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シュテファン・ブリュック（CEO） シュテファン・ヴェーナーマルティン・ロイスマン

protecting people – uvex のミッション

uvex の protecting people 「人々を守る」ミッションは、これまで以
上に重要になっています 当社の人々を守ることへのコミットメント
には、社会や環境に対する責任も含まれます。ファミリー企業として、
長年にわたりサステナビリティを企業の思想や行動の中心に据えて
きました。 
uvex では、環境、経済、社会に関する意欲的な目標を掲げています。
すべての生産施設において、エネルギー効率を高めることに懸命に
取り組んでおり、近い将来にカーボンニュートラルを実現すべく全力
を尽くしています。uvex の製品における高い品質の基準は、リサイク
ルコンセプトの開発およびバイオベースの材料の使用と一体になっ
たものです。製品の耐久性と長い耐用年数は、廃棄物を減らし、資
源を節約するのに役立っています。protecting planet 「地球を守る」 
をモットーに、環境に優しい製品の完全な製品システムを初めて紹
介します。当社 は、すでに将来の循環型経済を取り巻く問題に対応
していますが、この取り組みを中長期的に支える革新的なソリュー
ションを提供していきます。
 
 

uvex は、革新的な製品やサービスを提供することで、お客様の職場
での個人の安全性を最適化するための活動を続けています。uvex 
セーフティグループは、現在もこれからも、お客様社員の安全に関し
て信頼される確かなパートナーを目指して全力を尽くすとともに、
お客様とともに人々と地球のために責任を果たしてまいります。
 
 
 
 
 

UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG  
（UVEXセーフティグループ社）取締役 

Stefan Brück (CEO) 
Stefan Wehner 
Martin Leusmann

uvex は人々と地球を守ります

お客様へ



uvex は革新的な

サステナブルブランドシステムプ
ロバイダー
当社は世界レベルの製造関連の専門性を備えています。また、ソー
シングおよびセールスの両面で、高度な技術を有した戦略パート
ナーによる国境を越えたネットワークを構築しており、多様な市場お
よびお客様の要件に対応する製品とサービスを提供します。当社は、

「循環型経済」の原則に沿って製品とサービスのコンセプトを開発
し、ゼロカーボンの成長に長期的に取り組んでいます。

勝利者の表彰台に立
つことが

 究極の目標です。

デジタルトランスフォーメーション
DX は、当社の既存のコアコンピテンシーを支えるとともに、新たな
カスタマーバリューを創出し、新たなビジネスモデルの開発を促進
して、現在および将来の成功に貢献します。デジタルツールやプロセ
スと連携した未来志向の方法で、従業員、お客様、サプライヤー、
パートナーとのインターフェイスを改善します。

イノベーション
常にお客様の要件を取り込み、革新的な製品とプロセス技術に投
資を行い、品質、機能、革新性に関する高い基準を満たす業界向け
および個人向けの安全用品を開発、製造、流通しています。当社は、
包括的なサービスコンセプトに基づき、世界中のお客様にとって測
定可能な付加価値を創出するという目標を追求し、業界のイノベー
ションリーダーとなるべく取り組んでいます。

人々を守る
人々こそ活動の核となるものです。専門分野、作業環境において
人々を守り、支援することが当社の目標です。当社では従業員に対
し、国際的かつ益々デジタル化が進む企業グループでの専門性およ
びキャリア開発の機会を提供しています。

品質
メーカーとして、製品およびサービスに対し極めて高い品質要求を
自らに課しています。当社にとって、「made in uvex」とはお客様に
対する品質の約束であり、お客様にとっては「品質の保証」です。当
社の目標は、経済的、環境保存的、社会的な取り組みのバランスを
とることです。この目標を達成するため、当社の製造現場および製
品に対して高い基準を設定しており、その基準は当社ネットワーク
の全パートナーにも適用されます。

ブランド
uvex ブランドは当社の未来です。お客様、サプライヤー、従業員に 
uvex ブランドバリューエクスペリエンスに参加していただき、ブラン
ド（uvex safety と uvex sports）のメリットを生かして、それぞれの
成功を達成することが、当社の第一目標です。
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protecting planet
uvex サステナビリティラベル：
人々と環境との約束

1926 年の創業以来、スポーツやレジャー、 職場で人々を守り続けてき
ました。「人々を守る」 は、uvex のミッションです。 

「地球を守る」 は、責任をもって人、社会、自然を取り扱うということで
あり、 このミッションに自然とつながります。 

「地球を守る」 に関連して、当社のサステナビリティな活動について、 
最大限に透明性と情報を提供するラベルを作成しました。これには、
省資源化製品や工場での革新的な取り組みから、 社会的コミットメン
トや社会的プロジェクトにいたるまでの活動が含まれます。
uvex グループのマネージングパートナー Michael Winter

新しいラベル protecting planet の例:

uvex では、さまざまなレベルで CO2 排出量を削減しています。例えば、uvex グ
ループはドイツで、グリーン電力とグリーンガスのみを使用しています。当社の世
界市場に向けた革新的な製品とサービスは、自社工場で生産していますが、自社
工場の多くはドイツを始めとするヨーロッパにあります。これにより、高い品質と
近距離の輸送ルートの両方が確保されます。uvex グループは、定期的なサステナ
ビリティ活動を自社の生産施設で行うことで、環境フットプリントの削減に重要な
役割を果たしています。

uvex は、植物とバイオベースの材料が未来を作ると考えています。そのため、サ
トウキビを原料としたバイオベースの HDPE（高密度ポリエチレン）、（羊毛をプレ
スした）Lavalan、（バイエルン羊毛をプレスした）Prolan、菜種油ベースの PU 
フォーム、 竹繊維、ひまし油から作られたバイオベースポリアミドを、すでにさま
ざまな uvex 製品で使用しています。

uvex は、競合他社よりも測定可能な高い品質の製品を提供していることで知
られています。この革新的なめがねのコーティングが その一例となっています。
こうした高い耐久性と長い耐用年数のおかげで、新しい製品を購入する必要
性が少なくなります。これは、長期的にコストを削減できるだけでなく、さらに
重要なことには、貴重な資源を節約し、廃棄物を削減することにつながります。

環境に配慮したパッケージは、uvex グループの サステナビリティ戦略の一環で
す。例えば、気候変動に左右されずに、100% リサイクル可能なパッケージを
使用しています。一部のパッケージは、草を原料とする段ボールという植物由
来のものを使用しています。さらに、草や石から作られた紙や、再生可能な原料

（テンセルなど）から作られたリサイクルパッケージフィルムやバッグを使用する
例もあります。

„

“
*CO2 排出量の削減

*バイオベースの材料の使用

* 耐久性に優れた製品の創出

* 環境に配慮したパッケージの使用

by creating durable products*by reducing CO2 emissions*

by using bio-based material*
by using environmentally-
friendly packaging*
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「人々を守る」ことは、uvex グループのすべてのブランドが背負うミッションです。uvex 製品を使用してい
ただくことで、人々が必要とする適切な保護を提供することが目的です。しかし、uvex の「保護」の定義
は、物理的な傷害の防止だけではなく、社会的、環境的、経済的な意味までより広く含みます。社会と環
境を守るという約束は、当社のグループ全体で 地球を守る という概念のもと、人々を守る という当社の
ミッションから導き出されたものなのです。

私たちは、この理念をさまざまな uvex グループ部門で実践し、それをすべてのプロセスに統合しました。
結局のところ、こうした活動が、サステナビリティを高めるという約束を世界に向けて確実に伝える唯一
の方法なのです。そのため、uvex は、価値創造チェーン沿ったすべての手順を包括的にテスト、評価、最
適化して、製品が可能な限りサステナブルであることを確認します。

uvex グループは、REACH 規則（EU）に準拠し、健康に有害な物質の使用を控え
ています。また、グループでは、独自の制限物質のリストを作成しました。uvex グ
ループは、ユーザーや環境に悪影響を与えないように、有害な成分を含まない製
品のみを提供することを企業方針としています。特に、PPE などの皮膚に接触す
る製品について、uvex 安全グループは、適用される EU 指令を超える最も厳しい
基準を設けています。

環境を保護するため、uvex グループは、可能な限り多くの場所で廃棄物の削減に
取り組んでいます。そのため、生産施設での資源の使用状況を現場で定期的に精
査し、手順やプロセスをどの程度改善できるか検証しています。このような状況で
当グループは、最初の具体的な措置として、パッケージサイズを変更し、配送ボッ
クスを再利用することで、段ボールの材料を削減する取り組みを一斉に行ってい
ます。見本市向けの装置については、ローンコンセプトも拠り所にしています。こ
れにより、後日、他の企業が装置を再利用できるようにしています。

uvex グループでは、資源を節約し環境を保護するために、さまざまな種類のリ
サイクル素材を処理しています。例えば、生産工程の余剰からリサイクルされた
ポリアミドや、飲料用ペットボトルのリサイクル PET 樹脂などがあります。こうし
たプラスチックが、当社の保護メガネ・ゴーグル製品のフレーム、ヘッドバンドな
どの製造に使用されています。老眼鏡については、使用済みのリサイクレートを 
70 パーセント以上使用し、製造されてます。 

環境保護は電気から始まります。よって、uvex グループはドイツの各拠点で、グ
リーン電力を使用しています。また、これは、イタリアの uvex safety Cagi、ス
ウェーデンの Swedsafe、フランスのラヴァルク（アルザス地方）にある Heckel の
拠点にも適用されています。ISO 50001 により、uvex グループは継続的なエネル
ギー節約を実現したことの検証を義務付けられています。しかし、uvex グループ
はそれを実現しただけで満足しません。バリューチェーンに沿った節電も重要な
課題だと考えています。uvex グループは、世界各地の自社生産施設でサステナ
ビリティ対策を継続的に実施することで、サステナブルな生産を実現しています。
個々の対策には、LED 照明、最先端の機械、熱回収プロセスなどがあります。

protecting planet uvex サステナビリティラベルについては、製品やそのパッケージ、見本市会場、uvex グループ
のカタログなどで見ることができます。このアプローチにより、uvex は約束を果たしているサステナビリティ分野へ
の取り組みを強調するだけでなく、環境に優しい社会的責任を持つビジネス活動への意識を高め、好ましい開発
をさらに進めたいと考えています。 

* 有害物質の不使用

* 廃棄物の削減

*リサイクル素材の使用

* エネルギーの節約

by reducing waste* by saving energy*

by using recycled material*by not using harmful substances*
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uvex safety + uvex sports 
ワンブランド ワンミッション

uvex sports Japan
 ホームページはこちら

スキージャンプ葛西紀明選手
SAJ30 認証第 0110 号
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uvex safety と uvex sports の間で知識が共有され、製品の安全性、
機能性、快適性が向上し、コラボレーションにより、両方の製品部門
が相互のメリットを享受しています。  

一例として、uvex safety と uvex sports の両方で、当社の 
supravision コーティングテクノロジーが使用されています。この独
自のコーティングにより、スポーツゴーグルや保護めがねに最大限
の防曇特性を確保し、着用者が仕事や競技で最高のパフォーマンス
を実現できるようにします。

uvex 製品は、職場環境や、スポーツやレジャーで人々
を守っています。国際的なトップレベルスポーツのパー
トナーとして、スキーゴーグル、乗馬用ヘルメット、自転
車用ヘルメットをはじめとする uvex のスポーツ用品
は 1000 人を超えるプロアスリートに愛用されています。
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protecting planet

uvex i-range planet

サステナビリティの向上に向けた取り組みに対する意識を高めるために、
uvex は protecting planet アイコンを開発しました。
uvex の場合、protecting planet は単なるラベルではありません。ブランドの主張である protecting 
people に基づいて、当社のサステナブルアプローチはエコロジー、経済性、社会的責任の 3 つの相互に関連
しあう中心的な柱を統合し、事業全体に組み込むことで、サステナビリティパフォーマンスを向上させています。

そのため、uvex はバリューチェーン全体で、包括的な監査、測定、評価管理プロセスを実行し、できる限りサス
テナブルな製品を提供できるよう努力しています。

2023年1月発売予定

uvex i-range uvex i-lite planet uvex i-guard planet uvex i-guard+ planet
品番 9143295 9143296 9143297
バージョン uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

規格 EN 166、EN 170 EN 166、EN 170 EN 166、EN 170
フレーム アンスラサイト、ティール アンスラサイト、ティール アンスラサイト、ティール

W 166 F CE W 166 34 F CE W 166 34 B CE
レンズ PC クリア、バイオベース PC クリア、バイオベース PC クリア

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE

重量 32 g 48 g 50 g
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uvex i-guard planet  は プラネットシリ
ーズの
製品システムの一例です。

使用するポリエチレンバッグのフィルムは、生産廃棄物か
ら得られたリサイクル素材を最大 70 パーセント使用して
います。

めがねの取扱説明書を小さくすることで、使用する紙の量
を 30 パーセント削減しました。めがねのパッケージ単位
を 5 個から 10 個に増やしたことで、必要な段ボールの量
がさらに減り、廃棄物も大幅に削減できました。

サイドアームの 39 パーセントはバイオベースの材料で作
られています。再生可能な原料としてひまし油の植物を
使用し、めがねの生産に使用するエネルギーはバイオマ
ス資源を使用しています。ガード バージョンのソフトフェイ
スシールには、製造廃棄物から再生されたペレットが 35 
パーセント以上使用されています。

* 廃棄物の削減

by reducing waste*

* 環境に配慮したパッケージの使用

by using environmentally-
friendly packaging*

*リサイクル素材の使用 ／／ バイオベースの材料の使用

by using recycled material //
by using bio-based material*



uvex supravision sapphire
両面：防傷性・耐薬品性

uvex supravision excellence
内側：防曇性（32秒以上）
外側：防傷性・耐薬品性

uvex supravision  extreme
外側：防傷性、内側：防曇性

uvex supravision variomatic
外側：防傷性、内側：防曇性
調光機能付き

uvex supravision clean
外側：防傷性・耐薬品性、内側：防曇性
オートクレーブ対応

uvex infradur
両面：防傷性
溶接火花による損傷リスクを最小化

uvex infradur plus
外側：防傷性、内側：防曇性
溶接火花による損傷リスクを最小化

uvex supravision ETC
両面：防曇性

uvex  のコーティング技術

防曇コート
防傷性・
耐薬品性
ハードコート

コーティングが
周囲の水分を
吸収

ポリカーボ
ネート
レンズ

ポリカーボネート
レンズ

防傷性・
耐薬品性
ハードコート

防傷性・
耐薬品性

ハードコート

uvex supravision plus
両面：防曇性（30秒）・防傷性
帯電防止

防曇性従来比
2倍
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規格

規格要件の4 倍

規格要件の2 倍 uvex supravision excellence

競合製品との比較

EN
 1

68
 準

拠
し

た
防

曇
性

能
、N

 マ
ー

ク

uvex supravision excellence
次のレベルのパフォーマンス

uvex のコーティングはトップレベル

内側 性能

防曇性
防傷性

外側

防曇コート
防傷性

コーティングが
周囲の水分を
吸収

防曇コート
防傷性

ポリカーボ
ネート レンズ

コーティングが
周囲の水分を
吸収

デュアル
アクション

防曇コート

拡散した周囲の
水分をコーティ
ングが吸収

防傷性・
耐薬品性
ハードコー
ト

ポリカーボ
ネート レン
ズ

動画はこちら

内側 性能

防曇性
防傷性

外側

内側 性能

防曇性
防傷性

外側

内側 性能

防曇性
防傷性

外側

内側 性能

防曇性
防傷性

外側

内側 性能

防曇性
防傷性

外側

内側 性能

防曇性
防傷性

外側

内側 性能

防曇性
防傷性

外側

内側 性能

防曇性
防傷性

外側



保護メガネの分野において最も注目されている中心的な技術は、
革新的なスープラビジョン技術です。uvex はこの技術を使ってレ
ンズのコーティングを行うので、レンズの外側は傷がつきにくく、
内側は曇ることがありません。また、レンズの外側は薬品に対す
る耐性もあり、容易に洗浄することができるので、製品寿命も驚く
ほど長くなっています。

革新的なコーティング技術のトップリーダーとして、
uvex は自社開発製品の水準を引き上げ、どんな環
境にも負けないコーティングを行っています。これは、
最も厳しい基準を満たし、一般的な水準を遥かに上
回るものです。

ウベックスコーティングの防曇性能
動画はこちら

ウベックスコーティング防傷性能
動画はこちら

 uvex   のコーティングは恒久的。
繰り返し洗浄してもはがれることはありません。

11



12

レンズ着色
あらゆる光の環境下でのレンズソリューション

アンバー
保護： UV400
UV ／ マーキング： 2（C）‒1.2
透過率： 約 88 %
規格： EN 166、EN 170

CBR 65
保護： UV400
マーキング： 5 ‒1.4
透過率： 65 %
規格： EN 166、EN 172

クリア
保護： UV400
UV ／ マーキング： 2（C）‒1.2
透過率： 約 91 %
規格： EN 166、EN 170

透過率 
74～100%

透過率 
58～80%

眩しさ保護の着色は不要

AR（反射防止）
保護： UV400
UV ／ マーキング： 2（C）‒1.2
透過率： 約 96.5 %
規格： EN 166、EN 170

コントラスト効果向上による眩しさ軽減と
機械的危険からの保護機能

uvex x-fit pro, uvex x-fit (p.26, 27) 
uvex pheos cx2 (p. 29) 
uvex i-3s (p.31)

クリアな視界、ブルーライトカット、リラック
スできる視野を提供

uvex sportstyle（p. 25）
uvex pheos cx2（p. 29）
uvex super f OTG（p. 32）

高い光透過率による最適な反射防止機能

uvex sportstyle （p. 25）、
uvex i-3、uvex i-3 s （p. 30、31）

眩しさ軽減と機械的危険からの保護
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レンズ着色

シルバーミラー 12%
保護： UV400
マーキング： 5 ‒3.1
透過率： 12 %
規格： EN 166、EN 172

グレー 23%
保護： UV400
マーキング： 5 ‒2.5
透過率： 23 %
規格： EN 166、EN 172

透過率 
8～18%

透過率 
18～29%

透過率 
43～58%

眩しさ保護の着色を推奨

ブラウン
保護： UV400
マーキング： 5 ‒2.5
透過率： 20 %
規格： EN 166、EN 172

人工光と自然光の両方から高度に保護

uvex sprotstyle (p.25)
uvex pheos cx2 (p.29)
uvex i-3 (p.30)

太陽光の眩しさ軽減と良好な色識別機
能を兼ね備えたレンズ

太陽光の眩しさを抑えつつ良好な色識
別機能とコントラスト効果の向上を兼
ね備えたレンズ

uvex ultrasonic（p. 34）

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
調
整
の
着
色
を
推
奨

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
調
整
の
着
色
は
不
要
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uvex UV400
100% UV保護、100% 安全、100% uvex

WHO がUV400 の保護性能を推奨する理由は明らかです。
眼、角膜、および水晶体の外側の組織は、UV 光を完全に吸収します。
UVB 光は主に遺伝物質を損傷しますが、UVA 波はより深く浸透し、
熱による損傷を引き起こし、UVB 光の影響を拡大します。

自然科学博士 オラフ・シュトラウス教授

uvex UV400 ─すべての uvex 保護めがねに採用
クリアレンズ、着色レンズのどちらを選択した場合でも、すべての
uvex 保護めがね・ゴーグルには、uvex UV400 効果のあるUV 保護
機能が標準装備されています。また、快適な装着感、スポーティなデ
ザイン、最高品質のレンズコーティングも備えています。

太陽が隠れていても、紫外線は眼に負担をかける事があります
屋外で作業する場合、たとえ曇りでも、眼は常に有害な紫外線に曝
されます。その結果、十分な保護措置を講じないと、長期的に危険
なダメージが積み重なり、角膜損傷、白内障、失明などにいたるお
それがあります。

100% の安全性
uvex 保護めがね・ゴーグル

uvex UV400は100%のUVA波をフィルタリングする（20%は380 nm
レンズを通過）だけではなく、温度による細胞の変化も完全に最小
化します。これは、380～400 nmの範囲における全細胞損傷割合が
10 倍に増加する要因です。また、網膜にも有害な、危険で損傷を招
くブルーライト（HEV）も15% 抑えます。

EN166/170規格では、保護めがね・ゴーグルに最大380 nmのUV保護性能が 必
要です。最新の科学的所見では、これだけでは不十分であることが示されています。
WHO は、最大400 nmのUV保護を推奨しています。

uvex UV400 は、UVA 波およびUVB 波だけでなく、波長 400 nmまでの高エネルギー
可視光（HEV）に対する完全な保護を提供します。

眼および周囲の皮膚に対して

危険なUVA 波およびUVB 波から
100% 保護

UV400 動画はこちら

放
射
線︵

nm
︶
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9193064 9169164

9198064

uvex sportstyle CBR65 uvex pheos cx2 CBR65 uvex super f OTG CBR65
品番 9193064 9198064 9169164
バージョン uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence

紫外線防護 紫外線防護 紫外線防護
規格 EN 166、EN 172 EN 166、EN 172 EN 166、EN 172
フレーム ホワイト、ブラック ホワイト、ブラック ブラック、ホワイト

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
レンズ PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65

UV400 UV400 UV400
5-1、4 W1 FTKN CE 5-1、4 W1 FTKN CE 5-1、4 W1 FTKN CE

質量 23 g 28 g 39 g

uvex CBR65
疲れにくく、快適な視界 

Contrast ─ コントラスト
コントラストの向上
コントラストが向上し、よりクリアな視界が得られ、
拡散光下でも眼の負担が軽減されます。

Bluelight reduction ─ ブルーライトカット
ブルーライトカット
明るい投光照明を使用する現場でのブルーライトを
最大 50 % カットします。

Relaxed vision ─ リラックスできる視野
リラックスできる視野
高い集中力が必要な作業に最適です。
長時間作業しても目が疲れにくくなります。

65 % transmission ─ 透過率 65%
透過率 65 %
非常に明るい人工光や自然光でも眩しさから保護します。

ブルーライトに対する予防的保護
uvex CBR65レンズ技術の特性は、uvex UV400とは大きく異なります。

uvex CBR65 は、紫外線の 100% を遮断し、高エネルギー可視光
（HEV）を最大 50%フィルタリングします。HEV は、380～450 nmの範

囲で網膜に特に障害をもたらします。450 nmの範囲を超えると、網
膜に到達できる光は 60～70% にすぎません。

電子機器（PC、スマートフォン、タブレット、LEDテレビなど）の過度
の使用、および白熱電球からLED への切り替えにより、ブルーライト
による眼への負担が大幅に増加しています。HEVの短期的な影響に
は眼の緊張、頭痛、または集中力の低下などがあり、長期的には加
齢性黄斑変性のリスクが高くなります。

uvex CBR65 は、体内時計を妨害することなく、健康リスクから確実
に眼を保護します。

透
過
率︵
％
︶

可視波長スペクトル（nm）

光透過率 65%

450 nmのブルーライトを50% 低減

紫外線 赤外線
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uvex megasonic CB
一目でわかる先進のテクノロジー

uvex megasonic CB の革新的なレンズ設計により、過酷な条件下でも着用者の視野を制限することなく、端から端まで明瞭
な視界を実現します。 
アジアンフィット設計のカスタムブリッジを採用しています。
広い内部空間と特別設計されたフレームのスペースにより、めがねを装着したままでも使用できるユニバーサルフィットデザ
インで、着用者全員に同じレベルの保護を提供します。スポーティで人間工学に基づいたデザインと非常に快適なフィット感
が特長の信頼性の高い装備で、一日中、集中力を損なうことなく過ごせます。 

優れた視界を確保する革新的なゴーグル レンズ交換が簡単な独自のフレームレスレ
ンズデザイン

uvex の実績ある supravision コーティン
グテクノロジー

日本人の顔にフィットする
カスタムブリッジバージョン

ソフトな素材がどんな顔立ちにも密着 フレームにテンプル用のスペースを設けて　
OTG に対応

他の uvex 保護具と併用可能簡単に交換可能なヘッドバンド
（幅 30 mm）

ゴーグル
uvex megasonic CB 
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9320465

9320481

9320011 93202569320012 9320257

uvex megasonic CB
品番 9320465 9320481
規格 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 172
カラー アンスラサイト、ブルー アンスラサイト、ライム
マーキング W 166 3 BT CE W 166 3 BT CE
素材 TPE TPE
色合い クリア グレー 23%
紫外線保護 UV400 UV400
コーティング uvex supravision excellence uvex supravision excellence
マーキング 2C-1,2 W1 BTKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE
素材 PC（ポリカーボネート） PC（ポリカーボネート）
重量 95 g 95 g
梱包単位 1 個（ポリバッグ包装）, 4 個（小箱包装）, 64 個（外装包装） 1 個（ポリバッグ包装）, 4 個（小箱包装）, 64 個（外装包装）
EAN コード 4031101818863 4031101818856
交換部品 レンズ： 9320256, ヘッドバンド： 9320011 レンズ： 9320257, ヘッドバンド： 9320012

注：このゴーグルは、70% エタノールで消毒できます。 
スプレーおよび拭き取り消毒のみ。

uvex megasonic CB 動
画はこちら

ゴーグル
uvex megasonic CB 

uvex megasonic CB
適用分野：

 ● 自動車産業 
 ●  製造業
 ●  建築業界
 ●  鉄鋼業界、鋳造工場
 ●  金属業界
 ●  化学業界
 ●  石油およびガス業界

 ●  消防隊
 ●  農林業
 ●  廃棄物管理
 ●  食品業界
 ●  食品加工業
 ●  医薬品業界
 ●  ヘルスケア業界

JIS  品あり
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保護めがね・ゴーグル
uvex super OTG guard CB

ガード付き OTG からゴーグルに切り替え可能な uvex super OTG guard CB のハイブリッドシステムは、ほぼすべての職場に
最適なソリューションを提供します。 
広い視界が印象的なパノラマレンズとともに、全方位を保護する最高のガード機能も備えています。どんな顔立ちにも密着す
るソフトな素材を使用したアジアンフィット設計です。  
uvex super OTG guard CB は度付きめがねの上から着用することもできるため、どなたにもお使いいただけます。 

uvex super OTG guard CB

ハイブリッドシステム： 交換可能なヘッド
バンドとテンプル

ソフトな素材がどんな顔立ちにも密着フレームにテンプル用のスペースを設けて　
OTG に対応

アジアンフィットの 
カスタムブリッジバージョン

軽量でコンパクトuvex supravision コーティングテクノロ
ジー

着用方法を簡単に切り替え可能 サイド保護付きパノラマレンズ
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9412105 9412106

保護めがね・ゴーグル
uvex super OTG guard CB

uvex super OTG guard CB
適用分野：

 ● 自動車産業
 ● 製造業 
 ● 建築業界
 ● 鉄鋼業界
 ● 金属業界

 ● 廃棄物管理
 ● 食品業界
 ● 食品加工業 医薬品業界
 ● ヘルスケア業界

9142104

9142101

uvex super OTG guard CB
品番 9142101 9142104
規格 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 170、JIS T8147
カラー アンスラサイト、ブルー アンスラサイト、ブルー
マーキング W 166 34 FT CE W 166 34 FT CE
素材 PP／TPE PP／TPE
カラー アンスラサイト ブルー、アンスラサイト
マーキング W 166 FT -
素材 PC + TPU テキスタイル
色合い クリア クリア
紫外線保護 UV400 UV400
コーティング uvex supravision extreme uvex supravision extreme
マーキング 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE
素材 PC（ポリカーボネート） PC（ポリカーボネート）
重量 74 g 67 g
梱包単位 1 個（ポリバッグ包装）, 4 個（小箱包装）, 72 個（外装包装） 1 個（ポリバッグ包装）, 4 個（小箱包装）, 72 個（外装包装）
EAN コード 4031101867700 4031101867663
交換部品 ヘッドバンド： 9142106 ペアのテンプル： 9142105

JIS  品あり

JIS  品あり

注：このゴーグルは、70% エタノールで消毒できます。 
スプレーおよび拭き取り消毒のみ。

uvex super OTG guard CB 動
画はこちら



20

uvex hypervision CB

広い視野を確保したファッショナブルな
ゴーグル

ソフトノーズ 半透明のフレーム ヘッドバンドは角度調節が可能
ヘッドバンドを簡単に交換可能

セルロースアセテートレンズ、
簡単に交換可能

フレームにテンプル用のスペースを設けて　
OTG に対応

アジアンフィットの
カスタムブリッジバージョン

間接的なベンチレーション

uvex hypervision CB は人間工学に基づいた快適な設計で、半透明のフレームが広い視野を生み出します。柔軟性のあ
るソフトなアジアンフィットのフレームにより快適な着け心地を実現しています。側面に度付きめがねのための十分なス
ペースが設けられているため、uvex hypervision CB は、OTG として快適にご使用いただけます。また、調整可能なヘッド
バンドや間接的なベンチレーションも追加機能として備わっています。

保護めがね
uvex hypervision CB
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保護めがね
uvex hypervision CB

9321905

uvex hypervision CB
適用分野：

 ● 自動車産業
 ● 製造業
 ● 建築業界
 ● 化学業界
 ● 農業

 ● 廃棄物管理
 ● 食品加工業
 ● 食品業界
 ● 医薬品業界
 ● ヘルスケア業界

uvex hypervision CB
品番 9321905
規格 EN 166、EN 170
カラー トランスルーセントブルー
マーキング W 166 34 FT CE
素材 PVC
色合い クリア
紫外線保護 UV380
コーティング 内側の防曇性 
マーキング 2C-1,2 W1 FTN CE
素材 CA（セルロースアセテート）
重量 94 g
梱包単位 1 個（ポリバッグ包装）, 4 個（小箱包装）, 64 個（外装包装）
EAN コード 4031101867618
アクセサリー、交換部品 レンズ： 9321955, ヘッドバンド： 9321011

注：このゴーグルは、70% エタノールで消毒できます。 
スプレーおよび拭き取り消毒のみ。

9321955 9321011
uvex hypervision CB  
動画はこちら
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uvex OTG SN CB

ファッショナブルなデザイン レンズ上に射出形成されたソフトノーズ レンズ上に射出形成されたソフトブロー
ガード

uvex デュオコンポーネント 
テクノロジー

uvex supravision コーティングテクノロ
ジー

度付きメガネの上からも着用可能

アジアンフィットの 
カスタムブリッジバージョン

調整可能なサイドアーム

uvex OTG SN CB は、アジアンフィット設計の、ファッショナブルで魅力的な製品です。ソフトノーズ、ソフトブローガード、デュ
オコンポーネントサイドアームの組み合わせにより、uvex OTG SN CB は非常に快適で滑りにくいフィット感を提供します。サ
イドアームは個別に調整することもできます。uvex OTG SN CB はレンズの内側に十分な空間を持たせた設計で、普段のメガ
ネの上から装着することができるので、あらゆるユーザーにおすすめです。 

保護めがね
uvex OTG SN CB
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9167601

保護めがね
uvex OTG SN CB

uvex OTG SN CB
用途：

 ● 自動車産業
 ● 製造業 
 ● 建築業界
 ● 鉄鋼業界
 ● 金属業界

 ● 廃棄物管理
 ● 食品業界
 ● 食品加工業
 ● 医薬品業界
 ● ヘルスケア業界

uvex OTG SN CB
品番 9167601
規格 JIS T 8147
カラー ダークブルー、ライトグレー
材質 PC+TPU、ポリケトン、CuZn37
カラー ダークブルー、ライトブルー
材質 PC+TPU／TPE
色合い クリア
紫外線保護 UV400
コーティング uvex supravision ETC
マーキング W 
材質 PC （ポリカーボネート）
カラー ライトブルー
材質 TPE
質量 45 g
梱包単位 1 個（ポリバッグ包装）, 4 個（小箱包装）, 128 個（外装包装）
EAN コード 4031101787190

注：この保護めがね w は、70% エタノールで消毒できます。 
スプレーおよび拭き取り消毒のみ。

JIS  品あり

uvex SN CB 動画はこちら
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アクセサリ：9183001 
uvex i-5 用クリップインフレーム

 

JIS  品あり

uvex i-5 クリップインフレーム
品番 9183270 9183281 9183001
バージョン uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex i-5 用クリップインフレーム

紫外線保護
規格 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 172
フレーム アンスラサイト、ブルー アンスラサイト、ライム アンスラサイト

W 166 FT CE W 166 FT CE
レンズ PCクリア PCグレー 23%

UV400 UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE 5-2.5 W1 FTKN CE

重量 29 g 29 g 6 g

uvex i-5
 ● 最高の快適性とノンスリップフィットのためのソフトで柔軟なノーズパッド
 ● 拡張型のアイシールドにより、飛散粒子、ほこり、汚れからの保護機能を強化
 ● 側面保護を強化するための拡張型サイドシールド
 ● 3 ポジションのサイドアーム傾斜により、どんな顔立ちにも簡単に適応
 ● 伸縮性のあるソフトな x-twistサイドアームテクノロジーにより適応力に優れ、 
圧迫感のない快適性と安定したノンスリップフィットを実現

 ● ソフトなサイドアームエンドにより、圧迫感のないノンスリップフィットを実現
 ● 実績のあるuvex supravisionレンズコーティング技術
 ● メタルフリー

保護めがね
uvex i-5 

9183270 

9183281
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9193080 9193226

9193216

9193280

9193064

9193880

9193376

9193885

9193838

uvex sportstyle
品番 9193080 9193376 9193226 9193216 9193838
バージョン uvex supravision plus uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision AR

オイルおよびガス対応 スーパー反射防止レンズ
規格 EN 166、EN 170 EN 166、EN 170 EN 166、EN 170 EN 166、EN 170 EN 166、EN 170
フレーム ブラック、グレー ブラック、ガソリン ブラック、ライム ブラック、レッド ブラック、ブルー

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
レンズ PCクリア、UV400 PCクリア、UV400 PCクリア、UV400 PCクリア、UV400 PCクリア、UV400

2C-1.2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FT CE
重量 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g

uvex sportstyle
品番 9193064 9193280 9193885 9193880
バージョン uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision uvex supravision variomatic

サングレアフィルター サングレアフィルター 内側は防曇性、紫外線防護、シルバーミラー 調光レンズ
規格 EN 166、EN 172 EN 166、EN 172 EN 166、EN 172 EN 166、EN 170
フレーム ホワイト、ブラック ホワイト、ブラック ブラック、グレー ブラック、アンスラサイト

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
レンズ PC CBR65、UV400 PCグレー 23%、UV400 PCシルバーミラー、グレー、UV400 PCライトグリーン、UV400

5-1.4 W1 FTKN CE 5-2.5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE 2-1.2 W1 FTKN CE
重量 23 g 23 g 23 g 23 g

 uvex sportstyle
● 羽根のように軽いスポーティなデザインの保護めがね
● uvexレンズジオメトリーによる最適な視野

● ソフトで調節可能なノーズパット、柔らかいノンスリップイヤーパッド（uvex duo 
componentテクノロジー）により安全で圧迫感のない装着性を実現

● uvex supravisionコーティングテクノロジー

保護めがね
 uvex sportstyle

100

380 400 780

50

75

96.5% 超
uvex AR ─
最適な透過率と
最大のUVカットを実現  

波長（nm）

uvex ARコーティング（UV400あり）
uvexコーティング（uvex AR UV400 なし）
ARコーティングUV 380の競合製品

透
過
率︵
％
︶

可視領域
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9199249

アクセサリ： 9199001
uvex x-fit および uvex x-fit pro 用クリップインフ
レーム

9199004

9199240

9199246

9199276

9199248

JIS  品あり

JIS  品あり

9199277

uvex x-fit pro
品番 9199004 9199248 9199246 9199240 9199277 9199276
バージョン uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

スライダーなし コントラスト効果の向上 紫外線防護、スライダーなし 紫外線防護
規格 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 170 EN 166、EN 172 EN 166、EN 172
フレーム ホワイト、アンスラサイト ブルー、アンスラサイト ブルー、アンスラサイト イエロー、アンスラサイト アンスラサイト、ライトグレー アンスラサイト、ライトグレー

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
レンズ PCクリア PCクリア PCクリア PCアンバー PCグレー 23 % PCグレー 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1.2 W1 FTK CE 2C-1.2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE 5-2.5 W1 FTKN CE 5-2.5 W1 FTKN CE

重量 28 g 24 g 28 g 28 g 24 g 28 g

uvex x-fit pro guard
品番 9199249
バージョン uvex supravision excellence

スライダーなし、クリップインフレームを含む
規格 EN 166、EN 170、JIS T8147
フレーム ブルー、アンスラサイト

W 166 FT CE
レンズ PC クリア

UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE

重量 30 g

uvex x-fit pro 用ヘッドバンド クリップインフレーム
品番 9958025 9199001
バージョン uvex x-fitおよびx-fit への uvex x-fit 用クリップインフ

レーム
装着用、メタルフリー および uvex x-fit pro

2023 年 1 月発売予定 ブラック ブラック

 uvex x-fit pro
● 斬新なデザインの保護めがね
● 革新的なヒンジ式テンプル設計
● 快適な着け心地を実現するxデザインのソフトノーズパ

ッド
● uvex duo componentテクノロジーにより、柔軟性の

あるテンプルが圧迫感のない装着性を実現
● テンプルに柔軟な角度調整を与えるuvex Comfort 

Slider

● 革新的なレンズジオメトリーによる最適なフィット感
● メタルフリーの機能性のあるアクセサリーの追加を可

能にする柔軟なモジュールシステム

アクセサリ
● uvex x-fit 用ヘッドハンド： uvex x-fitおよびx-fit pro

モデルに適用可能

保護めがね
uvex x-fit pro 

アクセサリ 9958025
uvex x-fit および uvex x-fit pro 用ヘッドバンド
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9199226

アクセサリ： 9199001
uvex x-fit および uvex x-fit pro 用クリップインフ
レーム

9199226

JIS  品あり

uvex x-fit guard
品番 9199226
バージョン uvex supravision excellence

クリップインフレームを含む
規格 EN 166、EN 170、JIS T8147
フレーム トランスルーセントグレー

W 166 FT CE
レンズ PC クリア

UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE

重量 29 g

JIS  品あり

9199225

9199280

9199270

9199286

uvex x-fit
品番 9199015 9199225 9199270 9199286 9199280
バージョン uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

コントラスト効果の向上 サングレアフィルター
規格 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 170 EN 166、EN 172
フレーム トランスルーセントグレー トランスルーセントブルー トランスルーセントピンク トランスルーセントグレー トランスルーセントグレー

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
レンズ PCクリア PCクリア PCクリア PCアンバー PCグレー 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1.2 W1 FTK CE 2C-1.2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE 5-2.5 W1 FTKN CE

重量 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g

クリップインフレーム uvex Comfort Slider
品番 9199001 9958026
バージョン uvex x-fit 用クリップインフレーム uvex x-fit およびx-fit proの

および uvex x-fit pro テンプル取付用

カラー ブラック アンスラサイト

保護めがね
 uvex x-fit 

 uvex x-fit 
● 最適なフィット感を備えたクラシックな保護めがね
● 軽量（わずか 23 g）
● uvex supravisionコーティングテクノロジー
● 革新的なヒンジ式テンプル設計、オプションの uvex Comfort Sliderで

最適なフィット感を実現
● メタルフリー

アクセサリ 9958026
 uvex x-fit および uvex x-fit Pro 用 Comfort Slider

9199015
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uvex pheos cx2
快適なフィット感

アンバー、サングレアフィルターレンズ
もご用意
UV 400 保護機能あり

x-twist テクノロジー
装着性、快適性、保護性を確保して、人間工学に
基づいて特別設計されたフレームは柔軟性が高く、
あらゆる頭の形状にフィット

“X” ブランド
最新スポーティーデザイン

X-tended アイシールド
ソフト素材をレンズに直接接合

優れたベンチレーション
目の健康のために

uvex supravision
コーティングテクノロジー
最高レベルの明瞭な視界を実現。

優れたフィット感
どんな顔立ちにも適応

頑丈な
ハード素材

快適な
ソフト素材

winner 2016
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9198256
9198261 

9198275
9198257

9198237

9198258

9198064

9198885

9198285

保護めがね
 uvex pheos cx2

 uvex pheos cx2 
● 最新スポーティーデザインの �X�ブランド保護めがね
● 拡張型アイシールドによる快適な保護性能
● X-twistサイドアームテクノロジー（人間工学に基づいたテンプル設計）による

ノンスリップフィットで最適な保護性能を実現
● 2つの球面をつなげたような形状のデュオスフェリカルレンズで優れた視界を確保
● 広い視界
● 革新的な uvex duo componentテクノロジーで着用時の最適な快適性を実現
● 他の PPEと簡単に組み合わせ可能
● uvex supravisionコーティングテクノロジー

uvex pheos cx2
品番 9198275 9198257 9198258 9198256 9198261
バージョン uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence excellence excellence extreme

規格 EN 166、EN 170 EN 166、EN 170 EN 166、EN 170 EN 166、EN 170 EN 166、EN 170
フレーム ブルー、グレー ブルー、グレー レッド、グレー ブラック、ライトブルー ブラック、ライトブルー

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
レンズ PCクリア PCクリア PCクリア PCクリア PCクリア

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1.2 W1 FTK CE 2C-1.2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE

重量 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g

uvex pheos cx2
品番 9198285 9198064 9198237 9198885
バージョン uvex supravision uvex supravision uvex supravision 内側： 防曇性

excellence excellence excellence サングレアフィルター
コントラスト効果の向上 サングレアフィルター サングレアフィルター シルバーミラー

規格 EN 166、EN 170 EN 166、EN 172 EN 166、EN 172 EN 166、EN 172
フレーム ブラック、イエロー ホワイト、ブラック ホワイト、ブラック ブルー、グレー

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
レンズ PCアンバー PC CBR65 PCグレー 23 % PCシルバーミラー、グレー

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1.2 W 1 FTKN CE 5-1.4 W 1 FTKN CE 5-2.5 W 1 FTKN CE 5-3.1 W1 FTN CE

重量 28 g 28 g 28 g 28 g
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9190211

9190279
9190840

9190880

9190281

9190176

9190209

9190885

JIS  品あり JIS  品あり

144 mm uvex i-3
135 mm uvex i-3 s

 uvex i-3 · uvex i-3 s
● 革新的な機能を備えた、ファッショナブルな 3パーツ式保護めがね
● メタルフリー
● 標準サイズ（i-3）とスリムサイズ（i-3s）の 2タイプを用意
● カスタマイズされたフィット感による信頼性の高い保護機能： 多段階のサイドアーム

傾斜により、どんな顔立ちにもフィット
● ソフトで調節可能なノーズパット、肌当たりが良く優れたフィット感のテンプル、ヒンジ

部はメタルフリー（3パーツテクノロジー）

用途
● uvex supravision AR： 強い照明、または

さまざまな照明を組み合わせた職場環境
● uvex supravision variomatic： 沖合、海

uvex i-3 s uvex i-3 guard
品番 9190885 9190176 9190211
バージョン 内側： 防曇性 uvex supravision excellence uvex supravision excellence

標準サイズ 標準サイズ 標準サイズ
サングレアフィルター クリップインフレームを含む
シルバーミラー

規格 EN 166、EN 172 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 170、JIS T8147
フレーム ブラック、ライトグレー ブラック、ライトグレー アンスラサイト、ブルー

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
レンズ PCシルバーミラーグレー PCクリア PC クリア

UV400 UV400 UV400
5-3,1 W1 FTN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE

重量 30 g 30 g 36 g

uvex i-3
品番 9190279 9190281 9190840 9190880 9190209
バージョン uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision AR uvex supravision variomatic uvex supravision excellence

標準サイズ 標準サイズ 標準サイズ 標準サイズ 標準サイズ
サングレアフィルター スーパー反射防止レンズ 調光レンズ

規格 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 172 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 170 EN 166、EN 170、JIS T8147
フレーム アンスラサイト、ブルー ブラック、ライトグレー ブラック、ブルー ブラック、アンスラサイト ホワイト、ライム

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
レンズ PCクリア PCグレー 23% PCクリア PCライトグリーン PCクリア

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE 5-2.5 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FT CE 2-1、2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE

重量 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g

保護めがね
 uvex i-3 
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JIS  品あり

9190020

9190035 9190086 9190025

9190039

9190085

uvex i-3 s
品番 9190035 9190086 9190025 9190039
バージョン uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision AR

スリムサイズ スリムサイズ スリムサイズ スリムサイズ
サングレアフィルター スーパー反射防止レンズ

規格 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 172 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 170
フレーム アンスラサイト、ライム ブルー、グレー ブルー、グレー ブラック、ブルー

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
レンズ PCクリア PCグレー 23% PCクリア PCクリア

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE 5-2.5 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FTK CE 2C-1.2 W1 FT CE

重量 29 g 29 g 29 g 29 g

uvex i-3 s アクセサリー uvex i-3 s guard
品番 9190020 9190085 9190001 9190680
バージョン uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex i-3 用ガードフレーム uvex supravision excellence

スリムサイズ スリムサイズ 及びuvex i-3 s スリムサイズ
オイルおよびガス対応 コントラスト効果の向上 クリップインフレームを含む

規格 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 170 EN 166、EN 170、JIS T8147
フレーム ブラック、グレー アンスラサイト、イエロー ブラック アンスラサイト、ブルー

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
レンズ PCクリア PCアンバー PC クリア

UV400 UV400 UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE

重量 29 g 29 g 6 g 35 g

保護めがね
 uvex i-3 s 

透過率
uvex i-3 AR は、反射防止コーティングにより、通常のコー
ティングテクノロジーを採用した保護めがねよりも高い透
過率を実現し、反射のない完璧な視界を確保します。

アクセサリ 9190001
uvex i-3およびuvex i-3 s 用ガードフレーム

100

380 400 780

50

75

uvex AR ─
最適な透過率と最大のUVカットを実現

波長（nm）

uvex ARコーティング（UV400あり）
uvexコーティング（uvex AR UV400 なし）
ARコーティングUV 380の競合製品

透
過
率︵
％
︶

可視領域

JIS  品あり

9190680
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 uvex super OTG
● 度付きめがね用オーバースペック
● 一体型パノラマレンズにより、目およびその周囲を最適にカバー
● メタルフリー
● ヒンジレスのテンプルは柔軟性が高く、抜群の快適性とフィット感を実現

保護めがね・ゴーグル
 uvex super OTG ·  uvex super f OTG ·  uvex super g

JIS  品あり

JIS  品あり

uvex super OTG uvex super f OTG
品番 9169066、9169465 9169067 9169081 9169469 9169412 9169164 9169470
バージョン uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision excellence uvex supravision excellence

サングレアフィルター サングレアフィルター
規格 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 172 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 、JIS T8147
フレーム ネイビーブルー ブラック ブラック ネイビーブルー ペールピンク、ライトグレー ブラック、ホワイト ブラック、ホワイト

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
レンズ PCクリア、UV 400 PCクリア、UV 400 PCグレー 23 %、UV 400 PCクリア、UV 400 PC クリア、 UV400 PC CBR65、UV 400 PCクリア、UV 400

2C-1.2 W 1 F CE 2C-1.2 W 1 F CE 5-2.5 W 1 F CE 2C-1.2 W 1 FKN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE 5-1.4 W 1 FT KN CE 2C-1.2 W1 FTKN CE
重量 37 g 37 g 37 g 37 g 37 g 39 g 39 g

 uvex super f OTG 
● 度付きめがね用のオーバースペック
● サイド保護付きパノラマレンズにより、目の周囲を最適

にカバー
● 快適性とグリップ感を実現するソフト素材のテンプル

9169465
9169469
9169066 9169081

9169067 9169412

9172412 9172111 9172319

9169164

9169470

 uvex super g 
● スポーティーで超軽量の保護めがねに、革新的なテンプルコンセプトを採用し、高い

レベルの快適性を実現
● Soft-Grip のテンプル端を備えた柔軟性のあるテンプルが、

圧迫感がなく快適なフィット感を実現
● ノンスリップで圧迫感のないフィットのためのソフトで柔軟なノーズパッド

● 頑丈なポリカーボネートレンズに、uvex の実績のある supravision コーティングテク
ノロジーを採用し、恒久的な防曇性と防傷性を備えたレンズ

● UV400 で、最大 400 nm の危険な UVA 波および UVB 波から 100% 保護
● メタルフリー

uvex super g
品番 9172412 9172111 9172319
交換レンズ ‒ ‒ 9172159
バージョン uvex supravision ETC uvex supravision plus uvex supravision extreme
規格 EN 166、EN 170 EN 166、EN 170、JIS T8141 EN 166、EN 170
フレーム ペールピンク、ライトグレー クリア、グレー ネイビーブルー、ホワイト

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 F CE
レンズ PC クリア PC クリア PC クリア

UV400 UV400 UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE 2C-1.2 W1 FT CE 2C-1.2 W1 FTKN CE

重量 18 g 18 g 18 g
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 uvex ultrasonic flip-up
● スポーティなデザインの溶接ゴーグルで、めがねの上からでも着用可能
● 替えレンズあり
● 完璧な色認識
● 新たなフィルターテクノロジーにより、UVと赤外線から保護
● 溶接火花からのダメージを最小限に抑制

● 高い機械的強度（B: 120 m／s）
● 広いパノラマ視野
● ハード素材とソフト素材の組み合わせ、ソフトで効果的な圧迫感のないフィッティング

により、一日中快適に着用可能

uvex ultrasonic
品番 9302043 9302045
バージョン uvex supravision excellence uvex supravision excellence

フリップアップ式で簡単なフィルター交換 フリップアップ式で簡単なフィルター交換
規格 EN 166、EN 169、EN 170 EN 166、EN 169、EN 170
フレーム ブラック、グリーン ブラック、グリーン

W 166 34 B CE W 166 34 B CE
レンズ PCクリア、UV 400 PCクリア、UV 400

2-1.2 W 1 BKN DIN CE 2-1.2 W 1 BKN DIN CE
追加レンズ PCグレー、UV 400 ＋ IR PCグレー、UV 400 ＋ IR

uvex infradur 3 W 1 CE uvex infradur 5 W 1 CE
溶接保護レベル 3 溶接保護レベル 5

重量 123 g 123 g

9302043 9302045

JIS  品あり

溶接保護
  uvex ultrasonic flip-up · uvex astrospec 2.0 CB

 uvex astrospec 2.0 CB
● 世界で最も人気のあるuvex astrospec 保護めがね
● 完璧な色認識
● サイド保護付きパノラマレンズにより、目全体を最適にカバー
● 調整可能なテンプルがカスタマイズされたフィット感を実現。マルチレベルのテンプル

の傾き角度と4 段階のテンプルの長さで、どんな顔立ちにもフィット

● ブローガード付きuvex ベンチレーションシステムが快適さを実現
● ソフトで調節可能なノーズパット、滑り止め防止イヤーパッド（uvex duo component

テクノロジー）がプレッシャーフリーのフィット感を実現
● フラットに折りたためるデザインで、胸ポケットにも収納可能

uvex astrospec 2.0 CB
品番 9064141 9064143 9064144 9064145 9064146
バージョン uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

溶接保護レベル 1.7 溶接保護レベル 3 溶接保護レベル 4 溶接保護レベル 5 溶接保護レベル 6
規格 EN 166、EN 169、JIS T8141 EN 166、EN 169、JIS T8141 EN 166、EN 169、JIS T8141 EN 166、EN 169、JIS T8141 EN 166、EN 169、JIS T8141
フレーム ブラック、グリーン ブラック、グリーン ブラック、グリーン ブラック、グリーン ブラック、グリーン

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
レンズ PCグレー PCグレー PCグレー PCグレー PCグレー

UV 400 ＋ IR UV 400 ＋ IR UV 400 ＋ IR UV 400 ＋ IR UV 400 ＋ IR
1.7 W 1 FTKN CE 3 W 1 FTKN CE 4 W 1 FTKN CE 5 W 1 FTKN CE 6 W 1 FTKN CE

重量 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g

9064141 9064143 9064144

9064145 9064146
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保護めがね・ゴーグル
uvex ultrasonic

 uvex ultrasonic
● スポーティーなデザインのゴーグルで、めがねの上からでも着用可能
● 替えレンズあり
● 高い機械的強度（B: 120 m／s）
● 広いパノラマ視野
● ハード素材とソフト素材の組み合わせ、ソフトで効果的な

圧迫感のないフィッティングにより、一日中快適に着用可能

用途
● uvex supravision clean： 無菌の職場環境
（ラボ、病院、クリーンルーム、食品製造）

JIS  品あり

uvex ultrasonic
品番 9302219、9302210 9302217、9302211 9302225 9302218、9302610
交換レンズ 9302269、9302251 9302269、9302251 9302269、9302251 9302269、9302251
バージョン uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

密閉タイプ
規格 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 170、JIS T8147
フレーム グレー、オレンジ ブラック、グレー アンスラサイト、ライム ブルー、グレー

W 166 349 B CE W 166 349 B CE W 166 349 B CE W 166 349 B CE
レンズ PCクリア、UV 400 PCクリア、UV 400 PCクリア、UV 400 PCクリア、UV 400

2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE 2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE 2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE 2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE
重量 83 g 83 g 83 g 83 g

9302219
9302210

9302218
9302610

9302217
9302211

9302225

9302228

交換バンド
品番 9302228 9302247 9302286 9902023 9902024

9902003 9902004
交換レンズ
バージョン uvex supravision clean uvex supravision excellence uvex supravision excellence

オートクレーブ対応 サングレアフィルター サングレアフィルター
規格 EN 166、EN 170、JIS T8147 EN 166、EN 172 EN 166、EN 172
フレーム 透明、ホワイト グレー、オレンジ ブラック、グレー グレー、オレンジ グレー、ブラック

W 166 349 B CE W 166 349 B CE W 166 349 B CE
レンズ PCクリア、UV 400 PCブラウン、UV 400 PCグレー、UV 400

2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE 5-2.5 W 1 B 9 KN DIN CE 5-2.5 W 1 B 9 KN DIN CE
重量 95 g 95 g 95 g

uvex ultrasonic 
動画はこちら

9302247

9302286



35

 uvex ultravision
● ワイドビューで広い視野を確保
● めがねの上から着用可能
● セルロースアセテートレンズ
● 替えレンズあり

● セルロースアセテートレンズ（F: 45 m／s）の高い機械的強度
● 間接的なベンチレーションにより、目の周りの快適性を維持

uvex ultravision 交換バンド
品番 9301905 9900003
交換レンズ 9300955
バージョン 防曇性
規格 EN 166、EN 170
フレーム トランスペアレントグレー アンスラサイト、ライム

W 166 34 F CE
レンズ CAクリア、UV 380

2-1.2 W 1 FN DIN CE
重量 116 g

保護めがね・ゴーグル
uvex ultravision

SAJ 30 承認第 0 1 1 1 1 号

9301905
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28

26防音保護具
uvex xact-fit · uvex K1

SNR: 26 dB H: 28 dB   M: 23 dB   L: 19 dB
f／Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16.6 19.4 22.0 25.6 27.5 31.8 34.4 36.9
SD dB 5.4 4.9 4.2 4.9 4.7 3.8 4.4 6.0
APV dB 11.2 14.5 17.8 20.7 22.8 28.0 30.0 30.9

uvex xact-fit
 ● 外耳道の解剖学的構造に合わせた独自の使い捨て耳栓
 ● 先細り形状が自然で圧迫感のないフィット性を実現し、快適性と保護レベルを最大限に向上
 ● 左右のハンドルにより、簡単に装着していつでも正確なフィット感
 ● 耳栓部交換品あり
 ● シールドPUフォームによる汚れ防止
 ● コードは用途に合わせて簡単に着脱可能

uvex xact-fit uvex xact-fit 交換用耳栓
品番 2124007（ハンドル色：ライム）、2124009（ハンドル色： グレー） 2124008、2124010
デザイン 再利用可能ピン付き 交換用耳栓
規格 EN 352-2

追加要件： W
SNR 26 dB
カラー ライム ライム
サイズ M M
注文単位 セット セット
内容量 50 ペア、セットでペア入り 250 ペア、5 ペアのセット

uvex xact-fit multi reusable S
品番 2123023
デザイン 再使用可能な楕円形の耳栓付き 

耳栓ボックス入り
規格 EN 352-2
カラー グレー、透明
サイズ S
注文単位 セット
内容量 50 ペア、セットでペア入り

uvex xact-fit multi reusable
 ● 再使用可能な耳栓（親指のくぼみ付き）
 ● 耳栓は楕円形で、外耳道の自然な形状を再現し最適
なフィット感と快適さを実現

 ● 交換用耳栓（互換性あり）
 ● 手が汚れていても、手袋をつけていても取り扱い可能
 ● 2 種類のサイズから選択可能

uvex xact-fit multi reusable
 ● 再使用可能な耳栓（親指のくぼみ付き）
 ● 耳栓は楕円形で、外耳道の自然な形状を再現し最適
なフィット感と快適さを実現

 ● 交換用耳栓（互換性あり）
 ● 手が汚れていても、手袋をつけていても取り扱い可能
 ● 2 種類のサイズから選択可能

uvex xact-fit multi reusable M／L
品番 2124024
デザイン 再使用可能な楕円形の耳栓付き 

耳栓ボックス入り
規格 EN 352-2
カラー グレー、透明
サイズ M／L
注文単位 セット
内容量 50 ペア、セットでペア入り

SNR: 26 dB H: 27 dB   M: 23 dB   L: 22 dB
f／Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA. dB 26.9 25.4 26.1 28.3 31.9 32.8 37.2
SD dB 4.4 4.5 5.4 5.5 4 6.9 6.7
APV dB 22.5 20.9 20.7 22.8 27.9 25.9 30.5

SNR: 28 dB H: 35 dB   M: 24 dB   L: 17 dB
f／Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17.6 16.3 25.4 34.5 37.7 39.9 41.7
SD dB 3.9 3.1 2.8 3.2 3.2 3.5 3.6
APV dB 13.7 13.2 22.6 31.3 34.4 36.4 38.1

uvex K1
 ● 長さ調節可能なイヤーマフ
 ● スモールカップ付きの軽量モデル
 ● 簡単に調節可能で完璧にフィット
 ● ソフトな表面とパッド付きヘッドバンドで最適な快適性
を実現

uvex K1
品番 2600001、2600041
デザイン 長さ調節可能
規格 EN 352-1
SNR 28 dB
カラー ブラック、グリーン
注文単位 個

2124008
2124010

2123023

2124024

2600001
2600041

2124009

2124007

uvex xact-fit 
動画はこちら
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防音保護具
uvex K2 foldable · uvex K2 · uvex K3 · uvex K4

uvex K2 foldable
 ● 折りたたみ式ヘッドバンド付きイヤーマフ
 ● スモールカップ付きの軽量モデル
 ● 非常にソフトな形状記憶フォームのイヤークッションで、
長時間使用時などの快適性を保証

 ● hi-viz 設計により着用の視認性を改善

SNR: 31 dB H: 35 dB   M: 29 dB   L: 21 dB
f／Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16.2 20.5 30.5 39.5 35.3 36.3 39.7
SD dB 2.4 2.0 1.8 2.3 1.4 2.7 2.7
APV dB 13.8 18.5 28.6 37.2 33.9 33.6 37.1

uvex K2 foldable
品番 2600022
デザイン 折りたたみ式ヘッドバンド付き
規格 EN 352-1
SNR 32 dB
カラー ネオンライム
注文単位 個

uvex K2
 ● 長さ調節可能イヤーマフ
 ● スモールカップ付きの軽量モデル
 ● 簡単に調節可能で完璧にフィット
 ● パッド付きヘッドバンドで最適な快適性を実現
 ● 非常にソフトな形状記憶フォームのイヤークッションで、
長時間使用時などの快適性を保証

SNR: 32 dB H: 37 dB   M: 29 dB   L: 21 dB
f／Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 21.0 20.7 29.8 38.6 39.0 43.8 42.8
SD dB 4.5 3.1 2.8 2.7 3.2 4.3 4.0
APV dB 16.5 17.7 27.0 35.8 35.8 39.4 38.7

uvex K2
品番 2600002、2600042
デザイン 長さ調節可能
規格 EN 352-1
SNR 32 dB
カラー ブラック、イエロー
注文単位 個

uvex K3
 ● 長さ調節可能イヤーマフ
 ● スモールカップ付きの軽量モデル
 ● 高周波数レンジで高い保護レベルを実現
 ● 簡単に調節可能で完璧にフィット
 ● パッド付きヘッドバンドで最適な快適性を実現
 ● 非常にソフトな形状記憶フォームのイヤークッションで、
長時間使用時などの快適性を保証

SNR: 33 dB H: 36 dB   M: 30 dB   L: 22 dB
f／Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 19.2 21.7 32.4 39.4 37.3 39.1 40.7
SD dB 2.7 2.2 3.0 3.3 3.0 3.1 3.8
APV dB 16.5 19.5 29.4 36.1 34.3 36.0 36.9

uvex K3
品番 2600043
デザイン 長さ調節可能
規格 EN 352-1
SNR 33 dB
カラー ブラック、レッド
注文単位 個

uvex K4
 ● 高騒音環境でも最適な保護を実現
 ● 簡単に長さを調節可能できるほか、最適化ヘッドバン
ドパッドで快適な着用を実現

 ● hi-viz 設計により着用の視認性を改善
 ● 非常にソフトな形状記憶フォームのイヤークッションで、
長時間使用時などの快適性を保証

SNR: 35 dB H: 38 dB   M: 33 dB   L: 24 dB
f／Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 20.2 24.6 35.5 41.5 38.4 42.1 45.0
SD dB 3.0 1.8 2.6 2.3 2.7 3.5 2.8
APV dB 17.2 22.8 32.9 39.2 35.7 38.6 42.2

uvex K4
品番 2600004、2600044
デザイン 長さ調節可能
規格 EN 352-1
SNR 35 dB
カラー ネオンライム
注文単位 個

2600022

2600002
2600042

2600043

2600004
2600044

uvex K3  
動画はこちら
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国内未発売

protecting planet

uvex pheos planet
uvex pheos planet B-WR // uvex pheos planet B-S-WR

サステナビリティの向上に向けた取り組みに対する意識を高めるために、
uvex は protecting planet アイコンを開発しました。
uvex の場合、protecting planet は単なるラベルではありません。ブランドの主張である protecting 
people に基づいて、当社のサステナブルアプローチはエコロジー、経済性、社会的責任の 3 つの相互に関連
しあう中心的な柱を統合し、事業全体に組み込むことで、サステナビリティパフォーマンスを向上させています。

そのため、uvex はバリューチェーン全体で、包括的な監査、測定、評価管理プロセスを実行し、できる限りサス
テナブルな製品を提供できるよう努力しています。



39

uvex pheos planet は 
プラネットシリーズ
の製品システムの一例です。

個々のパッケージはすべてリサイクル顆粒の材料で作
られており、リサイクル経済から調達しています。パッ
ケージはシングルグレードで、使用後はリサイクル
チェーンに戻すことができます。これはまた、化石資源
の節約にもなります。取扱説明書は 100 パーセント再
生紙に印刷されています。

ヘルメットのシェルは、最大 30 パーセントのバイオプラスチックで
作られています。オーガニック原料であるサトウキビを、最も厳し
い品質要件に準拠したプロセスで処理し、高い安定性と強度を実
現しています。ヘッドバンドの素材の 50 パーセントは、ヘルメット
のシェルで作られています。これにより、生産時に発生するプロセ
ス関連の廃棄物を大幅に削減しています。

uvex pheos planet B-WR
uvex pheos planet B-S-WR
● ヘルメットシェルの一部はバイオプラスチック製
● リサイクル顆粒のヘルメットシェルで作られたヘッドバンド

uvex pheos planet B-WR uvex pheos planet B-S-WR
品番 9772042  9772043
カラー ホワイト ホワイト
タイプ ロングブリム ショートブリム
素材 HDPE HDPE
規格 EN 397 EN 397 

-30 ° C、MM -30 ° C、MM
サイズ 52～61 cm 52～61 cm
注文単位 個 個

* 環境に配慮したパッケージの使用

by using environmentally-
friendly packaging*

*リサイクル素材の使用 ／／ バイオベースの材料の使用

by using recycled material //
by reducing CO₂ emissions
by using recycled material //
by using bio-based material
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頭部保護具
uvex pheos B-WR · uvex pheos alpine · accessories · uvex pheos K2P

uvex pheos B-WR
 ● EN 397 規格および超低温（‐30℃）および溶接金属
（MM）飛沫に対する追加要件に準拠
 ● 3つの可変通気孔が最高の通気性を確保
 ● 幅調整可能なホイールラチェット付きサスペンション
ヘルメット

 ● 最適なフィット感と快適さを実現する6 段階テキスタ
イル製バンドアタッチメント

 ● 国家検定合格品

uvex pheos B-WR
品番 9772080
カラー ホワイト
バージョン ロングブリム
規格 EN 397

‐30℃、MM
サイズ 52～61 cm
注文単位 個

uvex pheos alpine
 ● 高所作業およびレスキュー作業向けのマルチ機能ヘ
ルメット

 ● 産業用保護ヘルメット（EN 397）規格、および山岳用
ヘルメット（EN 12492）規格に適合

 ● EN 397規格および超低温（‐30℃）追加要件に準拠
 ● EN 12492 準拠のリベットでしっかりと固定された 4
穴あごストラップ

 ● EN 397 準拠の作業向けあごストラップ
 ● 軽量 ABS ヘルメットシェルが高いレベルの保護性能
と耐久性を実現

 ● 最適なフィット感と最高の快適さを実現する6段階テ
キスタイル製バンドアタッチメント

 ● 幅調整可能なホイールラチェット付きサスペンション
ヘルメット

 ● 広めの上部視野を確保するショートブリム
 ● 国家検定合格品

uvex pheos alpine
品番 9773070
カラー ホワイト
バージョン ショートブリム
規格 EN 397、EN 12492

‐30℃
サイズ 52～61 cm
注文単位 個

SNR: 30 dB   H: 35 dB   M: 27 dB   L: 20 dB
f／Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16.2 20.1 26.9 35.4 37.0 39.2 41.0
SD dB 1.8 3.3 3.5 3.4 3.0 4.1 2.6
APV dB 14.4 16.8 23.4 32.0 33.9 35.2 38.4

uvex pheos バイザー
品番 9906002
バージョン uvex supravision excellence（イヤーマフ［別売］取付可能。機械式レバーとバヨネット接続付）
規格 EN 166、EN 170
フレーム ブラック、W 166 3 8-2 9 B CE 0196
レンズ PCクリア、UV 400

2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196
注文単位 個

uvex pheos バイザーシステム用アクセサリー

uvex pheos バイザー

uvex pheos ヘルメットアダプター バイザーアダプター（バイザー本体は含みません）
品番 9790078 9790067
バージョン uvex pheos K2Pマグネット式イヤーマフ uvex pheos alpineにバイザーを取り付けて使用する際、

（2600219）用ヘルメットアダプター（バイザーを バイザーのフェースカバーの内側に取り付けて使用
購入せずイヤーマフK2P 単体使用時にのみ必要）

注文単位 ペア 個

uvex pheos K2P
 ● K2P は、非常にソフトな形状記憶フォームのイヤーマ
フクッションを採用。長時間使用しても快適な着用感
を保証

 ● 360°回転でスタンバイポジションと休止ポジション
に対応

 ● マグネット式のため、ヘルメットを脱がなくても、すば
やく簡単に着脱可能

 ● uvex ヘルメット（pheos B-WR、pheos alpine）に取
り付けて使用（バイザーを購入せず、イヤーマフK2P
単体での使用にはヘルメットアダプターが必要）

 ● 長さ調節可能イヤーマフ
 ● 絶縁性

uvex pheos K2P
品番 2600219
デザイン マグネット式接続
規格 EN 352-3
重量 240 g
カラー ブラック、イエロー
注文単位 ペア

uvex pheos K2P マグネット式接続：

9772080

9773070

97900679790078

9906002

2600219
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uvex u-cap sport
軽作業時の頭部保護

uvex u-cap sport

9794642
9794643 
9794644

uvex u-cap sport
品番 9794642 9794643 9794644
バージョン ロングブリム
規格 EN 812 EN 812 EN 812
カラー ブラック ブラック ブラック
サイズ 52～54 cm 55～59 cm 60～63 cm
注文単位 個 個 個
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uvex pheos フェイスガード
フェイスプロテクションシステム

高さと幅が調整可能なヘッドストラップと、高品質のポリカーボ
ネートバイザーで構成された、革新的な顔面保護。バイザーは
どの位置でもロック可能で、広くて防曇性のある視界を実現す
る uvex コーティングテクノロジーを採用しています。イヤーマフ
は、回転機構を使ってすばやく着脱できます。このシステムは、さ
まざまなアクセサリで拡張したり、用途に合わせて調整したりで
きます。

詳細については、uvex-safety.com/en/
pheosfaceguard（英語） をご覧くださ
い（または QR コードをスキャンしてくだ
さい）。

一目でわかる uvex pheos フェイスガードのメリット：
● 完全に組み立て済みのフェイスプロテクションシステムで、い

つでもすぐに使用可能
● 最高の光学的品質を備えた広い視界
● uvex supravision excellence コーティングで防曇性、耐傷性

を備えた頑丈なポリカーボネートバイザー
● 軽量で重心のバランスがとれて、背骨の緊張を緩和
● 高いモジュール方式を備えた拡張可能なシステム
● 個々の部品が交換可能
●メガネや保護マスクをつけても快適なフィット感

uvex マルチシステムの詳細
カスタムフィットのための
高さ調整システム

頑丈な
ポリカーボネートバイザー
外側に防傷性 内側に防曇性
UV 400 保護機能

マルチポジションで
ロック可能なバイザー
替えレンズあり

取り外し可能な
イヤーマフ
追加の保護用

サスペンションハーネスと
汗止めバンド
頭の形状に
快適にフィット

重心は
頭部の中央
首の筋肉や背骨の
緊張を緩和

高度に調整可能なホイールラチェット
幅広ネックピース付きシステム
無段階の幅調整が片手で可能なホイー
ルラチェットシステムで、カスタマイズさ
れた快適なフィット感を実現。  
頭囲 52～64 cm に適しています

追加の
バンプキャップ
システムに装着可能で、
頭部を衝撃から保護 
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イヤーマフ付き uvex pheos フェイスガード 交換レンズバイザー
品番 9790212 9906013
バージョン 頭囲 52～64 cm 用組み立て済みシステム ポリカーボネートレンズ

ポリカーボネートレンズ、uvex supravision excellence コーティング、 uvex supravision excellence コーティング
イヤーマフ付き K1P（SNR： 28 dB）、 

規格 EN 166、EN 170、EN 352
フレーム W 166 39B CE 
レンズ PC、クリア、UV 400

2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196
注文単位 1 個、個別セット入り 1 個、個別にポリ袋入り

顔面と首を保護する設計
uvex pheos フェイスガードは、人間工学的にデザインされています。フェイスプロテクション
システムは、重力が身体の重心に均等に分散するように設計されています。軽量で人間工学
的な重心により、頭部の自然な姿勢をサポートし、首と背中の負担を最小限に抑えます。スリ
ムなデザインと広い視界により、頭部と首の自然な姿勢をサポートします。 

uvex pheos フェイスガード
フェイスプロテクションシステム

9790212 9906013

2023年1月発売予定
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Type 4

準拠規格

EN 14126

TYPE 4B

EN 14605

TYPE 5B

ISO 13982-1

TYPE 6B

EN 13034

DIN 32781 EN 1149-5 EN 1073-2

uvex 4B
使い捨て化学防護服 Type 4B

uvex 4B
一般的な機能
● 通気性に優れ、軽量かつ柔軟な素材が卓越した着心

地を実現
● 微粒子にも、噴霧にも高い耐性
● 塗装阻害物質やシリコンを非使用

保護機能
● つなぎ目のオレンジ色のテーピングが優れた保護性と

視認性を実現
● 中指にかけるループで袖のまくり上がりを防止
● 接着可能なファスナーカバーが防護性を向上
● 帯電防止性能
● 感染症に対する防護性

快適機能
● 肌に優しい不織布素材のライニング
● 最適なフィット感をもたらす弾力性のあるウエストバンド
● フード、腕、脚の伸縮素材バンドにより、安全かつ手軽

な密閉性
● 2 方向ファスナー

用途
● 低圧での産業向け清掃およびビル清掃
● 造船および自動車製造
● 化学産業および医薬産業
● 塗料やニスを扱う作業
● 農業および園芸
● 害虫駆除
● 電子およびクリーンルーム環境
● アスベスト関連作業や解体
● 汚染地域の復旧作業
● 製薬業界および研究所
● サンプリング
● 種畜および獣医学
● 廃棄物管理

uvex 4B
品番 98375
素材 ポリプロピレンス系パンボンド、

ポリエチレンフィルムによるラミネート加工
カラー ホワイト、オレンジ
サイズ S～3XL
注文単位 個
外袋 50 個／1セット
配送時間 要求に応じて

中指部分のフィンガーループで袖のめ
くれ上がりを防止

最適なフィット感を実現する3 枚構造
のフード

ステッチングおよびテーピングされた
つなぎ目。液体エアロゾルや個体微粒
子の通過を防ぐ最適な保護

uvex 4B 材料組成

ポリエチレン系スパンボンド素材にラミネート加工を施
した微孔構造の素材により、uvex 4B は防護性と通気性
を両立。つなぎ目のテーピングが、液体エアロゾルや個
体微粒子に対する高い防御力を発揮する一方で、内部
のスパンボンド素材が快適な着心地を実現。

微孔構造ポリエチレンフィルム

ポリプロピレン系スパンボンド（SMS）

テーピングされたつなぎ目

オーバーロックされた
つなぎ目

98375
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準拠規格

TYPE 5

ISO 13982-1

TYPE 6

EN 13034

EN 1149-5 EN 1073-2

Type 5／6

uvex 5/6 air
使い捨て化学防護服 Type 5／6

uvex 5/6 air
一般的な機能

 ● 軽量で通気性に優れた SMS 素材が卓越した着心地を
実現

 ● 限られた範囲内での微粒子および噴霧への耐久性
 ● 高温の作業環境や長時間の着用に最適
 ● シリコンや塗装阻害物質を非使用（PWISフリー）

保護機能
 ● 中指にかけるループで袖のまくり上がりを防止
 ● 接着可能なファスナーカバーが防護性を向上
 ● 粉塵の多い環境でも最適な防護性を実現
 ● 帯電防止性能

快適機能
 ● 優れた湿度管理
 ● 伸縮素材のウエストバンドで最適フィット
 ● 股部分のガゼット仕様が自由な動きを実現
 ● 快適なフィット感と広い視野を生む3 枚構造のフード
 ● フード、腕、脚の伸縮素材バンドにより、安全かつ手軽
な密閉性

用途
 ● 粉塵状の化学物質を扱う作業
 ● アスベストを扱う作業
 ● ファイバー繊維、セラミックファイバー、合成樹脂の製
造および加工

 ● 木材および金属加工
 ● 建築業界
 ● 自動車業界
 ● 研削や研磨作業
 ● セメント製造
 ● 採鉱および採石
 ● 改装および改築作業
 ● 医薬品業界
 ● 修理作業

uvex 5／6 air 
品番 98173 89976
素材 ポリプロピレン系スパンボンド

紫外線防御指数 UPF 5
カラー ホワイト ブルー
サイズ S～3XL S～3XL
注文単位 個 個
外袋 1セット50 個 50 個／1セット
配送時間 要求に応じて 要求に応じて

中指部分のフィンガーループで袖のめくれ
上がりを防止

伸縮素材のウエストバンドで完璧にフィット 接着可能なプラケット付きファスナーが安
全性を向上

股部分のガゼット仕様が自由な動きを実現

オーバーロックされた 
つなぎ目

uvex 5/6 air 素材組成

uvex 5／6 air は超軽量、多孔質で通気性に優れたSMS
素材を採用し、最適な環境調整によって卓越した着心
地を実現しています。また、粉塵や液体ミストに対する
高い防御性を発揮し、着用者を確実に保護します。

スパンボンド不織布素材

防護服の正しい着脱方
法 動画はこちら

型吹き式不織布素材

スパンボンド不織布素材

98173

89976
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protecting planet

uvex Bamboo TwinFlex®

D xg planet

サステナビリティの向上に向けた取り組みに対する意識を高めるために、
uvex は protecting planet アイコンを開発しました。
uvex の場合、protecting planet は単なるラベルではありません。ブランドの主張である protecting 
people に基づいて、当社のサステナブルアプローチはエコロジー、経済性、社会的責任の 3 つの相互に関連
しあう中心的な柱を統合し、事業全体に組み込むことで、サステナビリティパフォーマンスを向上させています。

そのため、uvex はバリューチェーン全体で、包括的な監査、測定、評価管理プロセスを実行し、できる限りサス
テナブルな製品を提供できるよう努力しています。



by using bio-based material //
by using recycled material //
by using no harmful substances
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uvex Bamboo TwinFlex® D xg planet は 
プラネットシリーズ
の製品システムの一例です。

手袋のパッケージを大幅に簡素化しました。輪ゴム
の代わりにペーパーラップを使用して、商品の束を
固定しています。uvex では、11 年以上前から手袋の
パッケージにポリエステルバッグを使用していません

（カスタマイズ品を除く）。

uvex の安全手袋は、環境マネジメント ISO 14001 とエネルギーマネジメント ISO 
50001 の両方の認証を取得しており、製造による直接排出量に基づく CO2 ニュート
ラルの製造評価を受けています。これを実現するために、当社は、2014 年以降、
100 パーセント再生可能なエネルギー源から電力を調達してきました。また、認証
済みのグリーン電力製品を通じて、地域における再生可能エネルギーの新工場建
設を推進しています。当社は、当社の製造現場において高効率な熱電併給の工場
を運営するためにグリーンガスを使用しており、これによりガス燃焼プロセスによっ
て発生する CO 2 排出量を相殺しています。カーボンオフセットを通じて、国際的に
認められた品質基準（ゴールドスタンダードまたは VCS（認証済みカーボンスタン
ダード））に認証された気候保護プロジェクトにのみ投資し、そのことによって、例
えば太陽光発電や風力発電を備えたインドの新工場の建設などを促進しています。

竹ビスコースを使用することで、uvex は再生可能な原料と
リサイクルポリアミドを利用しています。こうしたサステナ
ブルな材料は全体で、使用材料の 45 パーセントを占めて
います。この手袋はまた、uvex の禁止物質リストにも準拠
しており、ProDERM 研究所によって皮膚への適合性が皮
膚科学的に認可されているため、REACH 規則で規定され
ているよりも着用者の健康をより高いレベルで保護しま
す。 

Bamboo TwinFlex® テクノロジーは、UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG（ドイツ）の登録商標です。

*CO2 排出量の削減

* 環境に配慮したパッケージの使用

*バイオベースの材料の使用 ／／ リサイクル素材の使用 ／／ 有害物質の不使用

by reducing CO2 emissions*

by using environmentally-
friendly packaging*
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“Made in Germany” の革新的な安全手袋
製造および技術に関する専門性

リューネブルクにある uvex 手指保護専門センター
完全に統合された開発プロセス、最新のロボット制御プラント技術、厳格な生産管理により、当社
の安全手袋が最高品質であることを保証しています。ヨーロッパにおいては、ドイツでの生産によ
り、サステナブルな省資源生産が実現し、メーカーからエンドユーザーまでの距離が短くなります。 

サステナブルな生産とは：
● CO2 ニュートラルの生産  
● 溶剤および可塑剤を不使用の生産
● サステナブルな環境とエネルギーのマネジメント
（ISO 14001／ISO 50001） 

●ドイツ国内で生産 

社会的責任：
● ILO 規格の完全履行
● パートナー企業での継続的な社会監査
（uvex 社会規格）

● 恵まれない子供たちを中心とした社会貢献活動

健康：
● 有害物質の排除に関する REACH 規制以上の法令順守
● 約 200 の重要物質の継続的な分析
（uvex 有害物質規格）

● Oeko-Tex® Standard 100 に準拠し認証取得済み 
● DERMA 認定のアレルギー物質を不使用

快適性：
● 通気性に優れた天然繊維と機能性に優れた繊維を採用して、高い快適性

を実現
● 人間工学に基づいたフィット感で、最適な感触の良さ実現
● 肌への感触が自然

認定機関の OEKO-TEX® および proDERM が適用する裁定基準の詳細については、uvex-safety.com/certificates( 英語 ) を参照してください。

環境
マネジメント

品質
マネジメント

エネルギー
マネジメント

ビデオ
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豊富なノウハウは当社のサービスの一部です
サービスの専門性

お客様の希望を正確に理解します。 
uvex の専門性は常にお客様に提供しており、当社の現場の基盤となっています。リスク危険度分
析サービス： 当社の手指保護の専門スタッフが、お客様の個々の要件に最適な安全手袋を決定
します。セミナー、ラボ分析、オンラインツールで、お客様の要件に対応します。

コンサルティング/トレーニング/ アプリケーション
テクノロジー
● uvex 製品専門スタッフによるオンサイトコンサルティング
● 実践的な手指保護セミナー（uvex アカデミー）
● お客様向けの工場およびラボツアー
● 科学機関との協力
● 自社ラボでの測定および分析サービス 
      ‒ EN 388 に準拠した機械的規格試験
      ‒ EN 374 に準拠した透過試験
      ‒  特別な試験（静電気防止 ／ グリップ測定 ／ 気候試験など）
●  個別の認証（原料、コーティングの適合性、食品の適合性な

ど）

情報 / e- サービス
● Chemical Expert System（CES）
● デザイナーグローブプラン
● オンライングローブナビゲーター
● オンライン製品データシート
● オンライン適合宣言書

詳細については www.uvex-safety.
de／usglfi lm (英語)をご覧ください。

完全に統合された開発プロセス
● 独自のヤーン／ライナー製造
● 独自の構成（混合）
● 特別に開発された成形とプロセステクノロジー
● 革新的なコーティングテクノロジー
● お客様固有のソリューションの開発
●  既存製品の技術的な変更
（サーマルライニングなど）

● 個別生産（身体の不自由な人々のための手袋など） 
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by using bio-based materiall //
by using recycled material //
by using no harmful substances

最高レベルの気候対策 

uvex climazone で測定可能な快適性を向上
 ● 発汗を抑制
 ● 高い通気性
 ● 他の種類の繊維と比較して、吸水性が大幅に向上

着用者の快適性と微気候の向上は、安全手袋の最高基準になっています。この
ため、手指の保護における uvex climazone 気候管理システムは、市場をリー
ドするパートナーや有名な試験研究機関と共同で継続的に開発されています。

Bamboo TwinFlex® テクノロジー
耐切創手袋を装着したときの快適性が向上する最先端テクノロジー

45% 
サステナブルな素材：

 ● 快適性のある竹繊維 
 ● リサイクルされたポリアミド

新しい
uvex
protexxion ゾーン

特に優れた
1  快適性              
2  健康               
3  高いコスト効率（長期持続）
4  保護機能、触感     
5  品質、サステナビリティ

1

3

5

4

2

3

4

*バイオベースの材料の使用 ／／ リサイクル素材の使用  
／／ 有害物質の不使用
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60090

4 X 4 1 D

EN 388:2016 EN 407:2020

X 1 X X X X

Bamboo TwinFlex® D xg 
耐切創レベル D の新世代耐切創手袋

uvex Bamboo TwinFlex® D xg
 ● 特許取得済みの Bamboo TwinFlex ヤーン技術で、
素早い吸水性と高い保湿性を確保し、シルキーでソフ
トな肌への感触を実現

 ● サステナブルな原料を使用： 竹繊維、リサイクルされ
たポリアミド

 ● 高レベルの感度
 ● 密着感： 装着後数分以内に手の形にぴったりフィット
 ● 最高級のスチールを使用し、軽量、薄型、柔軟性に優
れた高い耐切創保護性能を実現（耐切創レベル D）

 ● タッチスクリーン機能により手袋の取り外しが不要
 ● 耐熱性： 100 ° C までの接触熱から保護
 ● uvex protexxion zone とプレミアム Xtra-Grip コーテ
ィングにより、長い耐用年数を実現

 ● 滑らかな素材面のある uvex protexxion zone により、
円滑な作業工程を実現

 ● 皮膚科学的テスト済み。アレルギー促進剤不使用

uvex Bamboo TwinFlex® D xg
品番 60090
デザイン ニットカフ
規格 EN 388（4X41D）、EN 407（X1XXXX）
素材 竹ビスコース、HPPE、スチール、ポリアミド、エラスティン
コーティング Xtra-Grip Xtra ポリマーコーティング
適所：  ドライ、ウエット、オイリー
カラー グリーン、ブラック
サイズ 6（XS）～10（XL）

Bamboo TwinFlex® テクノロジーは、UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG（ドイツ）の登録商標です。 

快適性： シルキーでソフトな竹繊維

健康： 皮膚への適合性のテスト済み 

長期持続： uvex protexxion zone

追加機能： タッチスクリーンで使用可能

地域：ドイツ製
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D
YN

EEMA
®  DIAMOND TECHNOLOG

Y
D

YNEEMA
® DIAMOND TECHNOLOG

Y

3 X 3 2 B

EN 388:2016

EN 16350:2014
3 X 4 2 C

EN 388:2016

EN 16350:2014

60078 60084

機械的リスク
用途： 耐切創

uvex phynomic airLite B ESD
 ● 耐切創レベル Bで最も軽量かつ高感度
の切創保護手袋

 ● ESD 機能（DIN EN 16350:2014）
 ● 着用者の快適性に顕著な違い。最高の
感度、軽さ、高い通気性の組み合わせ

 ● タッチスクリーン対応で、ほとんどすべ
ての画面、タブレット、携帯電話で使用
可能

 ● 薄型で通気性に優れた “airLite” アク
アポリマーコーティングと高品質ライナ
ー（18 ゲージ）を組み合わせることで、
精密な作業に必要な最高の感度と触
感を実現

 ● ドライおよび若干の湿度のある場所で
高いグリップ性を実現

 ● ガラス繊維およびスチール繊維不使用
 ● 促進剤不使用、皮膚科学的に承認され
た皮膚適合性（proDERM®）、アレルギ
ー体質者に最適

適用分野
 ● 精密組み立て作業
 ● 精密加工
 ● 検査
 ● 仕分け
 ● 食品加工

uvex phynomic airLite B ESD
品番 60078
デザイン ニットカフ
規格 EN 388 （3 X 3 2 B）、EN 16350
素材 Dyneema® ダイヤモンド技術、ポリアミド、エラスティン、カーボン
コーティング 手のひらと指先にアクアポリマーコーティングairLite
適所 ドライ、若干の湿度
カラー スカイブルー、ブラック
サイズ 6 (XS) ～12 (3XL)

uvex phynomic airLite C ESD
 ● 耐切創レベル Cで最も軽量かつ高感度
な耐切創手袋

 ● ESD 機能（DIN EN 16350:2014）
 ● Dyneema® Diamond 2.0： 薄く、高感
度であるとともに、革新的な耐切創繊
維を採用、高い耐切創保護性能（レベ
ル C）を実現

 ● ガラス繊維およびスチール繊維不使用
 ● タッチスクリーン対応で、ほとんどすべ
ての画面、タブレット、携帯電話で使用
可能

 ● 薄型で通気性に優れた “airLite” アク
アポリマーコーティングと高品質ライナ
ー（18 ゲージ）を組み合わせることで、
精密な作業に必要な最高の感度と触
感を実現

 ● 乾燥した場所および若干の湿度のある
場所で高いグリップ性を実現

 ● 皮膚科学的に承認された促進剤、健康
保護および皮膚適合性（ProDERM®）
のため、アレルギー体質者に最適

適用分野
 ● 精密組み立て作業
 ● 精密加工
 ● 検査
 ● 仕分け
 ● 食品加工

uvex phynomic airLite C ESD
品番 60084
デザイン ニットカフ
規格 EN 388（3 X 4 2 C）、 EN 16350
素材 Dyneema® ダイヤモンド技術 2.0、ポリアミド、エラスティン、カーボン
コーティング 手のひらと指先にアクアポリマーコーティングairLite
適所 ドライ、若干の湿度
カラー ブルー、ブラック
サイズ 6 (XS) ～12 (3XL)

  超軽量薄型（18 GG） 

最新のヤーン技術 
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4 X 4 3 D

EN 388:2016

安全手袋
用途： 耐切創、衝撃防止

60030

uvex athletic D5 XP
 ● 非常に高い耐切創保護性能（レベル D）
 ● ドライ、若干の湿度、軽度の油分を伴っ
た部品に良好なグリップ性を実現

 ● 非常に優れた機械的耐摩耗性
 ● 親指接合部を補強
 ● 高い柔軟性、非常に良好なフィット感
 ● 優れた指先の触感性
 ● 工業用洗浄に好適

適用分野
 ● 自動車業界
 ● 金属加工業界
 ● ガラス業界
 ● 検査
 ● 仕分け
 ● 包装

uvex athletic D5 XP
品番 60030
デザイン ニットカフ
規格 EN 388（4 X 4 3 D）
素材 HPPE、スチール、ポリアミド、エラスティン
コーティング 手のひらや指先部分にマイクロ NBRフォームコーティング
適所 ドライ、若干の湿度、軽度の油分
カラー グレー、アンスラサイト
サイズ 6 (XS) ～10 (XL)

クロッチ部分の 
強化

uvex グローブクリップ
 ● スナップフックによるユニバーサルな固
定オプション

 ● 取り扱いが簡単
 ● すべての手袋に好適
 ● 手袋をすばやく固定し、外せます
 ● クランプのギザギザにより、しっかりと
保持

 ● 作業着への簡単な取り付け 

適用分野
 ● 自動車業界
 ● 建築および金属産業
 ● 精密組み立て作業
 ● 保守 ／ サービス業務

uvex グローブクリップ
品番 6047900
デザイン スナップフック付きグローブキーパー
素材 ポリカーボネート
コーティング なし
適所： 手袋に簡単に手が届く
カラー ブラック

6047900



5454

2 X 4 X C

EN 388:2016

2 X 4 X C

EN 388:2016

60973 60974

機械的リスク
耐切創

uvex unidur sleeve C
 ● 非常に高い切創保護性能（耐切創レベル C）
 ● 非常に薄くて柔軟
 ● 高い快適性
 ● マジックテープを使用したカスタムフィット仕様
 ● OEKO-TEX®スタンダード100

適用分野
 ● 自動車業界
 ● ガラス業界
 ● 金属加工業界
 ● 組み立て
 ● 保守
 ● 建設作業

uvex unidur sleeve C
品番 60973
デザイン マジックテープによる下腕部保護

46 cm （サイズM）、50 cm （サイズL）
規格 EN 388 （2 X 4 X C）
素材 HPPE、ガラス、ポリアミド
コーティング コーティングなし
適所 ドライ
カラー モトルグレー
サイズ M、L
注文単位 個

uvex unidur sleeve C TL
 ● 非常に高い切創保護性能（耐切創レベル C）
 ● 非常に薄くて柔軟
 ● 高い快適性
 ● マジックテープを使用したカスタムフィット仕様
 ● OEKO-TEX®スタンダード100
 ● 安全性を高めるサムループ（TL）（手首の切創保護）

適用分野
 ● 自動車業界
 ● ガラス業界
 ● 金属加工業界
 ● 組み立て
 ● 保守
 ● 建設作業

uvex unidur sleeve C TL
品番 60974
デザイン サムループ付きマジックテープ留めによる下腕部保護

46 cm （サイズM）、50 cm （サイズL）
規格 EN 388 （2 X 4 X C）
素材 HPPE、ガラス、ポリアミド
コーティング コーティングなし
適所 ドライ
カラー まだらグレー
サイズ M、L
注文単位 個



5555

D
YN

EEMA
®  DIAMOND TECHNOLOG

Y
D

YNEEMA
® DIAMOND TECHNOLOG

Y

X 1 X X X X

EN 407

4 X 4 2 D

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

安全手袋
用途： 耐切創

uvex D500 foam
 ● 優れた作業性
 ● SoftGripコーティング
 ● 若干の湿度で高いグリップ性を実現
 ● Bamboo Twin Flex®テクノロジーによ
る高いuvex 耐切創

 ● 高い柔軟性
 ● 感触の良さ
 ● 立体的な人間工学デザインによる完璧
なフィット性

用途
 ● 自動車業界
 ● 建設業界
 ● 醸造、飲料業界
 ● ガラス業界
 ● 保守、サービス業界
 ● 金属加工業界

uvex C500 M foam
 ● 着用時の快適性に優れた耐切創手袋
 ● 革新的な SoftGripコーティングにより
機械的摩擦への強さを実現

 ● ドライ、若干の湿度で高いグリップ性を
実現

 ● 特許取得済み Bamboo TwinFlex®テク
ノロジーにより、ハイレベルの耐切創性
を実現

 ● 最大＋100℃の接触熱（EN 407 準拠）
 ● 親指関節部分を強化
 ● 高い柔軟性
 ● 感触の良さ
 ● 立体的な人間工学デザインによる完璧
なフィット性

 ● シリコン無含有インプリント試験合格

用途
 ● 自動車業界
 ● 建設業界
 ● 醸造、飲料業界
 ● ガラス業界
 ● 修理
 ● 金属加工業界

uvex D500 foam
品番 60604
デザイン ニットカフ
規格 EN 388（4 X 4 2 D）
素材 竹レーヨン、Dyneema® ダイアモンド、スチール、ポリアミド
コーティング 手のひらと指先は高性能エラストマー（HPE）

およびSoftGripフォームコーティング
最適な用途 ドライ、若干の湿度
カラー ライム、アンスラサイト
サイズ 7 (S) ～10 (XL)

uvex C500 M foam
品番 60498
デザイン クロッチ部分の強化、ニットカフ
規格 EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
素材 竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド
コーティング 高性能エラストマー（HPE）、SoftGripフォーム
最適な用途 ドライ、若干の湿度、軽度の油分
カラー ライム、ブラック、アンスラサイト
サイズ 7 (S) ～10 (XL)

指股強化 

Dyneema® は、Royal DSM N.V.の登録商標です。

60604 60498



5656

1 X 4 X C

EN 388:2016

2 5 4 X

EN 388:2003

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

2 X 4 X C

EN 388:2016

2 5 4 X

EN 388:2003

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

X 1 X X X X

EN 407:2004

機械的リスク
用途： 耐切創

uvex C500 sleeve uvex C500 uvex C500 wet plus uvex C500 XG
品番 60491-67 60491-70 60497 60496 60600
デザイン ベルクロファスナーによる上腕部保護 ニットカフ ニットカフ ニットカフ

34 cm（M）、40 cm（L）
規格 EN 388（2 X 4 X C） EN 388（1 X 4 X C） EN 388（4 X 4 2 C） EN 388（4 X 4 2 C）
素材 竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド 竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド 竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド 竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド
コーティング なし なし 手の平と手の甲の ¾ 手の平と手の甲全体

高性能エラストマー（HPE） 高性能エラストマー（HPE）と
Xtra Gripコーティング

用途 ドライ ドライ 若干の湿度、耐油 若干の湿度、耐油
カラー ライム ライム ライム、アンスラサイト ライム、アンスラサイト
サイズ M L 7 (S) ～9 (L) 7 (S) ～9 (L) 7 (S) ～9 (L)
小売単位 個 個 10 ペア 10 ペア 10 ペア

uvex C500
 ● 耐切創安全手袋と着用時の快適性に優れた上腕部保護（uvex C500 sleeve）
 ● 革新的 Soft Gripコーティングで高い耐摩擦性を実現
 ● ドライ（全モデル）および若干の湿度（uvex C500 foamおよびC500 pure）環境で 
高いグリップ性を実現

 ● 特許取得済みの Bamboo TwinFlex®テクノロジーにより、 
ハイレベルの耐切創性を実現

 ● uvex C500 foamおよびC500 sleeve は EN 407に準拠、 
最大＋100℃の接触熱に耐える高い耐熱性

 ● 高い柔軟性
 ● 優れた指先の触感性
 ● 3D Ergoテクノロジーによる完璧なフィット性
 ● シリコン無含有インプリント試験合格

6049660497 6060060491

用途
 ● 自動車業界
 ● 組み立て
 ● 保守
 ● 金属加工
 ● 出荷および物流
 ● 仕分け
 ● ガラスの取り扱い
 ● 板金加工
 ● 製紙業界
 ● 建物および建設業界
 ● 鉄鋼業界



5757

3 1 1 0 X

EN 388:2016

EN 16350:2014

uvex phynomic airLite A ESD
品番 60038
デザイン ニットカフ
規格 EN 388（3 1 1 0 X）、EN 16350
素材 ポリアミド、エラスティン、カーボン
コーティング 手のひらと指先に

airLiteアクアポリマーコーティング
適所 ドライ、若干の湿度
カラー ブラック
サイズ 6 (XS) ～10 (XL)

機械的リスク
用途： 精密加工／オールラウンド

uvex phynomic airLite A ESD
 ● クラス最軽量の安全手袋
 ● ESD 機能（DIN EN 16350:2014）
 ● 着用者の快適性に顕著な違い。高い感度と触感、軽さ、通気性の組み合わせ
 ● タッチスクリーン対応で、ほとんどすべての画面、タブレット、携帯電話で使用可能
 ● 薄くて通気性に優れた “airLite” アクアポリマーコーティングにより、タッチスクリーン
対応に加えて最高の感度と触感を実現

 ● 乾燥した場所および若干の湿度のある場所で高いグリップ性を実現
 ● 皮膚科学的に承認された促進剤、健康保護および皮膚適合性を含まないため
（ProDERM®）、アレルギー体質者に最適

適用分野
 ● 精密組み立て作業
 ● 精密加工
 ● 仕分け
 ● 品質管理

60038

uvex phynomic pro 2
品番 60064
デザイン ニットカフ
規格 EN 388（2 1 2 1 X）
素材 竹、ポリアミド、エラスティン
コーティング 手のひらと指先にアクアポリマーフォームコーティング
適所： ウエット、オイリー
カラー ブルー、アンスラサイト
サイズ 6（XS）～10（XL）

uvex phynomic pro 2
 ● 素手に近く、汚れ耐性や耐湿潤性を備えた安全手袋
 ● 耐久性に優れたアクアポリマー Pro コーティングにより、優れた機械的耐摩耗性を
実現

 ● 湿気、ウエット、オイリーな状況での高いグリップ性
 ● 竹ビスコースライナーにより、高い通気性と優れた吸水性を実現 
 ● 部品の取り扱い時に感触の良さを実現
 ● 竹ポリアミドエラスタンライナーにより、装着時の優れた快適性を実現
 ● 促進剤不使用、皮膚科学的に承認された健康保護および皮膚適合性（ProDERM ®）
のため、アレルギー体質者に最適 

適用分野
 ● 組み立て
 ● 保守
 ● 修理作業
 ● コンクリートおよび建設作業
 ● 屋外活動

60064

2 1 2 1 X

EN 388:2016



5858

60278

4 1 2 1 X

EN 388:2016

X 1 X X X X

EN 407:2004

4 1 2 1 X

EN 388:2016

uvex phynomic XG
 ● 柔軟で耐久性の高い、クラス最高のオ
イルグリップ力を誇る安全手袋

 ● アクアポリマー XtraGripコーティングに
より、機械的摩擦への強さを実現

 ● 油っぽい場所でも滑りにくい優れたグリ
ップ

 ● 多孔質フォームコーティングによる高い
通気性

 ● 油で滑りやすい部品の組み立て時に感
触の良さを実現

用途
 ● 精密加工
 ● 組み立て
 ● 保守
 ● 修理
 ● 金属加工
 ● コンクリートおよび建設作業

uvex phynomic XG
品番 60070
デザイン ニットカフ
規格 EN 388（4 1 2 1 X）
素材 ポリアミド、エラスティン
コーティング 手のひらと指先にアクアポリマー XtraGripフォームコーティング
最適な用途 若干の湿度、耐油
カラー ブラック、ブラック
サイズ 6 (XS)～10 (XL)

安全手袋
用途： 精密加工／オールラウンド／用途： 重作業

60070

uvex unilite 7710 F 
 ● グリップ付き防水一般作業用手袋
 ● ウエットおよびオイリーな状況での優
れたグリップ

 ● 過酷な活動においても高い耐摩耗性を
実現 

 ● 100 ° C（レベル 1）までの接触熱から保
護

 ● 柔軟性に優れたシームレスなポリエス
テルニットライナー 

適用分野
 ● 保守 ／ 組み立て
 ● 建築業界
 ● 金属加工業界
 ● 手作業による加工
 ● 石油およびガス業界
 ● 屋外作業

uvex-unilite 7710F
品番 60278
デザイン ニットカフ
規格 EN 388（4 1 2 1 X）、EN 407（X 1 X X X X）
素材 ポリエステル（シームレス）
コーティング 手のひらと手の甲全体に NBR コーティング（ニトリルゴム）とグリップ仕上げ
適所： ウエットおよびオイリーな状況で優れたグリップ
カラー ブルー、ブラック
サイズ 7（S）～10（XL）



5959

4 1 2 1 X

EN 388:2016

J K L M O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

3 1 3 1 X

EN 388:2016

EN 16350:2014

uvex athletic lite ESD
 ● 優れた指先の触感性
 ● 優れた機械的耐摩耗性
 ● タッチスクリーン機能： 安全性が向上
し、手袋の取り外しが不要

 ● ESD 機能： 着用者を電荷から保護
 ● Oeko-Tex® Standard 100 に準拠し認
証取得済み

 
 

適応分野
 ● タッチスクリーンでの作業
 ● 精密作業
 ● 精密組立作業
 ● 保守
 ● 検査作業
 ● 仕分け

uvex athletic lite ESD
品番 60035
デザイン ニットカフ
規格 EN 388（4 1 2 1 X）、EN 16350 
素材 カーボン、エラスティン、ポリアミド
コーティング 指先と手のひらにニトリルゴム（NBR）マイクロフォームコーティング
適所： ドライ、若干の湿度、軽度の油分
カラー アンスラサイト、ブルー
サイズ 7（S）～10（XL）

60035

60972

化学的リスク/ 機械的リスク
用途： 精密加工／オールラウンド ／ナイロンサポート付き安全手袋： NBRコーティング

uvex u-chem 3200
品番 60972
デザイン カフ、完全コーティング、約 35cm
規格 EN 388（3 1 3 1 X）、EN ISO 374-1:2016／Type A（J K L M O T）
素材 ナイロン織り
コーティング NBR（ニトリルブタジエンゴム）、約 0.50 mm
用途 グリース、鉱油、さまざまな化学薬品に対する優れた耐性
カラー ガソリン、ブラック
サイズ 7 (S)～10 (XL)

uvex u-chem 3200
 ● オイリーな状況でも最高のグリップ性
 ● 柔軟性とグリップ性
 ● 優れた機械的特性
 ● 優れたフィット感

適用分野
 ● 建築業界
 ● 化学業界
 ● 印刷業界
 ● 点検／整備作業
 ● 金属加工（洗浄）
 ● 金属加工産業
 ● 石油産業
 ● 石油およびガス業界
 ● 石油化学産業



6060

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

3 1 2 1 X

EN 388:2016

EN 407:2020

X 1 X X X X

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 2 1 X

EN 388:2016

EN 407:2020

X 1 X X X X

J K O P T

EN ISO 374-1:2016/Type B

2 1 2 1 X

EN 388:2016

EN 407:2020

X 1 X X X X

60557 89646
89651

化学的リスク
コットンサポート付き安全手袋： NBR コーティング

uvex rubiflex S XG
 ● 最適なグリップ特性を備えたメリヤス編みの軽量 NBR
化学防護手袋

 ● 多層構造のおかげで、非常に優れた機械的耐摩耗性
と優れた耐久性

 ● uvex Xtra Gripテクノロジーにより、湿気の多い場所で
もオイリーな場所でも抜群のグリップ性を発揮

 ● グリース、鉱油、さまざまな化学薬品への高耐久性
 ● 優れた指先の触感性
 ● 人間工学に基づいたフィット性
 ● 高品質のコットンインターロックサポート素材の採用
により、着用時の優れた快適性を実現

 ● 非常に高い柔軟性

適用分野
 ● 自動車業界
 ● 化学業界
 ● ラボ
 ● 保守
 ● 加工

uvex rubiflex S  G27B XG35B
品番 60560 60557
デザイン ガントレット、 ガントレット、

約 27 cm 約 35 cm
規格 EN 388（3 1 2 1 X）, EN 407 (X 1 X X X X)

EN ISO 374-1:2016／Type A（J K N O P T）
素材 両面編みコットン
コーティング NBR 特殊コーティング（ニトリルゴム）および

XGグリップコーティングで完全コーティング
約 0.40 mm

適所 グリース、鉱油、さまざまな化学物質への
非常に優れた耐性

カラー ブルー、ブラック ブルー、ブラック
サイズ 7 (S)～10 (XL) 7 (S)～10 (XL)

uvex rubiflex S
 ● 強化コットンインターロックサポート素材を使用した
NBR 化学防護手袋

 ● NBRコーティングのおかげで良好な機械的耐摩耗性
を実現

 ● さまざまな化学薬品、酸、アルカリ、鉱油、溶剤に対す
る優れた耐性

 ● 強化サポート素材の採用による優れた断熱性
 ● 良好な触感性
 ● 人間工学に基づいたフィット性
 ● 高品質のコットンインターロックサポート素材を採用
し、着用時の優れた快適性を実現

 ● 高い柔軟性

適用分野
 ● 自動車業界
 ● 化学業界
 ● 機械および工具製造
 ● 金属加工
 ● サンドブラスト
 ● 食品加工

uvex rubiflex S （ロングバージョン）

 ● 強化コットンインターロックサポート素材のロングタイ
プの NBR 化学防護手袋

 ● ガントレット端部に伸縮カラーを追加（NB60SZ／
NB80SZ）

 ● NBRコーティングのおかげで良好な機械的耐摩耗性
を実現

 ● さまざまな化学薬品、酸、アルカリ、鉱油、溶剤に対す
る優れた耐性

 ● 良好な触感性
 ● 人間工学に基づいたフィット性
 ● 高品質のコットンインターロックサポート素材を採用
し、着用時の優れた快適性を実現

 ● 高い柔軟性

適用分野
 ● 化学業界
 ● 下水道工事
 ● 市街地清掃
 ● サンドブラスト

uvex rubiflex S NB27S NB40S
品番 89646 98902
デザイン ガントレット、 ガントレット、

約 27 cm 約 40 cm
規格 EN 388（2 1 2 1 X）、EN 407 (X 1 X X X X)

EN ISO 374-1:2016／Type A（J K N O P T）
素材 両面編みコットン、強化
コーティング NBR 特殊コーティング（ニトリルゴム）で

完全にコーティング
約 0.50 mm

適所 グリース、鉱油、さまざまな化学物質への 
非常に優れた耐性

カラー グリーン グリーン
サイズ 8 (M) ～11(XXL) 8 (M) ～11(XXL)

uvex rubiflex S NB60S NB60SZ
品番 89647 89651
デザイン ガントレット、 ゴムカラーのガントレット

約 60 cm 端部、約 60 cm
規格 EN 388（2 1 2 1 X）, EN 407 (X 1 X X X X),

EN ISO 374-1:2016／Type B（J K O P T）
素材 両面編みコットン、強化
コーティング NBR 特殊コーティング（ニトリルゴム）で

完全コーティング
約 0.50 mm

適所 グリース、鉱油、さまざまな化学物質への 
非常に優れた耐性

カラー グリーン グリーン
サイズ 9 (L)～11(XXL) 9 (L)～11(XXL)

卓越したグリップ性 

強化構造 

耐薬品手袋の正しい着
脱方法 動画はこちら
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A C J K L M N O P S T

EN ISO 374-1:2016/Type A

3 1 2 1 X

EN 388:2016

X 1 X X X X

EN 407:2004

VIRUS

EN ISO 374-5:2016

A J K L O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 1 0 1 X

EN 388:2016

VIRUS

EN ISO 374-5:2016

J K L O P S T

EN ISO 374-1:2016 / Type A

VIRUS

EN ISO 374-5:2016

uvex u-chem 3500  
動画はこちら

60122

60962

uvex profastrong
 ● フロックコットンを使用した高感度 NBR 化学防護手袋
 ● 優れた機械的耐摩耗性
 ● 手のひら部分のグリップ構造により、湿気の多い領域
や濡れた領域でも優れたグリップ性を発揮

 ● さまざまなオイル、グリース、酸、アルカリに対する優
れた耐性

 ● 良好な触感性
 ● 優れたフィット性
 ● 高い柔軟性

 
適用分野

 ● 自動車業界
 ● 化学業界
 ● 印刷業界
 ● ラボ
 ● 食品業界

uvex profastrong NF33
品番 60122
デザイン ガントレット、

手のひら部分にグリップ構造、約 33 cm
規格 EN 388（4 1 0 1 X）、EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-1:2016／Type A（A J K L O T）
素材 フロック加工コットン
コーティング NBR（ニトリルゴム）で

完全コーティング、約 0.38 mm
適所 オイル、グリース、酸、

溶剤に対する良好な耐性
カラー グリーン
サイズ 7(S)～10(XL)

化学的リスク

uvex u-fit strong N2000
品番 60962
デザイン 指先の凹凸加工（約 28 cm）
規格 EN ISO 374-1:2016／Type A（J K L O P S T）

EN 374-5:2016 VIRUS
素材 ライニングなし
コーティング NBR（ニトリルゴム）
最適な用途 グリス、鉱油、さまざまな化学薬

品に対する優れた耐性
カラー ブルー
サイズ XS～XL
注文単位 ボックス
中味 50 個入りの箱
配送時間 要求に応じて

uvex u-fit strong N2000
 ● ニトリルゴムを使用した使い捨て強化手袋
（0.20 mm）
 ● さまざまな化学薬品からの保護
 ● 優れたグリップ性
 ● 感触の良さ
 ● 高い機械的強度
 ● シリコン無含有インプリント試験合格

用途
 ● ラボ
 ● 化学業界
 ● 精密組み立て作業
 ● 塗装作業
 ● クリーニング
 ● 食品業界

uvex u-chem 3500
 ● 高感度 NBR により幅広い薬品に対応（試験化学物質 
18 種類のうちの 11 種類から保護）。ニトリルとクロロ
プレンの素材の組み合わせで、アルコール、脂肪族炭
化水素、濃縮酸や塩基から保護、透過率 120 分以上。 

 ● 100 ° C（レベル 1）の接触熱から保護 
 ● シームレスなコットン性ライニングにより、非常に良好
なフィット感と装着時の高い快適性を実現。 

適用分野
 ● 化学業界： 化学物質の混合、移動、加工 
 ● 印刷業界（印刷ローラーのクリーニングなど） 
 ● 電気めっき表面処理（アルミニウムプロファイルなど） 
 ● メンテナンス、配管作業 
 ● 化学物質の種類が不明な場合のレスキュー作業

uvex u-chem 3500
品番 60188
デザイン カフ、完全コーティング、約 32 cm
規格 EN ISO 374-1:2016 ／ Type A（A C J K L M N O P S T）、 

EN ISO 374-5:2016 VIRUS、 
EN 388（3 1 2 1 X）、EN 407（X 1 X X X X）

素材 コットン（シームレス）
コーティング 完全コーティング、クロロプレンと 

NBR（ニトリルゴム）
適所： アセトンへの高い耐性、 

洗浄剤、接着剤、溶剤
カラー オレンジ
サイズ 7（S）～10（XL）

60188
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protecting planet

uvex 1 G2 planet

サステナビリティの向上に向けた取り組みに対する意識を高めるために、
uvex は protecting planet アイコンを開発しました。
uvex の場合、protecting planet は単なるラベルではありません。ブランドの主張である protecting 
people に基づいて、当社のサステナブルアプローチはエコロジー、経済性、社会的責任の 3 つの相互に関連
しあう中心的な柱を統合し、事業全体に組み込むことで、サステナビリティパフォーマンスを向上させています。 

そのため、uvex はバリューチェーン全体で、包括的な監査、測定、評価管理プロセスを実行し、できる限りサ
ステナブルな製品を提供できるよう努力しています。

uvex 1 G2 planet Shoe S1P SRC
品番 11 幅 68245
規格 EN ISO 20345:2011 

S1 P SRC
アッパー テキスタイル
ライニング メッシュライニング 
サイズ 40～44
注文単位 PR
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uvex 1 G2 planet は
プラネットシリーズ
の製品システムの一例です。

uvex のシューズボックスはすべて、90 パーセントの
リサイクルされた段ボールで作られています。100 パーセン
トリサイクルのティッシュペーパーを使用し、取扱説明書
も再生紙を 100 パーセント使用しています。

イタリアのチェバにある uvex 工場では、すでに数年前にグリーン電力とグリーンガ
スに完全に転換しており、 2017 年から環境マネジメントシステム ISO 14001 に基
づく認証を受けています。さらに、工場では太陽光発電システムによる再生可能エ
ネルギーを使用しています。uvex は廃棄物の発生を防ぐことに特に重点を置いて
います。例えば、数年前に靴底の形状を再設計して、その結果、廃棄物の量が大幅
に削減されました。洗浄処理と射出工程も継続的に最適化されています。以前か
ら、すべての PU 廃棄物は回収され、再利用可能な顆粒に処理されています。例え
ば、衝撃吸収インソールを作成するために使用されます。uvex の生産における最
大 10 パーセントのリサイクル PU 廃棄物が、uvex 1 G2 プラネットの TPU アウト
ソールに使用されます。 

安全靴のアッパー部分には、PET ボトルからつくられた 100 パーセ
ントリサイクルポリエステルを使用しています。耐踏抜き性の
高いミッドソールにも、100 パーセントリサイクル素材を使用してい
ます。TPR のつま先キャップには、40 パーセントのリサイクル TPU が
使用されています。靴のメッシュライニングには、52 パーセントのリ
サイクルポリエステルと 18 パーセントの竹繊維を使用しています。
また、交換可能な快適な気候インソールは、100 パーセントのリサイ
クル PU フォームとポリエステルで作られています。安全靴は総合的
に、uvex が作成した禁止有害物質リストに記載されている有害物質
を一切使用せずに製造され、REACH 規則に準拠しています。 

*バイオベースの材料の使用 ／／ リサイクル素材の使用 ／／ 有害物質の不使用

*環境に配慮したパッケージの使用

*廃棄物の削減 ／／ CO2 排出量の削減

by using bio-based material //
by using recycled material //
by using no harmful substances

by using environmentally-
friendly packaging

by reducing waste //
by reducing CO₂ emissions



by using 
recycled material
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uvex 1 G2 planet

*DIN EN ISO 14021:2016 に則って算出

100% のパフォーマンス   
     25% のリサイクル素材 *

詳細はこちら( 英語 )

アッパーからソールまで、新しい uvex 1 G2 プラネットはサステナビリティとパフォーマンスの両方実現しました。  
DIN EN ISO 14021:2016 に準拠し、重量の 25% をリサイクル素材で構成。 
uvex 1 G2 モデルと比較しても、保護特性と快適性は損なわれていません。

アッパーやインソールなど、シューズの素材の多くに、100% のリサイクル素材を使用しています。  
さらに、独自の PU 廃棄物の一部をアウトソールの生産に使用しています。 
uvex x-tended grip planet には最大 10% を使用しています。

*リサイクル素材の使用
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uvex i-PUREnrj テクノロジー
クッション性・安定性・
エナジーリターン
● 優れた衝撃吸収と

エナジーリターン
● フォームヒールバスケットは

優れた安定性を発揮し
けがのリスクを軽減

100%
リサイクル
靴ひも

40%
リサイクル素材 
TPR のつま先キャップ

耐踏抜き性の高い素材は

100% 
リサイクル繊維

快適な気候インソール メッシュライニング

18%
のライニングは竹素材
52% は再生ポリエステルを使用

100%
再生ポリエステルと PU フォーム

uvex x-tended grip planet

10%
TPU アウトソールの素材は
リサイクル PU 廃棄物

uvex x-dry knit planet

100%
リサイクルペットボトルの樹脂を 
アッパーに使用

*リサイクル素材の使用
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uvex 1 G2 · Perforated shoe S1 SRC 
一般的な機能
● 超軽量の S1パーフォレーテッドシューズ
● 合成素材を使用し、クロムアレルギーのある方に好

適
● ソールの素材には、シリコンや可塑剤などの塗装阻

害物質を非使用（PWISフリー）
● クイックリリース用の個別に調整可能な伸縮性のあ

る靴ひも、通常の靴ひもも提供

保護機能
● 足の前部とヒール部で最高レベルの衝撃吸収特性

を発揮する、新開発の革新的な uvex i-PUREnrjソー
ルテクノロジーを採用。ミッドソール全体に優れた反
発力を発揮し、フォームヒールバスケットにより最適
な安定性を実現

● 容積抵抗 35 MΩ 以下の ESD 仕様に適合
● 新しい幅広の 100%メタルフリー uvexxenova® 安全

つま先キャップにより、つま先のスペースが広がり、
最適なフィット感が実現。コンパクトなデザイン、身
体構造形状、優れた横方向の安定性、熱伝導性なし

● 人間工学に基づいて設計されたアウトソールには、
最新のバイオメカニクス研究成果が取り込まれてい
ます。このアウトソールはuvex I-PUREnrj ポリウレタ
ンの 2 層構造で、優れた耐滑性。トレッドは、特に産
業用フロア面に好適

快適機能
● 新開発の、足型と環境に適応する通気性素材により

着用時の優れた快適性を実現
● ハイテクマイクロベロアの実質的に縫い目のないア

ッパーにより、圧力ポイントを排除
● 帯電防止機能付きインソールは通気性に優れ、かか

とと足前部の衝撃吸収性が向上し、アーチを適切に
サポート

● 履き口とダストタン部分のソフトパッド
● サイズ37～40 は女性の足型を使用して作成

適用分野
● 軽用途

uvex 1 G2 Perforated shoe S1 SRC
品番 68465
幅 12
規格 EN ISO 20345:2011 S1 SRC
アッパー マイクロベロア
ライニング メッシュライニング
サイズ 37～44
注文単位 ペア

uvex 1 G2
クッション性・安定性・エナジーリターン

uvex 1 G2 動画はこ
ちら
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安全作業靴
uvex 1 G2

68345

uvex 1 G2 Shoe S1P SRC Perforated shoe S1 SRC Perforated shoe S1 P SRC
品番 12 幅 68345 68435 68375
規格 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 P SRC S1 SRC S1 P SRC
アッパー テキスタイル マイクロベロア マイクロベロア
ライニング メッシュライニング メッシュライニング メッシュライニング 
サイズ 37～44 37～44 37～44
注文単位 PR PR PR

uvex 1 G2 · Shoe S1 P SRC · Perforated shoe S1 SRC/S1 P SRC 
一般的な機能
● 超軽量の S1／S1 P パーフォレーテッド安全靴
● 合成素材を使用し、クロムアレルギーのある方に最適
● ソールの素材には、シリコンや可塑剤などの塗装阻害物質を非使用（PWIS フリー）
● クイックリリース用の個別に調整可能な伸縮性のある靴ひも、通常の靴ひもも提供
（靴）

保護機能
● 足の前部とヒール部で最高レベルの衝撃吸収特性を発揮する、新開発の革新的な 

uvex i-PUREnrj ソールテクノロジーを採用。
ミッドソール全体に優れた反発力を発揮し、フォームヒールバスケットにより最適な
安定性を実現

● 人間工学的デザインされた TPU アウトソール uvex x-tended グリップには、最新の
バイオメカニクス研究成果が取り込まれ、耐久性が高く、耐滑性に優れています。トレ
ッドは、特に産業用フロア面に好適

● 容積抵抗 35 M Ω 以下の ESD 仕様に準拠
● 新しい幅広のメタルフリー uvex xenova® つま先キャップ

つま先のスペースが広くて最適なフィット感 ‒ コンパクトなデザイン、解剖学的形状、
優れた水平安定性、熱伝導性なし

● 現在の安全規格に準拠した、耐踏抜き性の高い非金属製ミッドソールは、シューズの
柔軟性を制限しない

快適機能
● 新開発の、足型と環境に適応する通気性素材により

着用時の優れた快適性を実現
● 通気性が極めて高く疎水性の uvex x-dry ニット繊維材（モデル 6834）またはパーフ

ォレーテッドハイテクマイクロベロア素材（モデル 6836 と 6837）を使用して、実質的
に縫い目のない構造で、圧力ポイントを排除

● 帯電防止機能付きインソールは通気性に優れ、
かかとと足前部の衝撃吸収性が向上し、アーチを適切にサポート

● ライナーとタン部分のソフトパッド
● サイズ 35～40 は女性の足型を使用して作成

サステナビリティ 
● 資源を節約するため、一部にリサイクル素材を使用
● 当社の制限物質リストに記載されている有害物質は不使用

適用分野
● 軽用途

68435

68375
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ドイツのDGUV 112‒191* 
およびオーストリアの
ÖNORM Z1259に適合した整
形外科的ソリューション

uvex 1 business 
両世界のベスト

オフィスでも、作業場でも
会議室から生産ラインに直行する必
要がありますか？ uvexの新しい作業
靴はクラシックなダービー型でビジ
ネスシーンにマッチします。uvex 1 
business 作業靴は着用シーンを選
びません。スタイリッシュで安全。ス
マートなビジネススタイルとカジュア
ルな雰囲気がシームレスに調和した
魅力的な外観を持つ一方で、スチー
ルキャップが最大限の保護を提供し、
つま先には十分なスペースがありま
す。第一級の快適な装着感は、朝か
ら夜まで変わることはありません。

履き心地に満足
モダンなビジネススタイルの超軽量の
作業靴シリーズには、S2およびS3バー
ジョンがあり、スタイリッシュなブルー
またはグレーからお選びいただけます。

実証済みの安全性
超ワイドスチールキャップ、メタルフ
リー、貫入抵抗力に優れたミッドソー
ル、ノンスリップアウトソールを装備し、
規格の衝撃吸収要件をほぼ100%上
回り、最適な保護性能を発揮します。

通気性に優れた素材
通気性に優れたクロムフリー素材と静
電防止性の快適なインソールにより、
長時間使用しても快適な靴内気候を
実現します。

快適なフィット性
革新的なマイクロベロア素材、ソフト
パッド、かかとと前足部の衝撃吸収力
を強化したインソールにより、圧迫感
のない装着性を実現しています。

* 以前の BGR 191
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8428584695 

安全作業靴
 uvex 1 business

 uvex 1 business · Shoe S2 SRC · Shoe S3 SRC
一般的な機能
● モダンで超軽量、柔軟性に優れた S2お

よびS3 安全靴。安全で、スタイリッシュ、
そして非常に快適なビジネス風モダン
スタイル

● 合成素材を使用し、クロムアレルギー
のある方に最適

● ソールの全素材に、シリコンや可塑剤
などの塗装阻害物質を非使用（PWISフ
リー）

保護機能
● 容積抵抗 35 MΩ 以下の ESD 仕様に適

合
● 頑丈で、超ワイドスチール製つま先キャ

ップを備え、卓越した着用時の快適性
を実現

● 高耐滑性ポリウレタン製の人間工学的
デザインのアウトソール

● 最新の安全規格に準拠した、貫入抵抗
力の高い非金属製ミッドソールは、シュ
ーズの柔軟性を制限しない（S3モデ
ル）

快適機能
● 新開発の、足型と環境に適応する通気

性素材により着用時の優れた快適性を
実現

● マイクロベロアのハイテク素材製で、
圧迫感なくソフトで快適なフィット感を
実現。カラーにソフトなパッドを採用し、
タンもパッド入り

● 帯電防止機能付きインソールは通気性
に優れ、かかとと足前部の衝撃吸収性
が向上

適用分野
● 軽用途

 uvex 1 business Shoe S2 SRC Shoe S3 SRC
品番 84695 84285
幅 12 12
規格 EN ISO 20345: 2011 S2 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
アッパー マイクロベロア マイクロベロア
ライニング テキスタイル裏地 テキスタイル裏地
サイズ 40～45 40～45
注文単位 ペア ペア

84305 84495

uvex 1 business Shoe S3 SRC Shoe S3 SRC
品番 12 幅 84305 84495
規格 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 SRC S3 SRC
アッパー マイクロベロア 撥水加工のレザー
ライニング テキスタイル テキスタイル
サイズ 40～44 40～44
注文単位 PR PR

 uvex 1 business · Shoe S3 SRC
一般的な機能
● モダンで超軽量、柔軟性に優れた S3 

安全靴： 安全で、スタイリッシュ、そし
て非常に快適なビジネス風モダンスタ
イル

● 合成素材性によりクロム合金アレルギ
ーのある方に最適（モデル 8430）

● ソールの素材には、シリコンや可塑剤
などの塗装阻害物質を非使用

保護機能
● 容積抵抗 35 MΩ 以下の ESD 仕様に準

拠
● 頑丈で、超ワイドスチール製つま先キャ

ップを備え、卓越した着用時の快適性
を実現

● 人間工学的デザインの高耐滑性ポリウ
レタンアウトソール

● 現在の安全規格に準拠した、耐踏抜き
性の高い非金属製ミッドソールは、シュ
ーズの柔軟性を制限しない

快適機能
● 新開発の靴型、通気性素材により着用

時の優れた快適性を実現
● マイクロベロアのハイテク素材製（モ

デル 8430）、または柔軟性があり疎水
性のフルグレインレザー（モデル 8449）
で、圧迫感なくソフトで快適なフィット
感を実現。カラーにソフトなパッドを採
用し、タンもパッド入り

● 帯電防止機能付きインソールは通気性
に優れ、自然な足の動きをサポートし
衝撃を吸収

サステナビリティ 
● 資源を節約するため、一部にリサイク

ル素材を使用
● 当社の制限物質リストに記載されてい

る有害物質は不使用 

● 適用分野
● 軽用途
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安全作業靴
uvex 1

uvex 1 · Perforated shoe S1 SRC 
一般的な機能
● 超軽量で多用途のパーフォレーション
（穴飾り付き）S1 作業靴およびブーツ

● 合成素材性によりクロム合金アレルギ
ーのある方に最適

● ソールの素材には、シリコンや可塑剤
などの塗装阻害物質を非使用（PWISフ
リー）

● 伸縮素材のレースで調整も迅速かつ簡
単。通常レースも用意（靴）

保護機能
● 容積抵抗 35 MΩ 以下の ESD 仕様に準

拠
● 100 %メタルフリー uvex xenova® つま

先キャップ。コンパクトなデザイン、解
剖学的形状、優れた水平安定性、熱伝
導性なし

● 高耐滑性デュアル密度ポリウレタンか
ら成る人間工学的デザインのアウトソ
ール

快適機能
● 新開発の靴型、環境に最適化された通

気性素材により着用時の優れた快適性
を実現

● マイクロベロア素材を採用し、圧迫感
をなくしたシームレス構造

● 帯電防止機能付きインソールは通気性
に優れ、自然な足の動きをサポートし
衝撃を吸収

● ライナーとタン部分のソフトパッド
● サイズ37～40 は女性の靴型を使用

用途
● 軽用途

uvex 1 Perforated shoe S1 SRC
品番 85466
幅 12
規格 EN ISO 20345:2011 S1 SRC
アッパー マイクロベロア
ライニング メッシュライニング
サイズ 37～45
注文単位 ペア

uvex 1 · パーフォレーテッドシューズ S1 SRC
一般的な機能
● 超軽量で汎用性に優れたパーフォレー

テッドS1 安全靴とS2 安全靴
● 合成素材を使用し、クロムアレルギー

のある方に最適
● ソールの全素材に、シリコンや可塑剤

などの塗装阻害物質を非使用（PWISフ
リー）

● Boa® Fit System（微調整可能なダイヤ
ル、強靭で軽量なレース、低摩擦レース
ガイド）により、フィット感を最適化し、
精度、適応性、コントロール性を実現す
るように設計されている

保護機能
● 容積抵抗 35 MΩ 以下の ESD 仕様に適

合
● 100%メタルフリー uvex xenova® つま

先キャップ。コンパクトなデザイン、解
剖学的形状、優れた水平安定性、熱伝
導性なし

● 高耐滑性デュアル密度ポリウレタン製
の人間工学的デザインのアウトソール

快適機能
● 新開発の、足型と環境に適応する、穿

孔のある通気性素材により着用時の優
れた快適性を実現（S1モデル）

● マイクロベロア素材を使用した実質的
に縫い目のない構造で、圧力ポイント
を排除

● 帯電防止機能付きインソールは通気性
に優れ、かかとと足前部の衝撃吸収性
が向上

● タン（S1シューズ）または埃よけタン
（S2シューズ）およびカラーのソフトパッ
ド

● サイズ37～40は女性の足型を使用して
作成

適用分野
● 軽用途

uvex 1 Perforated shoe S1 SRC
品番 65655
幅 12
規格 EN ISO 20345:2011 S1 SRC
アッパー マイクロベロア
ライニング メッシュライニング
サイズ 37～45
注文単位 ペア

Boa® およびBoa Fit System® は、Boa Technology Inc.の米国における登録商標です。

65655 85466
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安全作業靴
uvex 1

uvex 1 · Perforated lace-up boot S1 SRC
一般的な機能
● 超軽量で多用途のパーフォレーション
（穴飾り付き）S1 作業靴およびブーツ

● 合成素材性によりクロム合金アレルギ
ーのある方に最適

● ソールの素材には、シリコンや可塑剤
などの塗装阻害物質を非使用（PWISフ
リー）

● 伸縮素材のレースで調整も迅速かつ簡
単。通常レースも用意（靴）

保護機能
● 容積抵抗 35 MΩ 以下の ESD 仕様に準

拠
● 100 %メタルフリー uvex xenova® つま

先キャップ。コンパクトなデザイン、解
剖学的形状、優れた水平安定性、熱伝
導性なし

● 高耐滑性デュアル密度ポリウレタンか
ら成る人間工学的デザインのアウトソ
ール

快適機能
● 新開発の靴型、環境に最適化された通

気性素材により着用時の優れた快適性
を実現

● マイクロベロア素材を採用し、圧迫感
をなくしたシームレス構造

● 帯電防止機能付きインソールは通気性
に優れ、自然な足の動きをサポートし
衝撃を吸収

● ライナーとタン部分のソフトパッド
● サイズ37～40 は女性の靴型を使用

用途
● 軽用途

uvex 1 Perforated lace-up boot S1 SRC
品番 85324
幅 12
規格 EN ISO 20345:2011 S1 SRC
アッパー マイクロベロア
ライニング メッシュライニング
サイズ 37～45
注文単位 ペア

uvex 1 sport · Shoe S1 SRC
一般的な機能
● 最新の超軽量で柔軟な S1 作業靴
● 合成素材使用により、クロムアレルギ

ーのある人々に最適
● ソールの素材には、シリコンや可塑剤

などの塗装阻害物質を非使用（PWISフ
リー）

保護機能
● 容積抵抗 35 MΩ 以下の ESD 仕様に準

拠
● 100 %メタルフリー uvex xenova® つま

先キャップ。コンパクトなデザイン、解
剖学的形状、優れた水平安定性、熱伝
導性なし

● 高耐滑性デュアル密度ポリウレタンか
ら成る人間工学的デザインのアウトソ
ール

快適機能
● 新開発の靴型、通気性素材により着用

時の優れた快適性を実現
● 圧迫感をなくしたシームレス構造
● 帯電防止機能付きインソールは通気性

に優れ、自然な足の動きをサポートし
衝撃を吸収

● ライナーとタン部分のソフトパッド
● サイズ37～40 は女性の靴型を使用

用途
● 軽用途

uvex 1 sport Shoe S1 SRC
品番 65985
幅 12
規格 EN ISO 20345:2011 S1 SRC
アッパー テキスタイル
ライニング メッシュライニング
サイズ 37～45
注文単位 ペア

85324 65985



職場の勝利者 ‒ uvex 2

Pushing 
      the Limits!

あらゆる分野で優れたパフォーマンス
保護クラス S3 および S1 P の革新的な uvex 2 安全作業靴シリーズは、最適な衝撃
吸収性、人間工学に基づいたフィット感、軽量、優れた気候特性を提供し、最高の性
能を確保し、安全作業靴の限界を再定義しています。

エネルギー節約と軽量。
疲労の軽減。

プロフェッショナルのための
衝撃吸収システム。
あらゆる段階で身体への負担を緩和します。

信頼性の高い安定性。 
自由な動きが最大限可能です。

圧迫感のない、快適なフィット性。 
uvex monoskin シャフト設計により実現。

解剖学に基づいた設計で最適な快適性
とフィット感を実現。

気候対策で
足元は快適。
uvex climazone による高い通気性。

1 
2 
3 

超軽量 
uvex 2 シリーズは、最軽量の S3 および 
S1 P 安全作業靴シリーズの 1 つで
現場での堅牢な用途に対応します。1

1 快適なインソール
2 PU ミッドソール
3  PU またはラバーアウトソール

規格より 100% 優れた性能
かかと部分の衝撃エネルギー吸収性が
最大 40 ジュールの uvex 2 は、身体への
負担を軽減します。 

uvex 2 マルチレイヤー衝撃吸収システ
ムと、かかとと前足部に衝撃吸収エレメ
ントを強化した帯電防止機能付きイン
ソールで、過酷な地形や起伏の多い地形
での筋骨格系の保護できます。

1  測定データは、パーフォレーテッドシューズ、サイズ 42 です。

耐踏抜き性の高い ミッドソールにもかかわ
らず、ヒールの衝撃エネルギー吸収性は EN 
ISO 20345 の約 2 倍です。 

高い柔軟性 
柔軟な耐踏抜き性の高いメタルフリーのミッドソールにより、特に膝をつく作業時の
自由な動きが妨げられることはありません。
uvex ノータイクイックレースシステムにより、靴ひもは簡単に調整可能。一日中履い
ても足を快適に保てます 2。

優れた安定性
直接成形された PU つま先キャップは、高い信頼性でアッパーを保護し、膝をつく作
業の時の摩耗や損傷を防ぎます。外から見えるヒールバスケットシステムをソールと
一体化し、足の安定性と足首の保護の強化を、快適性を損なわずに実現します。

2  機能はモデルによって異なります。必要に応じて標準の靴ひも（付属品）を使用できます。

uvex 2 動画
はこちら

7272



2  機能はモデルによって異なります。必要に応じて標準の靴ひも（付属品）を使用できます。
7373

uvex 2 MACSOLE® · 
Lace-up boot S3 HI HRO SRC
一般的な機能
● 軽量で柔軟な S3 作業靴
● 合成素材使用により、クロムアレルギ

ーのある人々に最適
● つま先を包み込むポリウレタンフォーム

素材により耐久性の向上

保護機能
● 容積抵抗 35 MΩ 以下の ESD 仕様に準

拠
● 100 %メタルフリー uvex xenova® つま

先キャップ。コンパクトなデザイン、解
剖学的形状、優れた水平安定性、熱伝
導性なし

● 衝撃吸収に優れたポリウレタンミッドソ
ール、軽量で耐滑性に優れた
MACSOLE®アウトソールによる二重構
造

● 靴底の高温熱伝導性（EN 規格追加要
件のHIラベル、150℃ で30分間の試験）

● アウトソールの接触耐熱性（EN 規格追
加要件の HROラベル、300℃ で1 分間
の試験）

快適機能
● 新開発の靴型、通気性素材により着用

時の優れた快適性を実現
● マイクロベロア素材を採用し、圧迫感

をなくしたシームレス構造
● 帯電防止機能付きインソールは通気性

に優れ、自然な足の動きをサポートし
衝撃を吸収

● ライナーとタン部分のソフトパッド
● MACSOLE®ラバーソールによる低温時

の柔軟性の向上
● サイズ37～40 は女性の靴型を使用

用途
● 中用途

uvex 2 MACSOLE® Lace-up boot S3 HI HRO SRC
品番 65295
幅 12
規格 EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
アッパー マイクロベロア
ライニング メッシュライニング
サイズ 37～45
注文単位 ペア

65315 65295

安全作業靴
uvex 2

uvex 2 MACSOLE® · Shoe S3 HI HRO SRC
一般的な機能
● 軽量で柔軟な S3 安全靴
● つま先を包み込むポリウレタンフォーム

素材によりアッパーの耐久性向上
● Boa® Fit System（微調整可能なダイヤ

ル、強靭で軽量なレース、低摩擦レース
ガイド）によりフィット感を最適化し、精
度、適応性、コントロール性を実現

保護機能
● 容積抵抗 35 MΩ 以下の ESD 仕様に適

合
● 100%メタルフリー uvex xenova® つま

先キャップ。コンパクトなデザイン、解
剖学的形状、優れた水平安定性、熱伝
導性なし

● 超軽量、衝撃吸収に優れたポリウレタ
ンミッドソールと、耐滑性に優れた
MACSOLE®ゴム製アウトソールによる
二重構造

● HIラベル靴底断熱性（EN 規格追加要
件準拠、150℃で30 分間テスト）

● ＋ 300℃までの短時間の暴露用の耐熱
下部構造の HRO 表示

● アーチサポートの安定性により、はしご
を登るときのグリップ性を確保

● 最新の安全規格に準拠した、貫入抵抗
力の高い非金属のミッドソールは、シュ
ーズの柔軟性を制限したり、熱の逃げ
道を作成しない

快適機能
● 新開発の、足型と環境に適応する通気

性素材により着用時の優れた快適性を
実現

● 特に柔らかい牛革で作られた実質的に
縫い目のない構造で、圧力ポイントを
排除

● 帯電防止機能付きインソールは通気性
に優れ、かかとと足前部の衝撃吸収性
が向上

● 履き口とタン部分のソフトパッド
● MACSOLE®ラバーソールによる低温時

の柔軟性の向上
● サイズ37～40は女性の足型を使用して

作成

適用分野
● 中用途

uvex 2 MACSOLE® Shoe S3 HI HRO SRC
品番 65315
幅 12
規格 EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
アッパー 丈夫な撥水加工のレザーアッパー
ライニング メッシュライニング
サイズ 37～45
注文単位 ペア

uvex 2 
動画はこちら
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protecting planet

uvex suXXeed 
greencycle planet

サステナビリティの向上に向けた
取り組みに対する意識を高めるため
に、uvex は protecting planet アイコ
ンを開発しました。
uvex の場合、protecting planet は単なる
ラベルではありません。ブランドの主張であ
る protecting people に基づいて、当社のサ
ステナブルアプローチはエコロジー、経済性、
社会的責任の 3 つの相互に関連しあう中心
的な柱を統合し、事業全体に組み込むことで、
サステナビリティパフォーマンスを向上させています。 

そのため、uvex はバリューチェーン全体で、包括的な監
査、測定、評価管理プロセスを実行し、できる限りサステ
ナブルな製品を提供できるよう努力しています。



by using bio-based material //
by using compostable material //
by using no harmful substances

by using environmentally-
friendly packaging

by saving energy
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uvex suXXeed greencycle planet 
コレクションはプラネットシリーズ
の製品システムの一例です。

タグやラベルを含む個々のパッケージもすべて生分
解性です。

衣服の生産には再生可能エネルギーが使用され
ます。同時に、現場での直接排出量の少なくとも 
50 パーセントが相殺されます。また、ヨーロッパで
の生産とそれに関連する近距離の輸送ルートに
よって、不要な環境への負担がないことが保証さ
れます。

衣服の素材成分はすべて完全に堆肥化できており、すべての製品
に cradle to cradle™ の承認シールが貼られています。コットンに
加えて、特殊なポリエステルを使用することで、衣服が堆肥化され
たときに分解される能力が際立ちます。cradle to cradle™ の衣服
は、人の健康に影響を与えないことが証明されている物質のみを
使用しています。さらに、cradle to cradle™ Gold の認証は、プロ
セス化学物質が排水に混入しないことを保証しています。衣服を
使い古した後は、衣服の成分を堆肥化することで、もう一度循環
させることができます。

Cradle to Cradle ™ 認定は、Cradle to Cradle ™ プロダクトイノベーション協会の登録商標です。

*バイオベースの材料の使用 ／／ 堆肥化可能な材料の使用 ／／ 有害物質の不使用

*環境に配慮したパッケージの使用

*エネルギーの節約
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uvex suXXeed 
greencycle 
planet

最初から最後まで
サステイナブルな作業着
uvex suXXeed greencycycle planet コレクションは、初
の生分解性作業着の製作に成功しました。倉庫やオフィ
スでの作業や、レクリエーション用に、男性にも女性にも
適したコレクションで、時代を問わないスタイルを実現し、
Cradle to Cradle™ の認証も取得しています。

詳細はこちら( 英語 )

女性
品番 88876 アンスラサイト

サイズ 40（S）、42（M）、44（L）
素材 コットン 48%、ポリエステル 48%、エラスティン 4%、

約 230 g／m2


説明 • 生分解性ポリエステルとエラスティン • リサイクル可能な製品でクリーンな未来を実現 • 程よ
いフィット感 • 人間工学に基づいたカット • クロッチインサート • 後ろに伸縮素材のウエストバンド、
ボタン留め付き前チャック • ボタン留め付き左サイドポケット • 右にペンポケットと折り尺ポケット • 
後ろポケット • uvex ロゴの刻印 • Cradle to Cradle™ ゴールド認証

カーゴパンツ
男性

品番 88868 アンスラサイト

サイズ 46（S）、48（M）、L（50）
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7777Cradle to Cradle ™ 認定は、Cradle to Cradle ™ プロダクトイノベーション協会の登録商標です。

T シャツ
男性

品番 88888
88889
88890

モスグリーン
ライトグレー
ライトブルー

サイズ S～L

女性
品番 88885

88886
88887

モスグリーン
ライトグレー
ライトブルー

サイズ XS～L
素材 コットン 98%、エラスティン 2%、約 170 g／m²


説明 • 生分解性エラスティン • すっきりした未来のためにリサイクル可能な製品 • 程よいフィット感

（男 性 と 女 性） • ラ ウ ン ド ネ ッ ク（男 性） • サ ブ マ リ ン ネ ッ ク ラ イ ン（女 性） • Cradle to  
Cradle™ ゴールド認証

作業シャツ
品番 88812 アンスラサイト

サイズ S～L
素材 コットン 48%、ポリエステル 48%、エラスティン 4%、 

約 230 g／m2

  
説明 • 生分解性ポリエステルとエラスティン • リサイクル可能な製品でクリーンな未来を実現 • 程
よいフィット感 • 前中央にボタンパネル • 折り襟 • めがねとペンのループ付き胸ポケット 1 つ • ボタ
ン留め付きカフ • Cradle to Cradle™ ゴールド認証
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uvex 
suXXeed multifunction
企業がさまざまな分野で事業を展開している場合、適切

な保護服を選ぶことは難しくなります。当社の新しい

uvex suXXeed multifunctionコレクションは、さまざま

な作業場における危険に対処する保護服を提供します。

新しいuvex suXXeed multifunctionシリーズは、保護対

象が、熱や火炎、短絡によるアーク放電、あるいは化学

物質であれ、最適な保護性能を提供し、最大限の着用

快適性で作業を促進します。天然繊維を使用した耐久性

の高い素材により、過酷な作業中でも通気性が良く、着

用者の快適性を最大限に高めます。難燃性素材とパラア

ラミド、ポリエステル繊維を使用し、溶融鉄E2や低リスク

化学物質に対する多機能保護性能を発揮します。ハイラ

イズスリーブデザインにより自由な動きを妨げず、3Dカッ

トを採用してPPE作業着をまったく新しいエクスペリエン

スに変えています。妥協のない最高のフィット感。

ジャケット
品番 88471
品番 88472

●● ミッドナイトブルー
● グラファイト

S～L

素材  PPAN 49%、綿 42%
パラアミド 5%、ポリアミド 3%
帯電防止繊維 1%、約 300 g／m²

 
説明 ● uvex suXXeed は多機能型で、最も厳しい保護要件に適合 ● 難燃性素材
とパラアラミドおよびポリエステル繊維の使用により、溶融鉄 E2および低リスク化
学物質に対する高い耐久性と多機能保護性能を実現 ● 非常にしなやかで快適な
着用感 ● 伸縮性のある素材・パネルを採用して自由な動きを実現 ● ハイライズス
リーブデザイン ● 難燃性反射ストライプ
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EN ISO 11611 EN ISO 11612 IEC 61482-1-2 EN 13034 EN 1149-5

A1, B1, C1, E2, F1Class 1-A1 APC 1

パンツ
品番 88473
品番 88474

●● ミッドナイトブルー
● グラファイト

S～L

材質 ジャケットを参照 

説明  ● uvex suXXeed は最も厳しい保護要件に適合 ● 難燃性素材とパラアラミドお
よびポリエステル繊維の使用により、溶融鉄 E2および低リスク化学物質に対する高
い耐久性と多機能保護性能を実現 ● 非常にしなやかで快適な着用感 ● 内側のニー
パッドポケット ● 難燃性反射ストライプ 
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熱・炎・溶接シェード

独自の機能性コーティングにより
火花から身を守る
革新的な作業服

Functional
coating
protects
against
sparks
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uvex 独自の機能性コーティング
金属作業の要件を満たす特別デザイン

飛び散る火花にさらされる領域をコーティング
 ● 腹部および肘から手首までの腕
 ● 大腿部とひざ

火花が飛んだ後の素材

メリット
 ● 飛び散る火花への高い防護性
 ● 使用の痕跡が大幅に減少
 ● 常に最適な外観を維持
 ● 少量の水や汚れに対する耐性

 ● 高い通気性
 ● 膝をつく作業向けの摩擦保護
 ● 優れた耐用性

前面 
コーティングあり

前面 
コーティングなし

背面 
コーティングなし

背面 
コーティングあり

ジャケット
品番 89961 ● ● アンスラサイト ● ● オレンジ S～L

素材  コットン60 %、ポリエステル 40 %、約 315 g／m²

 
説明  ● uvex 独自のコーティングにより、飛び散る火花から上腕
部および腹部を保護 ● ファスナー付きのサイド、胸部および胸ポ
ケット ● 上腕部の調整可能な通気孔 ● 自由な動きを確保するス
トレッチインサーション ● フックとループファスナー付きの調整可
能なアームカフ ● 細部には反射性素材を使用

カーゴパンツ 
品番 98770 ● ● アンスラサイト ● ● オレンジ S～L

素材   コットン60 %、ポリエステル 40 %、約 315 g／m²

 
説明  ● uvex 独自のコーティングにより、飛び散る火花から上腕部（ポケ
ットを含む）および膝を保護 ● 調整可能なウエストバンド ● ルーラーポケ
ット、両サイド、背面および大腿部のポケット（カッター、ペン、携帯電話
も収まるファスナー付きポケットを含む）● ニーパッド用のニーパッドポ
ケット ● 調整可能な通気孔 ● 自由な動きを確保する膝のストレッチイン
サート ● 細部には反射性素材を使用

作業服
uvex メタルプロ



uvex は、1926 年から職場環境や、
スポーツやレジャーで人々を守って
きました。コレクション 26 のトレン
ディな色と特別な素材で、レクリ
エーションのデザイン要素と、高品
質の作A 業着の機能を効果的に融
合しています。

どんな天候でも。 
耐久性がある。街。 
仕事と遊びでも。

屋内でも 屋外でも、uvex 
は 24 時間 365 日、仕事、
スポーツ、レジャーに最適
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uvex  
コレクション 26

レインジャケット 
女性

品番 88355  サフラン

サイズ XS～L
素材 ポリエステル（リサイクル素材）100%、約 110 g／m²


説明 • 軽量で機能的な小さいパックサイズ • 街での雨の日に対応する防水ジッパーとフード • 「女性
向けにカスタマイズ • 女性向けにカスタマイズ • 通気性 MVP 8,000 g／m²／24 h • 水柱 10,000 mm

レインジャケット 

男性
品番 88354  サフラン

サイズ S～L
素材 ポリエステル（リサイクル素材）100%、約 110 g／m²


説明 • 軽量で機能的な小さいパックサイズ • 街での雨の日に対応する防水ジッパーとフード • 袖口は
伸縮性のある「ハイライズ」設計  • 通気性 MVP 8,000 g／m²／24 h • 水柱 10,000 mm
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ウベックスの技術と開発 ・ 製造、製品紹介を動画にて公開しています。
PC、タブレット端末、スマートフォンからご覧いただけます。

当社展示ブースを全方位 360°
パノラマ映像でご覧いただけ
ます。

バーシャルショールーム

uvexによるPPEイノ
ベーション

人々を守る - 当社の使
命、責任とコミットメン
ト（英語）

スポーツとセーフティ
1つのブランド1つの使
命

コーポレート

作業靴

作業靴 uvex 2 職場で
の勝者

作業靴 uvex 1 G2 究極
の衝撃吸収 防護服の着脱方法

防護服

uvex u-chem
耐薬品手袋の正しい
着脱方法

uvex xact-fit multi 
reusable uvex x-fituvex K3

耐薬品手袋

イヤーマフ

uvex supravision 
excellence
従来比 2倍の防曇性能

uvex megasonic CB

保護メガネの専門知
識

ウベックスコーティン
グの耐久性

uvex super OTG 
guard CB

ウベックスコーティン
グの防曇性

ウベックスコーティン
グのイージークリーン
性能（１）

uvex UV 400
ウベックスコーティン
グの防傷性

ウベックスコーティン
グのイージークリーン
性能（２）

保護めがね ・ ゴーグル



360°バーチャルショールーム
好評展示中

ウベックスセーフティーグループ
〒101- 0054 東京都千代田区神田錦町
3 -  6 D’ s VARIE 神田錦町 7F

（株）ウベックススポーツジャパン内
電話： 03 - 5577- 4166
E-mail： info@uvex-safety.jp
URL： uvex-safety.jp
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