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●アイコン表示の見方

アボネットは、企画からデザイン、そして製造までの全ての工程
を自社で行なっています。また、社内のデザイナーや縫製スタッフ
が製品の試作はもちろん、修理やデザイン変更などのお客様の要望
にも素早く対応できるよう日々努めています。

[ リスク低減率 ]
重傷リスクの低減率を示します。左の場合、帽子
をかぶることで重傷リスクを40％低減できます。

[ UV ]
紫外線
（ＵＶ）
カットの効果がある素材を使用
しています。

[ 通気性 ]
通気性の良い素材を使用しています。汗をかき
にくく、ムレを軽減します。

[ 吸汗速乾 ]
汗などの水分を吸収し、拡散することで乾きを
早くする素材を使用しています。

[消 臭]
不快臭を減少させる効果のある素材を使用して
います。

[ 光触媒 ]
光によって汚れを分解、消臭、UV カット、抗菌
機能をもたらす素材を使用しています。

[防 臭]
不快臭・悪臭の発生を防ぐ素材を使用しています。

[ クリップ式あごひも取り付け可 ]
別売のクリップ式あごひもを取り付けることが
できます。

[抗 菌]
黄色ブドウ球菌などの増殖を抑え、臭いの発生
を防ぐ素材を使用しています。

[ 特注可 ]
サイズ変更やあごひもの追加など、特注を承る
ことが出来る商品です。

[制 菌]
黄色ブドウ球菌などの他、複数の菌の増殖を
抑え、清潔を保つ素材を使用しています。

給付対象商品
非課税
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緩衝材が入っている保護帽は、日常生活用具給付制度の「頭部保護帽」の対象商品です。
※ 給付決定に関しては各自治体ごとに異なります。お住いの自治体窓口にご相談ください。
このマークがついている商品は、非課税品です。
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●「重傷リスク」と「リスク低減率」
●アボネットシリーズでは、衝撃が頭部に加わった場

より確かな安全性を求めて

合、重傷以上の傷害 ※ が発生するリスク（以下、重傷リ

頭部傷害基準（HIC）値を用いた衝撃吸収性能の評価方法について

への情報提供を行い同シリーズのさらなる改良・開発

開発以降、新たな衝撃吸収性能の評価方法として「頭部傷害基準（HIC）値」
を用いた方法を採用しています。この HIC 値を用いた方法は「自動車が壁
や車などに衝突した時の乗員の安全性の評価」や「子供が遊具から転落した
時の遊び場の安全性の評価」にも用いられており、国際的にも幅広く認知・
活用されています。これまでは、鉄球を落下させた時の加速度値を用いて
アボネットの保護性能を評価していましたが、人間の構造・特性に近いダ
ミー人形を使い、HIC 値を用いて評価をすることで、アボネットの性能を

重傷リスク（％）

● HIC 値が 2000 となる衝撃が頭部に加わった場合、

Serious Injury Risk

収性能を評価しています。その結果をもとに、お客様

100% 程度
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スク）をどの程度、緩和できるかという観点で衝撃吸

に役立てております。

アボネットは 2011 年一般財団法人 日本自動車研究所（JARI）との共同
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。右の

80
70
60
50
40

重傷リスク曲線
50% 程度

30
20
10
0

グラフは保護帽をかぶっていない状態での HIC 値が

500

1000

2000 となるような条件に設定し、同条件でアボネット

1500

2000

HIC 値

2500

3000

グラフ：HIC
値と重傷リスクの関係
グラフ：HIC
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シリーズの衝撃吸収性試験を行った時の HIC 値と傷害

リスク値です。例えば、HIC 値が 1000 の場合には、 H I C 値：HIC（ヒック）値とは、衝突や落下などの衝撃による脳や
頭蓋骨への損傷の程度を表す数値のことです。この HIC 値を用いる

重傷リスクが無帽の状態から半減できることになり、 ことで「重傷に陥るリスクを何％低減できるか」をわかりやすく確
重症リスクの低減率は 50% となります。
認することができます。
アボネットで表示している
「リスク低減率」50% のアイコン

※重傷以上の傷害例：動脈損傷・大脳損傷・小脳損傷・脳幹損傷・
脳内血腫・頭蓋骨骨折など

より詳細に把握することが可能となりました。これからもアボネットは、
より確かな安全性を求め続けます。
●アボネットシリーズの衝撃吸収性試験
●一般財団法人 日本自動車研究所 (JARI) について
1969 年 車社会の健全な進展に貢献することを使命

とした公益法人として発足し、自動車に関する総合

的かつ先進的な研究に挑み続けている試験研究機関。

15°

研究グループの１つである衝突安全グループは、

人体の傷害発生メカニズムに関する研究などを実施し
ており、実際の車両や人体ダミーなどを用いた衝突実

験ならびに人体を模擬したコンピュータシミュレー

《ご注意》HICの数値はあくまでも衝撃吸収性能の目安です。アボネットは衝撃を緩和するものであり、すべての衝撃を100％吸収し完全に頭部を守る
ものではありません。また、実験結果は大人の頭部を模擬した人体ダミーを用いて、アボネットシリーズ
（大人用）
の性能を評価したものであり、アボネッ
トシリーズ（子供用）の性能につきましては、本結果からご類推願います。なお、アボネットシリーズ（大人用）と（子供用）の構造は同等です。

ションモデルを用いた傷害発生メカニズム解析など

を行うことで、車両開発に有益な情報を自動車業界
基準の策定などに大きく貢献しています。

900mm 【実験条件】
・角度 約15°・高さ約900mmから衝突面に落下
（無帽状態でHIC≒2000の条件）
・頭部3軸加速度から HIC値を算出
・各製品、数箇所の衝突位置で試験を実施

交通事故時の乗員や歩行者の安全性に関する研究や

に提供し、国内外を問わず車両の衝突安全性に関する

【実験装置】
・胴体部はH 鋼、頭頚部にはダミー
（HybridⅢ 50th Male Dummy）
を使用
・質量47.8kg・回転中心から頭頂まで約 1500mm
（日本人70歳代男性平均身長：1.605ｍ 体重：59.3kg）

JARI で行われている車両安全性に関する衝突実験

●アボネットシリーズでは、主に以下の衝撃緩衝材を使用しています。
【ポリエチレンビーズ（ソフトタイプ）
】
直径 1cm 程度の球状のポリエチレン製のビーズ
です。中心部に穴が開いており、空気を通します。
独自の製法で全てのビーズを同じ方向にすることに
より、通気性と緩衝力がアップしました。
材質：ポリエチレン

【ポロン (PORON ® )】
他の素材に比べ、若干通気性は劣りますが、非
常に高い緩衝能力があります。柔らかく、頭に
フィットする素材です。外圧を加える速度によっ
て硬度が変化します。
材質：マイクロセルポリウレタンフォーム
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【ポリエチレンビーズ（ハードタイプ）
】
直径 1cm 程度の球状のポリエチレン製のビーズ
です。中心部に穴が開いており、空気を通します。
独自の製法で全てのビーズを同じ方向にすることに
より、通気性と緩衝力がアップしました。ソフトタ
イプより硬い素材です。 材質：ポリエチレン

【メッシュ】
ハニカム状の穴が全面に空いており、高い通気性
があります。重ねて縫い合わせることで緩衝力
が増します。
材質：ナイロン 70% + ポリエステル 30%
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abonet シリーズ 選び方ガイド

《アボネットお選びポイント》
●サイズ： 商品サイズのご確認と頭囲の測定をお願いいたします。 ※ p45「頭部サイズの計測方法」参照

アボネットは、お客様のニーズに合わせて様々なデザインを用意しております。
「保護帽がほしいけれど、何を基準に選べば良いのかわからない」そんな方のための選び方ガイドです。
下表に、頭部損傷リスクの低減率と想定されるご利用シーンで商品を分類いたしました。
商品をお選び頂く際の参考としてください。

●強 さ： 頭部への衝撃をどれだけ和らげることができるかを「リスク低減率（％）」で表しています。
下表および、各商品ページの低減率アイコンをご参照ください。
●デザイン・素材： 50 種類以上の豊富なデザインからご使用になる場所やシーンに応じてお選びください。
また、通気性の高いメッシュ素材や消臭加工素材など、帽子によって様々な素材を使用しておりますので、
各ページの商品情報をご参照ください。

北国生まれのお し ゃ れ な 保 護 帽

保 護 帽 で よ り 元 気 に、よ り 活 動 的 に

屋内も安心で快適な保護帽

保護帽の原点

作業用/防災用保護帽

abonet

abonet

abonet

abonet

abonet

100

ACTIVE

HOME

GUARD

JOB/BOUSAI

SAFETY INNER

アボネット《シティ》: p8～11

アボネット《アクティブ》
：p12～17

アボネット《ホーム》: p18～21

アボネット《ガード》: p22～29

《ジョブ》
《BOUSAI》: p30～31

アボネット《セーフティインナー》: p32～35

▶

ガードE ¥17,000（非課税）

85
ハットシェード
税別 ¥15,000

80

▶

75

アクティブ コア
¥9,000（非課税）

ストローハット
税別 ¥13,000

▶

▶

▶

アクティブ キャンディ
￥19,000（非課税）

アクティブ キャット
￥19,000（非課税）

▶

▶

▶

ホームピンタックN
税別 ￥10,000

▶

ホームつば付
税別 ￥11,000

ホーム ターバンN
税別 ¥10,000

▶

▶

A

B

D

ガードD（スタンダードN）
¥15,000（非課税）

65

▶

60

45

▶

▶

クロッシェ ツィード
税別 ¥12,000

JARIハットデニム
税別 ￥7,500
JARIキャップデニム
税別 ￥6,500

JARIキャップフルタイプ
税別 ￥6,500

▶

▶

▶

▶

▶

80

JARIビーズインナー（ハード）
税別 ￥4,500

75
70

▶

▶

▶
ホーム リボン
税別 ¥4,800

JARIハットストライプ
税別 ￥7,500

▶

▶

ガードC（スタンダードN）
¥15,000（非課税）

▶
ハンチング ツィード ハンチング チェック
税別 ¥12,000
税別 ¥11,000

▶

85

C

JARIキャップストライプ
税別 ￥6,500
JARIキャップメッシュ JARIキャップライン
税別 ￥5,500
税別 ￥6,500

▶

F

90

BOUSAI abonet
防炎ハット
税別 ¥4,500

ガードA（スタンダードN） ガードB（スタンダードN）
¥13,000（非課税）
¥15,000（非課税）

70
JARIハットフラワー
税別 ￥7,500

▶

BOUSAI abonet
防炎キャップ
税別 ¥3,800

ガードF ¥13,000（非課税）

▶

▶

▶

C-mesh

D-mesh

ガードC（メッシュ）
¥15,000（非課税）

100
95

E

▶

90

50

abonet

C I TY

95

55

お気に入りの帽子も保護帽に

リスク低減率（％）

リスク低減率（％）

● abonet の商品構成と頭部損傷リスク低減率

65

abonet JOB スミキャップ
税別 ￥3,500

ガードD（メッシュ）
¥15,000（非課税）

▶

60

JARIビーズインナー（ソフト）
税別 ￥4,500

55
50

チロルハット
税別 ¥15,000

▶

ハンチング リネン
税別 ¥11,000

▶

カレントハット
税別 ¥11,000

▶

40

ホーム レイヤー
税別 ¥3,600

35

A-mesh

▶
ホーム フラワー
税別 ¥10,000

ガードA（メッシュ）
¥13,000（非課税）

▶

45

B-mesh

▶

ガードB（メッシュ）
¥15,000（非課税）

40
セーフティインナーN
税別 ¥4,500

L

▶

30

▶

25

セーフティインナーメッシュN
税別 ¥4,500

ホーム ワッチ
税別 ¥7,500

20

S

▶

35

M

セーフティインナーEVA
税別 ￥2,000

30
25
20

15

15

10

10

5

5

0

0

abonet

SOFT

セーフティインナー専用の

脱毛ケア・ヘアケアのための優しい帽子 アボネット《ソフト》※1

abonet 《アボネットアウター》※2

p38～41
無 地：

OUTER

ストライプ：

p36～37

ご 注 意 ：※1, ※2
ソフト スムースキャップ 1

無地 税別 ¥2,500 / ストライプ 税別 ¥2,300

サックス

ピンク

「abonet SOFT」と「abonet OUTER」は、
転倒保護を目的とした帽子ではないため、
衝撃緩衝材は入っておりません。

ニット帽 イヤーマフ
税別 ￥4,500 / 2色

ニット帽 スタンダード
税別 ￥1,800 / 5色

●

ソフト スムースキャップ 3 税別 ￥2,800

ソフト スムースキャップ 5 税別 ￥3,000

abonet+Noriko
ピンク
シフォン リボン 税別 ￥6,200
ブラック

6

abonet+Noriko
シフォン ターバン 税別 ￥5,800
チェックベレー
税別 ￥4,000 / 1色

オニオンベレー
リフレクトワッチ
税別 ￥4,500 / 4色 税別 ￥4,000 / 3色
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abonet

C ITY

北国生まれのおしゃれな保護帽、アボネット《シティ》

通気性に優れた保護帽です。
クリップ式あごひもを取り付けることができます。
サイズ調整のベルト付き。

abonet シティ チロルハット no.2553
税別 ￥15,000
サイズ：58-61cm

春夏仕様の表地を使用しています。
頭周囲にも緩衝材を入れ、
さらに頭部を保護します。
サイズ調整のベルト付き。

abonet シティ ストローハット no.2551
税別 ￥13,000
サイズ：56-58cm

緩衝材：PORON ® ＋メッシュ 厚さ 約 10mm
表地：アクリル 59％、ナイロン 41％ / 裏地：ポリエステル 100％
重量：約 180g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

緩衝材：PORON ® ＋メッシュ 厚さ 約 15mm
表地：レーヨン 72％、ナイロン 28％ / 裏地：ポリエステル 100％（清涼裏地）
重量：約 170g
お手入れ方法：ドライクリーニング

カラー：ベージュチェック / ネイビーチェック

カラー：ベージュ / ブラウン / ブラック

※ クリップ式あごひも後付け可

※ クリップ式あごひも後付け可

麻を使用したさわやかな
かぶり心地の保護帽。清涼感のある裏地を
使用しています。刺しゅうのワンポイントがアクセント。

耳あて付きのハンチングです。
チェックとストーンウォッシュ風なスエードとの
組み合わせがポイント。

abonet シティ ハンチングリネン no.2552
税別 ￥11,000
サイズ：56-58cm

abonet シティ ハンチング チェック no.2093
税別 ¥11,000 ※ 秋冬用
サイズ：59cm

緩衝材：PORON®＋メッシュ（後頭部のみ） 厚さ 約15mm
表地：麻 100％ / 裏地：ポリエステル 100％（清涼裏地）
重量：約 100g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

緩衝材：PORON ® ＋メッシュ（後頭部のみ） 厚さ 最大約 10mm
表地：ポリエステル 45%、毛 40%、その他 15%/ 裏地：綿 100％
重量：約 120g
お手入れ方法：ドライクリーニング

カラー：ベージュグレー / カーキ / ブラック

カラー：グレー / ブラウン

刺しゅうのワンポイント入り

ツィードのハンチング。本革がアクセントになっています。
切り替え部分にハンドステッチを施し、
暖かみを表現しています。

abonet シティ ハンチング ツィード no.2092
税別 ¥12,000 ※ 秋冬用
サイズ：59cm

●
《アボネット シティ》のコンセプトは
「安全でスタイリッシュ」。ハット
やハンチングなど日常生活に溶け込むデザインの保護帽です。ご自身

ツィードとスウェードの組み合わせ。
ループに通すコサージュがアクセントになっています。
華やかなオレンジとベーシックなグレーをご用意しました。

abonet シティ クロッシェ ツィード no.2091
税別 ¥12,000 ※ 秋冬用
サイズ：57cm

緩衝材：PORON ® ＋メッシュ（後頭部のみ） 厚さ 最大約 10mm
表地：レーヨン 60%、毛 40%、本革 / 裏地：綿 100％
重量：約 130g
お手入れ方法：ドライクリーニング

緩衝材：PORON ® ＋メッシュ（後頭部のみ） 厚さ 最大約 10mm
表地：レーヨン 60%、毛 40%、ポリエステル 100%/ 裏地：綿 100％
重量：約 140g
お手入れ方法：ドライクリーニング

カラー：ブルー / グレー

カラー：オレンジ / グレー

のライフスタイルに合わせ様々な形からお選び頂けます。従来の秋冬
仕様に加え、春夏仕様も充実。どんな服にも違和感なく合わせること
ができるスタイルを追求しています。    
給付対象商品
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abonet

C ITY

頭部全体をメッシュの緩衝材で覆い、サイド（切返しの部分）
のみ、さらに強い緩衝材を入れました。幅 13cm の広いツバで
日差しもガード。サイズ調節のベルト付き。UV カット約 99%。

北国生まれのおしゃれな保護帽、アボネット《シティ》

abonet シティ ハットシェード no.2550
税別 ￥15,000
サイズ：55-57cm
緩衝材：PORON ® ＋メッシュ 厚さ 最大約 15mm
表地：レーヨン 72％、ナイロン 28％ / 裏地：ポリエステル 100％
重量：約 200g
お手入れ方法：ドライクリーニング

ベージュ

ブラック

頭部の全方位に緩衝材を入れ、帽子の内側から取り出せるようにしました。
日差しが気になる方のためにツバを長めにしました（UV カット約 99%）
。後ろにゴムが入っています。
※ 柄は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

モスグリーン

ブラウン

ブラック

特許出願中

abonet+JARI ハットフラワー no.2081
税別 ￥7,500 ※ 取り外し可能なあごひも付き
サイズ：S サイズ（50-54cm/ 受注生産）
、フリーサイズ (55-58cm)
緩衝材：ポリエチレンビーズ（ソフト） 厚さ 約 10mm
表地：綿 100％スムース天竺 / 裏地：綿 100％
重量：S サイズ 約 120g / フリーサイズ 約 140g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可
付属品：取り外し可能なあごひも

頭部の全方位に緩衝材を入れ、
帽子の内側から出し入れ可能にしました。
消臭・抗菌効果のあるオールシーズン対応のデニム生地を
使用しています。サイズは後ろのゴムで調節できます。

abonet+JARI キャップデニム no.2089
税別 ￥6,500
サイズ：フリーサイズ（55-58cm）

給付対象商品
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頭部の全方位に緩衝材を入れ、
帽子の内側から出し入れ可能にしました。
消臭・抗菌効果のあるオールシーズン対応のデニム生地を
使用しています。後ろのリボンでサイズの調節が可能です。

abonet+JARI ハットデニム no.2088
税別 ￥7,500
サイズ：フリーサイズ（55-57cm）

緩衝材：ポリエチレンビーズ（ソフト） 厚さ 約 10mm
表地：綿 65％、ポリエステル 35％（抗菌消臭）
裏地：ポリエステル 100％（吸汗加工）
重量：約 140g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

緩衝材：ポリエチレンビーズ（ソフト） 厚さ 約 10mm
表地：綿 65％、ポリエステル 35％（抗菌消臭）
裏地：ポリエステル 100％（吸汗加工）
重量：約 140g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

カラー：ベージュ / ネイビー / ブラック

カラー：ベージュ / ネイビー / ブラック

給付対象商品
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abonet

AC T I V E

より活動的に。保護帽アボネット《アクティブ》

abonet active

hat

オリーブ

迷彩

緩衝材に特徴がある保護帽。緩衝材の間に隙間を
作り、通気性を確保。ラフなスタイルにマッチする
カレント（流れ）という名前のカジュアルなメンズ
ハットです。緩衝材に、空気の流れる道が作られて
いるので、表生地の空気の通り道
から湿気が抜け、暑さやムレ
を軽減させます。

abonet アクティブ カレントハット no.2223
税別 ￥11,000
サイズ：58-62cm
緩衝材：PORON ® ＋メッシュ 厚さ 約 10mm
表地：ナイロン 100％ / 裏地：ポリエステル 100％
重量：約 150g
お手入れ方法：洗濯可 (30℃ )、漂白剤・乾燥機不可

側面にビーズを縫い込み、頭頂部は緩衝材を出し入れ可能にし
ました。ツバ裏にはアクセントとしてストライプ柄を使用して
います。後ろにゴムが入っています。

グレー

ネイビー

abonet+JARI ハットストライプ no.2080
税別 ￥7,500 ※ 取り外し可能なあごひも付き
サイズ：S サイズ（50-54cm/ 受注生産）
、フリーサイズ (55-58cm)

●アボネット《アクティブ》はスポーツやレジャー、アウトドアなど
アクティブな場面で活躍する保護帽です。吸汗速乾性の素材や通気性を
追求した緩衝材を使用し、活動時の快適性を保ちます。幅広いサイズ
調節が可能な帽子から、お子様向けの元気なデザインまで、様々な

緩衝材：ポリエチレンビーズ（ソフト） 厚さ 約 10mm
表地：綿 100％スムース天竺 / 裏地：綿 100％
重量：S サイズ 約 110g / フリーサイズ 約 130g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

付属品：取り外し可能なあごひも

特許出願中

シーンに対応できるラインナップとなっています。
給付対象商品
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cap

abonet active

abonet

AC T I V E

より活動的に。保護帽アボネット《アクティブ》

側面にビーズを縫い込み、頭頂部は緩衝材を出し入れ
可能にしました。ツバには反射材のトリミングを施し
ています。後ろにゴムを縫い込んでいるので、どなたに
もフィットする形になっています。
abonet+JARI キャップフルタイプ no.2083
税別 ￥6,500 ※ クリップ式あごひも付き
サイズ：Sサイズ（50-54cm）
、フリーサイズ(55-59cm)
緩衝材：ポリエチレンビーズ
（ソフト） 厚さ 約 10mm
表地：綿 100％スムース天竺 / 裏地：綿 100％
重量：S サイズ 約 120g / フリーサイズ 約 150g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

特許出願中

付属品：クリップ式あごひも

《フリーサイズ》

グレー

《Sサイズ》

カーキ

レッド

ブラック

ピンク

レッド

ネイビー

グレー

ネイビー

abonet+JARI キャップストライプ no.2084
税別 ￥6,500 ※ クリップ式あごひも付き
サイズ：Sサイズ（50-54cm）
、フリーサイズ(55-59cm)
緩衝材：ポリエチレンビーズ
（ソフト） 厚さ 約 10mm
表地：綿 100％スムース天竺 / 裏地：綿 100％
重量：S サイズ 約 120g / フリーサイズ 約 140g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

《Sサイズ》

特許出願中

レッド

後頭部のみビーズを縫い込み、その他は緩衝材を出し入
れ可能にしています。ストライプに反射材のトリミング
と無地の切り替えが、さわやかな印象になっています。

《フリーサイズ》

グレー

ブルー

レッド

ネイビー

付属品：クリップ式あごひも

ユニークなエイブルアートの生地をあしらったおしゃ
れなキャップ。ビーズの緩衝材は帽子の内側から出し
入れ可能です。サイズは後ろのゴムで調節できます。
※ 図柄は予告なく変更となる場合があります。

abonet+JARI キャップライン no.2086
税別 ￥6,500
サイズ：フリーサイズ（55-59cm）
緩衝材：ポリエチレンビーズ
（ソフト） 厚さ 約 10mm
表地 / 裏地：綿 100%
重量：約 150g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

パープル

ブラック

●ポリエチレンビーズ緩衝材：アボネットは 2012 年に、
世界的な規模で自動車や道路交通に関する研究を行う一般

通気性に優れたスポーティな保護帽。発色の良いカ
ラー反射材がアクセントになっています。素早く汗を
吸い上げ、ベタつきのない着用感をキープする「ソレ
ルアップ加工 ®」のメッシュ素材を使用。後ろのベル
トでサイズ調節可。頭部全体に緩衝材が入っており、
天井部分のみ出し入れが可能です。

財団法人日本自動車研究所 (JARI)と保護帽の共同開発を
行いました。開発過程における様々な緩衝材を用いた衝突
実験の検証結果から、緩衝力が高く、かつ通気性や弾力
性に富んだポリエチレンビーズを用いた新しい衝撃緩衝材が生まれました。商品名に

abonet+JARI キャップメッシュ no.2087
税別 ￥5,500
サイズ：フリーサイズ (56-58 ㎝ )

「abonet+JARI」が付いている商品を中心に、この画期的な緩衝材を採用しています。

緩衝材：ポリエチレンビーズ
（ソフト） 厚さ 最大約 10 ㎜
表地：ポリエステル 100%（吸汗乾燥加工） 重量：約 140g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

イエロー

給付対象商品
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オレンジ

グリーン

給付対象商品
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abonet

candy
abonet active

AC T I V E

より活動的に。保護帽アボネット《アクティブ》
イエロー

レッド

●アボネット《アクティブ》キャンディ
丸いシルエットとカラフルな色が特徴のお子様向け
保護帽。元気に飛び跳ねるお子様も安心して遊べる
ように頭部全体をしっかり守ります。

ブルー

ブラック

abonet アクティブ キャンディ no.2221
￥19,000（非課税） ※ 受注生産
サイズ：S-M (48-51 ㎝ )
緩衝材：PORON ®+ メッシュ 厚さ 最大約 20 ㎜
表地 / 裏地：ポリエステル 100％ストレッチ
重量：約 200g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

子供用、大人用サイズのアボネット《アク
ティブ》コア。レッド、ブルー、ブラックの３
色からお選び頂けます。

緩衝材パーツは緩衝力の強化と
頭囲のサイズ調節のためのパー
ツです。前頭部の内側に取り付
けて使用してください。

レッド

グレー

core
abonet active

●アボネット《アクティブ》コア
様々なスポーツをカジュアルに楽しみたい老若男女向けの保
護帽。ヘッドギア型でしっかりと頭部を守ります。お子様か
ら大人まで対応できるサイズ展開。後頭部のマジックテープ
で幅広いサイズ調節が可能です。
abonet アクティブ コア no.2220
税別 ￥9,000
サイズ：S-M(48-54 ㎝ )、M-L(54-62 ㎝ )
緩衝材：EVA50％、ポリエステル 25％、その他 25％ 厚さ 最大約 35 ㎜
表地 / 裏地：ポリエステル 100％
重量：S-M 約 160g、M-L 約 200g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

給付対象商品
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ネイビー

ブラック（無地）

ca t

abonet active
後頭部側

レッド

ブラック ブルー

●アボネット《アクティブ》キャット
ネコ耳が付いたデザインのお子様向け保護帽。子猫のように
好奇心いっぱいのお子様も安心して遊べるように頭部全体を
しっかり守ります。
abonet アクティブ キャット no.2222
￥19,000（非課税） ※ 受注生産
サイズ：S-M(48-51 ㎝ )
緩衝材：PORON ®+ メッシュ 厚さ 最大約 20 ㎜
表地：綿 100% / 裏地：ポリエステル 100％
重量：約 200g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

非課税

給付対象商品
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abonet

HOM E

屋内も安心で快適に。保護帽アボネット《ホーム》

ストライプ柄
ブルー

ストライプ柄
グリーン

グレー

ブラック

ストライプ柄
ピンク

シンプルで屋内になじみやすいデザインです。
性別や年齢を問わず、幅広い方々にお使い頂けます。
abonet ホーム ピンタック N no.2028 税別￥10,000
サイズ：56-58cm インナー付属 重量：約 180g
※ アウター単体別売：税別 ￥4,500 インナー単体別売：税別 ￥6,500

ストライプ柄
ブルー

ストライプ柄
グリーン

グレー

ブラック

ストライプ柄
ピンク

やさしいフォルムのキャップです。
ツバは柔らかく、短いので、屋内でも気にせずお使い頂けます。
abonet ホーム つば付 no.2027 税別￥11,000
サイズ：56-58cm インナー付属 重量：約 190g
※ アウター単体別売：税別 ￥5,500 ※ インナー単体別売：税別 ￥6,500

ストライプ柄
ブルー

ストライプ柄
グリーン

グレー

ブラック

ストライプ柄
ピンク

いつでもキレイな形を保てるよう、リボンはほどけない仕様。
後ろの大きなリボンが可愛らしいデザインです。
abonet ホーム ターバン N no.2029 税別￥10,000
サイズ：56-58cm インナー付属 重量：約 220g
※ アウター単体別売：税別 ￥4,500 ※ インナー単体別売：税別 ￥6,500

《素 材》

abonet ホーム ターバンN

緩衝材：インナー PORON ® ＋メッシュ 厚さ 約 10mm
アウター PORON ® 厚さ 約 5mm
表 地：[ ストライプ柄 ( ブルー・グリーン・ピンク )] 綿 100％
[ グレー ] 綿 85％、レーヨン 15％（備長炭）
[ ブラック ] 綿 80％、レーヨン 20％（キチンキトサン）
裏 地：ポリエステル 100%
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可
※5 色中、グレーとブラックのみ抗菌消臭機能が施されています。

●室内での使用を考え通気性を高め、優しい肌触りの生地を使用して
いるのがアボネット《HOMEグループ》です。衝撃緩衝材は、通気性の
良さが特徴のメッシュと高い緩衝能力があるポロン（PORON ®）をタ
イプによって使い分けています。必要に応じてお選びください。
給付対象商品
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《アウターとインナーで緩衝材の二重構造》

●クリップ式あごひも用のループ付き

ポロン (PORON ®) を頭囲のみ高さ 6cm 入れたアウターとメッシュ
を全面に入れたインナーの組み合わせで、緩衝材も二重構造になって
います。室内でも常用できるよう軽量かつ薄くしました。また、暖かい

別売品のクリップ式あごひもを標準で付けられるよう、インナーの
内側にクリップをはさむための小さなループが付いています。

室内でも使用できるよう、吸汗性の良い素材を使用しています。

インナーのサイズ調節がマジックテープにリニューアルしました。
より頭のサイズに合わせてぴったり装着ができるようになりました。

※no.2170、2171、2172 は該当しませんのでご注意ください。

●マジックテープでサイズ調節

給付対象商品
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abonet

HOM E

屋内も安心で快適に。保護帽アボネット《ホーム》

グレー

パープル

縫い目を外側に設け、優しいかぶり心地を実現。
オーガニックコットンなど素材にもこだわりまし
た。頭周囲に緩衝材が入っており、室内での「コッ
ツン事故」などから頭部を守ります。
abonet ホーム レイヤー no.2173
税別 ￥3,600
サイズ：M（53-56cm）
、L（56-59cm）
緩衝材：PORON® 厚さ 約 5mm
表地 / 裏地：綿 100％
重量：約 70g
お手入れ方法：洗濯機可（30℃）
、漂白剤・乾燥機不可
※ クリップ式あごひも後付可

アイボリー

ブラック

フラワーモチーフがポイントの室内向け保護帽。
さらっとした麻素材を使用しているので、
ムレやすい屋内での着用におすすめです。

（オーガニック）（キチンキトサン）

《素材の特徴》
アイボリー：
●オーガニックコットン / 綿100%
3 年間、農薬や化学肥料を使わないで栽培され
た農地で、農薬や化学肥料を使わずに生産され
た綿花のことです。肌に優しく、敏感肌の方で
もお使い頂けます。
ブラック：
●キチンキトサン / 綿80％、レーヨン20％
カニやエビ殻から採れるキチンキトサンと上質
なコットンを掛け合わせた画
期的な素材です。天然の消臭
抗菌機能があります。

abonet ホーム フラワー no.2170
税別 ¥10,000
サイズ：56-58cm

組み込まれた
杢
（もく）
柄の保護インナー

緩衝材：PORON®+メッシュ 厚さ 約 10mm
表地：麻100％ / 裏地：ポリエステル 100% 重量：約 180g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可
※ 保護インナー付

グレー

ヘアーバンド型の保護帽。頭頂部を覆わない
デザインなので通気性に優れています。特に
後頭部を守る仕様となっています。
パープル

ブラック

切り替えがユニークなワッチタイプの保護帽です。
男性にも女性にもおすすめのデザイン。

abonet ホーム リボン no.2172
税別 ¥4,800
サイズ：55-57cm

abonet ホーム ワッチ no.2171
税別 ¥7,500
サイズ：55-57cm

緩衝材：ポリエチレンビーズ
（ソフト）+ PORON®+ メッシュ
厚さ 最大約20mm
表地/裏地：綿100％ 重量：約80g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可
組み込まれた保護インナー、
セーフティインナーメッシュ N

給付対象商品
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ネイビー

緩衝材：メッシュ 厚さ 約 10mm
表地：綿100％（抗ピリング素材）/ 裏地：ポリエステル 100%
重量：約120g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可
※保護インナー付（no.2031 と同型）

給付対象商品
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abonet

GUARD

●アボネットガード 商品ラインナップ

大人用から幼児用まで。保護帽の原点、アボネット《ガード 》
タイプ

特

長

abonet

GUARD

A

●ベーシックなヘッドギア型。

abonet

●ベーシックなヘッドギア型を
基本にした深型タイプ。

浅型 / 衝撃吸収
全方向型

GUARD

B

深型 / 衝撃吸収
全方向型

abonet

GUARD

C

後頭部
衝撃吸収重視型

abonet

GUARD

D

側頭部
衝撃吸収重視型

abonet

GUARD

左から:ガードD（メッシュ）幼児用、ガードC（メッシュ）幼児用、ガードC（スタンダード）幼児用

E

前頭部
衝撃吸収重視型

abonet

GUARD

●アボネットの原点である頭部保護を第一に考えた、ヘッドギア型の
帽子アボネットガード。日常的に長時間かぶることを前提に、強いガ
ード性能を保ちつつも圧迫感を軽減できるようサイズの調整機能を高

F

衝撃吸収
全周囲型

緩衝材

（スタンダード N）
PORON ®+ メッシュ

重傷リスク低減率
( 最大値 )

着用サイズ
( 頭囲 )

80%

●頭を全体的に守ります。

M：56-58cm

●後ろのベルトでサイズ調節が
可能です。

L：59-61cm
（メッシュ）
メッシュ

45%

（スタンダード N）
PORON ®+ メッシュ

80%
M：56-58cm

●頭を全体的に守り、耳、後頭部
まで保護します。

L：59-61cm

●後ろのベルトでサイズ調節が
可能です。

（メッシュ）
メッシュ

45%

●頭全体と後頭部の保護を重視
したタイプ。

（スタンダード N）
PORON ®+ メッシュ

75%

●頭頂部と後頭部のマジックベ
ルトにより、大幅なサイズ調
節が可能です。
●帽子のツバが取り外せます。

（メッシュ）
メッシュ

60%

●頭全体と側頭部の保護を重視
したタイプ。

（スタンダード N）
PORON ®+ メッシュ

85%

●側頭部の 4ヵ所のマジックベ
ルトにより、大幅なサイズ調
節が可能です。
●帽子のツバが取り外せます。

●頭全体と前頭部の保護を重視
したタイプ。
●前頭部はアボネットシリーズの
中で最も衝撃緩衝力があります。
●後ろのベルトでサイズ調節が
可能です。
● 帽子のツバが取り外せます。

（メッシュ）
メッシュ

ポリエチレンビーズ
（ハード）
+
PORON ®

価格
( 非課税 )

60%

幼児サイズ：
48-54cm
普通サイズ：
56-62cm

幼児サイズ：
48-54cm
普通サイズ：
56-62cm

¥13,000

¥15,000

¥15,000

¥15,000

95%

M - L：
56-61cm

¥17,000

80%

M - L：
56-60cm

¥13,000

＋
メッシュ

●頭の全周囲の保護を重視した
タイプ。
●屋内、屋外を問わず日常的に
かぶれます。
● チェックの緩衝材リングは
取り外しが可能です。
（別売で
無地のリングもあります）

PORON ®
＋
メッシュ

●内側のベルトでサイズ調節が
可能です。

め、耐摩耗性の高い生地を使用しています。特長別にA ～ Fの６タイ
プをラインナップ。前頭部や側頭部など部位ごとに緩衝力を強化した
タイプや通気性の高いメッシュタイプもご用意しました。てんかん発
作などで倒れる頻度が高い方におすすめです。
給付対象商品
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非課税

非課税

給付対象商品
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abonet

abonet

A

B

GUARD

● abonet ガード A：浅型 / 衝撃吸収 全方向型
ベーシックなヘッドギア型の保護帽。全体的に頭を守りま
す。後ろのベルトでサイズ調節ができます。あごひもは取
り外すことができ、洗い替えのために 2 本付いています。
あごひもの内側には、肌に優しい素材を使用しています。

GUARD

abonet ガード A（スタンダード N）
no.2072 ブラウン

abonet ガード A（スタンダード N）no.2072
¥13,000（非課税）
※ 取り外し可能なあごひも（2 本）付き
サイズ：M（56-58cm）
、L（59-61cm）
緩衝材：PORON ®+ メッシュ 厚さ最大 約 25mm
表地 / 裏地：ポリエステル 100％
あごひも別地：綿 100％
重量：M サイズ 約 200g / L サイズ 約 220g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

スタンダード：オリーブ／ネイビー／ブラウン／ブラック

給付対象商品
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非課税

● abonet ガード B：深型 / 衝撃吸収 全方向型
ベーシックなヘッドギア型を基本にした深型の保護帽。頭
全体を守り、耳、後頭部まで保護します。耳に当たる部分
の緩衝材を薄くすることで音声の聞き取りに支障が出ない
よう工夫をしています。後ろのベルトでサイズ調節ができ
ます。あごひもは取り外すことができ、洗い替えのために
2 本付いています。あごひもの内側には、肌に優しい素材
を使用しています。

abonet ガード B（スタンダード N）
no.2077 オリーブ

abonet ガード A（メッシュ）no.2073
¥13,000（非課税）
※ 取り外し可能なあごひも（2 本）付き
サイズ：M（56-58cm）
、L（59-61cm）
緩衝材：メッシュ 厚さ最大 約 25mm
表地 / 裏地：ポリエステル 100%
あごひも別地：綿 100％
重量：M サイズ 約 170g / M サイズ 約 190g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

メッシュ：ブルー／ピンク／ブラウン／ブラック

abonet ガード B（スタンダード N）no.2077
¥15,000（非課税）
※ 取り外し可能なあごひも（2 本）付き
サイズ：M（56-58cm）
、L（59-61cm）
緩衝材：PORON ®+ メッシュ 厚さ最大 約 25mm
表地 / 裏地：ポリエステル 100%
あごひも別地：綿 100％
重量：M サイズ 約 250g / L サイズ 約 270g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

スタンダード：オリーブ／ネイビー／ブラウン／ブラック

abonet ガード B（メッシュ）no.2078
¥15,000（非課税）
※取り外し可能なあごひも（2本）付き
サイズ：M（56-58cm）
、L（59-61cm）
緩衝材：メッシュ 厚さ最大 約 25mm
表地 / 裏地：ポリエステル 100%
あごひも別地：綿 100％
重量：M サイズ 約 190g / L サイズ 約 210g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

メッシュ：ブルー／ピンク／ブラウン／ブラック

非課税

給付対象商品
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abonet

abonet

C

D

GUARD
● abonet ガード C：後頭部 衝撃吸収重視型
頭を全体的に守り、特に後頭部の保護を重視した保護帽。
頭頂部や後頭部のマジックベルトにより、大幅なサイズ調
節が可能。視界を広く保ちたい方はツバを取り外してお使
い頂けます。幼児サイズもご用意しております。

GUARD

abonet ガード C（メッシュ）no.2032 ブルー

abonet ガード C（スタンダード N）
¥15,000（非課税）
普通サイズ（56-62cm）
：no.2006
幼児サイズ（48-54cm）
：no.2008
緩衝材：PORON ®+ メッシュ 厚さ最大 約 20mm
表地 / 裏地：ポリエステル 100％
重量：普通サイズ 約 230g / 幼児サイズ 約 210g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

スタンダード：オリーブ／ネイビー／ブラウン／ブラック

給付対象商品
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非課税

● abonet ガード D：側頭部 衝撃吸収重視型
頭を全体的に守り、特に側頭部の保護を重視した保護帽。
側頭部にある 4 ヵ所のマジックベルトにより、大幅なサイ
ズ調節が可能。視界を広く保ちたい方はツバを取り外して
お使い頂けます。幼児サイズもご用意しております。

abonet ガード D（スタンダード N）no.2007 ブラウン

abonet ガード C（メッシュ）
¥15,000（非課税）
普通サイズ（56-62cm）
：no.2032
幼児サイズ（48-54cm）
：no.2034
緩衝材：メッシュ 厚さ最大 約 20mm
表地 / 裏地：ポリエステル 100％
あごひも別地：綿 100％
重量：普通サイズ 約 190g / 幼児サイズ 約 170g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

メッシュ：ブルー／ピンク／ブラウン／ブラック

abonet ガード D（スタンダード N）
¥15,000（非課税）
普通サイズ（56-62cm）
：no.2007
幼児サイズ（48-54cm）
：no.2009
緩衝材：PORON ®+ メッシュ 厚さ最大 約 35mm
表地 / 裏地：ポリエステル 100％
重量：普通サイズ 約 240g / 幼児サイズ 約 220g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

スタンダード：オリーブ／ネイビー／ブラウン／ブラック

abonet ガード D（メッシュ）
¥15,000（非課税）
普通サイズ（56-62cm）
：no.2033
幼児サイズ（48-54cm）
：no.2035
緩衝材：メッシュ 厚さ最大 約 35mm
表地 / 裏地：ポリエステル 100％
あごひも別地：綿 100％
重量：普通サイズ 約 200g / 幼児サイズ 約 180g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

メッシュ：ブルー／ピンク／ブラウン／ブラック

非課税

給付対象商品
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abonet

abonet

E

F

GUARD
● abonet ガード E：前頭部 衝撃吸収重視型
特に前頭部の保護を重視した保護帽。前頭部はアボネッ
トシリーズの中で最も衝撃緩衝力があります。前頭部以
外の部分には通気性を重視したメッシュの緩衝材が入っ
ています。後頭部のマジックベルトによりサイズ調節が
可能です。視界を広く保ちたい方はツバを取り外してお
使い頂けます。あごひもはワンタッチで装着できるバッ
クルタイプ。

GUARD

abonet ガード E no.2100 ネイビー

abonet ガード E no.2100
¥17,000（非課税）
サイズ：M-L（56-61cm）
緩衝材：ポリエチレンビーズ
（ハード）+PORON ®+ メッシュ 厚さ最大 約 40mm
表地 / 裏地：ポリエステル 100％
重量：約 250g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

給付対象商品
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非課税

頭の全周囲の保護を重視した保護帽。屋内、屋外を問わず
日常的に使用できるカジュアルなデザイン。チェックの
緩衝材リングは取り外しができ、無地の緩衝材リングを
付け替えることも可能です（別売）
。内側のベルトでサイ
ズ調節ができます。

abonet ガード F no.2101 オリーブ

ガード F にはあらかじめチェック柄の緩衝材リングが付いています
が、他のリング（無地 4 色・チェック柄 2 色）と付け替えることがで
きます。お好みに合わせてお選びください。
［別売］
※ 柄は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

abonet ガード F タイプ用緩衝材リング no.2102
税別 ¥2,500
緩衝材：PORON®
表地 / 裏地：ポリエステル 100%
カラー：赤チェック/ 青チェック/ オリーブ /ネイビー / ブラウン/ ブラック

オリーブ / ネイビー / ブラウン / ブラック

● abonet ガード F ：衝撃吸収 全周囲型

緩衝材リング(オリーブ色)の装着例

abonet ガード F no.2101
¥13,000（非課税）
※ 取り外し可能なあごひも（2 本）付き
サイズ：M-L（56-60cm）
緩衝材：PORON®+ メッシュ 厚さ最大 約 20mm
表地 / 裏地：ポリエステル 100%
あごひも別地：綿 100％
重量：約 200g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

オリーブ
（赤チェック）
/ ネイビー
（青チェック）
/ ブラウン
（赤チェック）
/ ブラック
（青チェック）

非課税

給付対象商品
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abonet

JOB

BOUSAI abonet

作業現場の強い味方。働く人の保護帽、アボネット《ジョブ》

もしもの災害に備える保護帽、
《ぼうさいアボネット》

●名入れオーダー
ロゴマークや社名などの名入れができます。
転写プリントまたは刺しゅうからお選びく
ださい。1 個からご注文可能です。
数量やデザインによって価格が変わります。
お気軽にお問い合わせください。
《入稿方法》
①パソコンデータ (Photoshop, Illustrator)
②印刷物や清刷り ※ プリントサイズより
大きいもの

●折りたたむとヘルメットの約1/3の容積に。
備蓄場所の省スペース化につながります。
折りたたんだあとのあごひもをフックに引
っかけることで、デスクの下やロッカーなど
オフィスでの常備にも便利です。

JOB
B
● JO

ップ

キャ

スミ

1.

●

2.

帽子をひっくり返し、
後頭部を内側にたたみます。

3.

ツバを内側にたたみます。

点線の位置で
山折りにします。

BOUSAI abonet 防炎キャップ no.2121 税別 ¥3,800
表地 / 裏地：ポリエステル 100％（防炎加工） 重量：約 160g

クリップ式あごひも ( 単体別売 )
税別 ￥1,000

サイズ：フリーサイズ（54-58cm）

4.

5.

ストッパーをあげて固定します。 折りたたみの完成

●平らに展開した状態のスミキャップ。
整然と並んだ突起が衝撃を抑えます。
下の説明写真のようにアウターの帽子に
装着することで保護帽「アボネット JOB
スミキャップ」となります。
※
「スミキャップ」は
住べテクノプラスチック㈱の商品です。

●まったく新しい形の保護インナー「スミキャップ」が頭部を保護
します。ヘルメットの着用が義務付けられていない工場や作業現場で、
ヘルメットの代用品としてお使い頂くことが可能です。アウターの
帽子は、高機能な吸汗・速乾素材「クールエバー」を使用しており、
いつも快適。洗濯後も吸汗・速乾性は半永久的に保持されます。

カラー：ネイビー、ブラック
アウター：ポリエステル100％ (クールエバー 吸汗・速乾)
インナー (スミキャップ ソフト)：ポリエチレン
重量：約250g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

給付対象商品

● BOUSAI abonet（ぼうさいアボネット）

BOUSAI abonet 防炎ハット no.2126 税別 ¥4,500

災害時にはハードタイプの緩衝材が、
落下物などの衝撃から頭部へのダメージを軽減。

サイズ：フリーサイズ（54-58cm）

表地 / 裏地：ポリエステル 100％（防炎加工） 重量：約 160g
カラー：レッド、ネイビー

abonet JOB スミキャップ no.2075
税別 ￥3,500
サイズ：フリーサイズ (54-60cm) つば：6cm

30

カラー：オレンジ、レッド、ネイビー
緩衝材：ポリエチレンビーズ（ハードタイプ） 厚さ 約 10mm
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

災害時の頭部保護を目的に、ハードタイプのポリエチレン
緩衝材：ポリエチレンビーズ（ハードタイプ） 厚さ 約 10mm
ビーズを使用することで、より高い保護性能を実現しました。 お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可
コンパクトに折りたたみができるキャップタイプとツバで頭周部 ※ ハットタイプは折りたためません。
を囲ったハットタイプの2種類をご用意しています。
BOUSAI abonet 防炎キャップと防炎ハットは、
表地に防炎生地※ を使用し、火の燃え移りを防ぎます。
※ 公益財団法人日本防炎協会認定の生地を使用

給付対象商品
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abonet

SAFETY INNER

&

abonet

SAFETY INNER

abonet

OUTE R

abonet

OUTER

JARI ビーズインナー（ハード）

チェックベレー

保護インナー単体と専用のアウター

JARI ビーズインナー（ソフト）

オニオンベレー

abonet OUTER
ニット帽 イヤーマフ no.2191
税別 ￥4,500

セーフティインナー N

５つの保護インナーと
５つの専用アウター
保護インナー

リフレクトワッチ

アボネット アウター

「 機 能 性 」と「デ ザイン性 」を兼ね備えた
あなただけの組み合わせ
セーフティインナーメッシュ N

ニット帽 イヤーマフ

abonet SAFETY INNER
JARI ビーズインナー no.2160
税別 ￥4,500

給付対象商品

セーフティインナー E VA

ニット帽 スタンダード

●お手持ちの帽子や市販の帽子に取り付けられる保護インナーです。
インナーシリーズに合わせて使用できる専用アウターが新たに加わ
りました。外出用や室内用など、使用する場面に応じて選べるデザ
インをご用意しています。自由に組み合わせることで様々なニーズ
に応じてお選び頂けるため、アイデア次第で保護帽のバリエーショ
ンは限りなく広がります。
※ 帽子の仕様によっては取り付けられない場合がありますので ご確認ください。
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abonet

SA F E TY
INNER
５つの保護インナー

アボネット《セーフティインナー》
— 頭部保護インナーの単体販売 —

abonet セーフティインナー N no.2030
税別 ¥4,500
サイズ：56-58cm、59-61cm
緩衝材：PORON®+ メッシュ 厚さ 約 10mm
表地 / 裏地：ブラック 綿 80％、レーヨン 20％（キチンキトサン）
グレー
綿 85％、レーヨン 15％（備長炭）
重量：56-58cm 約 90g、59-61cm 約 100g
カラー：グレー、ブラック (※ グレー：受注生産 )
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

ベーシックなタイプのインナー型保護帽です。
頭頂部を覆わないことで高い通気性を確保。
頭部へのフィット感を高めるために、耳にあたる部分を曲線にカットしています。
全面にビーズを使用したインナータイプの保護帽です。ビー
ズはソフトタイプとハードタイプがございます。後ろのス
トッパーでサイズ調節が可能。ニット帽やワッチ型など、深
めの帽子と合わせてお使いください。
abonet+JARI ビーズインナー（ハード）no.2160
税別 ￥4,500
サイズ：M サイズ（50-56cm）
、L サイズ（56-61cm）
緩衝材：ポリエチレンビーズ（ハード） 厚さ 約 10mm
表地 / 裏地：ポリエステル 100%
重量：M サイズ 約 90g / L サイズ 約 100g
カラー：ブラック
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

abonet セーフティインナーメッシュ N no.2031
税別 ¥4,500
サイズ：56-58cm、59-61cm
緩衝材：メッシュ 厚さ 約 10mm
表地 / 裏地：ポリエステル 100％
重量：56-58cm 約 80g、59-61cm 約 90g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可
カラー：ホワイト、ブラック (※ ホワイト：受注生産 )

ベーシックなタイプのインナー型保護帽です。
頭頂部を覆わないことで高い通気性を確保。
頭部へのフィット感を高めるために、耳にあたる部分を曲線にカットしています。

L

abonet+JARI ビーズインナー（ソフト）no.2161
税別 ￥4,500
サイズ：M サイズ（50-56cm）
、L サイズ（56-61cm）
緩衝材：ポリエチレンビーズ（ソフト） 厚さ 約 10mm
表地 / 裏地：ポリエステル 100%
重量：M サイズ 約 90g / L サイズ 約 100g
カラー：ブラック
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

M

abonet セーフティインナー EVA no.2026
税別 ￥2,000
サイズ：S(49-52cm)、M(53-56cm)、L(57-60cm)
緩衝材：ＥＶＡ 厚さ 約 4mm
裏地：ポリエステル 100%
重量：S 約 70、M 約 80、L 約 90g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

● abonetとJARI が開発したポリエチレンビーズ製の緩衝
材は、直径約 1cm のビーズ状ポリエチレンを同一方向に
並べることで「重傷リスク」約 80％ ※ 低減という高い衝撃
吸収性能を生み出しました。また、中心部に穴の空いたビ
ーズ形状から適度な通気性や弾力性も兼ね備えています。
※ ハードタイプは 80%、ソフトタイプは 60% の重症リスク低減率

給付対象商品
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S

●色々な帽子を保護帽に
帽子のすべりに入れ込んでお使い頂け
る EVA 素材のインナー型保護帽です。
インナーのずれ防止のため、本体に切
り込みを入れてお使いください。アウ
ターの帽子の形状によっては、規定の
切り込み位置以外をカットしても支障
はございません。

●通気性に配慮した EVA 素材の構造

● EVA 素材 ( エチレン・ビニル・アセテート )

インナーとして高い通気性を確保す
るため、円形の穴が 7mm 〜 10mm
間隔で型抜きされた EVA 素材の緩
衝材を使用。

環境ホルモンを一切含まない無公害素材です。劣化しにくく、優れた
衝撃吸収力を持っています。パソコンなどの精密機器のキャリーケー
スや、幼稚園等で安全マットとして使われるなど、衝撃吸収材として
裏地：ポリエステル 100%（制菌消臭加工）

の機能性には定評があります。

給付対象商品
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abonet

OUTER

５つの専用アウター

セーフティインナー専用の《アボネットアウター》
※《アボネットアウター》シリーズは
転倒保護を目的とした帽子ではないため、
衝撃緩衝材は入っておりません。

杢（もく）カーキ

ビーズインナーのサイズ調節用のひもを
通す穴が空いています。また、アウター本体でも
サイズ調節ができるので、単体で使用可能です。

杢（もく）グレー

寒い冬でも暖かい耳あて付きのニット帽です。
男女兼用のデザインで、後ろのタックがポイント。
abonet アウター ニット帽 イヤーマフ no.2191
税別 ￥4,500
サイズ：フリーサイズ

abonet アウター チェックベレー no.2192
税別 ￥4,000
サイズ：フリーサイズ

表地：アクリル 100% 耳あて：アクリル、ポリエステル
重量：約 70g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

表地：綿 100％ / 裏地：ポリエステル 100％（清涼裏地）
重量：約 30g カラー：グレー
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

レザーのネームタグがワンポイントの
シンプルなニット帽。
カラーを全５色ご用意しました。

◀︎アウターの外側から、中に装着した
ビーズインナーのサイズ調整も可能。

①

④

abonet アウター ニット帽 スタンダード no.2190
税別 ￥1,800
サイズ：フリーサイズ
表地：アクリル 100%
重量：約 80g

麻を使用したユニークなベレー。
サイズ調節が出来るので、単体でも使用可。
abonet アウター オニオンベレー no.2193
税別 ￥4,500
サイズ：フリーサイズ

②

表地：麻 100％ / 裏地：ポリエステル 65％、綿 35％
重量：約 60g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

マスタード

オリーブ

レンガ

ブルー

● abonet セーフティインナー / 専用アウター 組み合わせ適合表

▲︎サイズ調節テープ

セーフティインナー N

abonet

SAFETY INNER
abonet

OUTER

反射材を使用したアウター。
汗止めの裏にサイズを調節するテープが
付いています。男女兼用のデザインです。

③

abonet アウター リフレクトワッチ no.2194
税別 ￥4,000
サイズ：フリーサイズ
表地：綿 100％ / リブ部分：綿 95％、ポリウレタン 5％
64g 重量：約 60g
お手入れ方法：洗濯機可（30℃）
、漂白剤・乾燥機不可

パールグレー

グレー

ブラック

セーフティインナー
メッシュ N

セーフティインナー
E VA ※1

JARI ビーズインナー
ハード

/ ソフト

56-58 ㎝

59-61㎝

56-58 ㎝

59-61㎝

① チェックベレー

○

○

○

○

× ※2

○

○

○

② オニオンベレー

○

○

○

△ ※2

○

○

○

○

③ リフレクトワッチ

○

○

○

○

○

○

○

○

④ ニット帽 イヤーマフ

○

○

○

○

× ※2

× ※2

○

○

⑤ ニット帽 スタンダード

○

○

○

○

× ※2

× ※2

○

○

M（53-56㎝） L
（57- 60㎝） M（50 - 56㎝） L
（56 -61㎝）

※1 セーフティーインナー EVA S サイズ（49-52cm）につきましては対象外となります。
S サイズをご使用になる際は市販の帽子などに合わせてお使いください。

《ご使用にあたって》
夜間のヘッドライトなどに光るリフレクト（反射）プリント

⑤

カラー：グレー / レッド / グリーン / ネイビー / ブラック
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

メーカー推奨基準

※2 × もしくは △の組み合わせにつきましては、インナーとアウターを重ねてからかぶるのではなく、初めにインナーを
か ぶ り、そ の 上 に ア ウ タ ー と い う 順 番 で か ぶ っ て 頂 く こ と を お す す め し て い ま す。ア ウ タ ー の 固 定 具 合 が
ご不安な場合は、No.2095 クリップ式あごひも（税別￥1,000 ※p42 参照）などで固定してご使用ください。

●帽子のかぶり心地には個人差がございますので、ご了承ください。
●インナーは、アウターの「汗止め」の内側にセットしてご使用頂くことを前提にデザインしておりますが、インナーの仕様によっては「汗止め」の内側には入れず、
アウターと重ね合わせてかぶるという組み合わせもございます。どちらも保護効果に差はございませんので、ご了承ください。
●インナーとアウターを組み合わせた際、アウターは上部にゆとりができるデザインとなっております。
そのため、インナーはできるだけアウターの「汗止め」の下部に合わせ、なるべく下げた状態で形を整えてご使用ください。
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abonet

SOFT

肌に優しい医療用のケア帽子、アボネット《ソフト》

無地：●アイボリー（オーガニック素材） ●ブラウン（オーガニック素材） ●ブラック（キチンキトサン素材）

ストライプ：●ストライプブルー ●ストライプピンク ●ストライプグリーン（３色共に先染めピュアコットン素材）

頭髪の乱れや頭皮の保護のための肌に優しい
帽子です。素材には、オーガニックコットン
などの生地を使用していますので、敏感肌の
方や、抗ガン剤投与等で頭髪が抜けた方など
にも安心してお使い頂けます。

●ストライプ柄 ( ピンクストライプ）

abonet ソフト スムースキャップ 1 no.2048
無 地 税別 ¥2,500
ストライプ 税別 ¥2,300
サイズ：S サイズ（50-54cm）
、M サイズ（55-59cm）
重量：約 40g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

《素材の特徴について》

●アボネットソフトは、日常生活において人と環境に優しい素材で
作られたお肌を守る帽子です。
自宅・施設・病院での療養時、抗がん剤治療により頭髪を失った方、
また、アトピー性皮膚炎等の敏感肌の方にもおすすめです。
※ アボネット《ソフトシリーズ》は
転倒保護を目的とした帽子ではないため、
衝撃緩衝材は入っておりません。
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●オーガニックコットン / 綿 100%
3 年間、農薬や化学肥料を使わないで栽培された農地で、
農薬や化学肥料を使わずに生産された綿花のことです。
肌に優しく、敏感肌の方でもお使い頂けます。

●キチンキトサン / 綿 80％、レーヨン 20％
カニやエビ殻から採れるキチンキトサンと上質のコット
ンを掛け合わせた画期的な素材です。
天然の消臭抗菌機能があります。

●先染めピュアコットン / 綿 100%
先染めをしているので色落ちしにくい事が特長。肌触り
がよく吸湿性に富んでいるため、夏は涼しく冬は暖かい
素材です。

●備長炭素材 / 綿 85％、レーヨン 15％
炭のもつ天然の機能を素材に練り込みました。備長炭に
は遠赤外線効果、消臭効果があります。
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abonet

SOFT

肌に優しい医療用のケア帽子、アボネット《ソフト》

肌に優しい、ふんわりシルエットの帽子
『どんな時も笑顔でいられる素敵な帽子をつくりたい』
abonet+Noriko は、帽子をつくり続けてきた特殊衣料と
病気と闘った加藤則子さんとのコラボレーションから生まれました。
ゆったりサイズで、ふんわり軽い帽子です。
軽さはクリアファイル１枚分（25g）
。
さらっとした吸汗・速乾の清涼裏地でチクチクしません。

内側に深さ調節用の面ファスナーと頭囲サイズ調節用の
ゴムが付いている「ターバン」タイプ。

abonet+Noriko シフォン ターバン no.2210
税別 ￥5,800
サイズ：頭囲約 52-60cm
「ルーズ系の帽子をかぶりたいけどうまくかぶれない」
「サイズが合わなくて帽子が
回ってしまう」などの悩みを解消出来るように、外側と内側の帽子の深さを変えて
います。内側の帽子を浅くしているため頭にフィットします。サイズは後ろのゴム
で調節できます。

表地：綿 100％ ( コットンシフォン 80 番手極細糸使用）
裏地：ポリエステル 100%( 吸汗・速乾 清涼裏地 ）
重量：約 25g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

※ブラック×グレーのみ

サックス

●ブラウン × ●アイボリー（オーガニック素材）
●ブラック × ●グレー（キチンキトサン × 備長炭素材）

abonet ソフト スムースキャップ５ no.2058
税別 ￥3,000
サイズ：54-58cm
重量：約 70g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

ピンク

クリーム

一重仕立てで室内向けの帽子です。頭頂部のループを広げ
ると首にも巻けます。後ろに広めのゴムが入っているので、
ずれにくく安心してお使い頂けます。

ブラック

後ろのリボンで
頭囲が調節できる
《リボン》タイプ。

●ブラウン（オーガニック素材） ●グレー（備長炭素材）
●ブラック（キチンキトサン素材）

abonet+Noriko シフォン リボン no.2211
税別 ￥6,200
サイズ：頭囲約 52-60cm

abonet ソフト スムースキャップ３ no.2056
税別 ￥2,800
サイズ：S サイズ (50-54cm)、M サイズ (55-59cm)

表地：綿 100％ ( コットンシフォン 80 番手極細糸使用）
裏地：ポリエステル 100%( 吸汗・速乾 清涼裏地）
重量：25g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

重量：約 50g
お手入れ方法：手洗い可、漂白剤・乾燥機不可

サックス

ピンク

※グレー、ブラックのみ

ブラック
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●abonet商品のオプション用あごひも
あごひもをオプション品として単体販売しております。お持ちの abonet に合わせてお選びください。

〜特殊衣料の特注縫製〜
既製品の商品をよりお客様の理想に近づけるため、
仕様変更やセミオーダーを承っています。お気軽にご相談ください。

No.

商品名

留め方

カラー（サイズ） 素材（ひも部分）

価格（税別）

● abonet クリップ式あごひも
2095

￥1,000

Ｚ管
Ｚ管
（フック）

モスグリーン
ブラウン
ポリエステル 100％
ブラック
（ S、フリー ）

￥800

Ｚ管
Ｚ管
（フック）

グレー
ポリエステル 100％
ネイビー
（ S、フリー ）

￥800

● abonet+JARIハットフラワー用 あごひも
2505

● abonet+JARI ハットストライプ用 あごひも
2506

マジック
テープ

オリーブ
ネイビー
ブラウン
ブラック
（ M、L ）

ポリエステル 100％
（肌面：綿 100％）

￥1,500

マジック
テープ

ブルー
ピンク
ブラウン
ブラック
（ M、L ）

ポリエステル 100％
（肌面：綿 100％）

￥1,500

オリーブ
ネイビー
ブラウン
ブラック
（ M、L ）

ポリエステル 100％
（肌面：綿 100％）

￥1,500

ポリエステル 100％
（肌面：綿 100％）

￥1,500

ポリエステル 100％
（肌面：綿 100％）

￥1,500

●ガード A スタンダード用 あごひも
2510

●ガード A メッシュ用 あごひも
2511

●ガード B スタンダード用 あごひも
マジック
テープ

2515

●ガードＢメッシュ用 あごひも
マジック
テープ

2516

●ガードＦ用 あごひも
2520

ブラウン
ブラック

ポリエステル 100％

クリップ式

マジック
テープ

ブルー
ピンク
ブラウン
ブラック
（ M、L ）

オリーブ
ネイビー
ブラウン
ブラック

●サイズ変更

●変形・厚みの追加

●縫い付けのあごひもの追加

既製品の帽子のサイズが合わない場合、
お客様に合うサイズでお作りします。

既製品の緩衝材では足りない場合、保護
範囲を広くする、部位ごとに厚みを追加
するなど、様々なご相談に応じます。
帽子によってはご対応できないものが
ありますので、随時ご相談ください。

あ ご ひ も が 付 い て い な い 帽 子 に は、
布製のあごひもを縫い付けることが
できます。

●あごうけの追加

●紅白帽や水泳帽の作成

●ネームの刺しゅう・転写

学校指定の紅白帽・水泳帽をお持ち込
み頂き、中に 10mm 程度のメッシュの
緩衝材を入れることができます。帽子
の仕様によってはご対応できないもの
がありますので、随時ご相談ください。

氏名はもちろん、企業名や団体名のロ
ゴや文字の刺しゅう・転写を行うこと
ができます。刺しゅう・転写ができる
範 囲 が 帽 子 に よ っ て 違 い ま す の で、
随時ご相談ください。

あごを打つなどで擦り傷ができる方
に、あごうけをお作りできます。
「あごひもに通すベルト付き」と「あご
ひも一体型」の 2 タイプからお選び
頂けます。

a
※ クリップ式あごひもは、各商品ページの「クリップあごひも」アイコンが付いている帽子に取り付けることができます。
※ ガード A、ガード B のあごひもはサイズによって異なります。ご購入前に帽子のサイズをご確認ください。
※ 特注商品につきましてはサイズが合わない可能性がございますので、ご相談ください。
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b

c

d

e

●セミオーダー
既製品以外の保護帽をご希望の場合、上記写真のデザインからお選び頂けます。
お客様のサイズに合わせてお作り致しますのでお問い合わせください。
但し、素材は弊社規定のものとなります。
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～ご 注 文 か ら お 届 けまで ～
既成の製品のサイズを変更したい、緩衝材を増やしたい、生地を変更して作りたい。
このようなご希望のある方は、お気軽にご相談ください。お見積は無料です。
特注をご希望の方は次のページの「特注縫製 見積依頼書」に必要事項をご記入の上、Webページまたは FAX にてお申込みください。

▶mail address

〒

▶カラー

『特注縫製見積依頼書』を
お送りください

01

Web ページ「特注お見積フォーム」は
こちらの QRコードから

日常 生 活 用 具 給 付 制 度を
利 用される場 合
自治体によって、申請方法や給付額な
どが異なります。まずは自治体の窓口
にお問い合わせください。

●お見積書の発行について
申請する際に弊社発行の見積書が必
要になります。見積書の書式が自治体
によって決められている場合がござい
ますので、事前にお確かめください。
お見積り額は、01～ 03 の手順で決定

させて頂きます。給付が決定しましたら、
製作に入らせて頂きます。

弊社からお客様に
ご連絡いたします

上記書式をお送り頂いたあと、弊社担当者
よりご連 絡させて頂き、ご相 談 の 上で、
どのような商品にするかをお客様とご一緒
に検討いたします。

お見積書を
お送りいたします

ご検討させて頂いた内容を元に、担当者が
お見積書を作成いたします。商品代金、送
料など、商品のお届けまでに必要な金額を
記載しております。

02

03

04

ご注文を
お受けいたします

05

製作いたします

06

お届けいたします
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▶個数

特注縫製見積依頼書は、次ページもしくは
アボネットのWebページからダウンロード
頂けます。FAX・メールなどで送付ください。
※書式の入手・送付が難しい場合はお問い
合わせください。

お見積書で金額をご確認頂いた後、ご了
承頂ければ発注という形でお客様からの
ご注文をお受けします。担当者までご連絡
ください。

②

①

※繁忙期などは完成までお時間がかかる
ことがございます。

●耳付近の計測について

②

④

およそ2週間程で完成します。

②

③
⑤

耳の前端

④

③
⑤

耳の上端

④

③

※頭部サイズの計測方法［指などは入れず、ぴったり測ってください。］
完 成 後 、お客 様 の 元 へ 宅 配 便でお届け
いたします。

① 後頭部と眉の上の一番突出した部分を通る頭の周囲
（帽子をかぶる位置）

② 耳の上端から頭の中心を通り、反対側の耳の上端まで

③ 耳の長さ

④ ①の計測位置で耳の前端から反対側の耳の前端まで
⑤ 耳の下からあごの下を通り、反対側の耳の下まで
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About abonet :

これからも、アボネットは強くて優しい帽子です。

株 式 会 社 特殊衣料について
私たちは 1979 年の創業以来、病院施設様向けのリネンサプラ

ab on et の思い

a bon e t の 取 り 組 み

私たちは今から 30 年程前、てんかんのある実習生をリネンサプ

アボネットはてんかん発作のある方や筋力の低下によって転び

イを中心とした事業を行ってきました。創業から現在に至るまで、

ライ工場に受け入れたことがきっかけで、頭部保護帽を作り始め

やすくなったお年寄り、遊び盛りのお子様、開頭手術後の骨欠損

様々なお客様のご要望に応えていくうち、現在はリネンサプライに

ました。また同時期に、脳障害を患っている

時に頭を守りたい方などに広く愛用して頂いております。

加えて、病院施設様の清掃業務、福祉用具の卸販売、介護保険レン

お子様のご家族から「軽くて洗える保護帽を

タル事業、そして、自社オリジナル福祉用具の企画・製造・販売へ

作ってほしい」とご依頼を頂き、製作を開始。

以来、軽作業を行う工場の制帽や高知県警様の活動帽など、勤務

と事業を拡大してきました。

そして完成したのがアボネットの前身である

中の労災対策、転倒時の怪我を防ぐために導入される事例も増え

特殊衣料のモノづくりは、
「こんなものがあったら」、
「こんな
ことで困っている」……そんなお客様の声からはじまりました。

2004 年には北海道電力様の検針員用制帽として採用して頂き、

「愛帽」です。

ています。また、住べテクノプラスチック様、JARI 日本自動車研究

以来、てんかんなどの病気や障がいによって
一人ひとり求められるものは違いますが、お客様の安心と喜びの

開発には、理学療法士、看護師、ヘルパー職、デザイナー等々と

ために保護帽の商品開発に取り組んで参りました。現在アボネッ

また、小学 1 年生に毎年アボネットを贈呈するなど、社会貢献に

プロジェクトチームを作り、よりよい商品の開発に全力で取り組

トは室内用、外出用、インナータイプなど、50 種類を超えるデザ

も力を入れております。私たちはこれからもお客様一人ひとりの声

インを取り揃えています。その他、既製品でカバーしきれない場

に真摯に耳を傾け、地域の企業として様々な取り組みに挑戦してい

合は特注縫製にて、その方に合ったオリジナルの保護帽も製作し

きたいと考えています。

「 介 護 か ら 快 護 へ 」を
モットーに、お客様の気持

ほくでん 検針員用制帽

所様、トヨタ自動車様との共同開発、札幌市立大学へのデザイン

そのひとつひとつの声を、心を込めてかたちにしています。商品

んでいます。

T O YO TA
Winglet

研究委託など様々な外部連携事業を行って参りました。

保護インナー「スミキャップ」

ています。

ちを大切に、質の高い商品

2015 年には、パープル・デイ（Purple Day※）との出会いがあ

づくりとサービスの提供

りました。てんかんを専門とされている研究者や当事者の方との

に最善を尽くしています。

交流やパープル・デイへの取り組みの中で、東北大学の中里信和

Winglet 用の保護帽開発

先生より「赤い水泳帽」を例に、日常生活に溶け込む保護帽デザイ
ンの大切さについて伺う機会があり、改めてアボネットの役割を
実感いたしました。

a bonet のルーツ
アボネットの誕生は、2000 年 10 月、産学官連携による「福祉用

社内デザインスタッフによる商品検討

「ひとりぼっち」になった人に応援のメッセージを伝える日です。カナ
ンペーンは、いまや世界中に賛同の輪が広がっています。

ジェクトは、札幌市立高等専門学校（2011 年閉校 / 札幌市立大学
せ、札幌市経済局のコー

全は確保できるのですが、管理する側の論理が優先されたの

点とした商品開発およ

ですね。特別視される子供の自尊心も傷つきますし、クラス

び販売を目指して活動

2002 年

abonet 発売・商標登録「abonet」

2003 年

国際福祉機器展 HCR 出展（現在まで通算 13 回出展）
2003 年度グッドデザイン賞 受賞（abonet CITY）
第 16 回北の生活産業デザインコンペティション大賞 受賞
グッドデザインほっかいどう ユニバーサル部門認定

2004 年

障がい者やてんかん
転倒保護帽子の既成概念 を 見 直 し、よ り 安 全 快 適 で、誰 も が 日
常生活で違和感を感じないおしゃれな保護帽の開発に取り組み、
2002 年 9 月、
「強くて優しい帽子《abonet》」が誕生しました。

アボネットなら大丈夫です。帽子をかぶる方の気持に寄
りそったデザインだからです。国際てんかん

経済産業省北海道経済産業局新連携事業 認定（セーフティインナー EVA）

2010 年

バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰
内閣府特命担当大臣優良賞 受賞（abonet）
ヘルメットメーカーの住べテクノプラスチック様と共同開発（abonet JOB 発売）

されない世界」を作ることを目標としていま

2011 年 （一財）日本自動車研究所様と共同開発（abonet+JARI）

す。アボネットの精神を、ふだんの診療でも

REHA CARE 2016（デュッセルドルフ）

心がけていきたいと私は願っています。

2004abonet カタログより

2008 年

連盟では「すべて人生が、てんかんでは左右

東北大学大学院 医学系研究科 てんかん学分野  教 授  中 里

第 56 回さっぽろ雪まつりにて小泉純一郎元首相が abonet を着用して視察
穂別町自主映画「田んぼ de ファッションショー」に abonet と衣装を提供

ら、やっぱり「赤い水泳帽」問題が生じると思います。

患者の方が使用していた

札幌市商工会議所 北のブランド認定（abonet ※2018 年まで継続）
2005 年

る危険がある方に、もしヘルメットのような保護帽を被せた

北海道電力検針員用として採用（1,050 個納品）
札幌スタイル認証（abonet ※2018 年まで継続）

国際福祉機器展 H.C.R. 展示ブース

の仲間にも疾患への偏見が生じかねません。頭部を打撲す

を展開しました。

2012 年

2012 年度グッドデザイン賞 受賞（abonet+JARI）
カタログハウス様「通販生活」掲載（abonet+JARI）

信和

東北大学医学部医学科卒業後、米国カリフォルニア大学ロサンゼ
ルス校医学部・研究員、財団法人広南会広南病院・副院長を経て、
2010 年東北大学大学院医学系研究科・教授に着任。
日本の大学病院では初となる「てんかん科」を東北大学病院に新設
し、てんかん科科長に就任。てんかん診療のネットワーク強化に努め
るほか、医師がてんかん発作を見て学べる映像の作成や、一般市民向
けの講演会など、てんかんに関する情報発信も積極的に行っている。

2013 年

トヨタ自動車様と共同開発（Winglet 搭乗用保護帽）

2014 年

ダイバーシティ経営企業 100 選 選出

2015 年

札幌商工会議所主催 第二回ものづくりスペシャリストものづくり新技術・技能部門
最優秀賞受賞（商品企画室長 森 久見子）
公益社団法人日本フィランソロピー協会「企業フィランソロピー賞（生きるは幸せ賞）」 受賞

2017 日本でいちばん大切にしたい会社大賞
審査委員会特別賞 受賞
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産学官連携「福祉用具デザイン開発・研究プロジェクト」開始

皆さんは「赤い水泳帽」の話をご存知ですか？
泳帽」で監視する学校があるのです。そこまでしなくても安

バーサルデザインを基

衝撃吸収緩衝材「JARI ポリエチレンビーズ」

2000 年

てんかん発作をもつ子供がプールに入る時に、
「赤い水

ディネートのもと、ユニ

abonet+JARI 衝撃吸収性試験

a bon e t の 年 譜

ダに住む一人の女の子、キャシディ・メーガンさんが始めたこのキャ

具デザイン開発・研究プロジェクト」の発足に遡ります。同プロ
前身校）のデザイン力と私たち特殊衣料の生産力・販売力を統合さ

地域の小学校・新 1 年生への abonet 贈呈

※ Purple Day：毎年 3 月 26 日は「紫色のもの」を身に付け、てんかんで

2016 年

REHA CARE 2016（ドイツ デュッセルドルフ）にアボネット出展

2017 年

日本でいちばん大切にしたい会社大賞

審査委員会特別賞 受賞

高知県警様活動帽に採用
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abonet.jp
アボネットのウェブサイトもご利用ください。

〒 063-0834 札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40

tel.011-663-0761

fax.011-663-0955

http://www.tomoni.co.jp

《ご注意》
●本商品は正しい着用により、転倒時などの衝撃緩衝材装着部分の衝撃を緩和するものであり、衝撃を100％吸収するものではありません。
※ 商品の色は印刷の関係上、実際の商品と若干異なる場合があります。
※ このカタログ記載の仕様は 2018 年 10 月現在のものです。製品の機能向上等のために記載内容を予告無しに変更する場合があります。
※ このカタログ掲載の写真には一部、参考商品を使用しております。

