
「緑の雇用」助成金対象商品のご案内

インターフォースト日本代理店：
山陽商事株式会社

欧州規格合格

高い防護性能

これからの日本林業を「３Ｓ」に！

スーパー・コンフォート

Super Comfort

最大限の動きやすさを追求したシリーズ
オールシーズン対応

●防水加工・滑り止め・耐熱靴底
●チェンソープロテクションclass2対応
●素材：通気性素材Puratex仕様
●サイズ：24.5cm～28cm（0.5cm刻み）

靴高28cm

Wood manⅡ
チェーンソー、下刈機使用時に

サイズ 39 40 41 42 43 44 45 46

cm 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28

●素材：ナイロン95%、スパンテックス5%
●サイズ：股下75cm/ 80cm

Air Forst One

インターフォースト社製品最軽量1,100g

・林内で目立つアップルグリーン
・充実の収納ポケット
・ストレッチ素材で膝の屈伸が容易
・膝裏ジッパーで通気性抜群
・股下75cmで日本人にもフィット
・防水加工、耐裂加工

緑の雇用「安全向上対策費」助成（上限5万円）対象商品

●素材：ナイロン95%、スパンテックス5%
●サイズ：・股下75cmのみ

直輸入だから

納得価格
日本初上陸のデザイン

ファッショナブル

エア・フォースト・ワン
チェーンソープロテクションパンツ【商品番号001】

front

back

緑の雇用「資材費」助成（上限4万円）対象商品

チェーンソー
プロテクションパンツ
【商品番号002】

ウッドマンⅡ（ロングストン社製）

チェーンソープロテクションブーツ
【商品番号004】

防護素材

当社
イチ押し
商品

●素材：
ポリエステル90%、スパンテックス10%

・防水、耐裂加工
・ストレッチ素材で楽々！

・脇通気口で夏涼しい
・背部丈が長いので、かがんで
も動きやすい！

サスペンダー
（インターフォースト社製）【商品
番号005】

ヘルメット Kappa Work（ Singing Rock社製）

イヤマフ・バイザー付メットセット

【商品番号006】

coolmax orange langarm
Ｔシャツ（インターフォースト社製）

【商品番号007】

グローブ
（インターフォースト社製）

【商品番号008】

・通気口で蒸れにくい
・ヨーロッパの安全基準

EN-397認証取得
・クッションは洗濯可能

●頭の外周：53－62cm対応 ●重さ：330g

ワークジャケット
【商品番号003】

サイズ S M L XL

ウエスト(cm) 82-86 90-94 100-104 108-114

サイズ 24 25 26 27 28

ウエスト(cm) 82 86 90 94 100

サイズ S M L

胸囲(cm) 92-96 100-104 108-112



チェーンソー ガイドバー（ハスクバーナ社製）45cm
【商品番号014】

フォレスト・デザイン事業部
岡山県津山市河辺1115-4
tsuyama-maerin.sanyo@nifty.com

☎0868-26-1036
ネットショップもご覧ください

http://sanyo-trade.com 

ハーベスタ用ソーバー（オレゴン社製）【商品番号009】
542HSFL104／ 642HSFL114／
752HSFL114／ 752RHFL114／ 753HSFN104

在庫処分特価品のご案内

チェーンソー用ソーチェーン（オレゴン社製）
・21BPX【商品番号012】 ・25AP【商品番号013】
●各種サイズ：38cm/ 40cm/ 45cm/ 50cm ●各3セット入り/ 5セット入り/ 10セット入り

メジャー15m（Spencer社製）

【商品番号015】

商品ご注文書 FAX：0868-26-2603 ※FAXご注文後、折り返しご連絡させていただきます。

事業体名 発送先 〒

ご担当者様名 TEL FAX

商品番号 商品名 サイズ、仕様 単価（税込） 数量 価格（税込）

001
エア・フォースト・ワン
チェーンソープロテクションパンツ

・S：股下75cm( )/ 80cm( ) ・M：股下75cm( )/80cm( )
・L：股下75cm( )/ 80cm( ) ・XL：股下75cm( )/80cm( )

002

スーパー・コンフォート
24[82cm]( )/ 25[84cm]( )/ 26[90cm]( )/
27[94cm]( )/ 28[100cm]( )チェーンソープロテクションパンツ

003 ワークジャケット S[92-96cm]( )/ M[100-104cm]( )/ L[108-112cm]( )

004 ウッドマンⅡ 39( )/ 40( )/ 41( )/42( )/ 43( )/ 44( )/  45( )/ 46( )

005 サスペンダー

006 ヘルメットKappa Work

007 coolmax orange langarmＴシャツ

008 グローブ

009 ハーベスタ用ソーバー
・542HSFL104( ) ・642HSFL114( ) ・ 752HSFL114( )
・752RHFL114( ) ・ 753HSFN104( )

010 ハーベスタ用ソーチェーン16H 54cm( )/ 59cm( )/ 64cm( )/ 75cm( )

011 ハーベスタ用ソーチェーン18HX 54cm( )/ 59cm( )/ 64cm( )/ 75cm( )

012 チェーンソー用ソーチェーン21BPX
38cm( )/ 40cm( ) 
45cm( )/ 50cm( )

1個( )/ 3個( )/ 5個( )/ 10個( )

013 チェーンソー用ソーチェーン25AP 38cm( )/ 40cm( ) 1個( )/ 3個( )/ 5個( )/ 10個( )

014 チェーンソーガイドバー 45cm(18インチ)

015 メジャー15m

016 シャックル U5・U6( ) / U7( )/ U8( )

017 オリジナル滑車 IF-1000( )/ IF-2000( )

オリジナル滑車（インターフォースト社製）

【商品番号017】
・IF-1000
●使用荷重：1,000kg ●最大ロープ径：6mm ●重さ：1.8kg

・IF-2000
●使用荷重：2,000kg ●最大ロープ径：8mm ●重さ：3.6kg

・緩みにくいスクリューキャップ式ネジ。
・亜鉛メッキされたスチール製で錆びにくい！
・小型ウィンチでの集材向き。

シャックル（Pewag社製） 【商品番号016】
U5・U6 ／ U7 ／ U8

・ヨーロッパ安全認証基準EN 1677-1クリア！
・ボルトタイプ：ボルトが緩みにくいように補正

U5・U6 ●使用荷重：1,120kg ●重さ：0.07kg
U7 ●使用荷重：1.5kg ●重さ：0.20kg
U8 ●使用荷重：2000kg ●重さ：0.22kg

ハーベスタ用ソーチェーン（オレゴン社製）

・16H【商品番号010】
・18HX【商品番号011】
●各種サイズ：54cm/ 59cm/ 64cm/ 75cm


