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ネプロス

トTシャツ（ブラック）
01 ラチェッ
¥2,400

32

ガレージトレイ
¥4,500

695×395ミリのアルミ製大型メンテナンストレイです。工具はもち
ろん、大きな部品も置ける余裕のサイズ。愛車の下に敷いておけ
ば気になる床のオイル染みを防止できます。アルミ合金製なのでサ
ビや腐食に強く片付けも簡単。重量はわずか1.6kgと軽量です。
●サイズ 外形：約695×395mm、深さ
：約10mm ●材質 アルミ
【品番（カラー）】YG-41S（シルバー）

KTCが誇る最高級ブランド「ネプロス」のラ
チェットハンドル
（NBR390）
をモチーフにした
クールなデザインのTシャツです。ラチェッ
トヘッ
ドの内部構造を見せたメカメカしいイラストは、
機械好き・工具好きにはたまらなくクール!
●カラー ブラック

ワークグローブ
33 KTC
¥2,400
3D 裁断加工で動きやすく、ハードな作業にも対応するワークグローブです。
手にフィットする「3D 裁断加工」で動きやすく、手のひらの部分には衝撃をやわらげる
クッション付き。生地には、ボディーアーマーの素材としても使われている引っ張り強度
や耐磨耗性に優れたデュポン社のケブラーや、ウェットスーツの素材として使われている
伸縮性・耐熱性、耐油性に優れたデュポン社のネオプレン、人工皮革の代名詞としてさ
まざまな用途で使われているクラリーノなどを使用しています。
※防水・撥水機能はありません。
●材質 合成皮革、PVC、EVA、ポリエステル、ネオプレン、
シリコーンゴム、アラミド

T shirt

【品番（サイズ）】YG-31M（Mサイズ）
、YG-31L
（Lサイズ）
、YG-31XL（XLサイズ）

ト T シャツ
02 工具シルエッ
各 ¥2,400

バックスタイル

02（ネイビー）

KTCの工具のシルエットを並べたシンプルデ
ザインのTシャツです。デザイナーの好みでチョ
イスされた渋めの工具がポイントです。ちょっ
と変わった工具も入っているので、どの工具
が使われているか総合カタログで探してみるの
も楽しいかも!? 全ての工具がわかるあなたは、
かなりの工具上級者 !

【品番（サイズ）】YG-26S（Sサイズ）
、YG-26M（Mサイズ）
、YG-26L（Lサイズ）

36

35

バックスタイル

02（ホワイト）

【Sサイズ 品番
（カラー）
】 YG-61SNV
（ネイビー）
、
YG-61SW
（ホワイト）
、 YG-61SBL
（ブルー）
【Mサイズ 品番
（カラー）
】 YG-52M
（アッシュ）
、
YG-61MNV（ネイビー）
、YG-61MW（ホワイト）
、
YG-61MBL
（ブルー）
【Lサイズ 品番（カラー）
】 YG-52L（アッシュ）
、
YG-61LNV（ネイビー）
、YG-61LW（ホワイト）
、
YG-61LBL
（ブルー）
【XLサイズ 品番
（カラー）
】 YG-52XL
（アッシュ）
、
YG-61XLNV
（ネイビー）
、YG-61XLW
（ホワイト）
、
YG-61XLBL
（ブルー）

バックスタイル

02（ブルー）

01（ブラック）

02（アッシュ）

34

メンテナンストレイ大 各 ¥2,000
メンテナンストレイ小 各 ¥1,300

アルミ製のトレイです。中央にスパナをモチーフにしたイメージロゴをレーザー刻印しました。カラー
はシルバー、
ゴールド、
ブラックの3色です。
大はクルマやバイクのメンテナンスで取り外した部品を置いたり、オイル受けとして使用可能。小
はボルトやナット、工具類を置くのにピッタリです。
●大…サイズ 外形：約350×270mm、深さ
：約40mm ●材質 アルミ
●小…サイズ 外形：約210×150mm、深さ
：約30mm ●材質 アルミ
【大 品番（カラー）】YG-39S（シルバー）、YG-39G（ゴールド）、YG-39BK（ブラック）
【小 品番（カラー）】YG-40S（シルバー）、YG-40G（ゴールド）、YG-40BK（ブラック）

ネプロス漆ラチェットハンドル

35 ショートエプロン
¥3,600

Cap

36 エプロン
¥3,900

気軽に着用できる作業用ショートエプロンです。
厚手の生地を使用。大容量のポケット付きで、
各種工具やグローブなど、様々なものを入れるこ
とが可能です。
●サイズ 着丈 :49cm、身幅・据幅 :85cm、腰
紐 :84cm、紐幅 :3cm、スリット:20cm
●材質 本体：綿、腰紐：綿
【品番】YG-49

丈夫な厚手の生地を使用した作業用エプロンです。作業中
のほこりや汚れ、こすれから衣類を守ります。大容量のポケッ
ト付きで、各種工具やグローブなど、様々なものを入れること
が可能。作業の効率性、快適性が高まります。男性の体格
に合わせたサイズ &デザインとなっており、身長に合わせて首
ひもの長さを調整できます。
●サイズ 着丈 :85cm、胸当幅 :25cm、腰幅・裾幅 :89cm
●材質 本体：綿、肩・腰紐：綿、ボタン：樹脂
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【品番】YG-48

機能美×伝統美

京の美意識が融合した究極の一振り。

04

オリジナルキャップ
03 KTC
¥2,750

ワークキャップ
04 KTC
各 ¥2,750

ブラック×ホワイ
トの定番デザインに、KTCロゴをボリュー
ムのある立体刺しゅうで施したオリジナルキャップです。つ
ばの先端には、KTCの英文社名「KYOTO TOOL CO.,
LTD.」のロゴがプリント。つばの裏側にも工具のシルエッ
ト
がプリントされ、見えないところまでこだわった一品です。
●サイズ フリー
（57～60cm）
※面ファスナーで調整可
能●材質 綿100%

ブラックデニムの丈夫な生地にKTCのロゴ刺しゅうを施した、作
業にも日常にも使える、
ファッション性の高いワークキャップです。
ロゴ刺しゅうとステッチはホワイトとレッドの2色、サイズはフリー
（ア
ジャスターで調整可）
です。つばの裏側には工具のシルエットを
プリント。
●サイズ フリー
（57～60cm）
※アジャスタ―で調整可能
●材質 綿100%
【品番（カラー）】YG-53R（レッド）
、YG-53W（ホワイト）

【品番】YG-34W
NBR390JYA

柳
（やなぎ）

NBR390JKAR

NBR390JCHE NBR390JKAM NBR390JZU

流紋唐草
市松（いちまつ） 老亀（ろうき）
（りゅうもんからくさ）

NBR390JGE

瑞雲（ずいうん） 源氏車
（げんじぐるま）

瀧
（たき）

SWANS

漆 ラチェットハンドル
37 ネプロス
柳 ¥220,000 ／ 流紋唐草 ¥230,000
市松 ¥220,000 ／ 老亀
瑞雲 ¥220,000 ／ 源氏車

Sunglasses

NBR390JTA

¥270,000
¥450,000 ／ 瀧 ¥470,000

コラボ

受注
生産品

ハンドツールの世界最高峰「ネプロス」が世界でJAPANとも呼ばれる「漆」
をまとった完全受注生産モデル。
質実剛健な「先進の技術」に絢爛豪華な「伝統の装飾」が交わることで切り開かれた
“美術工具”
。
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【品番（柄）】NBR390JYA（柳）
、NBR390JKAR（流紋唐草）
、NBR390JCHE（市松）
、NBR390JKAM（老亀）
、
NBR390JZU（瑞雲）
、NBR390JGE（源氏車）
、NBR390JTA（瀧）

KTC × SWANS

（Airless タイプ）
05 偏光サングラス
¥12,000
柔軟なナイロン製テンプルによって生み出される軽い掛け心地は、
まさに空気をまとうよう。装着時の違和感が少なく、ヘルメットや
キャップなどとの併用時でも着脱しやすいのが特徴です。主張し
すぎないデザインは車から降りた後でも違和感なく使用できます。
●サイズ 139 × 37mm ●重さ 15g ●材質 フレーム：ナイ
ロン、
レンズ：ポリカーボネイト
（ペトロイドレンズ）
●カラー フレー
ム：マットブラック、
レンズ：偏光スモーク●紫外線透過率 0.1％
以 下 ● 可 視 光 線 透 過 率 27％● 偏 光 度 97％● KTC×
SWANS 専用セミハードケース付属●日本製
【品番】YG-57

KTC×SWANS

SWANS

コラボ

06
KTCオフィシャルショップの販売価格

66-03
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※トートバッグは中面に掲載しています

多 数 のオリンピックアスリートも着 用する、ス
ポーツアイウェアメーカー。1911年 の 創 業。
『Protecting For You
（ 安全文化の創造）』を掲
げるスポーツアイウェアの国内 No.1メーカーです。

（WARRIORタイプ）
06 偏光サングラス
¥16,000
スポーツシーンに映える、太くがっちりとした高剛性テンプルを採用
したサングラスです。下を向いた際にもずれ落ちにくく、野外での
メカニック作業等にも最適です。※本品は『JIS 保護めがね』
とし
ては使用できません。
●サイズ 148 × 43mm ●重さ 28g ●材質 フレーム：ナイ
ロン、
レンズ：ポリカーボネイト
（ペトロイドレンズ）
●カラー フレー
ム：マットブラック×マットガンメタリック、レンズ：偏光スモーク
●紫外線透過率 0.1％以下●可視光線透過率 27％●偏光
度 97％● KTC×SWANS 専用セミハードケース付属●日本
製
【品番】YG-58

15/05/23 11:45

ブレーキローター

ト
07 コーヒーカップセッ
¥3,500

Cup&Mug

ブレーキローターをモチーフにしたレーシーなイメージのコー
ヒーカップセットです。ソーサーはブレーキディスクのドリル
ホールやヘアラインまで再現。スプーンの穴あけ加工もレー
シーなイメージです。コーヒーカップには、KTCとGA-Zの
ロゴをレーザー刻印で表示しました。
●サイズ カップ：外径80×高さ49mm、ソーサー：直径
130mm ●材質 ステンレス

Bag

【品番】GAZYG-005

07

09

ドルマグ
08 スパナハン
各 ¥1,200
取っ手がスパナの形のマグカップです。正面には
KTCロゴを型押しで大きくあしらいました。ガレージ
ワーク後のコーヒータイムにぴったりのアイテムです。
工具好きの方へのプレゼントにも最適です。
●サイズ 外径80×高さ90mm ●材質 陶磁器

08

22

アルミ製のコースターです。中央にスパナをモチーフにし
たイメージロゴをレーザー刻印しました。直径83mmまで
のグラスやコップにお使いいただけます。アルミ製なのでド
ライバの先端を近づけてもくっ付かず、ねじや小物を入れ
るパーツトレイとして使用しても便利です。
●サイズ 直径：約110mm（内径約83mm）
×厚さ
：約
10mm ●材質 アルミ

09

【品番（カラー）】YG-35W（白）
、YG-35R（赤）

（防滴）
23 スマホポーチ
¥1,200

アルミコースター
各 ¥650

耐久性と耐水性に優れ、
シートやテントなどにも使用さ
れるターポリン素材を使用した、
シンプルで使い勝手の
良いトートバッグです。ホワイト×ブラックのシンプルなデ
ザインに、KTCの代表的なアイテムであるスパナをモチー
フにしたロゴを表示しました。
●サイズ 幅約45×高さ約30×底マチ約13cm
●材質 ターポリン:PVC、底生地
（黒）
:ナイロン、持ち
手 :PP

【 品 番（カラー）】YG-38S（シルバー）
、YG-38G（ゴールド）
、
YG-38BK（ブラック）

11 ボルトマグ
¥1,200

定規30cm ¥3,780
10 CBC
CBC 定規15cm ¥1,700
堅牢で軽量なカーボン製の定規です。重さは
30cm 定規で約13g、15cm 定規なら約4gと
非常に軽量。カーボンは本物の平織りで深み
のあるチェッカーフラッグ模様。日常にモーター
スピリッツを感じさせる男の逸品です！
※ CBCとは「CARBON COMPOSITE」の
略で、炭素繊維の織物であるカーボンクロスを
樹脂で固めたものです。
● サイズ 30cm 定 規：W335×H25×D1mm、
15cm定規：W175×H15×D0.8mm
●材質 ドライカーボン

12

カーボンスタイルレザーを使用した高級感
のあるキーホルダーです。ワンタッチで1つ
のリングだけが外れる便利な機能付です。
●サイズ W28×H135×D15mm
●材質 本体：本革（イタリアンレザー）
、
リング：金属製

15

DEGNER × KTC
レザーキーホルダー
各 ¥1,500

強度のある天然タンニンなめし牛革を
使用したキーホルダーです。ボタンは留
め外し可能で、ベルトループやバッグに
かけやすくなっています。ファッションの
アクセントとしてお使いいただけるほか、
KTCの工具をかけてもオシャレに決まり
ます。シックなブラック、素材感を生かし
たタンの二色をご用意しております。
プレゼントにもピッタリのアイテムです。
●サイズ 約30×120mm ●材質 本
体：
レザー、キーリング・ナスカン：金属製、
ホック：金属製

シリコーンラバー製のオリジナルパーツトレイです。パーツや工
具だけでなく、時計や小物を置いてもOK。使い方はあなた次
第。シリコーンラバー製のため、自動車整備において走行直
後のエンジンルーム内での使用や、電子制御ユニット
（ECU）
への影響もありません。
KTCらしいレッドに加えて、
ブルー、オレンジ、イエロー、
ピンク
の5色をラインナップ ! 愛車の色やイメージカラーに合わせて
選んでください。
●サイズ W190×D90×H14mm
（内寸 W180×D80×
H10mm）
●材質 シリコーンラバー
【品番
（カラー）】YG-25R
（レッド）
、YG-25BL
（ブルー）
、YG-25D
（オ
レンジ）
、YG-25Y（イエロー）
、YG-25P（ピンク）

KTC 切文字ステッカー

17（アソートタイプ）
¥800

17

4連キーリング付

DEGNER

コラボ

15

DEGNER × KTC
レザーキーケース
各 ¥3,800

6枚のシールが1シートになった切文字ステッカーです。
アプリケーションシートは、
きれいに転写できる切目付き。
切目に沿って切り離し、貼りたいものにこすりつけると
ロゴのみが転写できます。
● サイズ シート:94×75.4mm、ロゴ 大 :58.5×
30.5mm、ロゴ小 :35.5×18.8mm
●材質 セパレーター:PET、アプリケーションシート:PVC
●カラー シート色 : 透明、ロゴ色 : 赤、白
【品番】
YG-08

ロゴステッカー
18 KTC
¥300

レザーキーホルダーと同じ素材で作ったキー
ケースです。4連のキーリング付きで、外側
と内側の2か所にさりげなくKTCのロゴを
刻印しています。レザーキーホルダー
（YG43BK,T）
と併せてもご使用いただけます。
シックなブラック、素材感を生かしたタンの
二色をご用意しております。プレゼントにも
ピッタリのアイテムです。
●サイズ 約100×60×23mm
●材質 本体：
レザー、
リング・ホック：金属製

「いろんなところに貼っていただきたい」そんな思いを
込めたKTCロゴのステッカーです。大2枚と小4枚、
計6枚のシールを1シートにしました。
●サイズ 大ステッカー:84×49.8mm、小ステッ
カー:35.5×21 mm
●材質 PET

18

【品番】YG-07

19

【品番
（カラー）
】YG-44BK
（ブラック）
、YG-44T
（タン）

ロゴステッカーシート
¥952

KTCのブランドロゴを1枚のシートに集めたロゴステッカーシートです。
B5サイズのシートに、4ロゴ合計29点のステッカーを配置しました。
●サイズ：257 × 182 mm（B5サイズ）

【品番（カラー）】YG-43BK（ブラック）
、YG43T（タン）

ステッカー内容
■ KTC ・赤大サイズ 84×50mm 2枚・赤中サイズ 36×21mm 2枚
・赤小サイズ 24×14mm 3枚・白大サイズ 84×50mm 1枚
・白中サイズ 36×21mm 2枚・白小サイズ 24×14mm 3枚
■ nepros ・白大サイズ 84×24mm 1枚・白小サイズ 33×10mm 4枚
・黒大サイズ 84×24mm 1枚・黒小サイズ 33×10mm 4枚
■ GA-Z ・大サイズ 80×40mm 1枚・小サイズ 30×15mm 1枚
■二重丸京・大サイズ 42×42mm 2枚・小サイズ 20×20mm 2枚
合計 29枚

フルオーダーのレザースーツを商材に起業し、現在ではバイク用の革製、テキスタイル製ツーリングバッグをはじめ、
レザー
ジャケットやレザーウォレットといった、
レザーアパレル、ユーティリティーグッズを手掛ける総合メーカー。納得の品質
と価格を求めて、世界中のタンナーから選りすぐった革を自社で仕入れ、縫製・仕上げにこだわり、オリジナルの金
具の開発や、ユーザーからの要望に応えた製品づくりをすすめ、多くのライダーやレザーファンに愛され続けています。

【品番】YG-32

20

KTC 総合カタログ No.38
¥1,000

KTCブランド及びネプロスブランドの全アイテムを掲載した
KTC 総合カタログです。
● A4サイズ左綴じ、496ページオールカラー
【品番】CATA38
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シリコントレイ
13 KTC
各 ¥1,000

CBC ボールペン
¥1,980

14

16

コラボ

Tray

16

【品番】GAZYG-022

Pins

ネプロスロゴをレイアウトしたサーキッ
トアンブレラです。親 骨の長さが
75cm、使 用 時 の 直 径が130cm
と大型（一般的なビニール傘は親
骨60cm）
なので、サーキットやアウ
トドアでの雨に重宝します。グリッ
プはネプロスのラチェットハンドル
（NBR390）
をイメージしたくびれ形
状。質感の良いアルミ製で、
レーシー
な雰囲気を演出します。
● サイズ 全 長 :98cm、親 骨 長
さ:75cm、使用時直径 :130cm、
●カラー ブラック×シルバー
●重量 680g

DEGNER

コラボ

ベルトループ
キーホルダー
¥2,800

【品番（カラー）】YG-28G（緑）
、YG-28R
（赤）

ネプロス

【品番】GAZYG-019

DEGNER

京都の文化を伝承し、広める「京都
くろちく」とのコラボレーションによる、
スパナとめがねレンチをモチーフにした
「唐草模様」ならぬ「唐スパ模様」の
風呂敷です。光沢のある素材にちり
めん加工のため、見る角度により異な
る風合いを楽しめます
●サイズ 約76×74cm
●材質 レーヨン100%

トアンブレラ
26 サーキッ
¥5,500

金属とカーボンを組み合わせた高級感のあるボー
ルペンです。日常生活でもビジネスシーンでも目
を引く逸品。平織りのリアルカーボンを使用して
おり、チェッカーフラッグのような模様をお楽しみ
いただけます。
※ CBCとは「CARBON COMPOSITE」の略
で、炭素繊維の織物であるカーボンクロスを樹脂
で固めたものです。
●サイズ 本体 : 長さ135mm、軸径：12mm、
パッケージ:W182×H42×D22mm●重量 50g
●繰出方法 キャップ式
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スマートフォンを入れたままで操作や通話も
可能なスマホ用防滴ケースです。
梅雨時や夏の夕立ちだけでなく、夏のプー
ルやアウトドア、スキー場、愛車の洗車、サ
イクリング時の汗など、大切な場面でスマ
ホを水滴から守ります。※日常生活防水
設計です。
●サイズ 115×190mm
（フラップを折り
たたんだ状態）
●材質 本体・ファスナー:
塩化ビニル樹脂、ボタンホック:ポリアセター
ル樹脂、紐 :ナイロン、安全パーツ:ポリプ
ロピレン●カラー 表面
（ロゴ無し面）
: 透明、
裏面
（ロゴ有り面）
:グレースモーク
（半透明）
【品番】YG-29

【品番】YG-47
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【品番（サイズ）】GAZYG-021（30cm 定規）
、
GAZYG-020（15cm 定規）
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【品番】YG-36

KTC 工具ファン必見のボルト形マグです。使い
方は多種多様！中ブタが汁漏れを防止するので、
ランチボックスとしてお使いいただくこともできる
優れものです！もちろん、かわいいボルト形の小物
入れとしてもお使いいただけます。
※電子レンジ・食器洗い機対応
●サイズ カップ：外径80×高さ90mm、六角フタ：
対辺88×高さ30mm
※イメージです。 ●材質 本体・フタ
：飽和ポリエステル樹脂・ABS
撮影小物は
樹脂、中ブタ
（シールフタ）
：ポリエチレン
付属しません。
●耐熱温度 本体・蓋：-20℃～140℃
（中ブタ
のみ-20℃～70℃）
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KTC ターポリントートバッグ
¥4,800

24 唐スパ模様風呂敷
各 ¥2,000

ロゴピンバッジ
21 KTC
¥500
ＫＴＣの定番ロゴを金色で縁取ったオリジナルピンバッジです。
コレクションとしてはもちろん、キャップ、
ジーンズやネクタイに取
り付けて、
ファッションのアクセントとしてもお使いいただけます。
留具はバタフライクラッチです。
●サイズ 約20×12mm ●材質 銅合金
【品番】YG-00

DEGNER × KTC

【品番】NYG-28

25 レザーチョークバッグ
¥9,500

GA-Z

27 フェイスタオル
¥1,524

デグナーとKTCが贈るオイルドレザー製チョークバッグ。オイルドレザーとは、天
然革をなめす時にオイルを染み込ませる事で、革をよりしなやかにし、耐久性を
増したもので、登山靴やカバンなどに使用される耐久性に優れた素材です。体
にフィットする形状、カラビナをベルトループに通すだけで簡単に装着できる使
いやすさ、
コンパクトながら十分な容量のある機能性に優れたモノづくりはデグナー
のクラフトマンシップとKTCならではのこだわりが成せるワザ。
●サイズ 220×200×70mm
（ポーチ部 :180×150×70mm）
●材質 本体 :オイルレザー、KTCロゴ：
レザー、デグナーピスネーム：ポリエステル、
カラビナ風キーリング：金属製、
ジッパー：金属製

レギュラーサイズで使い勝手の良い
フェイスタオルです。鮮やかなガゼッ
トブルーのタオル地に、ホワイトの
GA-Zロゴを表示しました。
●サイズ 約830×330mm
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【品番】GAZ-G002

【品番】YG-42BR

29 南京錠
¥1,000

Key

28 ナンバー可変式南京錠
¥1,000
ドイツABUS 社製のナンバー可変式南京錠で
す。鍵を持ち歩く必要の無いダイヤル式で、暗
証番号は好きな番号に設定できます。
KTCのチェストや両開きメタル
ケースなど、工具箱の簡易ロッ
クに最適です。
●サイズ 本体：約 W22.5×
D13.5×H28mm、
ツル：内径9×22、
φ3mm
【品番】YG-54R

適用工具ケース
EKR-103シリーズ、EKR-113シリー
ズ、EK-1Aシリーズ、EK-10Aシリー
ズ、EK-3、EK-5、EKS-101・103シ
リーズ、SKX0213シリーズ、EK-1シ
リーズ、EK-10シリーズなど

ドイツABUS 社製の南京錠です。ボディには
ABUS 社が独自開発した特殊アルミニウム合
金「タイタリウム」を使用。真鍮製の南京錠に
見られる緑青・黒ずみが発生せず、長期間使用
しても美しさを保持します。シャックル
（つる）
は、
切断に強い焼き入れ鉄です。
KTCのチェストや両開きメタルケースなど、工
具箱の簡易ロックに最適です。
●サイズ 本体：約 W24.5×D12×H42mm、
ツル：内径13×13.5、
φ4mm ●付属品 キー×
3本

適用工具ケース
EKR-103シリーズ、EKR-113シリー
ズ、EK-1Aシリーズ、EK-10Aシリー 【品番】YG-55
ズ、EK-3、EK-5、EKS-101・103シ
リーズ、SKX0213シリーズ、EK-1シ
リーズ、EK-10シリーズなど
BROWN RC

Goods

ト
30 ペーパーチェス
¥1,200

ミニチェスト
（SKX0012）
を模した紙製の小
物入れです。丈夫でこしのある厚み0.4mm
の厚紙を使用し、表面は汚れに強く、鏡面の
ように美しい高光沢のプレスコート加工を施
しています。組み立てて、使って、楽しめる
ペーパークラフトです。対象年齢は小学校
高学年以上。プレゼントにもおすすめです。
●サイズ
（組み立て後） 本体：約 W195×
D100×H154mm、
トップ：約 W160× D65
× h25mm、引 出し：約 W155× D80×
h25mm × 2●材質 紙
【品番】YG-60

KTCオフィシャルショップ
限定アイテムです
▶ http://ktcos.jp/

MSPC PRODUCTがプロデュー
スする、アウトドアとスポーツをテー
マにしたバッグブランド。2010年
よりプロダクトデザインを開始。シ
リーズ毎に特化したリアルシーン
を想定したバッグを開発している。
現在はデイリーシーンに自転車を
使う人たちに向けたバッグを中心
に展開中。

コラボ

KTC × BROWN RC

31 バックパック
¥27,000

アウトドア＆スポーツのBROWN RCとKTCの
コラボレーションアイテム。
本 体は通 常 のナイロンよりも2～3倍 の 耐
久 性を持ち、摩 擦・引 裂・すり切れに 強 い
CORDURA（ 繊 維ファイバー）を使 用した
1000デニールナイロンの生地を使用していま
す。大きいものから小さいものまでラフに入れら
れる3層ジャバラポケットをフロントに付け、イン
ナーカラーにはKTCのコーポレートカラーでも
ある赤を採用、見た目の良さを際立たせるとと
もに、バッグ内の視認性を高めています。
また、背中やショルダーベルトなどの身体に当
たる部分には、常に快適な温度帯が得られる
Outlastを使用し、
ショルダーパッドは肩への負
担を軽減しフィット感を上げる3段式クッション
になっています。
●サイズ W310×H500×D170mm
【品番】YG-51
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