
バックスタイルバックスタイル

バックスタイル

05 ワークグローブ¥2,400
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。
ハードな作業にも対応するワークグローブです。
※防水・撥水機能はありません。

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

08 防寒インナーベスト¥7,400
上着やつなぎの中に着用できる薄手の防寒インナーベ
ストです。左裾にKTCロゴをプリントし、ファスナーには
KTCロゴの引手を採用しています。常に心地よい温かさ
を保持する繊維、「光電子®繊維※」を採用しています。
※作用・実感には個人差があります。
※ 光電子®は(株)ファーベストの登録商標です。
【品番（サイズ）】YG-104M（Mサイズ）、
YG-104L（Lサイズ）、YG-104L2（LLサイズ）

04 メンテナンスグローブ¥2,000
ライトな作業に最適な薄手のグローブです。自転
車、バイクなどの運転時にもご使用いただけます。
※薄手のため防寒には適していません。
※防水・撥水機能はありません。

【品番（サイズ）】　YG-62SH（Sサイズ）、
YG-62MH（Mサイズ）、YG-62LH（Lサイズ）

03 エンブレムポロシャツ各¥3,400
胸元にＫＴＣエンブレムを大胆にあしらった
オリジナルポロシャツです。袖にＫＴＣロゴ
刺しゅう、襟元にラインプリントを施し、ベー
シックながら細部にもこだわりました。吸汗
性が高く、肌触りのよい交編鹿の子製法
を採用しています。
【Sサイズ 品番（カラー）】　
YG-65SNV（ネイビー）、YG-65SW（ホワイト）

【Mサイズ 品番（カラー）】　
YG-65MNV（ネイビー）、YG-65MW（ホワイト）

【Lサイズ 品番（カラー）】　
YG-65LNV（ネイビー）、YG-65LW（ホワイト）

【XLサイズ 品番（カラー）】　
YG-65XLNV（ネイビー）、YG-65XLW（ホワイト）

バックスタイル

袖にはペンが
させます

02 工具シルエットTシャツ各¥2,400
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!
【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-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-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-61XLNV（ネイビー）、YG-61XLW（ホワイト）、YG-61XLBL（ブルー）

02（ホワイト）02（ネイビー）

03（ネイビー）

07（レッド） 07（ネイビー）
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04 05
06

03（ホワイト）

02（ブルー）

07 エンブレムジャケット各¥8,000
透湿、防水、防風性に加え、動きやすいス
トレッチ性を備えたソフトシェルジャケットで
す。ツーリングやアウトドアなどに最適です。

【Sサイズ 品番（カラー）】　
YG-66SNV（ネイビー）、YG-66SR（レッド）

【Mサイズ 品番（カラー）】　
YG-66MNV（ネイビー）、YG-66MR（レッド）

【Lサイズ 品番（カラー）】　
YG-66LNV（ネイビー）、YG-66LR（レッド）

【XLサイズ 品番（カラー）】　
YG-66XLNV（ネイビー）、YG-66XLR（レッド）

エンブレムポロシャツのエンブレムを左腕に、背面襟元にＫ
ＴＣロゴをプリントしています。ファスナーの引手にもKTC
ロゴを採用しています。

Apparel &
Garage
 Item

06 KTCマフラータオル¥1,200
首に巻いて使えるマフラータオルです。タオル
の中央には4159=「良い工具」の語呂合わ
せで41×59のスパナ（原寸大）を大きく配置し
ています。
●サイズ　約110×20cm

【品番】YG-101R

袖口アップ

エンブレムアップ

01

01
KTC 
オリジナルつなぎ服
¥12,800

黒と赤のオシャレなツートンカラーで、バックには
存在感あるKTCロゴの刺繍を施しています。機
能的なポケットがたくさん付いたワーキングシーン
にぴったりなオリジナルつなぎ服です。
【品番（サイズ）】
YG-63S（Sサイズ）、YG-63M（Mサイズ）、
YG-63L（Lサイズ）、YG-63L2（2Lサイズ）、
YG-63L3（3Lサイズ）
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KTCオフィシャルショップの販売価格

66-16 11.50

ギフトにもおすすめです。

大切な方や車好きな方へ。
KTCオフィシャルグッズを
贈りませんか。

10 シートベルトパッド¥5,780
シートベルトの圧迫感を緩和するスポンジ入りのシー
トベルトパッドです。表面にはPVCレザーを使用
しています。左右2個セットで社内のドレスアップ
にも効果的ですよ。
●サイズ　約7×28cm 

【品番（カラー）】　GAZYG-017SB（スカイブルー）

09 ネックパッド¥4,780
ドライブ時の首をサポートするほどよい弾力のネック
パッドです。表面にはPVCレザーを使用しています。
ベルトとバックルでヘッドレストのスポークに固定
することができます。
●サイズ　約φ10×23cm 

【品番（カラー）】　GAZYG-016AC（アルミカーボン）、
GAZYG-016SB（スカイブルー）

12 小物入れ¥2,880
多用途に使える小物入れです。マジック
テープでヘッドレスト等に吊り下げること
ができます。表面にはPVCレザーを使
用、内側は手触りの良い裏地付きです。
●サイズ 約17×19cm 

【品番（カラー）】　
GAZYG-018SB（スカイブルー）

13 V10エンジンカードホルダー¥13,500
V10レーシングエンジンをイメージしたペン立てとしても
使えるカード入れです。上部のカバーを開けてカードを
収納することができます。
●サイズ  長さ約10cm×幅約10cm×高さ約5.5cm

【品番】　GAZYG-009

15
レーシングセンターロック
ペーパーホルダー
¥10,000

レーシングホイールのセンターロックをモチーフにしたペー
パーウエスホルダーです。ちょっと汚れを拭きたいとき、
すぐそばにあると凄く便利です。
●サイズ  長さ約34.5cm×高さ約13cm

【品番】　GAZYG-010

14
エキゾースト
キーチェーンwith ペン
¥4,000

マフラーをモチーフにしたキーホルダーです。
2本出しのマフラーは赤・黒のボールペンになっています。
●サイズ  本体長さ約12cm

【品番】　GAZYG-011

11ドライビングアシストパッド¥4,980
車のシートとドライバーのアンマッチを補正するパッ
ドです。背中、腰、など気になる部分に置くだけ
でバックサポート、ランバーサポート、サイサポート
として多用途にお使いいただけます。
●サイズ　約17×43cm　厚み6cm  

【品番（カラー）】　GAZYG-015AC（アルミカーボン）、
GAZYG-015SB（スカイブルー）

18
KTCロゴ
タイピン
¥1,000

ＫＴＣロゴを銀色で縁取った
シンプルかつおしゃれなネク
タイピンです。
●サイズ 長さ約5.5cm 　

【品番】　YG-100S

20 テディベア¥2,800
KTC（正面）とnepros（背面）のロゴTシャツを
着た、愛らしいテディベアです。部屋や車内、
ガレージなどに気軽に飾っておくことができます。
●サイズ　座った状態で約16cm

【品番】　YG-59BK（ブラック）、YG-59R（レッド）

19 テディベア ミニ¥1,200
KTC（正面）とnepros（背面）のロゴTシャツ
を着た、可愛らしいミニサイズのテディベアで
す。チェーン付なのでかばんなどにさりげなく
付けることも可能です。
●サイズ　座った状態で約9cm

【品番】　YG-56BK（ブラック）、YG-56R（レッド）16 ナンバー可変式ケーブルロック
¥1,500

工具箱などの盗難防止に使える伸縮機能
付きのケーブルロックです。ケーブルは好
みの長さに調整できます。
※ 施錠した状態ではケーブルを伸縮するこ
とはできません。

● サイズ 約7×5cm　厚み2cm
ケーブル長さ　730mm

【品番】　YG-103

17
ナンバー可変式
カールワイヤーロック
¥1,500

工具箱などの盗難防止に使えるカールワ
イヤーロックです。ワイヤーがカールコード
になっているので、余分なワイヤーが邪魔
になりません。
● サイズ 約6.5×2.5cm　厚み0.9cm
ワイヤー長さ　1800mm

【品番】　YG-102

19（ミニ・レッド） 20（レッド）

19（ミニ・ブラック）

20（ブラック）

09（スカイブルー）

10（スカイブルー）

11（スカイブルー）

13

14

16 17 18

15

12（スカイブルー）

09（アルミカーボン）

11（アルミカーボン）

Car

Accessory

内径35mm以上、外径110mm
以下、幅285mm以下のロール
状ペーパーウエスが使用可能。

※ ペンは付属していません
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