
ヘアネット・フード・キャップ

CLEAN INNOVATION
〜 Sk i l l s  fo r  You 〜

Vol.5



人と現 場を快 適に
食品、医薬、電子部品を扱う現場では、徹底した衛生管理と働く人の

快適性向上が、品質と生産性に直結する重要な課題です。

eXwhiteは毛髪落下防止という機能性と人の快適性向上を追求し、

新たな商品を次々と生み出しています。

eXwhiteはこれからも進化を続けます。

機能性
functionality

快適性
comfortability

先進性
innovative
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まるで空気のようなヘアネット、
テーマはもっと安全に、もっと快適に。
毛髪混入を防ぎながら、着ごこちを追求。
自然なフィット感のある質感を
表現しました。

ご使用のポイント

ヘアネットにフード
を併用することで、
毛髪落下防止の
パフォーマンスを
向上させます。

HAIR NET

“FIXLINE”は頭を直線的に一周するパターン。
ズレを防止し、顔と一体化するフィット感を追求。

顔周りはしっかりとフィットするのに、首はらくらく快適。

ズレ防止設計＆メガネスリット
Point1

楽々首周り
Point2

日本国特許取得：特許番号第5393928号
（顔周りニットとメガネスリット構造）

ヘアネットをかぶったままメガネの着け外しができ、
毛髪落下を防ぐ特許取得のメガネスリットを装備。
メガネのツルに指を添え、下から上にスライドさせ
るようにしてスリットに入れます。

メガネスリット（特許）

HAIR NET ヘアネット
HACCP向け ※HACCPとは、食品の製造工程における管理システムのこと。　HA（危害分析）とCCP（重要管理点監視）からなる言葉です。

＋

ニット巾を広げ、張力を上げたので、
しっかりフィット。
深めにかぶれば眉毛もカバー。

フィット設計
Point3

縫い目をフラットにしたので、気になる肌へのチクチク感と
着用あとを軽減します。

縫い目フラット
Point4

肌に優しい

新　型

肌に当たる

旧　型

HOOD

頭全体を包み込み、毛髪をしっかり押さえます。

毛髪クレーム撲滅＋α
Point5

毛髪落下防止等の機能性に加え、
快適性向上も目指しました。
作業者の快適性が上がることで、
効率アップを支援します。

しっかりフィット

一般的なデザイン フィックスライン

FIXLINE
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フルフェイス パワーネット
ET7560V2 ニット（テクノファイン）

ET7561V2 ニット

オールニット
ET7570V2 ニット（テクノファイン）

ET7571V2 ニット

フリーカット
ET7564 ニット（ロイカSF）

パワーネット ケープ
ET7660V2 ニット（テクノファイン）

ET7661V2 ニット

オールニット ケープ
ET7670V2 ニット（テクノファイン）

ET7671V2 ニット

ヘアネット ET1050 白ハーフネット ET1063 白ハーフネット
ET7063 黒パワーネット

ET1066 白ハーフネット

ET2482 白ハーフネット ET2483 ET2486
ハーフネット ハーフネット 長髪用

ET7165 白ハーフネット
ET7265 黒パワーネット

ヘアバンド ET2075 ET2120 ET2400 

パワーネット

ニット

パワーネット

ニット

ニット

ニット

ニット

ニット

パワーネット

ニット

ヘ ア ネット 一 覧

フライス ニット

フライス フライス
パワーネット

長髪用

7cm巾 11cm巾 5cm巾

フライス フライス
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品名 パワーネット� 10枚入 オールニット� 10枚入

共通

品番 ET7560V2 ET7561V2 ET7570V2 ET7571V2
サイズ S（52～58cm）　M（54～60cm）　L（56～62cm） S（52～58cm）　M（54～60cm）　L（56～62cm）
価格 13,000円（１０枚）（税抜） 10,000円（１０枚）（税抜） 15,000円（１０枚）（税抜） 11,000円（１０枚）（税抜）
本体 パワーネット　N/PU=85/15

テクノファイン®　E/PU=85/15 2WAYニット　E/PU=85/15
顔周り テクノファイン®　E/PU=85/15 2WAYニット　E/PU=85/15

品名 パワーネット�ケープ� 10枚入 オールニット�ケープ� 10枚入

共通

品番 ET7660V2 ET7661V2 ET7670V2 ET7671V2
サイズ S（52～58cm）　M（54～60cm）　L（56～62cm） S（52～58cm）　M（54～60cm）　L（56～62cm）
価格 15,000円（１０枚）（税抜） 12,000円（１０枚）（税抜） 19,000円（１０枚）（税抜） 13,000円（１０枚）（税抜）
本体 パワーネット　N/PU=85/15

テクノファイン®　E/PU=85/15 2WAYニット　E/PU=85/15
顔周り テクノファイン®　E/PU=85/15 2WAYニット　E/PU=85/15

品名 フリーカット� 10枚入

品番 ET7564
サイズ S（52～58cm）　M（54～60cm）　L（56～62cm）
価格 14,000円（１０枚）（税抜）
本体 パワーネット　N/PU=85/15
顔周り フリーカット　N/PU=75/25

本体に収縮率が大きいパワーネットを使用。
顔周りは、しなやかな肌触りで
ストレスの少ない着用感です。

毛髪を押さえ、顔にやさしくフィットする
オールニットのネットです。

本体に収縮率が大きいパワーネットを使用。
顔周りは、しなやかな肌触りで
ストレスの少ない着用感です。
ケープを上着の中に入れるので、
より厳密に毛髪落下を防止します。

毛髪を押さえ、顔にやさしくフィットする
オールニットのネットです。
ケープを上着の中に入れるので、
より厳密に毛髪落下を防止します。

本体に収縮率が大きいパワーネットを使用。
顔周りは、しなやかな肌触りで
ストレスの少ない着用感です。
顔周りはストレスフリーの極み。

ズレ防止設計

“FIXLINE”は頭を直線的に一周するパターン。 
ズレを防止し、顔と一体化するフィット感を追求。

当社独自の
パターンメーキング

一般的なデザイン

FIXLINE

フィックスライン

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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品名 ハーフネット� 10枚入 ハーフネット�長髪用� 10枚入 ハーフネット�マジック付� 10枚入

品番 ET2483 ET2486 ET2482
サイズ フリーサイズ フリーサイズ フリーサイズ
価格 7,000円（１０枚）（税抜） 7,600円（１０枚）（税抜） 8,000円（１０枚）（税抜）
本体 ナイロンハーフ　N=100 ナイロンハーフ　N=100 ナイロンハーフ　N=100
ベルト フライス　C/PU=95/5 フライス　C/PU=95/5 フライス　C/PU=95/5
調整 ー ー マジック

品名 ハーフネット� 10枚入 パワーネット� 10枚入 ハーフネット� 10枚入

品番 ET1050 ET7265 ET7165
サイズ フリーサイズ フリーサイズ フリーサイズ
価格 6,000円（１０枚）（税抜） 10,000円（１０枚）（税抜） 9,800円（１０枚）（税抜）
本体 ナイロンハーフ　N=100 パワーネット黒　N/PU=85/15 ナイロンハーフ　N=100
ベルト ー テクノファイン®　E/PU=85/15 テクノファイン®　E/PU=85/15
調整 ゴム ー ー

品名 パワーネット� 10枚入 ハーフネット� 10枚入 ハーフネット�長髪用� 10枚入

品番 ET7063 ET1063 ET1066
サイズ フリーサイズ M （55cm）　L（57cm）　2L（59cm） S（55cm）　M （57cm）　L（59cm）
価格 9,800円（１０枚）（税抜） 6,000円（１０枚）（税抜） 6,000円（１０枚）（税抜）
本体 パワーネット黒　N/PU=85/15 ナイロンハーフ　N=100 ナイロンハーフ　N=100

品名 ヘアバンド� 10枚入 ヘアバンド� 10枚入 ヘアバンド　カラー� 10枚入

品番 ET2075 ET2120 ET2400
サイズ /色 フリーサイズ　白 フリーサイズ　白 フリーサイズ  白、青、緑、桃、黄、赤、紺、橙、水色
価格 6,000円（１０枚）（税抜） 7,600円（１０枚）（税抜） 15,000円（１０枚）（税抜）
本体 フライス　C/PU=95/5 フライス　C/PU=95/5 ナイロンパワーネット　N/PU=80/20

7cm巾 11cm巾

微細なメッシュが
毛髪を押さえます。
後ろゴムを引出して
ご希望サイズに結んで
ください

微細なメッシュが
毛髪を押さえます。
長髪用。

パワーネットが毛髪を
押さえます。
毛髪落下抑制に最適です。

伸縮性のフライスが
額から襟足までの
毛髪を押さえます。

伸縮性のフライスが
額から襟足までの
毛髪を押さえます。

ニットが汗を抑え、
パワーネットが毛髪を
押さえます。
毛髪落下抑制に最適です。

フライスが汗を抑え、
微細メッシュが毛髪を
押さえます。
新設計のダーツ仕様で
ピッタリフィットの
長髪用。

微細なメッシュが
毛髪を押さえます。
えり足ゴム付。

フライスが汗を抑え、
微細メッシュが毛髪を
押さえます。
新設計のダーツ仕様で
ピッタリフィット。

ニットが汗を抑え、
微細メッシュが毛髪を
押さえます。

フードの上に着けて、
グループ分けに使用します。

フライスが汗を抑え、
微細メッシュが毛髪を
押さえます。
後ろ調整でピッタリフィット。

14黄

5cm巾

17赤

11青

13桃12緑

20橙

18紺

21水色

01白

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW
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頭全体を覆い、毛髪落下をしっかり防止します。

研究されたデザインで、
いつもの作業が素敵にかがやく。
作業環境の温度条件をはじめ、
さまざまなシーンを想定。
しっかりと頭を包みこみ、
快適な環境へと導きます。

ご使用のポイント

ゆとりをもたせた
最新デザイン。
後頭部との空間を保つため、
涼しさを感じます。
長髪の方にも対応します。

衛生帽子をかぶったままメガネの着け外しができ、
毛髪落下を防ぐ特許取得のメガネスリットを装備。
メガネのツルに指を添え、下から上にスライドさせ
るようにしてスリットに入れます。

H O O D  フード
HACCP向け

① ズレない、ゴワつかない、ハミ出さない
② 立体パターンなので、腕を動かしやすい
③ ムレにくい
※多くのお客様の声を参考に設計しました。

絶妙ケープ
Point3

ズレ防止設計＆メガネスリット
Point1

しっかりフィット

日本国特許取得：特許番号第5393928号
（顔周りニットとメガネスリット構造）

“FIXLINE”は頭を直線的に一周するパターン。
ズレを防止し、顔と一体化するフィット感を追求。

メガネスリット（特許）

※HACCPとは、食品の製造工程における管理システムのこと。　HA（危害分析）とCCP（重要管理点監視）からなる言葉です。

顔周りはしっかりとフィットするのに、首はらくらく快適。

楽々首周り
Point2

毛髪クレーム撲滅＋α
Point4

毛髪落下防止等の機能性に加え、
快適性向上も目指しました。
作業者の快適性が上がることで、
効率アップを支援します。

一般的なデザイン フィックスライン

FIXLINE

07 



生
地

吸汗速乾素材

ドビー
清涼素材

シャミランⓇ60
清涼素材

シャミランⓇ100 薄地ブロード

調
整 SOFIX® ボタン SOFIX® ボタン SOFIX® ボタン マジック

ケ
ー
プ
付
き

A

EH3184V3 EH3186V3 EH3188V3

B

EH3282V3 EH3284V3 EH3286V3 EH3288V3

EH3282W V3 EH3286V2

C

EH3414V3 EH3418V3

D

EH3426V3 EH3428V3

シ
ョ
ー
ト

A

EH3138

B

EH3252V3 EH3256V3 EH3238

テクノファイン®

テクノファイン®

テクノファイン®

テクノファイン®

T400® 耐久ニット

2WAYニット

2WAYニット

2WAYニット

2WAYニット

2WAYニット

2WAYニット

フ ード 一 覧

T400® 耐久ニットT400® 耐久ニット

T400® 耐久ニット

T400® 耐久ニット

T400® 耐久ニット

T400® 耐久ニット
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品名 フードA

共通

品番 EH3184V3 EH3186V3 EH3188V3
色 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク
サイズ S （54〜58cm）　M （56〜60cm）　L （58〜62cm）　2L （60〜64cm）
価格 ＠2,900円（税抜） 1枚/袋 ＠2,900円（税抜） 1枚/袋 ＠1,900円（税抜） 1枚/袋
本体 シャミラン®60　E/C=60/40 シャミラン®100　E=100 薄地ブロード　E/C=65/35
顔周り テクノファイン®　E/PU=85/15 T400®耐久ニット　E=100 2WAYニット　E/PU=85/15
調整 SOFIX® ボタン マジック

品名 フードB

共通

品番 EH3284V3 EH3286V3 EH3288V3
色 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク
サイズ S （54〜58cm）　M （56〜60cm）　L （58〜62cm）　2L （60〜64cm）
価格 ＠2,900円（税抜） 1枚/袋 ＠2,900円（税抜） 1枚/袋 ＠1,900円（税抜） 1枚/袋
本体 シャミラン®60　E/C=60/40 シャミラン®100　E=100 薄地ブロード　E/C=65/35
顔周り テクノファイン®　E/PU=85/15 T400®耐久ニット　E=100 2WAYニット　E/PU=85/15
調整 SOFIX® ボタン マジック

品名 フードB

品番 EH3286V2
色 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク
サイズ S （54〜58cm）　M （56〜60cm）　L （58〜62cm）　2L （60〜64cm）
価格 ＠2,900円（税抜） 1枚/袋
本体 シャミラン®100　E=100
顔周り テクノファイン®　E/PU=85/15
調整 SOFIX® ボタン

品名 フードB

品番 EH3282V3 EH3282W V3
色 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク
サイズ S （54〜58cm）　M （56〜60cm）　L （58〜62cm）　2L （60〜64cm）
価格 ＠3,100円（税抜） 1枚/袋 ＠3,200円（税抜） 1枚/袋
本体 ドビー　E=100
顔周り T400®耐久ニット　E=100
調整 SOFIX® ボタン

NEW

NEW

NEW

NEW

長髪が収まる後ろニットの独自デザイン。

短髪の突き出しを防ぐ後ろ生地の独自デザイン。

短髪の突き出しを防ぐ後ろ生地の独自デザイン。

短髪の突き出しを防ぐ後ろ生地の独自デザイン。

SOFIX®

SOFIX®

SOFIX®

SOFIX®
眉毛までカバーできる
眉毛対応タイプもご用意。

マジック

マジック

01 ホワイト 11サックス

13ピンク12グリーン

01 ホワイト 11サックス

13ピンク12グリーン

01 ホワイト 11サックス

13ピンク12グリーン

01 ホワイト 11サックス

13ピンク12グリーン

09 



01 ホワイト 11サックス

13ピンク12グリーン

01 ホワイト 11サックス

13ピンク12グリーン

品名 フードC（フルフェイス）

共通

品番 EH3414V3 EH3418V3
色 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク
サイズ S （54〜58cm）　M （56〜60cm）　L （58〜62cm）　2L （60〜64cm）
価格 ＠2,900円（税抜） 1枚/袋 ＠1,900円（税抜） 1枚/袋
本体 シャミラン®60　E/C=60/40 薄地ブロード　E/C=65/35
顔周り テクノファイン®　E/PU=85/15 2WAYニット　E/PU=85/15
調整 SOFIX® ボタン マジック

品名 フードD（フルフェイス）

共通

品番 EH3426V3 EH3428V3
色 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク
サイズ S （54〜58cm）　M （56〜60cm）　L （58〜62cm）　2L （60〜64cm）
価格 ＠2,900円（税抜） 1枚/袋 ＠1,900円（税抜） 1枚/袋
本体 シャミラン®100　E=100 薄地ブロード　E/C=65/35
顔周り T400®耐久ニット　E=100 2WAYニット　E/PU=85/15
調整 SOFIX® ボタン マジック

品名 フードクラシック

品番 EH3369
色 01 ホワイト
サイズ 　M（62〜66cm）　L （65〜69cm）　※通常より一回り大きいサイズです。

価格 ＠2,400円（税抜） 1枚/袋
本体 綿100％ブロード　C=100
顔周り パイル　E/C=75/25
調整 前留めマジック　後ろゴム

品名 フードクラシック

品番 EH3398
色 01 ホワイト
サイズ 　M（60〜66cm）　L （62〜68cm）　※通常より一回り大きいサイズです。

価格 ＠1,900円（税抜） 1枚/袋
本体 薄地ブロード　 E/C=65/35
顔周り 2WAYニット　E/PU=85/15
調整 マジック

NEW

NEW

長髪が収まる後ろニットの独自デザイン。

短髪の突き出しを防ぐ後ろ生地の独自デザイン。

顔周りにパイル、本体に綿素材を使用したスタンダードモデル。
マスク掛けを標準装備。

顔周りに2WAYニット、本体に薄地ブロードを使用した
スタンダードモデル。

後ろSOFIX®

後ろSOFIX®

後ろマジック

後ろマジック

前留めマジック

前留めマジック 後ろマジック

後ろゴム
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品名 フードショート

品番 EH3252V3
色 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク
サイズ S （53〜58cm）　M （55〜60cm）　L （57〜62cm）　2L （59〜64cm）
価格 ＠3,000円（税抜） 1枚/袋
本体 ドビー　E=100
顔周り T400®耐久ニット　E=100
調整 SOFIX® ボタン

品名 フードショート

品番 EH3256V3
色 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク
サイズ S （53〜58cm）　M （55〜60cm）　L （57〜62cm）　2L （59〜64cm）
価格 ＠2,800円（税抜） 1枚/袋
本体 シャミラン®100　E=100
顔周り T400®耐久ニット　E=100
調整 SOFIX® ボタン

品名 フードショートA

品番 EH3138
色 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク
サイズ S （52〜56cm）　M （56〜60cm）　L （60〜64cm）　2L （64〜68cm）
価格 ＠1,600円（税抜） 1枚/袋
本体 薄地ブロード　E/C=65/35
顔周り 2WAYニット　E/PU=85/15
調整 マジック

品名 フードショートB

品番 EH3238
色 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク
サイズ S （52〜56cm）　M （56〜60cm）　L （60〜64cm）　2L （64〜68cm）
価格 ＠1,600円（税抜） 1枚/袋
本体 薄地ブロード　E/C=65/35
顔周り 2WAYニット　E/PU=85/15
調整 マジック

NEW

NEW

短髪の突き出しを防ぐ後ろ生地の独自デザイン。

長髪が収まる後ろニットの独自デザイン。

首からの毛髪落下を防ぐ独自デザイン。

首からの毛髪落下を防ぐ独自デザイン。

01 ホワイト 11サックス

13ピンク12グリーン

01 ホワイト

01 ホワイト

11サックス

11サックス

13ピンク

13ピンク

12グリーン

12グリーン

01 ホワイト 11サックス

13ピンク12グリーン

マジック

マジック

SOFIX®

SOFIX®
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メガネの装着（ヘアネット・フード共通）
1 2 3

衛生帽子の着用方法
前留フード

被り式フード ■ネット

たれ付帽子

額と頬から毛髪が出ないよう
に帽子を整えます。

アゴ下にあるアジャスターを
やや強めに止めて下さい。

髪を数回
ブラッシング
します。

髪を数回
ブラッシング
します。

長髪の方は、
後ろで束ねて
留めます。

長髪の方は、
後ろで束ねて
留めます。

頭周りはアジャスターでやや
強めに固定して下さい。

鏡で顔と帽子の中心を合わ
せ、眼鏡スリット・マスク掛け
等を正しい位置に調整します。

ケープの上から上着を着用し、
はみ出さないようにして下さ
い。

帽子を裏返して天井を手のひ
らに乗せます。

裏返したまま、帽子の中心部
分を額の中心に当てます。

鏡を見て、帽子の中心部と顔の
中心が合うように調整します。

もう一方の手で帽子の裾を後
ろに引いてかぶります。

メガネをスリットへ通して耳
へかけます。

中心がずれないように片手で押
さえたまま、裾を引っ張ります。

額と頬から毛髪が出ないよう
に帽子を整えます。

前留フード

被り式フード ■ネット

たれ付帽子

額と頬から毛髪が出ないよう
に帽子を整えます。

アゴ下にあるアジャスターを
やや強めに止めて下さい。

髪を数回
ブラッシング
します。

髪を数回
ブラッシング
します。

長髪の方は、
後ろで束ねて
留めます。

長髪の方は、
後ろで束ねて
留めます。

頭周りはアジャスターでやや
強めに固定して下さい。

鏡で顔と帽子の中心を合わ
せ、眼鏡スリット・マスク掛け
等を正しい位置に調整します。

ケープの上から上着を着用し、
はみ出さないようにして下さ
い。

帽子を裏返して天井を手のひ
らに乗せます。

裏返したまま、帽子の中心部
分を額の中心に当てます。

鏡を見て、帽子の中心部と顔の
中心が合うように調整します。

もう一方の手で帽子の裾を後
ろに引いてかぶります。

メガネをスリットへ通して耳
へかけます。

中心がずれないように片手で押
さえたまま、裾を引っ張ります。

額と頬から毛髪が出ないよう
に帽子を整えます。

フルフェイスヘアネット・フード

前留めフード

メガネのフレームの
先に人差し指を当て
ます。

指の先をスリットに
入れ、フレームをス
ライドさせます。

フレームを耳に掛け
整えます。

直径4.8cm
綿・ポリエステル

マスク掛
生地くるみ

（1組）

■マスクの紐がかけやすい円盤型
■耳への負担をなくし、
　帽子内部の異物が出にくい

HACCP向け
■生地をくるんでいるので劣化しにくい
■ソフトな着用感
■丈夫な3層構造

マスク掛の取付加工も承ります。

マスク掛けオプション
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特別縫製
生地の裁ち目を覆い、
繊維の落下を防止する丁寧な縫製。

Point1

通気性に優れたメッシュタイプもご用意
たれメッシュ 側面メッシュ 天メッシュ

深め設計
深めなデザインで、
毛髪をしっかりと収めます。

Point2

フリーサイズ
アジャスター使用で、
全製品フリーサイズ。
サイズを選ぶ必要がないので、
効率的な運用ができます。

Point3

緻密な織物で防塵性能が高く、さらに格子状の
導電糸が織り込まれ帯電防止機能に優れます。

制電帽子もご用意

EP4050-01（バックヤード） EP4450-01（キャスケット）

被るだけで毛髪を覆います。
衛生帽子のロングセラー商品。

毛髪落下防止に
涼しさも備えた衛生帽子。
メッシュタイプを多数ラインナップ。
業種を問わず、幅広い現場を引き立てます。

CAP キャップ
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キャップ 一 覧
生
地

清涼素材

シャミランⓇ60 薄地ブロード ポプリン・綿100％ツイル・制電

バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド

オ
ー
ル
生
地

EP4000 EP4050（制電）

サ
イ
ド
メ
ッ
シ
ュ

EP4018 EP4010（ポプリン）

オ
ー
ル
メ
ッ
シ
ュ

EP4028 EP4020（ポプリン）

キ
ャ
ス
ケ
ッ
ト

EP4400 EP4408 EP4450（制電）

八
角

EP4600　　 　EP4620 EP4608　　 　EP4628 EP4601　　　 EP4621
（綿100％ツイル）　 （綿100％ツイル）

丸
天

EP4800　　 　EP4820 EP4808　　 　EP4828

メッシュ

たれ付

たれ付

たれ付 たれ付

たれ付

メッシュ

メッシュメッシュ

メッシュ

メッシュ
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品名 バックヤード清涼� 2枚入 キャスケット清涼� 2枚入

共通

品番 EP4000 EP4400 EP4408
色 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク　14イエロー　19ブラック 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク　19ブラック（EP4400 のみ）

サイズ フリーサイズ（56～66cm） フリーサイズ（56～66cm）
価格 3,600円（2枚）（税抜） 3,600円（2枚）（税抜） 2,400円（2枚）（税抜）
本体 シャミラン®60　E/C=60/40 シャミラン®60　E/C=60/40 薄地ブロード　E/C=65/35
部分 ー ー
調整 ゴム ゴム

品名 バックヤード横メッシュ� 2枚入 バックヤード制電� 2枚入

共通

品番 EP4010 EP4018 EP4050
色 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク

サイズ フリーサイズ（56～66cm） フリーサイズ（56～66cm）
価格 2,400円（2枚）（税抜） 1,800円（2枚）（税抜） 3,200円（2枚）（税抜）
本体 ポプリン　E/C=65/35 薄地ブロード　E/C=65/35 制電織物　E=100
部分 メッシュ　E=100 メッシュ　E=100
調整 ゴム リボン

品名 バックヤードオールメッシュ� 2枚入 キャスケット制電� 2枚入

共通

品番 EP4020 EP4028 EP4450
色 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク

サイズ フリーサイズ（56～66cm） フリーサイズ（56～66cm）
価格 2,400円（2枚）（税抜） 1,800円（2枚）（税抜） 3,800円（2枚）（税抜）
本体 ポプリン　E/C=65/35 薄地ブロード　E/C=65/35 制電織物　E=100
部分 メッシュ　E=100 メッシュ　E=100
調整 ゴム ゴム

ゴム

ゴム

ゴム ゴム

ゴム

ゴム

01 ホワイト 11サックス

14イエロー

13ピンク

19ブラック

12グリーン

01 ホワイト 11サックス

13ピンク12グリーン

01 ホワイト 11サックス

13ピンク12グリーン

01 ホワイト 11サックス

13ピンク12グリーン

01 ホワイト 11サックス

13ピンク12グリーン

涼しいオール生地、
深めで長髪が収まります。

側面メッシュ、
深めで長髪が収まります。

天井と側面メッシュ、
深めで長髪が収まります。

静電気を抑え、
深めで長髪が収まります。

静電気を抑え、
深めで長髪が収まります。

涼しいオール生地、
深めで長髪が収まります。

（EP4400 のみ）

01 ホワイト 11サックス

13ピンク12グリーン

19ブラック
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品名 八角� 2枚入 丸天� 2枚入

共通

品番 EP4600 EP4608 EP4800 EP4808
色 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク

サイズ フリーサイズ（57～62cm） フリーサイズ（57～64cm）
価格 3,400円（2枚）（税抜） 2,000円（2枚）（税抜） 3,400円（2枚）（税抜） 2,000円（2枚）（税抜）
本体 シャミラン®60　E/C=60/40 薄地ブロード　E/C=65/35 シャミラン®60　E/C=60/40 薄地ブロード　E/C=65/35
部分 ー ー
調整 マジック マジック

品名 八角� 2枚入 丸天� 2枚入

共通

品番 EP4620 EP4628 EP4820 EP4828
色 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク

サイズ フリーサイズ（57～62cm） フリーサイズ（57～64cm）
価格 3,600円（2枚）（税抜） 2,200円（2枚）（税抜） 3,600円（2枚）（税抜） 2,200円（2枚）（税抜）
本体 シャミラン®60　E/C=60/40 薄地ブロード　E/C=65/35 シャミラン®60　E/C=60/40 薄地ブロード　E/C=65/35
部分 メッシュ　E=100 メッシュ　E=100
調整 マジック マジック

品名 八角� 2枚入 八角� 2枚入

共通

品番 EP4601 EP4621
色 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク 01 ホワイト　11サックス　12グリーン　13ピンク

サイズ フリーサイズ（57～62cm） フリーサイズ（57～62cm）
価格 3,400円（2枚）（税抜） 3,600円（2枚）（税抜）
本体 綿100％ツイル　C=100 綿100％ツイル　C=100
部分 ー メッシュ　E=100
調整 マジック マジック

快適な通気性と速乾性、軽量で
長時間の着用に最適。

厚手で丈夫な綾織。

メッシュのたれ付きで快適。
軽量で長時間の着用に最適。

厚手で丈夫な綾織。
メッシュのたれ付きで快適。

メッシュのたれ付きで快適。
軽量で長時間の着用に最適。

快適な通気性と速乾性、軽量で
長時間の着用に最適。

01 ホワイト

01 ホワイト

11サックス

11サックス

13ピンク

13ピンク

12グリーン

12グリーン

01 ホワイト 11サックス

13ピンク12グリーン

01 ホワイト

01 ホワイト

11サックス

11サックス

13ピンク

13ピンク

12グリーン

12グリーン

01 ホワイト 11サックス

13ピンク12グリーン

マジック

マジック

マジック

マジック

マジック

マジック

NEW NEW
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生地 薄地ブロード 綿１００％ブロード 制電織物

混率 ポリエステル65%・綿35% 綿100％ ポリエステル100％

通気量  60cc  70cc  5cc

特長

通気性があり、
柔らかいベーシック素材。

通気性があり、
肌に優しいソフトな天然素材。

毛髪等の異物の付着を防ぐ
導電糸が織り込まれた素材。
緻密な織目で毛髪突き出しが無い。

生地 ポプリン 綿100％ツイル メッシュ・パワーネット・ナイロンハーフ

混率 ポリエステル65％・綿35％ 綿100％ ポリエステル100％ ナイロン85％
ポリウレタン15％ ナイロン100％

通気量  6cc  4cc  400cc以上

特長

中厚で丈夫な平織り。 厚手で丈夫な綾織。 高い通気性。

FABRICS & TECHNOLOGY
生地 シャミラン®60 シャミラン®100 ドビー

混率 ポリエステル60％・綿40％ ポリエステル100％

通気量  86cc  36cc  26cc

特長

麻のように涼しく、
静電気を抑制する涼感素材。

シャミランⓇは東レの商標登録です。

毛髪の突き出し防止に有効で、
ストレッチ性があり
しなやかな涼感素材。
シャミランⓇは東レの商標登録です。

吸水速乾とストレッチ性をあわせ持ち、
毛髪の突き出しが非常に少ない特殊素材。
スキップ織で肌に優しい。

17 



生地 テクノファイン® T400®�耐久ニット 2WAYニット

混率 ポリエステル85%・ポリウレタン15% ポリエステル100％ ポリエステル85%・ポリウレタン15%

通気量  220cc  80cc  80cc

特長

吸汗速乾性に優れ、伸縮性が高く、
肌に優しい。

吸汗速乾性に優れ、伸縮性があり、
洗濯に強い。

伸縮性が高く、肌にフィットする
ベーシック素材。

生地 パイル フライス フリーカット

混率 ポリエステル75％・綿25％ 綿95％・ポリウレタン5％ ナイロン75％・ポリウレタン25％

通気量  70cc  60cc  109cc

特長

タオル生地で、吸汗性に優れ
肌に優しい。

伸縮性があり、吸汗性に優れ、
なめらかな肌ざわり。

伸縮性が高く、肌に優しい
超軽量素材。

種類 マジック  SOFIXⓇボタン ゴム

特長

押さえて締まり、
簡単に剥がせる調整
部材。 柔らかい
ナイロン100％。

テープに樹脂スナップを
射出成形した製品で、
脱落しないのが特長。
特注でブルーも選択可能。

大きく伸縮する、
ポリエステルと
ポリウレタンの
混合素材。

アジャスター

つば芯
種類 ポリエチレン 織芯

特長

固めで強い張りがある樹脂。

80℃以上で軟化変形することがある。

ポリエステルの厚地織物。

高温に耐え、折れない。

洗濯により軟化することがある。

様々な素材も対応可能です。

帽子のことならなんでもご相談下さい。
抗菌防臭・抗ウイルス素材等の対応も
可能です。

※SOFIX®はYKKの登録商標です。

通気量（cm³/cm²･s）は、ボーケン品質評価機構にて通気性試験（フラジール形法）を行い算出。
※目安として50cm³/cm²･sを超えるとクールビズ対象の衣料である。
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品番 / 価格一覧 
頁 品番・色番 品名 色 サイズ 税抜価格 販売単位 頁 品番・色番 品名 色 サイズ 税抜価格 販売単位

09 EH3184V3-01 フードＡ ホワイト S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3184V3-11 フードＡ サックス S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3184V3-12 フードＡ グリーン S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3184V3-13 フードＡ ピンク S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3186V3-01 フードＡ ホワイト S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3186V3-11 フードＡ サックス S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3186V3-12 フードＡ グリーン S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3186V3-13 フードＡ ピンク S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3188V3-01 フードＡ ホワイト S/M/L/2L ¥1,900 1枚

09 EH3188V3-11 フードＡ サックス S/M/L/2L ¥1,900 1枚

09 EH3188V3-12 フードＡ グリーン S/M/L/2L ¥1,900 1枚

09 EH3188V3-13 フードＡ ピンク S/M/L/2L ¥1,900 1枚

09 EH3282V3-01 フード B ホワイト S/M/L/2L ¥3,100 1枚

09 EH3282V3-11 フード B サックス S/M/L/2L ¥3,100 1枚

フード

09 EH3282V3-12 フード B グリーン S/M/L/2L ¥3,100 1枚

09 EH3282V3-13 フード B ピンク S/M/L/2L ¥3,100 1枚

09 EH3282WV3-01 フード B ホワイト S/M/L/2L ¥3,200 1枚

09 EH3282WV3-11 フード B サックス S/M/L/2L ¥3,200 1枚

09 EH3282WV3-12 フード B グリーン S/M/L/2L ¥3,200 1枚

09 EH3282WV3-13 フード B ピンク S/M/L/2L ¥3,200 1枚

09 EH3284V3-01 フード B ホワイト S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3284V3-11 フード B サックス S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3284V3-12 フード B グリーン S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3284V3-13 フード B ピンク S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3286V2-01 フード B ホワイト S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3286V2-11 フード B サックス S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3286V2-12 フード B グリーン S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3286V2-13 フード B ピンク S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3286V3-01 フード B ホワイト S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3286V3-11 フード B サックス S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3286V3-12 フード B グリーン S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3286V3-13 フード B ピンク S/M/L/2L ¥2,900 1枚

09 EH3288V3-01 フード B ホワイト S/M/L/2L ¥1,900 1枚

09 EH3288V3-11 フード B サックス S/M/L/2L ¥1,900 1枚

09 EH3288V3-12 フード B グリーン S/M/L/2L ¥1,900 1枚

09 EH3288V3-13 フード B ピンク S/M/L/2L ¥1,900 1枚

10 EH3369-01 フードクラシック ホワイト M/L ¥2,400 1枚

10 EH3398-01 フードクラシック ホワイト M/L ¥1,900 1枚

10 EH3414V3-01 フード C ホワイト S/M/L/2L ¥2,900 1枚

10 EH3414V3-11 フード C サックス S/M/L/2L ¥2,900 1枚

10 EH3414V3-12 フード C グリーン S/M/L/2L ¥2,900 1枚

10 EH3414V3-13 フード C ピンク S/M/L/2L ¥2,900 1枚

10 EH3418V3-01 フード C ホワイト S/M/L/2L ¥1,900 1枚

10 EH3418V3-11 フード C サックス S/M/L/2L ¥1,900 1枚

10 EH3418V3-12 フード C グリーン S/M/L/2L ¥1,900 1枚

10 EH3418V3-13 フード C ピンク S/M/L/2L ¥1,900 1枚

10 EH3426V3-01 フード D ホワイト S/M/L/2L ¥2,900 1枚

10 EH3426V3-11 フード D サックス S/M/L/2L ¥2,900 1枚

10 EH3426V3-12 フード D グリーン S/M/L/2L ¥2,900 1枚

10 EH3426V3-13 フード D ピンク S/M/L/2L ¥2,900 1枚

10 EH3428V3-01 フード D ホワイト S/M/L/2L ¥1,900 1枚

10 EH3428V3-11 フード D サックス S/M/L/2L ¥1,900 1枚

10 EH3428V3-12 フード D グリーン S/M/L/2L ¥1,900 1枚

10 EH3428V3-13 フード D ピンク S/M/L/2L ¥1,900 1枚

11 EH3138-01 フードショート A ホワイト S/M/L/2L ¥1,600 1枚

11 EH3138-11 フードショート A サックス S/M/L/2L ¥1,600 1枚

11 EH3138-12 フードショート A グリーン S/M/L/2L ¥1,600 1枚

11 EH3138-13 フードショート A ピンク S/M/L/2L ¥1,600 1枚

フードショート

ヘアネット
06 ET1050 ハーフネット ホワイト フリーサイズ ¥6,000 10枚

06 ET1063 ハーフネット ホワイト M/L/2L ¥6,000 10枚

06 ET1066 ハーフネット 長髪用 ホワイト S/M/L ¥6,000 10枚

06 ET2075 ヘアバンド ホワイト フリーサイズ ¥6,000 10枚

06 ET2120 ヘアバンド ホワイト フリーサイズ ¥7,600 10枚

06 ET2400-01 ヘアバンド カラー 白 フリーサイズ ¥15,000 10枚

06 ET2400-11 ヘアバンド カラー 青 フリーサイズ ¥15,000 10枚

06 ET2400-12 ヘアバンド カラー 緑 フリーサイズ ¥15,000 10枚

06 ET2400-13 ヘアバンド カラー 桃 フリーサイズ ¥15,000 10枚

06 ET2400-14 ヘアバンド カラー 黄 フリーサイズ ¥15,000 10枚

06 ET2400-17 ヘアバンド カラー 赤 フリーサイズ ¥15,000 10枚

06 ET2400-18 ヘアバンド カラー 紺 フリーサイズ ¥15,000 10枚

06 ET2400-20 ヘアバンド カラー 橙 フリーサイズ ¥15,000 10枚

06 ET2400-21 ヘアバンド カラー 水色 フリーサイズ ¥15,000 10枚

06 ET2482 ハーフネット マジック付 ホワイト フリーサイズ ¥8,000 10枚

06 ET2483 ハーフネット ホワイト フリーサイズ ¥7,000 10枚

06 ET2486 ハーフネット 長髪用 ホワイト フリーサイズ ¥7,600 10枚

06 ET7063 パワーネット ブラック フリーサイズ ¥9,800 10枚

06 ET7165 ハーフネット ホワイト フリーサイズ ¥9,800 10枚

06 ET7265 パワーネット ブラック フリーサイズ ¥10,000 10枚

05 ET7560V2 パワーネット ホワイト S/M/L ¥13,000 10枚

05 ET7561V2 パワーネット ホワイト S/M/L ¥10,000 10枚

05 ET7564 フリーカット ホワイト S/M/L ¥14,000 10枚

05 ET7570V2 オールニット ホワイト S/M/L ¥15,000 10枚

05 ET7571V2 オールニット ホワイト S/M/L ¥11,000 10枚

05 ET7660V2 パワーネット ケープ ホワイト S/M/L ¥15,000 10枚

05 ET7661V2 パワーネット ケープ ホワイト S/M/L ¥12,000 10枚

05 ET7670V2 オールニット ケープ ホワイト S/M/L ¥19,000 10枚

05 ET7671V2 オールニット ケープ ホワイト S/M/L ¥13,000 10枚
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頁 品番・色番 品名 色 サイズ 税抜価格 販売単位 頁 品番・色番 品名 色 サイズ 税抜価格 販売単位

15 EP4408-12 キャスケット 清涼 グリーン フリーサイズ ¥2,400 2枚

15 EP4408-13 キャスケット 清涼 ピンク フリーサイズ ¥2,400 2枚

15 EP4450-01 キャスケット 静電 ホワイト フリーサイズ ¥3,800 2枚

15 EP4450-11 キャスケット 静電 サックス フリーサイズ ¥3,800 2枚

15 EP4450-12 キャスケット 静電 グリーン フリーサイズ ¥3,800 2枚

15 EP4450-13 キャスケット 静電 ピンク フリーサイズ ¥3,800 2枚

16 EP4600-01 八角 ホワイト フリーサイズ ¥3,400 2枚

16 EP4600-11 八角 サックス フリーサイズ ¥3,400 2枚

16 EP4600-12 八角 グリーン フリーサイズ ¥3,400 2枚

16 EP4600-13 八角 ピンク フリーサイズ ¥3,400 2枚

16 EP4601-01 八角 ホワイト フリーサイズ ¥3,400 2枚

16 EP4601-11 八角 サックス フリーサイズ ¥3,400 2枚

16 EP4601-12 八角 グリーン フリーサイズ ¥3,400 2枚

16 EP4601-13 八角 ピンク フリーサイズ ¥3,400 2枚

16 EP4608-01 八角 ホワイト フリーサイズ ¥2,000 2枚

16 EP4608-11 八角 サックス フリーサイズ ¥2,000 2枚

16 EP4608-12 八角 グリーン フリーサイズ ¥2,000 2枚

16 EP4608-13 八角 ピンク フリーサイズ ¥2,000 2枚

16 EP4620-01 八角 ホワイト フリーサイズ ¥3,600 2枚

16 EP4620-11 八角 サックス フリーサイズ ¥3,600 2枚

16 EP4620-12 八角 グリーン フリーサイズ ¥3,600 2枚

16 EP4620-13 八角 ピンク フリーサイズ ¥3,600 2枚

16 EP4621-01 八角 ホワイト フリーサイズ ¥3,600 2枚

16 EP4621-11 八角 サックス フリーサイズ ¥3,600 2枚

16 EP4621-12 八角 グリーン フリーサイズ ¥3,600 2枚

16 EP4621-13 八角 ピンク フリーサイズ ¥3,600 2枚

16 EP4628-01 八角 ホワイト フリーサイズ ¥2,200 2枚

16 EP4628-11 八角 サックス フリーサイズ ¥2,200 2枚

16 EP4628-12 八角 グリーン フリーサイズ ¥2,200 2枚

16 EP4628-13 八角 ピンク フリーサイズ ¥2,200 2枚

16 EP4800-01 丸天 ホワイト フリーサイズ ¥3,400 2枚

16 EP4800-11 丸天 サックス フリーサイズ ¥3,400 2枚

16 EP4800-12 丸天 グリーン フリーサイズ ¥3,400 2枚

16 EP4800-13 丸天 ピンク フリーサイズ ¥3,400 2枚

16 EP4808-01 丸天 ホワイト フリーサイズ ¥2,000 2枚

16 EP4808-11 丸天 サックス フリーサイズ ¥2,000 2枚

16 EP4808-12 丸天 グリーン フリーサイズ ¥2,000 2枚

16 EP4808-13 丸天 ピンク フリーサイズ ¥2,000 2枚

16 EP4820-01 丸天 ホワイト フリーサイズ ¥3,600 2枚

16 EP4820-11 丸天 サックス フリーサイズ ¥3,600 2枚

16 EP4820-12 丸天 グリーン フリーサイズ ¥3,600 2枚

16 EP4820-13 丸天 ピンク フリーサイズ ¥3,600 2枚

16 EP4828-01 丸天 ホワイト フリーサイズ ¥2,200 2枚

16 EP4828-11 丸天 サックス フリーサイズ ¥2,200 2枚

16 EP4828-12 丸天 グリーン フリーサイズ ¥2,200 2枚

16 EP4828-13 丸天 ピンク フリーサイズ ¥2,200 2枚

15 EP4000-01 バックヤード 清涼 ホワイト フリーサイズ ¥3,600 2枚

15 EP4000-11 バックヤード 清涼 サックス フリーサイズ ¥3,600 2枚

15 EP4000-12 バックヤード 清涼 グリーン フリーサイズ ¥3,600 2枚

15 EP4000-13 バックヤード 清涼 ピンク フリーサイズ ¥3,600 2枚

15 EP4000-14 バックヤード 清涼 イエロー フリーサイズ ¥3,600 2枚

15 EP4000-19 バックヤード 清涼 ブラック フリーサイズ ¥3,600 2枚

15 EP4010-01 バックヤード横メッシュ ホワイト フリーサイズ ¥2,400 2枚

15 EP4010-11 バックヤード横メッシュ サックス フリーサイズ ¥2,400 2枚

15 EP4010-12 バックヤード横メッシュ グリーン フリーサイズ ¥2,400 2枚

15 EP4010-13 バックヤード横メッシュ ピンク フリーサイズ ¥2,400 2枚

15 EP4018-01 バックヤード横メッシュ ホワイト フリーサイズ ¥1,800 2枚

15 EP4018-11 バックヤード横メッシュ サックス フリーサイズ ¥1,800 2枚

15 EP4018-12 バックヤード横メッシュ グリーン フリーサイズ ¥1,800 2枚

15 EP4018-13 バックヤード横メッシュ ピンク フリーサイズ ¥1,800 2枚

15 EP4020-01 バックヤードオールメッシュ ホワイト フリーサイズ ¥2,400 2枚

15 EP4020-11 バックヤードオールメッシュ サックス フリーサイズ ¥2,400 2枚

15 EP4020-12 バックヤードオールメッシュ グリーン フリーサイズ ¥2,400 2枚

15 EP4020-13 バックヤードオールメッシュ ピンク フリーサイズ ¥2,400 2枚

15 EP4028-01 バックヤードオールメッシュ ホワイト フリーサイズ ¥1,800 2枚

15 EP4028-11 バックヤードオールメッシュ サックス フリーサイズ ¥1,800 2枚

15 EP4028-12 バックヤードオールメッシュ グリーン フリーサイズ ¥1,800 2枚

15 EP4028-13 バックヤードオールメッシュ ピンク フリーサイズ ¥1,800 2枚

15 EP4050-01 バックヤード 静電 ホワイト フリーサイズ ¥3,200 2枚

15 EP4050-11 バックヤード 静電 サックス フリーサイズ ¥3,200 2枚

15 EP4050-12 バックヤード 静電 グリーン フリーサイズ ¥3,200 2枚

15 EP4050-13 バックヤード 静電 ピンク フリーサイズ ¥3,200 2枚

15 EP4400-01 キャスケット 清涼 ホワイト フリーサイズ ¥3,600 2枚

15 EP4400-11 キャスケット 清涼 サックス フリーサイズ ¥3,600 2枚

15 EP4400-12 キャスケット 清涼 グリーン フリーサイズ ¥3,600 2枚

15 EP4400-13 キャスケット 清涼 ピンク フリーサイズ ¥3,600 2枚

15 EP4400-19 キャスケット 清涼 ブラック フリーサイズ ¥3,600 2枚

15 EP4408-01 キャスケット 清涼 ホワイト フリーサイズ ¥2,400 2枚

15 EP4408-11 キャスケット 清涼 サックス フリーサイズ ¥2,400 2枚

キャップ

11 EH3238-01 フードショート B ホワイト S/M/L/2L ¥1,600 1枚

11 EH3238-11 フードショート B サックス S/M/L/2L ¥1,600 1枚

11 EH3238-12 フードショート B グリーン S/M/L/2L ¥1,600 1枚

11 EH3238-13 フードショート B ピンク S/M/L/2L ¥1,600 1枚

11 EH3252V3-01 フードショート ホワイト S/M/L/2L ¥3,000 1枚

11 EH3252V3-11 フードショート サックス S/M/L/2L ¥3,000 1枚

11 EH3252V3-12 フードショート グリーン S/M/L/2L ¥3,000 1枚

11 EH3252V3-13 フードショート ピンク S/M/L/2L ¥3,000 1枚

11 EH3256V3-01 フードショート ホワイト S/M/L/2L ¥2,800 1枚

11 EH3256V3-11 フードショート サックス S/M/L/2L ¥2,800 1枚

11 EH3256V3-12 フードショート グリーン S/M/L/2L ¥2,800 1枚

11 EH3256V3-13 フードショート ピンク S/M/L/2L ¥2,800 1枚
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●印刷の都合により、写真と実物では多少色が異なる場合がありますのでご了承ください。
●やむをえない事情により、記載商品の仕様・価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
●本誌に記載のデザイン・写真・イラスト・文章などを無断で転載、転用、複製することを禁じます。

 【複製禁止、無断掲載禁止】本カタログに含まれる一切の情報は、特許法・意匠法・著作権法等に保護されており、当社の許可を
得ずに、複製・コピー・改変・ネットでの公開、掲載を含むどのような手段であっても、二次使用を禁止します。当社では専門家が
常時チェックをしており、万が一前述の行為が発覚した場合は、知的財産権専門の弁護士を通じ、損害賠償請求をいたします。
知的財産権の範囲は商品の製造販売とマーケティング全体であり、当カタログのコンセプトに類似した宣伝については、
知的財産権の侵害を主張します。
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