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■クリーンウエーブソール（防汚性耐滑底 )

●汚れが残りにくい
器具の汚染・洗浄度調査に使用する、“ 汚れ（ATP 値）” と “ 細菌の
残留（細菌数）” について、ハイブリーダーと当社従来品、他社同
等品とを比較。ハイブリーダーの、ATP 中央値と生菌数は、当社従
来品、他社同等品よりも明らかに低いことから、ハイブリーダーは
汚れを容易に除去できることが確認されました。

■防汚・洗浄性評価試験
試験方法：汚れた長靴を水道水で 30 秒間ブラシ洗浄した後、蒸
留水の入ったビニル袋に入れ振とう洗浄し、その洗浄水について、
ATP 化学発光試験と細菌培養試験による比較評価試験実施。

（試験先：帯広畜産大学 畜産フィールド科学センター　木田教授監修）

・ATP 化学発光試験結果

          単位：RLU( 相対的化学発光量）

食品業界や医療機関で器具の洗浄度調査に実施されている ATP 化学発光試
験は、微生物や食物の残渣などの付着した汚れを酵素で発光させ、その発
光量によって汚れ度合いを評価する試験です。

「ハイブリーダー」の試験中央値（1000RLU) は当社従来品及び、他社同
等品（10000RLU) に比べ 10 分の 1 以下と低い値となっています。
汚れがつき難い優れた防汚性、洗浄性を検証。

・細菌培養試験

          単位：RLU( 相対的化学発光量）

振とう洗浄した洗浄水を 10 倍に希釈し、24 時間培養後の細菌数を測定。
「ハイブリーダー」の中央値 (200 強 CFU) の値は、当社従来品及び他社同
等品の値（最大値 1000CFU 以上＝∞個）に比べ、遥かに低い値です。細
菌が付着し難い衛生的な仕様を実証。

 よごれにくい　つまりにくい
■クリーンウエーブソール (防汚性耐滑底）
・クリーンウエーブソールはすべりにくい

クリーンウエーブソールは、洗浄性はもちろん、耐滑性にも優
れています。従来の一般安全靴に比べて２倍以上の耐滑性能を
実現。動摩擦係数 0.2 以上を大きくクリアしています。

摩擦係数比較表

■グリッドソール（耐滑底）
ゾナ G ５の耐滑性は、一般衛生長に比べ２倍以上のグリップ効
果があります。ブロック意匠エッジが接地面とソールの間の水・
油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。
摩擦係数比較表

　　　　　　　　　　　　  　( 試験依頼先 財団法人化学物質評価研究機構）
※試験方法 :
製品に人工足を履かせ、接地材に垂直の力（500±25N）で押し付け接地材を
水平方向に移動（0.22±0.02m ／ S）した時の、底と接地材に働く水平方向
の荷重から摩擦係数を測定。

すべりにくい

　　　　　項目
アイテム 底の接地（材）状態 動摩擦係数

従来安全長靴 ステンレス＋グリセリン 0.11
ハイブリーダー ステンレス＋グリセリン 0.47

　　　　　項目
アイテム 底の接地（材）状態 動摩擦係数

一般衛生長 ステンレス＋グリセリン 0.08
他社耐滑機能品 ステンレス＋グリセリン 0.25

ゾナ G5 ステンレス＋グリセリン 0.46

汚れが詰まりにくく、落としやすい
クリーンウエーブソール

（特許取得　第 5222431 号）

■防寒裏布
・7mm 厚ウレタンパイルボア裏

・5mm 厚ウレタン吸湿発熱裏

・4mm 厚ウレタン裏

防寒

   ・防寒ザクタス Z-02W
   ・ゾナG3 耐油ウレタン裏
保温性と足あたり感に優れたナイ
ロ ン ト リ コ ッ ト 4mm ウ レ タ ン
フォームを採用。

  ・防寒ゾナ 耐油 P
  ・防寒ゾナ ネオ耐油P
暖かい 7mm ウレタンフォームと
肌触りの良いパイルボアを採用し、
保温性アップ。

   ・ゾナウォーマーⅢ
新採用の吸湿発熱素材で、心地よ
い暖かさとムレにくく快適な履き
心地を実現。
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■耐油
・耐油…耐油性に優れた特殊配合を使用。
・ネオ耐油…ガソリンスタンドや化学工場など、強い耐油性を
                 要する職場に最適です。

油につよい

■SIAAマーク取得

■ゾナシリーズの抗菌活性値  抗菌試験データ（JIS  Z2801)
SIAA 認定試験では、製品の劣化を想定した耐水処理を行った試料
で試験を実施し、抗菌活性値が 2.0 以上で認定製品となります。

JIS Z2801 で定められている試験方法で、抗菌効果の程度を判定する指標
の値です。抗菌活性値は試験未加工試料上で 24 時間培養後の菌数の対数
から抗菌加工をした試料上で 24 時間培養後の菌数の対数値を引いたもの
です。

抗菌

菌株菌株 大腸菌
NBRC3972

黄色ブドウ球菌
NBRC12732

抗菌活性値 耐水処理 耐光処理 耐水処理 耐光処理
4.6 5.7 4.9 3.7

■インソール
（ゾナウォーマーⅢ、防寒ゾナ耐油P、防寒ゾナネオ耐油P）
足ムレ防止吸湿速乾インソール。ベースの格子状ソフト素材は、クッ
ション性はもちろん、表面生地が吸湿した湿気の速乾性も高めてい
ます。また底面からの遮冷遮熱効果にも優れています。

インソール表面 インソール裏面

■先芯
・鋼製先芯
丈夫なスチール製の先芯を使用。つま先部を落下物等による危険か
ら保護します。
・ハイブリーダーガード　
・ゾナセーフティー　　　

■踏み抜き防止板
中底部に、釘・金属片・ガラス・木材等の突き刺しを防止する耐踏
み抜き板を内蔵。底面を保護します。

※縁廻りの突き刺しには対応しておりません。

安全

SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結
果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質
管理・情報公開された製品に表示されています。
     ※抗菌加工は汚れないことを保証するものではありません。
　     必ずお手入れしていただけますようお願い申し上げます。
     ※ご使用後はよく洗ってください。表面に汚れが残って
　     いると抗菌効果が発揮されません。

■インソール（ハイブリーダー）
ベースにクッション性の高いソフトメッシュ素材を採用。底面から
の衝撃吸収と、足のフィット性の向上＆軽量感を実現し、作業者の
疲労軽減を測りました。また、表生地に吸湿速乾カノコ編み生地を
採用し、足ムレ感も軽減します。

■インソール（ゾナG５）
足裏にフィットしたカップインソールを採用。ブーツ内の足ブレを
抑え、歩行時の安定性を高めました。表生地は吸湿速乾性生地の採
用によりブーツ内を快適に保ちます。

インソール

インソール表面 インソール裏面

インソール表面 インソール裏面
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ハイブリーダーHB-200

甲材 / 底材 PVC
外寸 38.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 22.5 ～ 27.0,28.0,29.0,30.0cm
個装 / 入数 箱入 /6
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合

・耐油配合
・インソール入り
・クリーンウエーブソール
　（耐滑・防汚底）

カラー 白 C0196AA
黒 C0196AB

つまりにくい底意匠　先芯なし

日本製

ゾナグリッド

甲材 / 底材 PVC
外寸 32.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 22.5 ～ 27.0,28.0cm
個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合

・耐油配合
・耐滑底（グリッドソール )

カラー 白 C0094AA

フィット感ある足入れ

日本製

ゾナG5

甲材 / 底材 PVC
外寸 30.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 白：

22.5 ～ 27.0,28.0,29.0,30.0cm
ピンク・ミント :
22.5 ～ 27.0,28.0,29.0cm

個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合

・耐油配合
・耐滑底（グリッドソール )
・インソール入り

カラー 白 C0160AA
ピンク C0162AA
ミント C0162AB

すべりにくい底意匠

日本製
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ザクタスZ-01

甲材 / 底材 PVC
外寸 41.5cm(26.0cm の場合 )
サイズ 24.0 ～ 27.0,28.0,29.0cm
個装 / 入数 箱入 /5
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合 ( 白のみ）

・耐油配合

カラー 白 C0140BE
黒 C0140BF
ブルー C0140BG
レッド C0140BI
イエロー C0140BH

PVC 長靴ロングタイプのスタンダード

日本製

ザクタスZ-100

甲材 / 底材 PVC
外寸 41.5cm(26.0cm の場合 )
サイズ 24.0 ～ 27.0,28.0,29.0cm
個装 / 入数 箱入 /5
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合 ( 白のみ）

・耐油配合

カラー 白 C0140BJ
黒 C0140BK
ブルー C0140BL
レッド C0140BN
イエロー C0140BM

PVC 長靴ロングタイプのサイドマーク入り

日本製
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ゾナG5カバー付

甲材 / 底材 PVC
外寸 42.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 22.5 ～ 27.0,28.0,29.0,30.0cm
個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合

・耐油配合
・耐滑底（グリッドソール )
・インソール入り

カラー 白 C0161AA

すべりにくい底意匠 カバー付タイプ

日本製

ゾナG3ネオ耐油　カバー付

甲材 / 底材 PVC
外寸 42.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 22.5 ～ 27.0,28.0,29.0cm
個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合

・ネオ耐油配合

カラー 黒 C0125AA
白 C0125AB

強耐油配合 カバー付タイプ

日本製

ゾナG3耐油 カバー付

甲材 / 底材 PVC
外寸 42.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 22.5 ～ 27.0,28.0,29.0,30.0cm
個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合

・耐油配合

カラー 白 C0124AB

カバー付タイプ

日本製
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ゾナG3耐油

甲材 / 底材 PVC
外寸 30.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 白・黒：

22.5 ～ 27.0,28.0,29.0,30.0cm
ピンク：22.5 ～ 25.0cm
ミント :  22.5 ～ 27.0,28.0,29.0cm

個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合

・耐油配合

カラー 白 C0117AA
黒 C0116AA
ピンク C0131AA
ミント C0131AB

PVC 製長靴のスタンダード

日本製

スーパーゾナ耐油

甲材 / 底材 PVC
外寸 32.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 白・黒：

22.5 ～ 26.0,27.0,28.0cm
ブルー：
22.5,23.0,
24.0 ～ 26.0,27.0,28.0cm

個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合

・耐油配合

カラー 白 C0070AA
黒 C0069AA
ブルー C0084AA

フィット感ある足入れ

日本製

ゾナG3ネオ耐油

甲材 / 底材 PVC
外寸 30.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 22.5 ～ 27.0,28.0,29.0cm
個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合

・ネオ耐油配合

カラー 黒 C0119AA
白 C0120AA

強耐油配合タイプ

日本製

ゾナGL耐油

甲材 / 底材 PVC
外寸 28.5cm(26.0cm の場合 )
サイズ 22.5 ～ 26.0,27.0,28.0cm
個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合 ( 白のみ）

・耐油配合

カラー 白 C0002AA
黒 C0001AA

PVC 製スタンダードブーツ

日本製
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ハイブリーダーガードHB-500

甲材 / 底材 PVC
外寸 38.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 22.5 ～ 27.0,28.0,29.0,30.0cm
個装 / 入数 箱入 /6
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合

・耐油配合
・インソール入り
・クリーンウエーブソール
　（耐滑・防汚底）
・鋼製先芯

カラー 白 C0190AA
黒 C0190AB

つまりにくい底意匠　先芯入り

日本製

ゾナセーフティーS-01

甲材 / 底材 PVC
外寸 35.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 22.5 ～ 27.0,28.0,29.0,30.0cm
個装 / 入数 箱入 /6
仕様・特長 ・耐油配合

・インソール入り
・鋼製先芯

カラー 白 C0170AA
黒 C0170AB

鋼製先芯入り　安全スタンダードタイプ

ハイブリーダーガードHB-501カバー付

甲材 / 底材 PVC
外寸 44.5cm(26.0cm の場合 )
サイズ 22.5 ～ 27.0,28.0,29.0,30.0cm
個装 / 入数 箱入 /6
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合

・耐油配合
・インソール入り
・クリーンウエーブソール
　（耐滑・防汚底）
・鋼製先芯

カラー 白 C0191AA

ホコリ・水の侵入を防ぐカバー付

日本製

ゾナセーフティーS-10

甲材 / 底材 PVC
外寸 30.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 22.5 ～ 27.0,28.0,29.0,30.0cm
個装 / 入数 箱入 /6
仕様・特長 ・耐油配合

・インソール入り
・鋼製先芯

カラー 白 C0170AC

鋼製先芯入り　ショートタイプ
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フェルト安全半長 F型

甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム
後丈 30.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 24.0 ～ 26.0,27.0,28.0,29.0cm
個装 / 入数 紙袋入 /10
仕様・特長 ・鋼製先芯

・5.5mm 厚フェルト裏
・フェルトインソール
・テイクオフカウンター

カラー 黒 A0026BH

丈夫・防寒・安全のハイグレード仕様

ライトセーフティーワークス LSW-02

甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム
後丈 35.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 24.0 ～ 26.0,27.0,28.0,

                          29.0,30.0cm
個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・超軽量配合

・鋼製先芯
・5.5mm 厚フェルトライニング
・フェルトインソール
・スタッドレスソール
　（キュービックソール）
・テイクオフカウンター

カラー 黒 A0020AC

防寒・防滑機能で寒冷所での作業に最適

ライトセーフティーワークス LSW-01

甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム
後丈 35.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 24.0 ～ 26.0,27.0,28.0,

                         29.0,30.0cm
個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・超軽量配合

・鋼製先芯
・アルミ蒸着
      ＋ 7mm メッシュウレタン裏
・吸汗フラットインソール
・スタッドレスソール
　（キュービックソール）

カラー 黒 A0020AB

防寒・防滑機能で寒冷所での作業に最適
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防寒ゾナ耐油P

甲材 / 底材 PVC
外寸 32.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 23.0 ～ 28.0cm

( ハーフサイズ無）
個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合

・耐油配合
・7mm 厚ウレタンパイルボア裏
・インソール入り

カラー 白 C0098AB

7mm 厚ウレタンパイルボア裏

日本製

ゾナG3耐油 ウレタン裏

甲材 / 底材 PVC
外寸 30.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 22.5 ～ 27.0,28.0,29.0cm
個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合

・耐油配合
・4mm 厚ウレタン裏

カラー 白 C0117AG

4mm 厚ウレタン裏

日本製

ゾナウォーマーⅢ

甲材 / 底材 PVC
外寸 32.0cm(26.0cm の場合 )
サイズ 23.0 ～ 28.0cm

( ハーフサイズ無）
個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合

・耐油配合
・5mm 厚ウレタン吸湿発熱裏
・インソール入り

カラー 白 C0106AE
黒 C0106AF
ブルー C0106AG

5mm 厚ウレタン吸湿発熱裏

日本製 季節品
黒、ブルー

防寒ザクタスZ-02W

甲材 / 底材 PVC
外寸 41.5cm(26.0cm の場合 )
サイズ 24.0 ～ 27.0,28.0,29.0cm
個装 / 入数 箱入 /5
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合 ( 白のみ）

・耐油配合
・4mm 厚ウレタン裏

カラー 白 C0145AN
黒 C0145AO
ブルー C0145AP
レッド C0145AR
イエロー C0145AQ

4mm 厚ウレタン裏ロングタイプ

日本製 季節品
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■Dr. ホッキーソール（耐滑底）
東北大学大学院 堀切川教授と共同開発による「滑り出しにくく、滑
り出してもすぐ止まる」静摩擦と動摩擦の両方の向上で耐滑性の飛
躍的向上を実現しました。

両方を高める事で耐滑性の飛躍的向上が実現！
耐滑性の最高区分である区分５の性能

動摩擦：ステンレス＋グリセリンによる試験
静摩擦：ステンレス＋サラダ油による自社試験方法

■クリーンウェーブソール（耐滑底）

■キュービックソール（耐滑底）

■グリッドソール（耐滑底）

■殺菌処理に強い
殺菌処理を行うと靴の素材にダメージを与えてしまうことがありま
す。シェフメイトα -4000、シェフメイトグラスパーシリーズ ,
シェフメイト クリーンウェーブシリーズは殺菌処理の影響を受けに
くい素材を採用しどんな使用環境でも安定した性能を発揮します。

丈夫すべりにくい

ゴミが付着しにくく、滑りにくい、EVA
キュービックパターンソール

水・油を扱う滑りやすい作業環境に最適。
作業者の安全と快適な履き心地を提供しま
す。多方向に効くウインドミルパターンを
採用、前後左右どの方向にもその耐滑性を
発揮します。

耐滑性能 動摩擦係数 静摩擦係数

シェフメイトグラスパー 0.57 0.65
従来耐滑品 0.36 0.13

他社品 0.35 0.20

クリーンウェーブソールは、汚れが詰まりに
くく、詰まっても簡単に取れやすい形状に設
計しました。そのため作業への負担が少なく、
衛生環境を維持できます。
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■アッパー素材
・日本製クラリーノ ® アッパー

クラリーノ ® は天然皮革の構造をモデルに、特殊な合成繊維を用い
た不織布にポリウレタン樹脂を含浸したベースを用いています。
クラリーノ ® は、素材自体が軽く、耐久性に優れた素材です。

・抗菌
クラリーノ ® は、抗菌加工されています。

・日本製クラリーノ ® 抗菌試験     抗菌試験テータ (JIS Z2801)

JIS Z2801 では、抗菌活性値が 2.0 以上で抗菌効果があると
規定されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（試験実施：JNLA 認定機関）

JIS Z2801 で定められている試験方法で、抗菌効果の程度を判定する指
標の値です。
無加工品の 24 時間培養後菌数を抗菌加工品の 24 時間培養後菌数で除
した数の対数値で算出されます。

・人工皮革（PU) アッパー
表面にポリウレタン樹脂でコーティングされています。

■クッション性
軽く疲れにくい発泡材をミッドソールに採用。
適度なクッション性で疲れにくい。

その他

■耐油底
底材に耐油性に優れた特殊配合を使用。

油につよい

■先芯
・樹脂先芯

つま先を保護する特殊強化樹脂の先芯をつま先部に内蔵してい
ます。
・シェフメイト クリーンウエーブガードCC-510S
・シェフメイトグラスパーガードCG-502S
・シェフメイトセーフティーα -300

安全

菌株菌株 大腸菌
NBRC3972

黄色ブドウ球菌
NBRC12732

抗菌活性値 6.0 4.8

■SIAAマーク取得
抗菌

SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結
果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管
理・情報公開された製品に表示されています。

     ※抗菌加工は汚れないことを保証するものではありません。
　     必ずお手入れしていただけますようお願い申し上げます。
     ※ご使用後はよく洗ってください。表面に汚れが残って
　     いると抗菌効果が発揮されません。
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シェフメイトクリーンウェーブCC-210

甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、合成ゴム底
サイズ 22.5 ～ 28.0,29.0,30.0cm
個装 / 入数 箱入 /20
仕様・特長 ・日本製クラリーノ ® アッパー

・クリーンウェーブソール
  （耐滑底）
・3E

カラー 白 E0633DA
黒 E0633DB

詰まりにくくて滑りにくい

日本製

シェフメイトα -7000

甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、EVA
サイズ 22.0 ～ 28.0,29.0,30.0,31.0cm
個装 / 入数 箱入 /20
仕様・特長 ・日本製クラリーノ ® アッパー

・キュービックソール（耐滑底）
・3E

カラー 白 E0631AA
黒 E0631AB
ピンク E0631AC
スカイ E0631AL
ミント E0631AD

キュービックソール　防滑タイプ

日本製

シェフメイトグラスパーCG-002

甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、合成ゴム底
サイズ 22.5 ～ 28.0,29.0,30.0cm
個装 / 入数 箱入 /20
仕様・特長 ・日本製クラリーノ ® アッパー

・Dr. ホッキーソール（耐滑底）
・インソール入り
・3E

カラー 白 E0633AH
黒 E0633AI
ピンク E0633AJ
スカイ E0633AL
ミント E0633AK

滑り出しにくく、滑り出してもすぐ止まる

日本製

シェフメイトα -8000

甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、EVA
サイズ 22.0 ～ 28.0,29.0cm
個装 / 入数 箱入 /20
仕様・特長 ・日本製クラリーノ ® アッパー

・キュービックソール（耐滑底）
・3E

カラー 白 E0632AA

キュービックソール　ミドル丈

日本製
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シェフメイトα -3000 日本製

甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、EVA
サイズ 22.0 ～ 27.0,28.0,29.0cm
個装 / 入数 箱入 /20
仕様・特長 ・日本製クラリーノ ® アッパー

・キュービックソール（耐滑底）
・2E

カラー 白 E0634AA
黒 E0634AB

超軽量タイプ

シェフメイトα -100

甲材 / 底材 人工皮革 / EVA、合成ゴム
サイズ 白・黒 /

21.0 ～ 28.0,29.0,30.0,31.0cm
その他 /
22.0 ～ 28.0,29.0,30.0cm

個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・グリッドソール（耐滑底）

・インソール入り
・3E

カラー 白 E0635BA
黒 E0635BB
ピンク E0635BC
スカイ E0635BD
ミント E0635BE

軽く疲れにくいタイプ

シェフメイトα -4000

甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、合成ゴム底
サイズ 白・黒：

21.0 ～ 28.0,29.0,30.0,31.0cm
その他：
22.0 ～ 27.0,28.0,29.0,30.0cm

個装 / 入数 箱入 /20
仕様・特長 ・日本製クラリーノ ® アッパー

・グリッドソール（耐滑底）
・2E

カラー 白 E0634BA
黒 E0634BB
ピンク E0634BC
スカイ E0634BD
ミント E0634BE

殺菌処理に強い！

日本製

シェフメイトα -150

甲材 / 底材 人工皮革 / EVA、合成ゴム
サイズ 22.0 ～ 28.0,29.0,30.0cm
個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・グリッドソール（耐滑底）

・インソール入り
・3E

カラー 黒 E0635BX

軽量フロア向けタイプ
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シェフメイトサボα -120

甲材 / 底材 人工皮革 / EVA、合成ゴム
サイズ 22.0 ～ 28.0cm 

（ハーフサイズ無）
個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・グリッドソール（耐滑底）

・インソール入り
・３E

カラー 黒 E0635BK

滑りにくい底 サボタイプ

シェフメイトサボα -125

甲材 / 底材 人工皮革 /EVA
サイズ 22.0～29.0cm(ハーフサイズ無）
個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・耐油底

・吸汗裏布
・インソール入り
・3E

カラー 黒 E0635BL

軽量設計　サボタイプ
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シェフメイトクリーンウェーブガードCC-510S

甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、合成ゴム底
サイズ 23.0 ～ 27.0,28.0,29.0,30.0cm
個装 / 入数 箱入 /20
仕様・特長 ・日本製クラリーノ ® アッパー

・クリーンウェーブソール
  （耐滑底）
・樹脂先芯
・3E

カラー 白 E0633EA

詰まりにくくて滑りにくい

日本製

シェフメイトセーフティーα -300

甲材 / 底材 人工皮革 / EVA、合成ゴム
サイズ 22.0 ～ 28.0,29.0cm
個装 / 入数 箱入 /10
仕様・特長 ・グリッドソール（耐滑底）

・インソール入り
・樹脂先芯　
・3E

カラー 白 E0635CH
黒 E0635CI

軽く疲れにくい先芯入りタイプ

シェフメイトグラスパーガードCG-502S

甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、合成ゴム底
サイズ 23.0 ～ 27.0,28.0,29.0,30.0cm
個装 / 入数 箱入 /20
仕様・特長 ・日本製クラリーノ ® アッパー

・Dr. ホッキーソール（耐滑底）
・樹脂先芯
・3E

カラー 白 E0633CH
黒 E0633CI

Dr. ホッキーソールの先芯入りタイプ

日本製
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■防汚加工
生地表面に油・血などの汚れが付着しにくく簡単に洗い流せる特殊
加工が施されています。

 よごれにくい

■カッポウタイプ

■ワンタッチ

 特殊

腰部に鋼製のバンドが内蔵されており、素早く簡単に着脱が可能 。
肩紐がないので肩への負担がなく、紐を結ぶ手間がなく着脱の多い
職場に最適です。胸当は芯が内蔵されており自立します。

■食品衛生法適合品
鉛・カドミウム・重金属等の有害物質の含有量等について厚生省
の定める規格基準に適合した製品です。厚生省告示第 370 号適合
品

環境ホルモン等を有する化学物質を使用しておらず、低温焼却時で
もダイオキシンの発生がない素材です。給食センターや病院等の衛
生面で特に厳しい作業条件が要求される職場に適した環境対応型の
製品です。

 環境に優しい

ブロイラーや水産加工等のハードな職場に適した、引裂きや突き刺
しに強いゴム素材のエプロン。

 丈夫

■高周波ウエルダー加工
専用の機械による高周波溶着のため、縫目（ミ
シン目）のない作りとなっております。縫目
への汚れ溜まりやカビの発生を防ぎ、ミシン
糸のほつれや切れ等による食品への混入のな
い衛生的な作りとなっております。

 製法

■ P.U ポリウレタン
ゴムに似た分子構造で耐久性・耐油性・耐薬品性・低温時での柔軟
性に優れます。

■ E.V.A エチレン酢酸ビニル
エチレン酢酸ビニル共重合体の略で比重が小さく PVC などに比べ
軽量です。耐オゾン性に優れ、紫外線に強く劣化しにくい素材です。

■ P.V.C 塩化ビニル
柔軟性と耐久性の高さ、加工性の良さで様々な分野で広く普及して
いる樹脂です。当社では用途に合わせて抗菌剤や耐油配合などを採
用しております。

■NBR 合成ゴム
丈夫なナイロン布にブロイラー等の食品油脂に抜群の強さを誇る耐
油性・耐摩耗性・引裂強度に優れたニトリルゴムをトッピング（片
面引き）した素材です。

■ゴム素材
引裂き・突き刺し・引張に強く柔軟性があり低温化でも硬くなりに
くいゴム製。厚手で遮熱性があり耐酸性にも優れます。

樹脂名 耐水性 耐久性 耐熱性 軽さ 抗菌
P.U コーティング ◯ ◯ ～ 130℃ ◎ ◯

P.U フィルム ◎ △ ～ 100℃ ◯ ◯

樹脂名 耐水性 耐久性 耐熱性 軽さ 抗菌
E.V.A フィルム ◎ × ～ 60℃ ◎ ×

樹脂名 耐水性 耐久性 耐熱性 軽さ 抗菌
P.V.C ターポリン ◎ ◎ ～ 80℃ △ ◯
P.V.C 耐油配合 ◎ ◎ ～ 80℃ × ◯

樹脂名 耐水性 耐久性 耐熱性 軽さ 抗菌
NBR ◯ ◎ ～ 130℃ ◎ ◯

樹脂名 耐水性 耐久性 耐熱性 軽さ 抗菌
ゴム ◎ ◎ ～ 100℃ × ×

◎：全くもしくはほとんど影響がない △：なるべく使用しない方が良い
◯：若干の影響はあるが十分使用が可能 ×：使用に適さない

素材と特長

割烹着タイプの防水エプロン。身体
を覆う範囲が広く、よりクリーンな
職場に最適です。
肩紐がなく着心地がよいので長時間
の着用に適します。
長袖タイプとノースリーブの袖無タ
イプの 2 種類。

■抗菌配合
大腸菌・黄色ブドウ球菌に対して繁殖を抑制する効果があります。
樹脂に抗菌剤を練りこんでいるため効果が持続します。

■耐油
特殊配合により高い耐油性能をもちます。油による劣化がしにく
く食品加工・水産加工など油分を扱う職場に最適です。

■軽量設計
片面樹脂コーティングの素材を使用した軽量設計。長時間の着用
による体への負担を軽減します。

 その他
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一般的な紐の通し方ですのでご使用の条件によっては適さない場合
もあります。ご了承下さい。

● 4 つ穴タイプ
・ネオフレッシュ前掛 100
・タフライトソフト胸付前掛
・エバライトソフト胸付前掛 C
・合成ゴム前掛 NBR-90
・ニュー軽快胸付前掛
・ニューターポリン胸付前掛 C

・タフライト前掛 U

● 6 つ穴タイプ
・ネオフレッシュ前掛 200
・ロン炊事用胸付前掛
・タフライトソフト胸付前掛 W
・ロン耐油胸付前掛

 紐の通し方

■共紐

■平紐

■丸紐

■赤ゴム紐

衛生面、防水性を考慮し本体と同じ生地を使っ
た紐を付属しております。

吸湿性が少なく乾きやすいアクリル素材の杉
綾織テープを付属。先端はほつれ止めのヒー
トカット加工がされております。

柔らかい手触りでアイレットに通しやすく結
びやすいアクリル素材の丸紐を採用。先端は
ヒートカット加工がされております。

丈夫で伸縮性に優れたオールゴム製の紐を付
属。重量のあるゴム前掛をしっかりと支えま
す。

※この表は材質の性質から評価したものです。作業条件や諸条件によって異な
る場合があります。前掛選択の目安としてご利用ください。

耐薬品性
分類 薬品名 P.V.C P.V.C

耐油配合 E.V.A P.U NBR ゴム

酸

硫酸（30% 室温） ◎ ◎ △ × ◯ ◎
塩酸 (38％室温 ) ◎ ◎ △ × ◯ ◯
酢酸（10％室温） ◎ ◎ △ × △ △
過酸化水素（30％室温） ◯ ◯ × △ × ×

アルカリ
水酸化ナトリウム（30％室温） ◯ ◯ ◯ △ ◎ ◎
アンモニア ◯ ◯ ◎ ◯ × ◎

有機溶剤

トルエン × × × △ △ ×
キシレン × × × △ △ ×
ベンゼン × × × △ × ×
エタノール × × ◯ △ ◎ ◎
メタノール × × ◯ ◯ ◯ ◎
グリセリン ◯ ◯ ◯ ◯ ◎ ◎
ガソリン × × × ◯ ◎ ×

油
動物油 △ ◯ × ◎ ◎ △
植物油 △ ◯ × ◎ ◎ △

◎：使用に適する △：条件によっては使用不可
◯：若干の影響はあるが十分使用に適する ×：使用に適さない ●装着方法

①肩紐を交差させ輪をつくります ②輪に頭を通します

③袖口から両腕を通します ④首元を整えて完成です

●着脱方法
①袖口の中に両腕を入れます ②脇より腕を出します

③首元に輪をつくります ④輪から首を抜いて完了です

くるりンパの着用方法
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素材 表面：ポリウレタンコーティング 、
　　　表面防汚加工、抗菌配合 
裏面：210D ナイロン

サイズ M ～ LL
個装 / 入数 ポリ袋 /40
総厚 0.23mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・紐：ポリウレタンフィルム紐

　　　130cm×2 本
・寸法：スタンダード寸法
　　　　( アイレット 4 つ）
・防汚・防血性に優れた表面加工
・焼却してもダイオキシンが発生しない
  安全素材
・PVC より耐熱性・耐油性に優れます
・SKE 承認　抗菌・防臭繊維使用
・食品衛生法適合

ネオフレッシュ前掛#100

寸法 ( 単位：cm） 適応身長 総丈 胴幅 裾幅
M 160 ～ 170 110 90 90
L 170 ～ 180 115 90 90
LL 180 ～ 000 120 90 90

日本製

カラー 白 G0477AP
ピンク G0477AQ
ミント G0477AR
スカイ G0477AS

耐油性＆防汚・防血性に優れたウレタン高機能素材エプロン

表地

裏地

表地

裏地

表地

裏地

表地

裏地

素材 表面：ポリウレタンコーティング 、
　　　表面防汚加工、抗菌配合 
裏面：210D ナイロン

サイズ M ～ LL
個装 / 入数 ポリ袋 /40
総厚 0.23mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・紐：ポリウレタンフィルム紐

　　　130cm×2 本
・寸法：ワイド寸法 ( アイレット 6 つ）
・防汚・防血性に優れた表面加工
・焼却してもダイオキシンが発生しない
　安全素材
・PVC より耐熱性・耐油性に優れます
・SKE 承認　抗菌・防臭繊維使用
・食品衛生法適合

ネオフレッシュ前掛#200

寸法 ( 単位：cm) 適応身長 総丈 胴幅 裾幅
M 160 ～ 170 110 110 115
L 170 ～ 180 120 115 120
LL 180 ～ 000 125 120 125

日本製

カラー 白 G0477AT
ピンク G0477AU
ミント G0477AV
スカイ G0477AW

耐油性＆防汚・防血性に優れたウレタン高機能素材エプロン

表地

裏地

表地

裏地

表地

裏地

表地

裏地
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素材 表面：ポリウレタンコーティング 、
　　　表面防汚加工、抗菌配合 
裏面：210D ナイロン

サイズ M ～ 3L
個装 / 入数 ポリ袋 /40
総厚 0.23mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・紐：アクリル丸紐 270cm×1 本

・寸法：スタンダード寸法
　　　 （アイレット４つ）
・防汚・防血性に優れた表面加工
・SKE 承認　抗菌・防臭繊維使用
・PVC より耐熱性・耐油性に優れます
・焼却してもダイオキシンが発生しない
　安全素材
・食品衛生法適合

タフライト前掛U

寸法 ( 単位 :cm) 適応身長 総丈 胴幅 裾幅
M 160 ～ 170 110 90 90
L 170 ～ 180 120 90 90
LL 160 ～ 170 110 110 110
3L 170 ～ 180 120 110 110

日本製

カラー 白 G0477AA
ピンク G0477AB
ミント G0477AC

衛生的な軽量ウレタン前掛

表地

裏地

表地

裏地

表地

裏地

素材 ポリウレタンフィルム 、抗菌配合 
サイズ SS ～ L
個装/入数 ポリ袋 /40
総厚 0.25mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・紐：共紐 130cm×2 本

・寸法：スタンダード寸法
　　　  ( アイレット４つ）
・耐油製に優れたオールウレタン製
・加水分解しにくいエーテル系ウレタン
・PVC より耐熱性、耐油性に優れます
・食品衛生法適合

タフライトソフト胸付前掛

寸法（単位：cm) 適応身長 総丈 胴幅 裾幅
SS ー 80 57 57
S 150 ～ 160 100 90 90
M 160 ～ 170 110 90 90
L 170 ～ 180 120 90 90

日本製

カラー 白 G0477CA
ピンク G0477CB
ミント G0477CC
スカイ G0477CQ

当社独自のウレタンフィルム

表地

裏地

表地

裏地

表地

裏地

表地

裏地
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素材 ポリウレタンフィルム 、抗菌配合 
サイズ S ～ L
個装 / 入数 ポリ袋 /40
総厚 0.25mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・紐：共紐 130cm×2 本

・寸法：ワイド寸法
　　　  ( アイレット６つ）
・耐油製に優れたオールウレタン製
・加水分解しにくいエーテル系ウレタン
・PVC より耐熱性、耐油性に優れます
・食品衛生法適合

タフライトソフト胸付前掛W

寸法（単位：
cm）

適応身長 総丈 胴幅 裾幅

S 000 ～ 160 105 91 91
M 160 ～ 170 110 110 112
L 170 ～ 180 118 117 126

日本製

カラー 白 G0477CE
ピンク G0477CF
ミント G0477CG
スカイ G0477CR

当社独自のウレタンフィルム

表地

裏地

表地

裏地

表地

裏地

表地

裏地

素材 EVA フィルム 
サイズ M ～ L
個装 / 入数 PP 袋 /30
総厚 0.20mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・紐：共紐 130cm×2 本

・寸法：スタンダード寸法
　　　  ( アイレット４つ）
・焼却時ダイオキシンを発生しない
・有害環境ホルモンを含む添加剤未使用
・コストパフォーマンスに優れる
・耐アルカリに優れる
・耐オゾン、耐候性に優れる

エバライトソフト胸付前掛C

寸法（単位：cm） 適応身長 総丈 胴幅 裾幅
M 160 ～ 170 105 85 85
L 170 ～ 180 110 90 90

日本製

カラー 白 G0492AJ
ブルー G0492AK
ピンク G0492AL
ミント G0492AM
イエロー G0492AN

環境に優しい EVA フィルム

表地

裏地

表地

裏地

表地

裏地

表地

裏地

表地

裏地
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素材 表面：ポリウレタンコーティング 、
　　　表面防汚加工、抗菌配合 
裏面：210D ナイロン

サイズ S ～ LL
個装 / 入数 ポリ袋 /40
総厚 0.23mm
加工 縫製
仕様・特長 ・ビニール製の 1/3 の軽さ

・防汚・防血性に優れた表面加工
・焼却してもダイオキシンが発生しない
　安全素材
・PVC より耐熱性・耐油性に優れます
・SKE 承認　抗菌・防臭繊維使用
・食品衛生法適合
・首・ウエストに紐付
・肩はダーツ入り立体裁断

ネオフレッシュカッポウエプロン袖付

寸法 ( 単位：cm） 適応身長 着丈 袖丈 胸囲
S 140 ～ 150 125 69 114
M 150 ～ 160 130 72 120
L 160 ～ 170 135 75 120
LL 170 ～ 000 140 78 126

日本製

カラー 白 G0477FY

耐油性＆防汚・防血性に優れたウレタン高機能素材エプロン

表地

裏地

素材 表面：ポリウレタンコーティング 、
　　　表面防汚加工、抗菌配合 
裏面：210D ナイロン

サイズ S ～ LL
個装 / 入数 ポリ袋 /40
総厚 0.23mm
加工 縫製
仕様・特長 ・ビニール製の 1/3 の軽さ

・防汚・防血性に優れた表面加工
・焼却してもダイオキシンが発生しない
　安全素材
・PVC より耐熱性・耐油性に優れます
・SKE 承認　抗菌・防臭繊維使用
・食品衛生法適合
・首紐はボタン調節、ウエストに紐付

ネオフレッシュカッポウエプロン袖無

寸法 ( 単位：cm） 適応身長 着丈 胸囲
S 140 ～ 150 125 114
M 150 ～ 160 130 120
L 160 ～ 170 135 120
LL 170 ～ 000 140 126

日本製

カラー 白 G0477GC

耐油性＆防汚・防血性に優れたウレタン高機能素材エプロン

表地

裏地
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素材 表面・裏面：抗菌配合 PVC
中間：ポリエステル 100% 

サイズ S ～ LL
個装 / 入数 ポリ袋 /50
総厚 0.37mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・紐：アクリル平紐 130cm×2 本

・寸法：ワイド寸法 ( アイレット 6 つ）
・優れた抗菌性を証明するクリーンネス
　ワッペン
・大腸菌・黄色ブドウ球菌の繁殖を
　抑えます。

ロン炊事用胸付前掛

寸法（単位：cm） 適応身長 総丈 胴幅 裾幅
S 000 ～ 160 105 91 91
M 160 ～ 170 110 110 112
L 170 ～ 180 118 117 126
LL 170 ～ 128 117 126

日本製

カラー 白 G0480AC

炊事エプロンのベストセラー

表地

裏地

素材 表面・裏面：抗菌配合 PVC
中間：ポリエステル 100% 

サイズ M ～ LL
個装 / 入数 ポリ袋 /50
総厚 0.37mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・紐：アクリル平紐 240cm×1 本

・優れた抗菌性を証明するクリーンネス
　ワッペン
・大腸菌・黄色ブドウ球菌の繁殖を
　抑えます。

ロン炊事用胸無前掛

寸法（単位：cm） 適応身長 総丈 胴幅 裾幅
M 160 ～ 170 80 90 90
L 170 ～ 180 90 100 100
LL 180 ～ 000 100 108 108

日本製

カラー 白 G0570AC

炊事エプロンのベストセラー

表地

裏地
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素材 表面・裏面：抗菌・耐油配合 PVC
中間：ポリエステル 100% 

サイズ S ～ L
個装 / 入数 ポリ袋 /40
総厚 0.47mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・紐：アクリル平紐 130cm×2 本

・寸法：ワイド寸法 ( アイレット 6 つ）
・耐油性に優れた特殊配合
・大腸菌・黄色ブドウ球菌の繁殖を
　抑えます。

ロン耐油胸付前掛

寸法（単位：cm） 適応身長 総丈 胴幅 裾幅
S 000 ～ 160 105 91 91
M 160 ～ 170 110 110 112
L 170 ～ 180 118 117 126

日本製

カラー 黒 G0524AA
白 G0524AB

耐油性に優れた丈夫なエプロン

表地

裏地

表地

裏地

素材 表面・裏面：抗菌・耐油配合 PVC
中間：ポリエステル 100% 

サイズ M ～ LL
個装 / 入数 ポリ袋 /50
総厚 0.47mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・紐：アクリル平紐 100cm×2 本

・耐油性に優れた特殊配合
・大腸菌・黄色ブドウ球菌の繁殖を
　抑えます。

ロン耐油胸無前掛

寸法（単位：cm） 適応身長 総丈 胴幅 裾幅
M 160 ～ 170 80 90 90
L 170 ～ 180 90 100 100
LL 180 ～ 000 100 108 108

日本製

カラー 黒 G0526AA
白 G0524AC

耐油性に優れた丈夫なエプロン

表地

裏地

表地

裏地
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素材 表面・裏面：抗菌配合 PVC
中間：ポリエステル 100% 

サイズ M ～ L
個装 / 入数 PP 袋 /30
総厚 0.35mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・紐：アクリル丸紐 130cm×2 本

・寸法：スタンダード寸法
　　　  ( アイレット４つ）
・もっとも手軽な防水エプロン
・コンパクトパッケージ
・日本製生地使用

ニューターポリン胸付前掛THC-01( 丸紐）

寸法（単位：cm） 適応身長 総丈 胴幅 裾幅
M 160 ～ 170 110 90 90
L 170 ～ 180 120 90 90

カラー 白 G0590BK
紺 G0590BL

コストパフォーマンスに優れたエコノミータイプ

表地

裏地

表地

裏地

素材 表面・裏面：抗菌配合 PVC
中間：ポリエステル 100% 

サイズ M ～ L
個装 / 入数 PP 袋 /30
総厚 0.35mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・紐：共紐 240cm×1 本

・もっとも手軽な防水エプロン
・コンパクトパッケージ
・日本製生地使用

ニューターポリン胸無前掛TLC-02

寸法（単位：cm） 適応身長 総丈 胴幅 裾幅
M 160 ～ 170 90 90 90
L 170 ～ 180 100 90 90

カラー 白 G0594AG
紺 G0594AH

コストパフォーマンスに優れたエコノミータイプ

表地

裏地

表地

裏地
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素材 表面・裏面：抗菌配合 PVC
中間：ポリエステル 100% 

サイズ M ～ L
個装 / 入数 PP 袋 /30
総厚 0.35mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・紐：共紐 130cm×2 本

・寸法：スタンダード寸法
　　　  ( アイレット４つ）
・もっとも手軽な防水エプロン
・日本製生地使用

ニューターポリン胸付前掛TH-03

寸法（単位：cm） 適応身長 総丈 胴幅 裾幅
M 160 ～ 170 110 90 90
L 170 ～ 180 120 90 90

カラー 白 G0590BM

コストパフォーマンスに優れたエコノミータイプ

表地

裏地

素材 表面：NBR ゴム、抗菌配合
裏面：ポリエステル

サイズ M ～ L
個装 / 入数 ポリ袋 /40
総厚 0.25mm
加工 縫製
仕様・特長 ・紐：共紐 130cm×2 本

・寸法：スタンダード寸法
　　　　( アイレット 4 つ）
・耐油性・耐摩耗性に優れた合成ゴム
・非フタル酸エステル、ノンハロゲンの
　安全素材
・耐熱温度：130℃ (JIS K6404)
・耐寒温度：-25℃ (JIS K6404)
・軽量片面タイプ
・食品衛生法適合

合成ゴム前掛NBR-90

寸法（単位：cm） 適応身長 総丈 胴幅 裾幅
M 160 ～ 170 110 90 90
L 170 ～ 180 120 90 90

日本製

カラー 白 G0484EF

耐油性・摩耗性に優れた合成ゴム NBR

表地

裏地
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素材 表面・裏面：抗菌配合 PVC
中間：ポリエステル 100% 

サイズ フリー
個装 / 入数 ポリ袋 /30
総厚 0.37mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・衛生的な抗菌配合 PVC

・鋼線ワイヤー腰ベルト入り
・胸当てプレート芯入り

クイックエプロン

寸法（単位：cm） 適応身長 総丈 胴幅 裾幅
フリー 160 ～ 180 110 88 98

日本製

カラー 白 G0435AA
紺 G0435AB

ワンタッチエプロンの決定版

表地

裏地

表地

裏地

素材 表面・裏面：抗菌配合 PVC
中間：ポリエステル 100%

サイズ M ～ L
個装 / 入数 PP 袋 /30
総厚 0.40mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・丈夫な両面 PVC 生地

・鋼線ワイヤー腰ベルト入り
・中糸入りで安心の耐久性
・胸当てプレート芯入り

ターポリンワンタッチエプロンPVC-02

寸法（単位：cm） 適応身長 総丈 胴幅 裾幅
M 160 ～ 180 110 90 90
L 170 ～ 180 120 90 90

カラー 白 G0629AB
紺 G0629AC

PVC ターポリン素材のワンタッチエプロン

表地

裏地

表地

裏地
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素材 ポリウレタンフィルム、抗菌配合
サイズ M ～ L
個装 / 入数 PP 袋 /30
総厚 0.23mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・丈夫で長持ちのウレタン素材

・無繊維／無縫製の衛生的な作り
・鋼線ワイヤー腰ベルト入り
・PVC よりも耐熱性・耐油性に優れます
・食品衛生法適合品

ウレタンワンタッチエプロンTPU-01

寸法（単位：cm） 適応身長 総丈 胴幅 裾幅
M 160 ～ 180 110 90 98
L 170 ～ 180 120 90 98

カラー 白 G0629AA

ウレタン素材のワンタッチエプロン

表地

裏地

素材 ポリウレタンフィルム、抗菌配合
サイズ M ～ L
個装 / 入数 PP 袋 /40
総厚 0.23mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・衛生的なオールウレタン製

・PVC よりも耐熱性・耐油性に優れます
・実用新案登録第 3217036
・食品衛生法適合

くるりンパ エプロンQP-01

寸法（単位：cm) 適応身長 前丈 裾幅
M 160 ～ 170 95 110
L 170 ～ 180 110 110

カラー ホワイト G0631AA

輪っかを作ってかぶるだけの簡単エプロン

表地

裏地
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素材 天然ゴム
サイズ フリー
長さ 36.0cm
個装／入数 ポリ袋 /50 双
仕様・特長 ・0.9mm 厚ゴム

・受注対応

カラー アメ J0014CA

作業長手袋

素材 天然ゴム
サイズ フリー
長さ 25.5cm
個装／入数 ポリ袋 /50 双
仕様・特長 ・0.9mm 厚ゴム

・受注対応

カラー アメ J0016BB

作業短手袋

素材 天然ゴム
サイズ フリー
長さ 25.5cm
入数 ポリ袋 /50 双
仕様・特長 ・0.9mm 厚ゴム

・受注対応

カラー アメ J0016BA

作業短手袋 太型

素材 天然ゴム
サイズ フリー
長さ 40.0cm
個装 / 入数 ポリ袋 /30 双
仕様・特長 ・1.2mm 厚ゴム

・受注対応

カラー アメ J0003BA

水産５本指手袋 長

素材 天然ゴム
サイズ フリー
長さ 65.0cm
個装 / 入数 ポリ袋 /30 双
仕様・特長 ・1.2mm 厚ゴム

・受注対応

カラー アメ J0001BA

特長５本指手袋　65cm

弘進グローブ500

素材 NBR/ 綿 100%
サイズ M ～ LL
長さ 26.0cm
個装 / 入数 袋 /120(20 双入中袋 ×6)
仕様・特長 ・NBR( 裏メリヤス )

・食品衛生法適合

カラー ブルー K0019AE

弘進グローブ530

素材 NBR/ 綿 100%
サイズ M ～ LL
長さ 30.0cm
個装 / 入数 袋 /120(20 双入中袋 ×6)
仕様・特長 ・NBR( 裏メリヤス )

・食品衛生法適合

カラー ブルー K0019AF
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弘進グローブ680

素材 NBR/ 綿 100%
サイズ M ～ LL
長さ 68.0cm
個装 / 入数 袋 /60(5 双入中袋 ×12)
仕様・特長 ・NBR( 裏メリヤス )

・食品衛生法適合

カラー ブルー K0019AT

弘進グローブ500片手２本

素材 NBR/ 綿 100%
サイズ M ～ LL
長さ 26.0cm
個装 / 入数 袋 /120(10 双入中袋 ×12)
仕様・特長 ・NBR( 裏メリヤス )

・食品衛生法適合

カラー ブルー ( 左 ) K0019AU
ブルー ( 右 ) K0019AV

弘進グローブ530片手２本

素材 NBR/ 綿 100%
サイズ M ～ LL
長さ 30.0cm
個装 / 入数 袋 /120(10 双入中袋 ×12)
仕様・特長 ・NBR( 裏メリヤス )

・食品衛生法適合

カラー ブルー（左）K0019AR
ブルー（右）K0019AS

指先強化 水産用ニトリル手袋No.631

素材 NBR/ 綿 100%
サイズ L ～ 3L
長さ 30.0cm
個装 / 入数 袋 /120(10 双入中袋 ×12)
仕様・特長 ・NBR( 裏メリヤス )

・食品衛生法適合

カラー ブルー K0019AO

ニトリルモデルブルー腕カバー付No.660

素材 NBR/ 綿 100%
サイズ M ～ LL
長さ 60.0cm
個装 / 入数 袋 /60(5 双入中袋 ×12)
仕様・特長 ・手袋部分：NBR(裏メリヤス)

 カバー部：ポリエチレン系樹脂
・食品衛生法適合

カラー ブルー K0028AI

天然ゴム使いきり手袋（粉つき）No.910

素材 ゴム
サイズ S ～ L
長さ 24.0cm
個装 / 入数 箱 /12 (1 箱 ×100 枚入り )
仕様・特長 ・ゴム（粉つき）

・食品衛生法適合

カラー ホワイト K0027AG

ニトリル使いきり手袋（粉つき）No.981

素材 NBR
サイズ SS ～ LL
長さ 24.0cm
個装 / 入数 箱 /12(1 箱 ×100 枚入り )
仕様・特長 ・NBR（粉つき）

・食品衛生法適合

カラー ブルー K0032AB
ホワイト K0032AA

フードタッチグローブNo.1200

素材 NBR
サイズ S ～ L
長さ 23.5cm
個装 / 入数 箱 /12（1 箱 ×50 枚入り )
仕様・特長 ・NBR

・食品衛生法適合

カラー ブルー K0032DA
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フードタッチグローブNo.1210

素材 NBR
サイズ S ～ L
長さ 23.5cm
個装 / 入数 袋／ 60

（１点10枚入り、10点入り中袋×6)
仕様・特長 ・NBR

・食品衛生法適合

カラー ブルー K0032DB

ニトリル使いきり手袋（粉なし）No.991

素材 NBR
サイズ SS ～ L
長さ 24.5cm
個装 / 入数 箱 /12（1 箱 ×100 枚入り )
仕様・特長 ・NBR( 粉なし )

・食品衛生法適合

カラー ホワイト K0032CA
ブルー K0032CB

ニトリル使いきり手袋（粉なし）No.992

素材 NBR
サイズ SS ～ LL
長さ 24.5cm
個装 / 入数 箱 /12（1 箱 ×100 枚入り )
仕様・特長 ・NBR( 粉なし )

・食品衛生法適合

カラー ブルー K0032CC

ニトリルフィット薄手No.330

素材 NBR
サイズ S ～ L
長さ 30.0cm
個装 / 入数 袋 /240(20 双入中袋 ×12)
仕様・特長 ・NBR（裏毛なし）

・ドライタッチ加工
・食品衛生法適合

カラー ホワイト K0026AJ
ブルー K0026AK

ニトリルハード中厚手No.350

素材 NBR
サイズ S ～ L
長さ 30.0cm
個装 / 入数 袋 /120(10 双入中袋 ×12)
仕様・特長 ・NBR（裏毛なし）

・ドライタッチ加工
・食品衛生法適合

カラー ブルー K0026AL

ニトリル薄手腕カバー付No.380

素材 NBR
サイズ S ～ L
長さ 65.0cm
個装 / 入数 袋 /60（５双入中袋 ×12)
仕様・特長 ・手袋部分：NBR( 裏毛なし）

  カバー部：ポリエチレン系樹脂
・食品衛生法適合

カラー ブルー K0028AM



SW 営業本部 仙台市若林区河原町 2-1-11 TEL 022-214-3020 FAX 022-214-6830

東京支店 東京都台東区上野 5-14-11 TEL 03-6860-2234 FAX 03-6860-2237

名古屋支店 名古屋市中区錦 3-11-33-7F TEL 052-218-5456 FAX 052-222-0088

大阪支店 大阪市西区江戸堀 2-1-1-3F TEL 06-6131-5900 FAX 06-6131-5910

福岡支店 福岡県粕屋郡志免町別府東 3-3-1-2F TEL 092-936-8911 FAX 092-936-8913

秋田営業所 秋田市卸町 3-8-16 TEL 018-823-8461 FAX 018-823-8463

富山営業所 富山市東中野町 3-11-19 TEL 076-425-2738 FAX 076-491-4244

鹿児島営業所 鹿児島市東開町 2-5 TEL 099-263-5244 FAX 099-269-2669

気仙沼出張所 気仙沼市魚市場前 2-12-2F TEL 0226-41-0560 FAX 0226-41-0778

長野出張所 長野市大字高田字高田沖 346-1 TEL 026-229-9681 FAX 026-223-1395

弘進商事（株）
札幌店

札幌市白石区東札幌二条 2-6 TEL 011-822-8155 FAX 011-822-8159

仙台市若林区河原町 2-1-11 TEL 022-214-3011（代）FAX 022-214-6831

弘進ゴムホームページ
https://www.kohshin-grp.co.jp/
QR コードをスキャンしてご覧ください。

●商品のカラーは撮影・印刷等諸条件により、多少現物と異なる場合があります。
●商品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
●無断転載を固く禁じます。
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お客様お問い合わせ番号　0120-689-591


