




冷える効果一目瞭然

たっぷり保水！
高保水繊維
内蔵

2,340円■価格（税抜）：

■品番：FK-MF03
■品名：ヘルメットイン
■カラー：ブルー・ブラック・グレー
■サイズ：フリー
品質：《本体》ポリエステル100%《縁テープ》ナイロン
80%・ポリウレタン20%《保水部》アクリル・合成繊維（ア
クリレート系）・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン

■

■重量：38グラム
■パッケージサイズ：294×130×15mm

●ヘルメット用インナーキャップ
●後頭部の冷却部を水に濡らし、気化熱で体温を下げる
●高保水繊維を組み込み、気化熱効果で冷涼感が持続

吸汗吸汗 気化熱
効果
気化熱
効果 OK

洗濯

夏は吸汗！冬は防寒！
一年中活躍する売れ筋商品

フィット感バツグン！

■品番：No.9650
■品名：クール用心帽

2,790円■価格（税抜）：

■サイズ：フリー
品質：《本体》ポリエステル100％ 《詰物》アクリル・
合成繊維（アクリレート系）・ポリエステル・レーヨ
ン・ポリエチレン

■

■重量：52グラム
■パッケージサイズ：300×130×15ｍｍ

カバー部分取り外しOK
太陽光から首筋を守る
●ヘルメット用インナーキャップ
●気化熱効果により首筋を冷やし、同時に汗も吸収
●カバー部分に水を含ませて使える（取り外し可能）
●洗濯できるからいつでも清潔

カバー部分が
取り外せるから
首筋だけ水に
浸せます

1,800円■価格（税抜）：

■品番：FK-ALL
■品名：オールシーズンインナー帽子
■カラー：ブラック
■サイズ：フリー
品質：ポリエステル100％■

■重量：34グラム
■パッケージサイズ：246×160×35mm

ヘルメット着用時も
ムレ防止で爽快

頭頂部がメッシュで快適
ヘルメット専用キャップ

●ヘルメット用インナーキャップ
●汗取り、髪の毛の落下防止に、ムレ防止に
●吸湿速乾素材
●オールシーズン対応
●ヘルメットからはみ出ないタイプ
●洗濯できるからいつでも清潔

●ヘルメット用インナーキャップ
●汗取り、髪の毛の落下防止に、ムレ防止に
●吸湿速乾素材
●オールシーズン対応
●ヘルメットからはみ出ないタイプ
●洗濯できるからいつでも清潔

●ヘルメット用インナーキャップ
●後頭部の冷却部を水に濡らし、気化熱で体温を下げる
●汗取り＆冷却、日射しを防ぐ
●高吸水繊維内蔵
●メッシュ素材でムレにくい
●洗濯できるからいつでも清潔
●抗菌防臭加工

●制帽用インナーキャップ
●後頭部の冷却部を水に濡らし、気化熱で体温を下げる
●汗取り＆冷却、日射しを防ぐ
●高吸水繊維内蔵
●全面メッシュ素材でムレにくい
●洗濯できるからいつでも清潔
●抗菌防臭加工

制帽等をかぶっても
目立ちにくい

額の汗を
しっかり

キャッチします

冷却部が短め、
濃い紺色で
目立ちにくい

1,260円■価格（税抜）：

■品番：No.1817
■品名：抗菌・防臭ヘルニットキャップ
■カラー：ブラック・ブルー
■サイズ：フリー
品質：綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン■

■重量：34グラム
■パッケージサイズ：240×124×30mm

これが銀イオンのパワー
抗菌・防臭
●ヘルメット用インナーキャップ
●汗取り、髪の毛の落下防止に、ムレ防止に
●銀イオンを含んだ機能生地「AG-MAX」使用で、
　抗菌防臭効果が半永久的に持続。
●異形断面素材を使用した生地なので、吸水速乾性に優れている
●洗濯できるからいつでも清潔

2,160円■価格（税抜）：

■品番：No.9900
■品名：涼感インナーキャップセイボウ
■カラー：ネイビー
■サイズ：フリー
《本　体》ポリエステル100%
《保水部》アクリル・合成繊維（アクリレート系）・
　　　　ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン

■

■重量：33グラム
■パッケージサイズ：290×130×25mm

2,790円■価格（税抜）：

■品番：No.9700
■品名：涼感インナーキャップヘルメット
■カラー：グレー
■サイズ：フリー
《本　体》ポリエステル100%
《保水部》アクリル・合成繊維（アクリレート系）・
　　　　ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン

■

■重量：42グラム
■パッケージサイズ：290×130×25mm

やわらか素材
頭を締め付け
すぎない

AG-MAX カケンテストセンター 試験データ
・1時間後の残留水分は 7.8％
・10回洗濯後でも抗菌効果は持続
・アンモニアと酢酸のニオイを 90％以上除去

1,800円■価格（税抜）：

■品番：FK-FL01
■品名：涼感（りょうかん）カバー
■カラー：グレー・ネイビー
■サイズ：フリー

《本体》ポリエステル100%
《保水部》アクリル・合成繊維（アクリレート系）・
ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン

■品質：

■重量：27グラム
■パッケージサイズ：215×125×10mm

ヘルメット・キャップに最適
日射しを防ぎ首筋を冷却
●ヘルメット・キャップ用のフラップ
●水に濡らして軽く絞って使用する
●携帯用として便利
●汗取り＆冷却、日射しを防ぐ
●洗濯できるからいつでも清潔

キャップにも
ヘルメットにも
取り付けOK

グレー ネイビー

高吸水繊維を
特許製法で組み込み

さっとかぶりやすい
便利なつまみ付き

さっとかぶりやすい
便利なつまみ付き

高保水繊維内蔵高保水繊維内蔵

ベトナム製

吸汗吸汗 気化熱
効果
気化熱
効果日よけ日よけ OK

洗濯

ベトナム製

吸汗吸汗 OK
洗濯

ベトナム製

ベトナム製

抗菌抗菌 OK
洗濯

吸汗吸汗 気化熱
効果
気化熱
効果日よけ日よけ OK

洗濯

ベトナム製

抗菌抗菌気化熱
効果
気化熱
効果 OK

洗濯

ベトナム製

抗菌抗菌気化熱
効果
気化熱
効果 OK

洗濯



高視認反射テープと
蛍光色が視認性を高める！

安全作業の強い味方！

1,890円■価格（税抜）：

■品番：No.9646
■品名：高視認涼感フラップ
■カラー：蛍光オレンジ・蛍光イエロー
■サイズ：フリー

《本体》ポリエステル100%　《テープ部》ポリ
エステル100%　《詰物》アクリル・合成繊維
（アクリレート系）・ポリエステル・レーヨン

■品質：

■重量：36グラム
■パッケージサイズ：214×125×10mm

●ヘルメット用のフラップ　●UVカット率100%
●水に浸して軽く絞って使用、気化熱で冷やす
●キラッと高輝度反射テープと蛍光色の生地で視認性と安全性がUP
●取り付け部分のテープは高輝度反射テープを使用
●独自の斜めベルトなので、ヘルメットとフラップの間に
　隙間が出来にくく、肌に密着して気化熱を取る
●高吸水繊維でたっぷり保水　　●現場での熱中対策商品

1,800円■価格（税抜）：

■品番：No.9644
■品名：チタン涼感（りょうかん）フラップ
■カラー：シルバー
■サイズ：フリー

《本体》ポリエステル100%（チタン蒸着繊維）
《保水部》アクリル・合成繊維（アクリレート系）・ポ
リエステル・レーヨン《テープ部》ナイロン100％

■品質：

■重量：22グラム
■パッケージサイズ：210×120×10mm

遮熱性・紫外線カット・抗菌防臭
チタン効果でしっかりガード
●ヘルメット用のフラップ
●水に濡らして軽く絞って使用する
●冷却＆日射しを防ぐ
●洗濯できるからいつでも清潔

キャップにも
ヘルメットにも
取り付けOK

太陽光を
カットし快適！

高吸水繊維を
特許製法で組み込み

(裏)タオル地(裏)タオル地

気化熱＋保冷のW効果
首筋を効果的に冷却
●ヘルメット用のフラップ
●吸水性ポリマー入り保水シートの気化熱効果と
　保冷剤のW効果で首筋を冷却
●表面アルミ加工で太陽光を反射
●裏面はタオル地

※対応保冷剤：R-4（2個付き） 2,100円■価格（税抜）：

■品番：No.9652
■品名：涼感（りょうかん）銀パワー
■カラー：シルバー
■サイズ：フリー

綿、アルミコーティングポリエステル、酢酸エチレ
ン高分子ポリマー、ナトリウムアクリル酸塩エス
テルポリマー、水

■品質：

■重量：125グラム
■パッケージサイズ：220×136×20mm

ここに
保冷剤を
入れる

グレー ブルー首を冷やして日差しをカット
2つの効果のコンビネーション
●ヘルメットやキャップに取り付けるタイプ
●後頭部と首を同時に冷やす
●水に浸して装着すれば気化熱効果で涼しい
●首の日焼けを防止
●帽子やヘルメットに3カ所固定する
●洗濯できるからいつでも清潔

2,400円■価格（税抜）：

■品番：FK-NAT
■品名：夏の友
■カラー：ブルー・グレー
■サイズ：フリー

《本体》ポリエステル100%《吸水部》アクリ
ル、合成繊維(アクリレート系)、ポリエステル、
レーヨン、ポリエチレン

■品質：

■重量：45グラム
■パッケージサイズ：250×130×10mm

首元は
フィットする
面ファスナー

2,250円■価格（税抜）：

■品番：FMG-026
■品名：北風銀次郎
■カラー：シルバー
■サイズ：フリー
■品質：ポリプロピレン・ポリエステル
■重量：34グラム
■パッケージサイズ：335×150×10mm

●ヘルメット用のフラップ
●銀色のメッシュ生地が太陽光を
　カットし、ムレを逃がす
●通気性に優れ、炎天下でも涼しい

4,500円■価格（税抜）：

■品番：FMG-025
■品名：銀の甲羅
■カラー：シルバー
■サイズ：フリー
■品質：ポリプロピレン・ポリエステル
■重量：95グラム
■パッケージサイズ：320×270×30mm

サッと着られて涼しい！
風通しのよい銀メッシュ
●夏の屋外作業に最適
●銀色のメッシュ生地が太陽光を
　カットし、ムレを逃がす
●通気性に優れ、炎天下でも涼しい

様々な形のヘルメットに
取付け可能

屋外活動の強い味方
通気性バツグンで軽い！

ベトナム製

気化熱
効果
気化熱
効果日よけ日よけ OK

洗濯抗菌抗菌

ベトナム製

気化熱
効果
気化熱
効果日よけ日よけ OK

洗濯

日よけ日よけ

日よけ日よけ

中国製

保冷剤
（2個付）
保冷剤
（2個付）

気化熱
効果
気化熱
効果日よけ日よけ吸汗吸汗

気化熱
効果
気化熱
効果日よけ日よけ OK

洗濯

ベトナム製

 1,050円■価格（税抜）：

■サイズ：

■品番：FHN57K
■品名：ひやしネック
■サイズ：フリー
■カラー：ブラック

《本体》本体：綿100%
《内容物》高分子ポリマー

■品質：

■重量：18グラム
■パッケージサイズ：180×90×10mm

水に浸すだけで首筋冷却
マジックテープで着脱がラク！
●水に1～ 2分つけ、首に巻くだけの簡単利用
●気化熱による冷たさ長時間持続
●繰り返し30～40回利用可能
●マジックテープ付きで首に固定
●全長57cm
●洗濯できるからいつでも清潔

結び目のない
マジックテープを採用。
風や動作でばたつかない
から安全性UP！

気化熱
効果
気化熱
効果 OK

洗濯



首や頭に巻くだけ
ロングタイプ

気化熱冷却作用で
肌をクールダウン！

ブンブン振ったら
パッと冷える！

ブンブン振ったら
パッと冷える！
ヘアバンドタイプ

抗菌・防臭・抗かび
清潔に使えるネッククーラー

濡らして絞って首に巻く！
UVカットしながら冷やす

ここに保冷剤が入る

1,260円■価格（税抜）：

■品番：FT-251
■品名：マルチクールロング65cm
■カラー：ネイビー
■サイズ：フリー
■品質：《カバー》綿80%・ポリエステル20%
　　　  《マジック》ナイロン
■重量：257グラム
■パッケージサイズ：330×126×30mm

●凍結ジェルと凍結しないジェルのWジェル使用
●伸縮性に優れ肌触りの良いジャージ生地

※専用保冷剤付き（別売りなし）

保冷剤ポケット保冷剤ポケット

1,230円■価格（税抜）：

■品番：FK-SP8
■品名：ひんやりマフラータオル
■カラー：ピンク
■サイズ：フリー
■品質：《本体》ポリエステル100%
　　　　《保水部》合成繊維（ベルオアシス）100%
■重量：60グラム
■パッケージサイズ：230×150×10mm

●冷やしたい部分に巻いてクールダウン
●別売り専用保冷剤を使用すれば
　Wの効果でさらにヒンヤリ
●長めだから巻きやすい（15cm×110cm）

※対応保冷剤：FK-C-FOUR（別売）※対応保冷剤：FK-C-FOUR（別売）

2,550円■価格（税抜）：

■品名：パッとクールネッククーラー袋入り
■カラー：ブルー
■サイズ：フリー
■品質：ポリエステル・ナイロン
■重量：45グラム
■パッケージサイズ：116×60×60mm

●濡らして、絞って、振る行為を繰り返すことに
　よって冷却効果が持続する
●振動で冷える冷却3層構造機能生地

(全長 77cm×幅10cm)( 全長 77cm×幅10cm)
1,620円■価格（税抜）：

■品名：パッとクールヘアバンド
■カラー：ブルー、ピンク、ホワイト
■サイズ：フリー
■品質：ポリエステル・ナイロン
■重量：27グラム
■パッケージサイズ：270×70×5mm

●濡らして絞って、振る行為を
　繰り返すことによって、冷却
　効果が持続する
●振動で冷える冷却3層構造
　機能生地

1,170円■価格（税抜）：

■品番：No.1818
■品名：冷ネック
■カラー：デジカモグレー
■サイズ：フリー
■品質：《表地》ポリエステル・綿
　　　 《詰物》合成繊維（ベルオアシス）・
　　　　アクリル・レーヨン・ポリエステル
■重量：15グラム
■パッケージサイズ：270×80×10mm

●気化熱効果 (ベルオアシス )でクールダウン
●ダイワボウの抗菌、防臭、抗かび加工の
　モールドバリヤ生地を使用
●洗濯できるからいつでも清潔

1,440円■価格（税抜）：

■品番：FK-CN12 NVY
■品名：ひんやり冷え太
■カラー：ネイビー
■サイズ：フリー
■品質：《本体》ポリエステル100%
　　　 《詰物》アクリル・合成繊維（アクリ
　　　 レート系）・ポリエステル・レー
　　　 ヨン
■重量：17グラム
■パッケージサイズ：290×72×5mm

●気化熱効果でクールダウン
●UVカット＆吸汗速乾
●通気性のよいメッシュ構造
●洗濯できるからいつでも清潔

吸汗吸汗 保冷剤
付

保冷剤
付日よけ日よけ OK

洗濯

中国製ベトナム製

吸汗吸汗 気化熱
効果
気化熱
効果日よけ日よけ OK

洗濯

中国製

OK
洗濯吸汗吸汗 気化熱

効果
気化熱
効果日よけ日よけ

中国製

OK
洗濯吸汗吸汗 気化熱

効果
気化熱
効果日よけ日よけ

ベトナム製

気化熱
効果
気化熱
効果 OK

洗濯抗菌抗菌
気化熱
効果
気化熱
効果 OK

洗濯


