
（一社）日本港運協会では、会員企業の皆様に、高品質で安価な安全靴の紹介事業を実施中です！！

安全靴一覧

一般社団法人日本港運協会 〒105-8666  東京都港区新橋6丁目11番10号  港運会館
TEL  03-3432-1050 (大代表)　FAX  03-3432-5900

JHTA-04品番

スリップサイン搭載！普通作業用・マジックタイプ長編上靴

●先芯：樹脂
●甲被：牛クロム革（型押）
●中敷：EVAカップインソール（抗菌・防臭）
●靴底：発泡ポリウレタン2層底：
●標準重量：1,075g／足　
　　※両足での重さです
　　※標準重量は、26.0ｃｍを
　　　基準としています。
●JIS T8101 革製 S種E・F合格

●サイズ：23.5～28.5
※29 30cm（受注生産）

6,700円特別
価格

標準価格：オープン価格（税別）

29・30cmは別途料金1,200円（税別）・受注生産。
 

●スリップサイン搭載

・

樹脂先芯搭載で軽量 発泡ポリウレタン底

雪上でも滑りにくいオールシーズン使える安全靴

ARD210品番

雪上でも滑りにくいオールシーズン使える安全短靴

ARD235品番

■サイズ：23.5～28 ※29 30cm

8,500円特別
価格

標準価格：16,000円（税別）

29・30cmは別途料金1,200円（税別）・受注生産。
 

・ （受注生産）別途料金1,000円（税抜） ■サイズ：23.5～28 ※29 30cm（受注生産）別途料金1,800円（税抜）

12,980円特別
価格

標準価格：30,000円（税別）

29・30cmは別途料金1,980円（税別）・受注生産。
 

・

JHTA-05品番

アクティブに動けるスニーカータイプ静電安全靴

ネイビー ホワイト

●先芯：ワイド樹脂
●甲被：人工皮革
●中敷：EVAカップインソール（抗菌・防臭）
●靴底：発泡ポリウレタン2層底：
●標準重量：730g／足  ※両足での重さです

●JIS T8103 ED-O／C2／人工皮革製／S合格　
●サイズ：23.5～28.0 ※29 30cm

5,000円特別
価格

標準価格：6,100（税別）

29・30cmは別途料金700円（税別）・受注生産。
 

・

※標準重量は、26.0ｃｍを基準としています。

（受注生産）別途料金700円（税抜）

品番 CJ-010 静電
進化した静電作業用・短靴

●先芯：ワイド樹脂
●甲被：牛クロム革（型押）
●中敷：EVAカップインソール（抗菌・防臭）
●靴底：発泡ポリウレタン2層底：
●標準重量：810g／足　※両足での重さです※標準重量は、26.0ｃｍを基準としています。
●JIS T8101 革製 S種E・F合格　●JIS T8103 ED-P/C2合格

●サイズ：23.5～28 ※28.5・29 30cm（受注生産）別途料金600円（税抜）

4,000円特別
価格

標準価格：4,980円 （税別）

28.5・29・30cmは別途料金600円（税別）・受注生産。
 

●スリップサイン搭載
・

お届け先一箇所につき送料600円　　
※東北800円・北海道1,000円・沖縄、離島2,500円 一箇所につき5足以上ご注文で送料無料
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●規格：JIS T8101革製S種E・F合格 
●先芯：ワイド樹脂 
●甲被：牛クロム革

（ソフト型押・ゴアテックス®ファブリクス）
●中敷：EVAカップインソール（抗菌・防臭）  
●靴底：ラバー2層底 
●標準重量：1,300g ／足
●サイズ：22～28・29・30cm（EEE）

18,900円特別
価格

標準価格：43,400円（税別）

※22～23cmは受注生産。 29・30cmは別途料金2,600円（税別）・受注生産。 

ゴアテックス®が汗を素早く放出し
靴内をドライに保つ

バンド部と後方部に夜間での
視認性を高める大型の反射材を使用

撥水レザー（撥水度4級）と
ゴアテックス® で浸水を防止

JHTA-01品番

耐熱・耐滑性に優れた靴底を採用した JIS合格安全靴

JHTA-02品番

「プロテクトウズ５先芯」小指まで守れる静電安全靴・長編上げ靴

●JIS T8101 革製H種 E・F合格
●JIS T8103 ED-P／C2合格
●先芯：プロテクトウズ5先芯（鋼製）
●甲被：牛クロム革（ソフト型押）：
●中敷：EVAカップインソール（抗菌・防臭）
●靴底：発泡ポリウレタン2層底

●サイズ：23.5～28・29 30cm（EEE）

10,400円特別
価格

標準価格：22,000円（税別）

29・30cmは別途料金2,900円（税別）・受注生産。 

●標準重量  :   1,160g  /  足
・

スリップサイン搭載！普通作業用短靴

CJ-010品番

●先芯：ワイド樹脂
●甲被：牛クロム革（型押）
●中敷：EVAカップインソール（抗菌・防臭）
●靴底：発泡ポリウレタン2層底：
●標準重量：800g／足　※両足での重さです

●JIS T8101 革製 S種E・F合格　
●サイズ：23.5～28.5 ※29 30cm（受注生産）

4,000円特別
価格

標準価格：オープン価格（税別）

29・30cmは別途料金600円（税別）・受注生産。
 

●スリップサイン搭載
・

※標準重量は、26.0ｃｍを基準としています。

樹脂先芯になりバランスが良くなりました！
鋼鉄先芯 樹脂先芯

規格 JSAA規格
Ａ種人工比較製プロスニーカー

製法 C式
先芯 ワイド樹脂
甲被 人工皮革／メッシュ
靴底 EVA／合成ゴム（エアクッション）
中敷 PEカップインソール（抗菌・防臭）
重量（ｇ/両足） 810g／足

22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25 .5
26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0

4,500円特別
価格

メーカー希望小売価格　11,800円

30.0
（EEE）

先芯入り静電スニーカー ワークプラス エア HG

ISA801静電品番

超軽量のメッシュ使用のセフティシューズ

85130品番

3,600円特別
価格

メーカー希望小売価格　オープン価格

規格 JSAA規格
B種認定品

製法 セメント製法
先芯 樹脂先芯
甲被 合成皮革+メッシュ
靴底 ＥＶＡ+ラバー
ウィズ EEEE
重量（ｇ/両足） 600ｇ（26.0㎝）

22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5
26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0

 

究極メッシュの通気性でムレを軽減

85132品番

規格 JSAA規格
B種認定品

製法 セメント製法
先芯 樹脂先芯
甲被 合成皮革+メッシュ

靴底 ＥＶＡ+ラバー
シャンク（TPU）

ウィズ EEEE
重量（ｇ/両足） 760ｇ（25.0㎝）

23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0
26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0

5,500円特別
価格

メーカー希望小売価格　オープン価格

購入申し込み方法と物品受け取り

購入を希望する会員企業様は、ホームページ（http://www.jhta.or.jp/）より申込書様式をダウンロードしていただき、申込用紙に必要事項をご記入の上、当協会にお申し込み下さい。
申し込み方法は、記入して頂いた申込用紙をFAXにて当協会に送付頂くか、申込書を添付したメールを送信頂くかとさせて頂きます。
対象物販事業者より、お申込み頂いた物品を発送させて頂き、ご確認頂いた後に代金を対象物販事業者にお支払頂きます。
▶申込用紙（PDF）（EXCEL）
▶お申込先：FAX　03-3435-8836
　　　　　Email　a_hoyanagi@jhta.or.jp
　　　　　担当　日本港運協会 港湾物流戦略室：保柳（ほやなぎ）

その他

会員企業様におかれましては、新たな物販対象物品のご要望がありましたら当協会にご連絡ください。今後の物販事業の対象物品の候補として検討させて頂きます。
また、新たな物品販売の提案を有する物販事業者がいらっしゃれば当協会にご推薦下さい。新たな対象物販事業者の候補として検討させて頂きます。
▶ご連絡先：Tel:03-3435-8835　　Email　a_hoyanagi@jhta.or.jp　　担当　日本港運協会 港湾物流戦略室：保柳 （2019年1月）

対象物品に関するご質問等は、対象物販事業者にお問い合わせください。
▶物品についてのお問い合わせ
　①㈱カミックス東京営業所　TEL:03-3455-1652
　②㈱カミックス商事課　TEL:078-271-5205
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お届け先一箇所につき送料600円　　
※東北800円・北海道1,000円・沖縄、離島2,500円 一箇所につき5足以上ご注文で送料無料


