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TEAMWEAR-1TEAMWEAR-1

※カタログと商品の色が若干異なる場合がありますので、ご了承ください。 ※生地縫製品は、表記寸法より多少誤差が発生する場合があります。

つば付紅白帽子（アゴゴム付） （M）54〜57cm　（L）57〜60cm

S-10-1 男子 T・Cツイル
（M）�¥1,012（税抜¥920）

ポリエステル65％　綿35％　厚地
※�S-10-1�男子�T・Cツイル(L)は完売いた
しました。

S-7 日清紡綿ブロード
（M）¥682（税抜¥620）
（L）¥726（税抜¥660）

綿100％　ソフトつば
紫外線遮蔽率約99.9％

S-10-2 女子 T・Cツイル
（L）�¥1,100（税抜¥1,000）

ポリエステル65％　綿35％　厚地
※�S-10-2�女子�T・Cツイル（M）は完売いた
しました。

S-11 T・Cブロード
（M）¥616（税抜¥560）
（L）¥660（税抜¥600）

ポリエステル65％　綿35％　ポリつば
紫外線遮蔽率約99.9％

日本製

S-12 日清紡綿ブロード
（M）¥605（税抜¥550）
（L）¥649（税抜¥590）

綿100％　ソフトつば
紫外線遮蔽率約99.9％

日本製

S-17 T・Cブロード（ソフト庇）
（M）¥682（税抜¥620）
（L）¥726（税抜¥660）

ポリエステル65％　綿35％　ソフトつば
※シワになりにくいT・Cブロード生地使用
紫外線遮蔽率約99.9％

日本製

安全帽子

S-364 安全帽子（野球型）
 ￥1,716（税抜¥1,560）

ポリエステル100％（再生ポリエステル
65％）UVカット加工、撥水加工、アゴゴム
なし、マジックテープアジャスター付　
サイズ：S・M・L・LL
カラー：�  黄のみ

インドネシア製

S-365 安全帽子（メトロ型）
 ￥1,716（税抜¥1,560）

ポリエステル100％（再生ポリエステル
65％）UVカット加工、撥水加工　
サイズ：S・M・L・LL
カラー：�  黄のみ

インドネシア製

S-9 ニット
（M）¥726（税抜¥660）
（L）¥770（税抜¥700）

ポリエステルニット生地
ソフトつば　紫外線遮蔽率約98％

日本製

W マークは二重縫製品です。

縫い代を押さえ、二度縫いをしていますので、洗濯に強く、
型くずれせず、大変丈夫です。

S-18 抗菌防臭紅白帽子
（M）¥748（税抜¥680）
（L）�¥792（税抜¥720）

ポリエステル65％　綿35％　ポリつば
銀のナノテク抗菌防臭加工
エージーフレッシュ生地使用
紫外線遮蔽率約99.9％

W日本製 W日本製W日本製W日本製 在庫限り在庫限り

つばナシ紅白帽子（アゴゴム付）

S-26 日清紡綿ブロード
（M）¥539（税抜¥490）
（L）¥561（税抜¥510）

綿100％　後ゴム型
紫外線遮蔽率約99.9％

日本製

S-25 T・Cブロード
（M）¥616（税抜¥560）
（L）¥638（税抜¥580）

ポリエステル65％　綿35％　後ゴム型
紫外線遮蔽率約99.9％

日本製

（M）54〜57cm　（L）57〜60cm つば付紅白帽子（アゴゴム付）

S-781 女子紅白帽子ツイル（風船型）
（M）¥1,309（税抜¥1,190）
（L）¥1,309（税抜¥1,190）

ポリエステル65％　綿35％　
※厚手のE/C生地使用

S-780 男子紅白帽子ツイル（六方型）
（M）¥1,298（税抜¥1,180）
（L）¥1,298（税抜¥1,180）

ポリエステル65％　綿35％　
※厚手のE/C生地使用

（M）54〜57cm　（L）56〜59cm

受注商品 受注商品 Wインドネシア製Wインドネシア製
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カラー帽子

S-14 園児用カラー帽子・裏白
 ¥660（税抜¥600）

ポリエステル65％　綿35％　アゴゴム付　ソフトつば　54〜57cm（M）
カラー：�  白、�  赤、�  黄、�  ブルー、�  グリーン、�  オレンジ、�  サックス、�  ピンク、
�  紫、�  キミドリ、�  エンジ、�  紺、�  茶　紫外線遮蔽率約98％

日本製

受注商品

S-296 ニット紫外線カットカラー帽子・裏白（園児用）
たれ取り外し式� ¥2,376（税抜¥2,160）

S-298 ニット紫外線カットカラー帽子・裏白 （園児用）
たれ付� ¥2,244（税抜¥2,040）

ポリエステル100％　ハイテック　アゴゴム付　ソフトつば　フリーサイズ（54〜57cm）
カラー：�  白、�  赤、�  黄、�  ブルー、�  グリーン、�  オレンジ、�  サックス、�  ピンク、
�  紫、�  キミドリ　紫外線遮蔽率約98％

インドネシア製

S-454 フラップ付カラー帽子・裏白 （園児用）
たれ取り外し式� ¥1,760（税抜¥1,600）

ポリエステル100％　フリーサイズ（53〜58cm）
カラー：�  白、�  赤、�  黄、�  ブルー、� グリーン、�  オレンジ、�  サックス、�  ピンク

受注商品 中国製

ポリエステル100％（ワイヤー・ポリエチレン100％）　フリーサイズ（53〜56cm）
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン、�  オレンジ、�  サックス、�  ピンク

チューリップハット・裏黄（園児用）
 ¥2,002（税抜¥1,820）

S-649
中国製受注商品

園児用カラー帽子・裏白
¥748（税抜¥680）

S-24
W日本製

ポリエステル65％　綿35％　アゴゴム付　ソフトつば　54〜57cm（M）
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン、 オレンジ、 サックス、 ピンク、
紫、 キミドリ、 エンジ、 紺、 茶　紫外線遮蔽率約98％

園児用カラー帽子・裏黄
¥770（税抜¥700）

S-28

S-24

S-28

ポリエステル65％　綿35％　アゴゴム付　ポリつば　54〜57cm（M）
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン、 オレンジ、 サックス、 ピンク、
紫、 キミドリ、 エンジ、 紺、 茶　紫外線遮蔽率約98％

小学生用カラー帽子・裏白
 ¥792（税抜¥720）

S-16
日本製

ポリエステル65％　綿35％　アゴゴム付　ポリつば　54〜57cm（M）
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン　紫外線遮蔽率約98％

小学生用カラー帽子・裏黄
 ¥880（税抜¥800）

S-648
日本製受注商品

S-16

S-36

S-648

ポリエステル65％　綿35％　アゴゴム付　ポリつば　57〜60cm（L）
カラー： 白、 赤、 黄、 オレンジ、 サックス、 紫、 キミドリ　
紫外線遮蔽率約98％

大人用カラー帽子男女共用型
 ¥924（税抜¥840）

S-136
日本製在庫限り

ポリエステル65％　綿35％　アゴゴム付　ポリつば　57〜60cm（L）
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン、 オレンジ、 サックス、 ピンク、
紫、 キミドリ　紫外線遮蔽率約98％

大人用カラー帽子男女共用型・裏白
 ¥1,012（税抜¥920）

S-36
日本製

※�S-136は裏白�
ではありません。

S-16

（M）54〜57cm　（L）56〜59cm


