ファナーのビジョン
安全防護服の世界ナンバーワンの革新的メーカーであることです。

プロフェッショナルのためにプロフェッショナルが作り上げます。私達は競争を恐れません。革新性と機能性では常に
ナンバーワンであり続けます。だからこそ創立以来、プロ達に愛されてきたのです。地べたであろうが、空中であろうが、
私達はプロのために改良します。そしてプロは私達を育ててくれます。世界チャンピオン、ヨーロッパチャンピオン、チャ
ンピオンはファナーを着用します。なぜならファナーは勝者の装いであるからです。

ファナーはオーストリアの先進工業地帯、フォアアールベルク州に位置します。
Anton, Brigitte, Manuela そして Bernd Pfanner は、大企業の四半期レポートをベースに経営していません。一つの
世代を見据えて日々開発に勤しんでおります。ファナー製品はオーストリア、スロバキア、ハンガリー、ポルトガルの
働く人の人権が保護された工場で製造されています。

危険を伴う作業、限りないチャレンジ精神

̶̶ ファナーのスタンダードです。

私達は手抜きの開発をしません。防護性能とクオリティーに妥協しません。
ファナーの使用する繊維は全て OEKO-TEX®Standard100 の国際認証を取得した、有害物質を一切含んでいない商品です。

世界中のプロフェッショナル達に
日常の作業、日常の危険、日常の汗・汚れ。安全を担保した防護服は、生命保険となります。危険は絶対に予測不能で
あるから、私達は安全防護服を 100％機能的に開発します。プロにとっての生命を守る天使として。
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The System
待望の頭からつま先までの
防護システム。新製品の
Protosヘルメットの登場で
2 0年来のファナーのビジョ
ンが実現しました。
現場のプロの声を丁寧に
ヒアリングし製品に反映
させました。全てが機能的で
快適に作業する様、一切の
妥協をしていません。
確固たる哲学、
それがファナーです。

伸縮性を持ったストレッチ

最も過酷な状況下でのトゲや

伸縮性のある素材で、グラブに

夏は涼しく通気性が良く、冬は

水と泥を引く加工を施した

ズボンやジャケットの裏地に

エアー。素材はあらゆる体を

枝などの抵抗でも裂けない

パーフェクトなフィット感と

保温性を発揮する吸収素材。

革素材。簡単に拭いて奇麗に

使用されている伸縮性のある

動かす作業に快適性をもたら

素材。 防水で、オイルと泥を

通気性を同時に提供します。

Pfanner 製品には様々な厚さで

なります。シューズに使用し

素材は装着時の躍動感ある

します。P f a n n e r 製 品 の

弾きます。グラディエーター

ジャケット、シャツ、ズボンに

ています。

動きを可能にし、作業服に

ジャケット、シャツ、ズボンに

と名がつく商品全てに使用

使用しています。

使用しています。

しています。

高い価値を与えます。
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PROTOS
THE FIRST
カラー

: レッド・イエロー

商品番号 :204000-10-12

カラー

: オレンジ・グレー

カラー

商品番号 :204000-10-63

商品番号 :204000-10-62

カラー

: レッド・グレー

商品番号 :204000-10-13

KLIMA-AIR セット

イヤーマフ・スペアパッド

商品番号 :204060

商品番号 :204062

コ コ ナ ッ ツ 繊 維 使 用 。 後頭部と首部分の

汚れが付着した場合にパッドだけを交換

パッド + ヘッドバンドのセットです。

できるようになっています。

KLIMA-AIR ヘッドバンド

イヤーマフ

商品番号 :204061

商品番号 :204067

ココナッツ繊維使用。速乾性に優れ、

PROTOS ヘルメットにクリップ式で簡単に

ヘルメットのかぶり心地を良くします。

装着できるイヤーマフです。

クリップ式でワンタッチ装着可能。洗濯機

SNR( 信号対雑音比 )=26db

で洗えます。
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: オレンジ・イエロー

8x
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M ORE S AFETY
5
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2

2

6

3
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5

4
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2

最新の " 全方向プロテクション " は初めて EN397 と EN12492 の安全認証を同時取得しました。
これは垂直方向だけではなく水平方向からの衝撃にも対応しているということです。

イヤー ( 耳 ) プロテクターが常に装着された状態ですので、より安全性が向上します。
通気スライドが安全性を考慮した的確な場所に設置されています。水平と垂直方向からの衝撃が、
ヘルメット内部に伝わる前に外側にある通気スライドがショックを吸収します。

M ORE C OMFORT
5

6

7

ヘルメットに結合されたイヤー ( 耳 ) プロテクターによって、枝などの障害物に引っかかる場所
が有りません。イヤープロテクターの装着圧は簡単に調節でき、最適にカスタマイズできます。

2

フェイシャル ( 顔 ) プロテクターにより、
小枝や棘から顔を守ると同時に最高の視界で作業できます。

3

首をホールドするネックボールにより、
顎ヒモがなくても、
頭部がパーフェクトな位置で固定されます。

5

6
4

特別なクッション構造 (3 点固定式・アンチショックパッド )で衝撃を吸収し、
頭部と脊髄を守ります。

7

4

3

二色のスポーティーなカラーリングは、従来のヘルメットに比べて 35% 色のついた識別面積が
広く作られています。オペレーターが景色に同化しやすい場面での万が一の事故でも、発見しや
すいアドバンテージが有ります。

ヘルメット内部のシェル構造で、
頭にぴったりフィットし、
衝撃を一ヶ所でなく分散吸収させます。

1
1

ネック( 首 )プロテクターが後頭部をしっかりガード。万が一の頭部への衝撃を最小限にとどめます。

6

8

8x

視界が広く、作業中に必要な視界を遮りません。 林業・産業ヘルメットのマーケットで他社の
製品を圧倒する最大の視界です。

8
7

8

特別な構造により効果的な通気性が常に保たれて、空気は全方向から出入りします。
通気スライドはレバーで簡単に開閉し、丁度良い温度に調整できます。
顎ヒモはイヤー ( 耳 ) プロテクターの中に入り込むことがない構造になっています。
快適なヘルメットのかぶり心地と防音性が常に確保されています。
ヘルメット内の Klima-Air パッドが広いエリアで頭部とコンタクトしているので、驚くほどの
速乾性が有ります。
ヘルメットサイズを簡単に調整できる特許取得済みのシステムで、首部分を一度調整するだけで、
サイズが維持されます。
どの機能も全て指2本で行えます。
イヤー(耳)プロテクターはヘルメットの外側から押すだけで、
外せます。

PROTOS バイザー F39

あご紐

商品番号 :204063

商品番号 :204068

1cm2 あたり 39 個の刻み目のバイザー。

PROTOS ヘルメット用の純正あご紐です。

視界が良く，細かい鋸屑の侵入を防ぎます。
日光の反射と凍結防止のスペシャルコー
ティングが施されています。

PROTOS バイザー G16

PROTOS ネックプロテクター

商品番号 :204064

商品番号 :204065

1cm2 あたり 16 個の刻み目のバイザー。

泥や雨の侵入を防ぎます。

PROTOS ヘルメットに標準装備されて

3 層の SYMPATEX レイヤーで出来ています。

おります。
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Jackets

We want you to look good!

ベンチレーションジャケット
商品番号 :105544
カラー
: レッド / グレー
サイズ
:XS/S/M/L/XL

通気性・速乾性に優れたストレッチ
エアー素材を使用。脇下 50cm をジッ
パーで開閉して通気調整可能。手首
部分はバンド仕様。
クリマエアー採用で、暑い時に涼しく、
寒いときに暖かい。撥水加工。
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チェーンソープロテクション
ジャケット
商品番号 :102191
カラー
: レッド / グレー / オレンジ（価格 15%UP）
サイズ
:XS/S/M/L/XL

class１チェーンソープロテクション。ストレッチエアーで快適。頑丈で
極めて避けにくいアウター、防水補強ショルダー、そして裏地まで高品質
機能生地を追求。従来モデルより 20% 軽量化達成。脇下 50cm をジッパーで
開閉して通気調整可能。
EN 381-11

class 1 20m/s

コデュラジャケット
商品番号 :804163
カラー
: レッド / グレー / オレンジ（価格 15%UP）
サイズ
:XS/S/M/L/XL

ストレッチエアーとクリマエアーのテクノロジーが詰まったジャケット。
暖かく、防水、泥に強い。保温性に優れています。袖部分は取り外しが可能で、
ベストとして使用できます。

ポーラーテックジャケット
商品番号 :102056
カラー
: ブラック
サイズ
:XS/S/M/L/XL

軽くて暖かいフリース、ポーラーテック素材。オフィスなどのインドアや、
スキーやトレッキングなどのアウトドアのインナーとしても使用できます。
速乾性に優れていて、汗をかいてもドライな状態に。

ヴェンチュラ レインジャケット
商品番号 :102089
カラー
: レッド / レッド・ブラック
サイズ
:XS/S/M/L/XL

Sympatex の３層レイヤーによって、
天候に全く左右されない作業を実現。
汗は確実に蒸発し、過酷な現場でも
体は乾いた状態を維持します。
碁盤の目状にナイロン繊維が縫いこ

4-WAY STRETCH

んであり、万が一繊維が裂けても、
それ以上の進行を防ぎます。フード
は取り外し可能。
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Trousers
for any challenge!

チェーンソープロテクションとは？
チェーンソー 使用時に起こりえる大けがから体を守ります。アキレス 腱から腰まで幾 重にも長く裂 けにくい 繊維が
重なり合っています。
チェーンソーが少しでも作業着に触れると長い繊維が瞬く間に刃に絡み付きマシーンを強制ストップさせます。
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チェーンソープロテクション ベンチレーション パンツ
商品番号 :101761
カラー
: レッド / グレー
:XS/S/M/L/XL
サイズ

※2L 以上はお取り寄せ可能 ( 価格 15%UP)

股下

:75cm/80cm/87cm( 価格 15%UP)

Class１チェーンソープロテクション。安全性には一切の妥協をせず，
如何に軽くするかを追求したモデル。軽くて動きやすい ( グラディエー
ターより 25% 軽量化 )。夏場の作業に最適、撥水機能有り。足首部分が
メッシュ素材で通気性が良い。腰部分はメッシュで熱を留めない。
足首から腰にかけて空気が入る事で、熱気が逃げる。ストレッチエアーで
屈伸運動をしても突っ張らない。ひざ部分を補強。極めて裂けにくい
素材ですので、万が一、鋭利なもので裂けたとしても、その裂け目が
進行する事がありません。チェーンソー防護繊維が表に出ていなくて、
外側だけが裂けている場合は、補強のパッチワークをアイロンで貼る
事で、修繕可能。
EN 381-11

class 1 20m/s

※TYPE C（両面防護タイプ）取り寄せ可能

Kwf は林業防護服のテストセンターです。ドイツ、オー

EN 381-11

チェーンソープロテクションは EU 安全認証

ストリア、スイス、オランダなど 13 箇所にテストセ

EN381-5 によりチェーンソー速度とプロ又は一般用に

ンターがあります。１年間続けて使用した後、機能性、

よってクラス分けされています。Pfanner 製品はプロ

耐久性、快適性、メンテナンスのしやすさに細かく点数を

フェッショナル用にチェーンソーが触れてしまう可能

付け、合格した製品のみに kwf マークが付与されます。

性のある体の前面部を保護しています。Class1 は

class 1 20m/s

20m/ 秒、Class2 は 24m/ 秒まで対応します。
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チェーンソープロテクション グラディエーター パンツ
商品番号 :102160
カラー
: レッド / グレー / オレンジ ( 価格 15%UP)
サイズ
:XXS/XS/S/M/L/XL
※2L 以上はお取り寄せ可能 ( 価格 15%UP)

股下

:75cm/80cm/87cm( 価格 15%UP)

Class 1 チェーンソープロテクション。極めて裂けにくいグラディエーター
素材。防水且つ油が染みにくい。ひざ部分を補強。
内側にはアウターに加えてもう１層のレイヤーがあり、裾はバンドで固定
できます。靴に引っ掛けるクリップがあり、脚絆として機能します。
EN 381-11

class 1 20m/s

※クラス 2(24m/s) 防護機能のグラディエーター取寄可能

アウトドア グラディエーター パンツ
商品番号 :804488
カラー
: レッド / グレー / グリーン
サイズ
:XS/S/M/L/XL

※2L 以上はお取り寄せ可能 ( 価格 15%UP)

股下

:75cm/80cm/87cm( 価格 15%UP)

チェーンソープロテクションが必要の無い現場リーダー向け。
グラディエーターの機能はそのまま採用。アウトドア、狩猟に最適。
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ゲーターズ
商品番号 :804132

Class1 チェーンソープロテクション。
靴を脱がずにマジックテープで簡単に着用可能。

EN 381-11

class 1 20m/s

ファンクショナルパンツ
商品番号 :501030
カラー
: レッド / グレー / グリーン
:44(80cm) 46〜52(82cm) 52〜(83cm)
サイズ
※58 以上は価格 15%UP

ストレッチゾーン採用で動きやすい。ひざ部分はケブラー樹脂の補強材を
使用。反射ストライプで安全性向上。通常の作業ズボンとの違いは少しの
時間作業して頂いただけで、すぐに分かります。

ウォッシングパワー

ベルト

サスペンダー

商品番号 :100770

商品番号 :101914

ファナー純正強力液体

ファナーのオリジナル

商品番号 :100240
サイズ
:1 ( 身長 180cm 未満）
2 ( 身長 180cm 以上 )

せっけん。染みや酷い汚

エンブレム付ベルト。

ベンチレーションと、

れが付着した防護服を洗

グラディエーター用の

浄します。ウォッシング

サスペンダー。

パワーを防護服に染み込
ませてから、通常の洗濯
機で洗濯する事で汚れが
落ち易くなります。
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Functionalclothing
It‘s the material that matters!

ジップネックシャツ 長袖
商品番号 :104060
カラー
: ブラック / レッド / ブルー / グリーン
サイズ
:XS/S/M/L/XL

温暖な本州以南ではジャケット代わりに。伸縮自在、着心地抜群。防臭加工。
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ジップネックシャツ 半袖

ハスキー防寒 フリース シャツ

商品番号 :104059
カラー
: レッド / ブラック / ブルー
グリーン
サイズ
:XS/S/M/L/XL

商品番号 :101096
カラー
: レッド / ブラック / ブルー
グリーン
サイズ
:XS/S/M/L/XL

快適さを語る上で、肌に直接触れる

柔らかいマイクロフリース。

服が最も大事。

軽量、着心地抜群。

伸縮自在、着心地抜群。防臭加工。

顎プロテクション付。

Footwear
Legends cannot be reinvented...

チェーンソープロテクション ツェルマット
商品番号 :100234
:39〜46
サイズ

※47 以上は価格 15%UP

Class1 チェーンソープロテクション。ゴアテックスで、完全防水且つ通気
性抜群。ブーツに比べて軽く履きやすい。アルミニウムキャップが入って
おり安全靴にもなっている。
地面への完璧なグリップはビブラムソールで実現。かすり傷がつきにくい
CORDURA 素材使用。アウトドアソール使用でより快適な履き心地に。
EN 381-11

class 1 20m/s

チェーンソープロテクション チロルファイター
商品番号 :103185
サイズ
:36〜46

※47 以上は価格 15%UP

Kwf 認定シリーズ。Class1 チェーンソープロテクション。
クリマエアーで蒸れにくい。５層レイヤーソールで何も刺さらない。
ステンレススチール採用。
EN 381-11

class 1 20m/s
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マウンテンブーツ・シリウス STX
商品番号 :102292
:39〜46
サイズ

※47 以上は価格 15%UP

イタリアで山岳レスキュー隊、プロガイドに支持される高級ブランド
FITWEL 社とのコラボ商品。
・Mountain Vibram sole、高防水通気性機能に長けた Sympa Tex 使用。
・Shock-absorbers（緩衝性素材）を靴底に内蔵し、PU（撥水性のある
非常に柔らかい）素材をカカト部分とつま先の裏部分に使用。

・スパイク装着可能で上級者の山登りに機能を発揮。

マウンテンブーツ・ゼニス STX
商品番号 :102293
サイズ
:39〜46

※47 以上は価格 15%UP

イタリアで山岳レスキュー隊、プロガイドに支持される高級ブランド
FITWEL 社とのコラボ商品
・Mountain Vibram sole、高防水通気性機能に長けた Sympa Tex 使用。
・EVA（軽く、クッション性・耐久性に優れた素材）をインナーに使用。
頑丈に造られており、中級までの山登りに機能を最大限に発揮。

アウトドアソール
商品番号 :101042
: S (35〜39)
サイズ
M (40〜45)
L (46〜47)

ファンクショナルシューレース
（靴紐交換用）
商品番号 :100044

レザーバーム

ファナースパイク

商品番号 :100025

商品番号 :100209
サイズ
: M (36〜40)
L (41〜45)
XL(46〜48)

ファナーのブーツ全てに使

ウィンナー型の靴紐は

用可能。柔らかい土壌で足元

数 セ ン チ 毎 に 節 が あ り 、 水に強く、しわを埋めて

伝統的なオーガニック原料。 つけ外し簡単。真冬の厳しい

シューツリー（木型）
商品番号 :100064
サイズ

: 39〜47

革靴の変形・型崩れ防止。

寒さ（-40℃の極寒地でも） 特に水に濡れた革靴が乾い

の感覚をつかみ易くします。 結び目が節に入って、靴紐が 滑らかな革にします。

フリーズしません。

ていく過程での変形圧力を

通気性を向上し、靴の履き

革製品はメンテナンスが

ツェルマットとシリウスに

防止。

大事です。

装着可能。

心地が増します。
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解けません。

グラブ テクニック

グラブ ケプロ

商品番号 :100001
サイズ
:M/L/XL

商品番号 :101915
サイズ
:M/L/XL

柔らかいゴート革。指先の感覚を持って作業可能。

ゴート革にケブラー樹脂の補強材を手のひら、親指、人差し指に装着し、

手のひらは補強し耐久性が高い。

安全性と耐久性を向上。

GLOVES
Safety first!

グラブ サーモ
商品番号 :100003
サイズ
:M/L/XL

防水加工。暖かい冬用グラブ。手のひらに縫い目が無く、耐久性が高い。

グラブ アイスグリップ

グラブ オールラウンド

商品番号 :102241
サイズ
:M/L/XL

商品番号 :100006
サイズ
:M/L/XL

アクリル樹脂でコーティン グ さ れ て お り 寒 冷 地 で の 使 用 に 最 適 。

手のひらは山羊革、甲は綿。指先の感覚を持って作業可能。

ざらざらとしたコーティングで濡れた物でも持ちやすい。
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Others

ネクサス 安全メガネ
商品番号 :101903
カラー
: スケルトン / ブラック / イエロー

かすり傷に強い。科学物質から目を守る。100%UV プロテクション。
目、鼻、額に優しい柔らかい素材。クアトロフレックス素材で柔軟性があり、
フィット感が高い。ベルトに通すネクサスケースで安全に持ち運びが可能。

ネクサス ケース
商品番号 :101905

チェーンソープロテクション
アームプロテクター
商品番号 :804178
サイズ
: M/L

Class1 チェーンソープロテクション。
手の甲と腕全体をプロテクション。
EN 381-11

class 1 20m/s
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ファナー

ゲーターズ

脚絆

商品番号 :102006
サイズ
: M (39〜43)
L (44〜47)

ジッパーとファスナーで簡単に装着
可能。雨の多い場所や雪道で活躍。

エアストリームバックパック
商品番号 :102007

登山用高級バックパックメーカー Deuter 社とのコラボ商品。PROTOS
ヘルメットを収納できる特別設計。高い機能性の上に、クールなデザイン。
H2O システム標準装備で、別売りのストリーマーとチューブを購入頂ければ
歩きながら水分補給可能。

ファナー T シャツ

ベスト ハイビザビリティー

商品番号 :102187

商品番号 :100194
カラー
: イエロー / オレンジ

木綿の自然原料で快適な着心地を
実現。Oeko-Tex(r) スタンダード
100 の国際安全規格認証取得商品。

ベースボールキャップ
商品番号 :100021

テリー織のスウェットバンド使用。

軽量コンパクトサイズ。
ポケットに収納可能。

ウールニットキャップ
ファルコン
商品番号 :102188

ファナーユーザーの必需品。

内側はフリース素材。

ファナー ティックカード

ファナーキーリング

商品番号 :100600

商品番号 :101631

ダニを簡単に除去。

キーリングの一つにしても

危険なバクテリアから皮膚を守る。

ファナーは機能性を求めます。

雨の日でも暖かく快適。

取り外しが簡単にできて、
お持ちのカギを全て整理。
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partner
ＳＹＭＰＡＴＥＸ
どんな天気でも常に快適、防水、防風、抜群の通気性を確保
濡れて寒い服装よりも不快な装いがあるでしょうか。

100% 防水

Sympatex は水分を吸収し、蒸気を外へ出す繊維を開発

100% 防風

しました。どんな厳しいアウトドアのシチュエーションでも
暖かさと蒸れ防止を達成します。

100% 通気

Sympatex の一番の利点は、体を動かせば動かすほどに

100% リサイクル可能素材

より繊維の優位性が出る事です。雨や低温から体を守ります。

Innovative Fabrics Schoeller
Schoeller ハイテク、ストレッチ素材
スイス製 Schoeller はファナーにストレッチエアーを提

高い永続的な伸縮性

供しています。最高のクオリティー、機能性、耐久性、繊維

撥水性

の長い寿命を保証します。動作は無限に、高いレベル

通気性

の快適性をモダンデザインの高級洋品に与えます。

長持ち
快適性を求める方に

CORDURA

3M スコッチライト

YKK

CORDURA は最高の耐久性と軽量化

アメリカ・ミネソタ州発の世界的

全世界で信頼され、他を寄せ付けない

と美的センス、快適性を同時に達成

化学・電気素材メーカーです。

品質基準を達成したファスナー、

しました。摩耗、裂け、傷に高い

大量で長時間に渡って汚れた繊維でも、 フックなどを製造しています。

パフォーマンスを見せます。

反射性能が衰えない反射材製品を

ファナー製品は世界中で愛されている

ナイロンの 2 倍の 耐久性。

ファナーは使用しています。

ＹＫＫ製品を使用しています。

ポリエステル の 3 倍の 耐久性。
綿帆布の 10 倍の耐久性。
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SIZE

サイズについて

服のサイズ

A

腰のサイズ

XXS

78
84
96
102
108
116
124
132
138

74
80
86
92
98
104
110
116
122

S
M
L
XL

C

XXL
3XL
4XL

グラブのサイズ

cm

サイズ

7
8
9
10

S
M
L
XL

EU ブーツサイズ換算表
36

足の長さ
普通
長い

短い

80
80
80
80
80
80
80
80
80

75
75
75
75
75
75
75
75
75

87
87
87
87
87
87
87
87
87

ファンクショナルパンツのサイズ

サイズ

EU サイズ

C

B

胸のサイズ

XS

B

A

サイズ

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

日本サイズ cm 22.8 23.5 24.2 24.8 25.5 26.2 26.8 27.5 28.2 28.8 29.5

Freight

42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62

B

腰のサイズ

74
78
82
86
90
94
98
102
108
114
120

C

足の長さ
普通
長い

80
80
82
82
82
82
83
83
83
83
83

88
88
90
90
90
90
90
90
90
90
90

送料について

北 海 道 内

540 円

中

部

1060円

北

東

北

750 円

関

西

1270円

南

東

北

850 円

中

国

1380円

関

東

960 円

四

国

1480円

信

越

960円

九

州

1590円

北

陸

1060円

沖

縄

1690円

※40KG以内且つ、縦横高さ合計160cm以内の箱1個の場合の税込送料です。
※何着ご購入頂いても、40KG以内であれば、送料は一度で済みます。

代引き手数料
3 万未満：400 円
3 万以上：無料

振込手数料
3 万未満：お客様のご負担
3 万以上：無料
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インターネットをご利用してご注文される方へ
ファナージャパン総代理店では、プライバシーポリシーに準拠して、お客様の個人情報を
取り扱っております。詳しくは「ファナージャパン」のホームページをご覧下さい。

運 営 会 社

ナカザワアグリマシーン 株式会社

住

北海道紋別市渚滑町7丁目39番地6

所

電 話 番 号

0158-24-5678

FAX番号

0158-23-5531

E-mail

info1@nakazawa-agm.jp

www.pfanner-austria.jp/

www.pfanner-austria.at | info@pfanner-austria.at
Tel. +43 5576 75800-0 | F: +43 5576 75800-310
Marktstraße 40 | 6845 Hohenems | Austria

代理店：

