
さまざまなシーンで、衛生環境を守ります。

safety and security

Product Guidance
Fit Hood ＆ Fit Inner



優れた素材と経済性が、あなたの衛生環境を守ります。

●メガネが直接かけられます。　●毛髪落下を厳重に防止。　

●通気性、通音性が画期的に向上。　●吸汗・拡散に優れた素材「ソフィスタ」採用。

●頭巾によるインナーキャップのズレを軽減（切れ毛防止）。

耳出しデザインが快適感をさらにUP！

フード・キャップの中に装着し、毛髪落下を徹底ガード。洗濯もできる経済的なインナーです。

※入数200枚（20枚入×10袋）　※SS はホワイト、ブルーのみ

■ホワイト ■ブルー ■グリーン ■ピンクColor Size SS/S/M/L

FHI-715 ●メルトブロー不織布
●スパンボンド不織布 ●ソフィスタベルト

●吸着性★★★★★　●耐洗濯性★★★★　●引張強度★★★

ソフィスタベルトに電石不織布を合わせ、天井部にスパンボンド不織布を採用。
付け心地の良いベルトと従来の電石効果を合わせ持ち、通気性にも配慮しました。

FHI-710
※入数200枚（20枚入×10袋）

■ホワイト ■ブルー ■グリーン ■ピンクColor Size SS/S/M/L

●メルトブロー不織布　●スパンボンド不織布
●ソフィスタベルト

●吸着性★★★★★　●耐洗濯性★★★★　●引張強度★★★

※SS はホワイト、ブルーのみ

電石
不織布

電石
不織布

電石
不織布

電石
不織布

●メルトブロー不織布使用

●天井部スパンボンド不織布

●ソフィスタベルト

電石
不織布

マスク可 メガネ可

電石
不織布

電石
不織布

電石
不織布

特許取得

POINT 耳出しタイプ

マスク可 メガネ可マスク可 メガネ可マスク可 メガネ可

10回程度
洗濯OK

10回程度
洗濯OK



■ホワイトColor

ニットインナーのロングヒット商品。吸汗速乾性と
高い耐久性を両立。

Size S/M/L

●吸着性★★　●耐洗濯性★★★★★

●ソフィスタベルトFHI-800

Fit inner

■ホワイトColor

ヒートストレスに大きな効果を発揮。
通気性の良さはNo.1。

Size M/L

●吸着性★　　●耐洗濯性★★　
●引張強度★★★★★

●スパンボンド不織布
●ソフィスタベルトFHI-700

入数200枚（20枚入×10袋）

通常よりも大きめのツバを採用。バックヤードに最適。

●吸着性★★★★★　●耐洗濯性★★★★　
●引張強度★★★

FHI-500

■ホワイトColor Size M/L/LL

入数200枚（20枚入×10袋）

●メルトブロー不織布

電石
不織布

フィットインナーのスタンダードタイプ。 額部分に
不織布を巻いているため、ゴム跡が付きにくい。

●吸着性★★★★★　●耐洗濯性★★★★　
●引張強度★★★

FHI-600

■ホワイトColor Size M/L/LL

入数200枚（20枚入×10袋）

●メルトブロー不織布

電石
不織布

相性抜群の2種類の生地を使い、これまでにない使用感
を実現。ストレスを感じさせないハイスペックインナー。

●吸着性★★　●耐洗濯性★★★★★

FHI-950

■ホワイトColor Size S/M

●ソフィスタベルト

マスク可 メガネ可

ツバ付

NEW

繰り返し
洗濯OK

10回程度
洗濯OK

10回程度
洗濯OK

使い捨てのかぶりタイプ頭巾。短期アルバイトや来客
の方でも簡単に隙間なく装着可能。

FHI-450

■ホワイトColor Size フリー

●吸着性★　　●耐洗濯性★★　
●引張強度★★★★★ 入数200枚（20枚入×10袋）

●スパンボンド不織布

かぶりタイプ

使い捨てタイプの頭巾。短期アルバイトや来客用に。
FHI-400

■ホワイトColor Size フリー

●吸着性★　　●耐洗濯性★★　
●引張強度★★★★★ 入数200枚（20枚入×10袋）

●スパンボンド不織布

前合わせタイプ

かぶりタイプ

●吸着性★★　●耐洗濯性★★★★★　

■ホワイトColor Size フリー

最も高い伸縮性を持つかぶりタイプインナー。柔らかな肌触
りの生地を使用し、耳を出して眼鏡が装着できる優れモノ。

FHI-1050
マスク可 メガネ可

繰り返し
洗濯OK

かぶりタイプ

70回以上
洗濯OK



FH-400 シリ〡ズデビュ〡！

前合わせフードのようにかぶり、装着したらかぶりタイプに早変わりする、今までにないフードです。

●写真はツバあり FH-451 を着用しています

■ホワイトColor M/L/LLSize

FH-400
■ホワイトColor M/L/LLSize

FH-401メガネ
スリット マスク掛け

メガネ
スリット

■ホワイトColor M/L/LLSize

FH-450 メガネ
スリット

FH-451 メガネ
スリットマスク掛け

前合わせ＋かぶりの新タイプ

■ホワイト ■ブルー Color M/L/LLSize

ツバなし ツバなし

ツバ付き

ツバ付



6

6

装着完了。前合わせタイプが、かぶりタイプに早変わり！

最初に額の位置を合わせ、その後フード全体の位置を決めます。

１右手側のテーピーの端を右手で持ち、左側へフェイスラインに沿って引き上げ、
２上側のテーピーに両手の指を使い、しっかりと留めます。

ボタンの位置を確認し、指でつまんでしっかりと留めます。

インナーや毛髪が出ていないか、隙間が無いか確認し、必要に応じてメガネを装着。
ケープを整え準備完了。

逆側も同じように右手を使い右頬にあるテーピーに向かって引き上げます。

水との親和性に優れた親水基を持つアクアティックファイバー、ソフィスタ。
吸湿・吸水・拡散性に優れ、肌にやさしく接触冷感のある繊維です。

●フィットフードのニットとは？

汚れ
除去性

経済性

伸縮性

ひんやり

吸湿・速乾

持続性

様々な汚れに対し優れた除去性を発揮します。
家庭洗濯で簡単に汚れが落ちます。

繰り返し洗っても型崩れせず長くお使いいただ
けるので経済的です。

本来持っている「メッシュ」と「ニット」のダブル
構造の特性をうまく利用！“心地よい”装着感を実
現しました。

表面に凸凹があり、熱伝導性にもすぐれている
ため、肌表面の熱を素早く拡散します。 

水との親和性があり汗をすばやく吸収拡散！べ
とつき・蒸れを防ぎます。 

フィットフードはＪＩＳ規格に基づく洗濯法にて、
70回以上の耐久性を有する事が公的機関で証
明されています。

高機能・快適素材ソフィスタ

ソフィスタ̶̶その心地良さの秘密

色が赤いほど温度の上昇を意味します。 
ソフィスタは作業中でも頭部温度上昇を抑え、
皮膚温度を一定に保ちます。

素材提供：クラレトレーディング（株）　資料提供：（株）クラレ

サーモグラフィ

FH 60分 FH 90分

T/C 60分 T/C 90分

綿ソフィスタ ポリエステル

発
汗

吸
湿

汗や水分が繊維の内部にまで浸透。
繊維は大きく膨潤する。

繊維が大きく膨らみ反発性が失わ
れ、肌にまとわりつく。繊維内部ま
で汗を吸収し乾きが遅い。

繊維は、ほとんど膨潤しない。まと
わりつきもなく、汗は素早く発散。
サラリとして心地よい。

繊維の膨潤はないが、汗や水分が肌
と繊維の間に膜状に残ってしまい、
ぬれて、ムレ感が強い。

親水基があり、汗や水分を繊維表面
で吸収し素早く拡散する。

親水基を持っていないので、汗や
水分をほとんど吸収しない。

FH
フィットフード

T/C
ポリエステル65％
綿 35％



優れたフィット構造で、快適な着用感を実現。　汚れが落ちやすく、洗濯性も高い経済的なフードシリーズ。

●素材：ポリエステル 53％、複合繊維（ソフィスタ）47％

FH-351
■ホワイト ■ブルー ■グリーン ■ピンクColor Size S/M/L/LL

メガネ
スリットマスク掛け

全種類オールニットのフードです。

●「かぶりタイプ」はどなたでも簡単に隙間なく着用できます。 　●高い耐久性と程良い伸縮性のあるニット地を使用。

●面ファスナーを使わないことで大幅な製品寿命向上に成功しました。　

●ニットが持つ適度な伸縮力と気密性を兼ね備え、副資材を極力使わず、これ以上ない高い耐久性を実現しました。

かぶりタイプ

■ホワイトColor S/M/L/LLSize

FH-350

FH-300 メガネ
スリット

■ホワイトColor S/M/L/LLSize

FH-301
■ホワイト ■ブルーColor Size S/M/L/LL

マスク掛け メガネ
スリットツバなし

◆ケープ
ケープ部分をメッシュ生地にすることにより、
軽さと通気性を両立させました。どんな生地と
も相性が良く、ユニフォームを選びません。

◆眼鏡スリット
顔回りに隙間をつくることなく
眼鏡を直接耳に掛けられます。
脱着を繰り返す方にも最適です。

ツバなし

メガネ
スリット

ツバ付

ツバ付



Fit hood

FH-200
■ホワイト ■ブルー ■グリーン ■ピンクColor Size M/L/LL

●従来からのオーソドックスなタイプの頭巾です。●首元を面ファスナーで止めるため微調整が可能です。

●耐久性と程良い伸縮性のある生地を使用することにより、心地良さと製品寿命が向上しました。

前合わせタイプ

FH-210
■ホワイト ■ブルー ■グリーン ■ピンクColor Size M/L/LL

マスク掛け

■ホワイトColor M/L/LLSize

FH-111
■ホワイトColor M/L/LLSize

FH-110

マスク掛けメガネ
スリットマスク掛け メガネ

スリットマスク掛け

■ホワイトColor M/L/LLSize

FH-211

ツバなし ツバなしツバ付

ツバ付

ツバ付
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