースボンディング、
ポリエステル 100％
■カラー：全3色　14.ミルスグリーン、
35.ブラック、69.ウォルナッツ
■サイズ： S～3XL

■素材
コーデュラストレッチデニム（伸縮率 27％）、製品洗い、ブラスト加工（※インディゴのみ）、
綿 72％、ポリエステル 13％、ナイロン13％、ポリウレタン2％
綿 65％、ポリエステル 19％、ナイロン14％、ポリウレタン2％（インディゴのみ）
■カラー：全5色　45.インディゴ、3.ネイビー、69.ウォルナッツ、14.ミルスグリーン、
60.アッシュグレー　■サイズ：インディゴ：S～5L　その他 S～4L

■素材
ストレッチボンディング、３層構造ラミネート加工（防風性）、耐水圧 10，000mm、
耐久撥水加工、ポリエステル 100％
■カラー：全3色　35.ブラック、52. バーク、66.スプリットブラック
■サイズ： S～XXL

9502

9501series

5001series

カーゴパンツ

9503
パンツ

上下左右の４方向ストレッチでストレスフリーな着用感。
撥水性と保温性があり軽量で軽やかな着心地。

優れた帯電防止性も兼ね備え様々なシーンで活躍！

優れた耐久性とストレッチ性を兼ね備える
今のワークスタイルにマッチした

コーデュラシリーズ

必要な収納は備えつつ

よりスタイリッシュなシルエット

9501
ジャケット

￥3,350税込
～

5002
カーゴパンツ

￥4,200税込
～

5001
ジャケット

￥4,200税込
～

￥3,200税込
～

￥3,100税込
～

4054
アノラックパーカー

￥2,950税込
～

4066
ロングスリーブ T シャツ ￥1,500税込

～

4067
ハーフジップパーカー ￥2,900税込

～

3190
防風パーカー

￥3,200税込
～

422
ホットカーゴパンツ

￥3,000税込
～

423
ホットジョガーパンツ

￥2,950税込
～

9505
フーディジャケット

2021
NEW COLOR

2021
NEW COLOR

2021
NEW COLOR

防寒着 T シャツ・パーカー

パンツ

35.ブラック73.ブラックウッド 82. マーベリック

47. サーフブルー

14.ミルスグリーン

Backstyle

Backstyle

撥水性、防風性など
アウトドアフィールドに

おすすめ！後ろ身頃に
マイクロフリースを

使用し保温性も兼ね備える。
タウンユースにも最適な

大人気シリーズ

真冬の寒さにも耐えうる
温かさを備えた

ブロックフリース
ボンディングパンツ

◆裾口シャーリング仕様

優れた防風性、
高い耐水圧（10，000mm)
ミリタリーとアウトドアを
バランスよくミックス

52. バーク

14.
ミルスグリーン 73.

ブラックウッド

60.アッシュグレー35.ブラック

35.ブラック66.スプリットブラック


