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「働くひと！働く現場！護るべき未来。」

社会に貢献できる世界に通用する保護具に関わる
マルチベンダー 製品の供給 製品開発
長年にわたる経験や知識の蓄積、
またお客様からいただく多様な
ニーズから、保護具に関わるほ
とんどの製品を取り扱うマルチ
ベンダーとして歩んでおります。

今後はさらに、現場で働く方々に
寄り添い、保護具の専門技術を生
かした製品開発に励みます。皆様
の安全・健康を第一に、真に役立つ
製品で社会へ貢献してまいります。

近年、安全や健康を取り巻く環境
は著しく変化を遂げています。急
激なグローバル化に伴い、国内は
もとより全世界に通用する製品の
供給に注力してまいります。

S a f e t y  &  H e a l t h

N I K KO  M i s s i o n -ミッション-

「何かひとの役には立てないか？」
s a n w a  g r o u p  I s m -イズム-

N I HON  KOK I  S E I S AKUSHO  CO . , L TD .

1 9 5 2年に溶接用保護メガネや
フィルターの製造を開始して以来、
多くの皆様からご指導をいただき

今日がありますことを
心から感謝申し上げます。 

挨拶　やる気・元気は明るい笑顔と大きな挨拶から
共栄　家族・仲間・お客様を大切に思いやり、共に成長し共栄する
貢献　困っているひとを助け、社会に貢献する
柔軟　頭は常に柔らかく、細かなニーズに柔軟に対応する
熱意　思考・発想は熱意を持った言葉で伝える
挑戦　失敗を恐れず、常に新しいことに挑戦する
改善　失敗は一秒でも早く、誠意を持って改善する
行動　思い、考え、積極的に行動する
忍耐　何事にも諦めず、忍耐強く臨む
感謝　自分に関わる全てのひとに感謝する

C r e d o -クレド-
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2022 年
株式会社 日本光器製作所

代表取締役　小林広樹

７０周年の感謝

皆様には日頃よりご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。
このたび弊社で製造している安全保護具のカタログ発刊にあたり、
ご挨拶を申し上げます。

株式会社日本光器製作所は 1952 年、東京都葛飾区にて創業し、
本年で 70 周年を迎えることができました。
これもひとえにお取引先様あってのことと、心より感謝しております。

日本の高度成長をけん引する「鉄は国家」の時代、近隣にある
京葉・京浜工業地帯の造船業、鉄鋼産業などを営むお得意先様に向けて、
溶接時に発生する強烈なスパークから眼や顔を護る「遮光プレート」の
製造販売を開始し創業いたしました。
現在、事業は進化し「トータルセーフティ」の名のもとに
保護眼鏡・ゴーグル、溶接面、防災面を製造し、
その他保護具全般のマルチベンダーとして数万点の取り扱いが
できるよう、お客様のニーズにお応えする体制を構築しております。
これからも健康・安全を第一に考え、社会に貢献できる企業を
目指してまいりますので、引き続きご愛顧賜りますよう
お願い申し上げます。
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防災面
Protective Shield

2020年2月　株式会社サトー事業承継
株式会社サトー（旧社屋）
設立年 1963年（創業：1948年）
専門分野 安全衛生・環境設備機器製造
取扱品目 溶接面、液晶式溶接面、防災面、保護眼鏡、
 掃除針、溶接機材、保安帽

株式会社日本光器製作所　本社

本      社 
   〒272-0004 千葉県市川市原木 2526－32－5階
   Teｌ：047-712-7575  Fax：047-712-7576

製造工場
   〒273-0024 千葉県船橋市海神町南 1－1544－1

創　　立：1952年（昭和27年）5月

事業内容：安全衛生保護具の製造・販売等、溶接用器機の販売

商号加入団体：中央労働災害防止協会、日本保安用品協会、日本保護眼鏡工業会

営業品目
　【製造品】：保護眼鏡、遮光眼鏡、ゴーグル、遮光フィルター、防災面、溶接面等
　【販売品】：ヘルメット、墜落防止器具、保護手袋、防毒・防じんマスク、防護服、身体保護具
　　　　　 防音保護具、溶接材料、安全標識、安全靴、ガス検知器等の環境測定器機

（略称　　　　　）NIHON KOKI SEISAKUSHO Co.,Ltd.

会社案内

】ドンバラプW409【 面災防  旧304Wプラバンド型
レンズ色 プレート仕様 品　番 注文コード 価　格

透明□

標　準 904PBW-C 006-2010 ￥4,686（税抜¥4,260)
スモークグリーン 904PBW-C SG 006-2010-1 ￥4,818（税抜¥4,380)
600( 薄 )プレート 904PBW-C 600 006-2010-2 ￥4,686（税抜¥4,260)

黄　■

標　準 904PBW-Y 006-2011 ￥4,906（税抜¥4,460)
スモークグリーン 904PBW-Y SG 006-2011-1 ￥5,038（税抜¥4,580)
600( 薄 )プレート 904PBW-Y 600 006-2011-2 ￥4,906（税抜¥4,460)

緑　■

標　準 904PBW-G 006-2012 ￥4,906（税抜¥4,460)
スモークグリーン 904PBW-G SG 006-2012-1 ￥5,038（税抜¥4,580)
600( 薄 )プレート 904PBW-G 600 006-2012-2 ￥4,906（税抜¥4,460)

ルリクア〉ズンレ〈ムゴ・ルーニビ・ジンポス・ルーチス〉具金〈】質材【 g033約】量重【 mm002H×052W】ズイサ【

カタログの見方

商 品 名
注文コード

お問い合わせの際はこちらの番号を
お伝えください。

タイプ/カラー
商品のタイプやカラー
などのある商品です。

商品仕様の詳しいページは、
「防災面・溶接面の基本使用」
　　　　　　　　　　　▶P22

商 品 仕 様
商品の素材や寸法などを
表示しています。

価　格
製品の価格は消費税を含んだ価格です。
（　）内が税別表記です。
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防災面
Protective Shield

2020年2月　株式会社サトー事業承継
株式会社サトー（旧社屋）
設立年 1963年（創業：1948年）
専門分野 安全衛生・環境設備機器製造
取扱品目 溶接面、液晶式溶接面、防災面、保護眼鏡、
 掃除針、溶接機材、保安帽

株式会社日本光器製作所　本社

本      社 
   〒272-0004 千葉県市川市原木 2526－32－5階
   Teｌ：047-712-7575  Fax：047-712-7576

製造工場
   〒273-0024 千葉県船橋市海神町南 1－1544－1

創　　立：1952年（昭和27年）5月

事業内容：安全衛生保護具の製造・販売等、溶接用器機の販売

商号加入団体：中央労働災害防止協会、日本保安用品協会、日本保護眼鏡工業会

営業品目
　【製造品】：保護眼鏡、遮光眼鏡、ゴーグル、遮光フィルター、防災面、溶接面等
　【販売品】：ヘルメット、墜落防止器具、保護手袋、防毒・防じんマスク、防護服、身体保護具
　　　　　 防音保護具、溶接材料、安全標識、安全靴、ガス検知器等の環境測定器機

（略称　　　　　）NIHON KOKI SEISAKUSHO Co.,Ltd.

会社案内

】ドンバラプW409【 面災防  旧304Wプラバンド型
レンズ色 プレート仕様 品　番 注文コード 価　格

透明□

標　準 904PBW-C 006-2010 ￥4,686（税抜¥4,260)
スモークグリーン 904PBW-C SG 006-2010-1 ￥4,818（税抜¥4,380)
600( 薄 )プレート 904PBW-C 600 006-2010-2 ￥4,686（税抜¥4,260)

黄　■

標　準 904PBW-Y 006-2011 ￥4,906（税抜¥4,460)
スモークグリーン 904PBW-Y SG 006-2011-1 ￥5,038（税抜¥4,580)
600( 薄 )プレート 904PBW-Y 600 006-2011-2 ￥4,906（税抜¥4,460)

緑　■

標　準 904PBW-G 006-2012 ￥4,906（税抜¥4,460)
スモークグリーン 904PBW-G SG 006-2012-1 ￥5,038（税抜¥4,580)
600( 薄 )プレート 904PBW-G 600 006-2012-2 ￥4,906（税抜¥4,460)

ルリクア〉ズンレ〈ムゴ・ルーニビ・ジンポス・ルーチス〉具金〈】質材【 g033約】量重【 mm002H×052W】ズイサ【

カタログの見方

商 品 名
注文コード

お問い合わせの際はこちらの番号を
お伝えください。

タイプ/カラー
商品のタイプやカラー
などのある商品です。

商品仕様の詳しいページは、
「防災面・溶接面の基本使用」
　　　　　　　　　　　▶P22

商 品 仕 様
商品の素材や寸法などを
表示しています。

価　格
製品の価格は消費税を含んだ価格です。
（　）内が税別表記です。
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防
災
面

W用プレート
オプション

9
9
9

6

防災面 【904W】 旧304W型

レンズ色 プレート仕様 品　番 注文コード 価　格

透明□

標　準 904W-C 006-2004 ￥3,916（税抜¥3,560）
スモークグリーン 904W-C�SG 006-2004-1 ￥4,048（税抜¥3,680）
600（薄）プレート 904W-C�600 006-2004-2 ￥3,916（税抜¥3,560）

黄　■

標　準 904W-Y 006-2005 ￥4,092（税抜¥3,720）
スモークグリーン 904W-Y�SG 006-2005-1 ￥4,224（税抜¥3,840）
600（薄）プレート 904W-Y�600 006-2005-2 ￥4,092（税抜¥3,720）

緑　■

標　準 904W-G 006-2006 ￥4,092（税抜¥3,720）
スモークグリーン 904W-G�SG 006-2006-1 ￥4,224（税抜¥3,840）
600（薄）プレート 904W-G�600 006-2006-2 ￥4,092（税抜¥3,720）

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約330g�【材質】〈金具〉スチール・スポンジ・ビニール・ゴム�〈レンズ〉アクリル

防災面 【904】 旧304型

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 904-C 006-2001 ￥2,662（税抜¥2,420)

黄　■ 904-Y 006-2002 ￥2,816（税抜¥2,560)

緑　■ 904-G 006-2003 ￥2,816（税抜¥2,560)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約270g�
【材質】〈金具〉スチール・スポンジ・ビニール・ゴム�〈レンズ〉アクリル

ヘルメット不要な直かぶりタイプ
後頭部のあたりが柔らかいゴムバンド式防災面。 正面が平らな角型レンズ ( 丸型レンズも取り付け可能 )

ゴムバンド式防災面 999 シリーズに
前プレート付の 999W シリーズ。 

904 シリーズ
（旧 399 シリーズ）

W シリーズのレンズ前に
装着する交換用前プレート
です。用途に応じてレンズ
カラーをお選び頂けます。

黄（Y）

黄（Y）

緑（G）

緑（G）

透明（C）

透明（C）

標準 スモークグリーン
詳しくは本カタログ P21 をご覧ください。

装着方式

かぶり面

装着方式

かぶり面
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防
災
面

9
9
9

7※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

防災面 【904Wプラバンド】 旧304Wプラバンド型
レンズ色 プレート仕様 品　番 注文コード 価　格

透明□

標　準 904PBW-C 006-2010 ￥4,686（税抜¥4,260)

スモークグリーン 904PBW-C�SG 006-2010-1 ￥4,818（税抜¥4,380)

600( 薄 )プレート 904PBW-C�600 006-2010-2 ￥4,686（税抜¥4,260)

黄　■

標　準 904PBW-Y 006-2011 ￥4,906（税抜¥4,460)

スモークグリーン 904PBW-Y�SG 006-2011-1 ￥5,038（税抜¥4,580)

600( 薄 )プレート 904PBW-Y�600 006-2011-2 ￥4,906（税抜¥4,460)

緑　■

標　準 904PBW-G 006-2012 ￥4,906（税抜¥4,460)

スモークグリーン 904PBW-G�SG 006-2012-1 ￥5,038（税抜¥4,580)

600( 薄 )プレート 904PBW-G�600 006-2012-2 ￥4,906（税抜¥4,460)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約340g�【材質】〈金具〉スチール・スポンジ・ビニール・ゴム〈レンズ〉アクリル

防災面 【904Wギアバンド】 旧304Wギアバンド型
レンズ色 プレート仕様 品　番 注文コード 価　格

透明□

標　準 904GBW-C 006-2016 ￥5,456（税抜¥4,960)

スモークグリーン 904GBW-C�SG 006-2016-1 ￥5,588（税抜¥5,080)

600( 薄 )プレート 904GBW-C�600 006-2016-2 ￥5,456（税抜¥4,960)

黄　■

標　準 904GBW-Y 006-2017 ￥5,676（税抜¥5,160)

スモークグリーン 904GBW-Y�SG 006-2017-1 ￥5,808（税抜¥5,280)

600( 薄 )プレート 904GBW-Y�600 006-2017-2 ￥5,676（税抜¥5,160)

緑　■

標　準 904GBW-G 006-2018 ￥5,676（税抜¥5,160)

スモークグリーン 904GBW-G�SG 006-2018-1 ￥5,808（税抜¥5,280)

600( 薄 )プレート 904GBW-G�600 006-2018-2 ￥5,676（税抜¥5,160)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約350g�【材質】〈金具〉スチール･プラスチック･スポンジ�〈レンズ〉アクリル

防災面 【904プラバンド】 旧304プラバンド型

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 904PB-C 006-2007 ￥3,410（税抜¥3,100)

黄　■ 904PB-Y 006-2008 ￥3,630（税抜¥3,300)

緑　■ 904PB-G 006-2009 ￥3,630（税抜¥3,300)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約280g　
【材質】〈金具〉スチール･プラスチック･スポンジ�〈レンズ〉アクリル

防災面 【904ギアバンド】 旧304ギアバンド型

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 904GB-C 006-2013 ￥4,158（税抜¥3,780)

黄　■ 904GB-Y 006-2014 ￥4,400（税抜¥4,000)

緑　■ 904GB-G 006-2015 ￥4,400（税抜¥4,000)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約290g　
【材質】〈金具〉スチール･プラスチック･スポンジ�〈レンズ〉アクリル

後頭部の凹凸でサイズ調整
しずれにくいプラバンド式
防災面。
正面が平らな角型レンズ。

（丸型レンズタイプも有）

片手で簡単にサイズ調整可能
なギアバンド式防災面。
正面が平らな角型レンズ。

（丸型レンズタイプも有）

プラバンドタイプ ギアバンドタイプ

黄（Y）

黄（Y） 黄（Y）

黄（Y）

透明（C）

透明（C） 透明（C）

透明（C）緑（G）

緑（G） 緑（G）

緑（G）

前プレート付。
正面が平らな角型レンズ。

前プレート付。
正面が平らな角型レンズ。

装着方式

かぶり面
装着方式

かぶり面

装着方式

かぶり面
装着方式

かぶり面
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918 シリーズ受金具
オプション

918 シリーズを安全帽に装着するための 9 つの受金具（アダプター）です。

詳しくは本カタログ P29 をご覧ください。

溝付ヘルメット用。
ネジ止めタイプ。

野球帽型・MP 帽型
ヘルメット用。
ネジ止めタイプ。

主に野球帽型
ヘルメット用。
差込口が広いネジ
止めタイプ。

MP 帽型
ヘルメット用。
差込口が広い
クリップタイプ。

防災面 【918W】 旧 318W 型

レンズ色 プレート仕様 品　番 注文コード 価　格

透明□

標　準 918W-C 006-2022 ￥4,180（税抜¥3,800)

スモークグリーン 918W-C�SG 006-2022-1 ￥4,312（税抜¥3,920)

600（薄）プレート 918W-C�600 006-2022-2 ￥4,180（税抜¥3,800)

黄　■

標　準 918W-Y 006-2023 ￥4,400（税抜¥4,000)

スモークグリーン 918W-Y�SG 006-2023-1 ￥4,532（税抜¥4,120)

600（薄）プレート 918W-Y�600 006-2023-2 ￥4,400（税抜¥4,000)

緑　■

標　準 918W-G 006-2024 ￥4,400（税抜¥4,000)

スモークグリーン 918W-G�SG 006-2024-1 ￥4,532（税抜¥4,120)

600（薄）プレート 918W-G�600 006-2024-2 ￥4,400（税抜¥4,000)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約290g�【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

防災面 【918】 旧318型

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 918-C 006-2019 ￥2,948（税抜¥2,680)

黄　■ 918-Y 006-2020 ￥3,124（税抜¥2,840)

緑　■ 918-G 006-2021 ￥3,124（税抜¥2,840)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約230g�
【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

アダプター併用で様々なヘルメットに取付可能
金具に差し込むヘルメット取付式防災面。正面が平らな角型レンズ ( 丸型レンズも取り付け可能 )

金具に差し込むヘルメット取付式防災面。
前プレート付の 918W シリーズ。
正面が平らな角型レンズ。

黄（Y）

黄（Y）

緑（G）

緑（G）

透明（C）

透明（C）

918 シリーズ
（旧 318 シリーズ）

別途受金具
必要

別途受金具
必要
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緑（G）

透明（C）

黄（Y）

※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

防災面 【917W】 旧317W型

レンズ色 プレート仕様 品　番 注文コード 価　格

透明□

標　準 917W-C 006-2028 ￥5,060（税抜¥4,600)

スモークグリーン 917W-C�SG 006-2028-1 ￥5,192（税抜¥4,720)

600( 薄 )プレート 917W-C�600 006-2028-2 ￥5,060（税抜¥4,600)

黄　■

標　準 917W-Y 006-2029 ￥5,280（税抜¥4,800)

スモークグリーン 917W-Y�SG 006-2029-1 ￥5,412（税抜¥4,920)

600( 薄 )プレート 917W-Y�600 006-2029-2 ￥5,280（税抜¥4,800)

緑　■

標　準 917W-G 006-2030 ￥5,280（税抜¥4,800)

スモークグリーン 917W-G�SG 006-2030-1 ￥5,412（税抜¥4,920)

600( 薄 )プレート 917W-G�600 006-2030-2 ￥5,280（税抜¥4,800)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約360g�【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

防災面 【917】 旧317型

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 917-C 006-2025 ￥3,784（税抜¥3,440)

黄　■ 917-Y 006-2026 ￥4,004（税抜¥3,640)

緑　■ 917-G 006-2027 ￥4,004（税抜¥3,640)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約300g　
【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

アダプター不要な野球帽型ヘルメット専用
野球帽型ヘルメットに直接取付可能な防災面。
正面が平らな角型レンズ ( 丸型レンズも取り付け可能 )

野球帽型ヘルメットに直接取付可能な防災面。
正面が平らな角型レンズ。前プレート付の 917W シリーズ。

黄（Y）

緑（G）

透明（C）

917 シリーズ
（旧 317 シリーズ）

受金具不要

受金具不要

917 シリーズ取り付け方

ネジを緩めて十分に隙間を作
ります。

隙間にヘルメットを深く差し
ネジを締めて固定します。

装着できたらズレないか確認
します。

1 2 3
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918 Ｄシリーズを安
全帽に装着するための
9 つの受金具（アダプ
ター）です。

詳しくは本カタログ P29 をご覧ください。

918DW 旧318W大型

レンズ色 プレート仕様 品　番 注文コード 価　格

透明□

標　準 918DW-C 006-2042 ￥7,876（税抜¥7,160)

スモークグリーン 918DW-C�SG 006-2042-1 ￥8,008（税抜¥7,280)

600( 薄 )プレート 918DW-C�600 006-2042-2 ￥7,876（税抜¥7,160)

黄　■

標　準 918DW-Y 006-2043 ￥8,250（税抜¥7,500)

スモークグリーン 918DW-Y�SG 006-2043-1 ￥8,382（税抜¥7,620)

600( 薄 )プレート 918DW-Y�600 006-2043-2 ￥8,250（税抜¥7,500)

緑　■

標　準 918DW-G 006-2044 ￥8,250（税抜¥7,500)

スモークグリーン 918DW-G�SG 006-2044-1 ￥8,382（税抜¥7,620)

600( 薄 )プレート 918DW-G�600 006-2044-2 ￥8,250（税抜¥7,500)

【サイズ】W480×H225mm�【重量】約430g�【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

917DW 旧317W大型

レンズ色 プレート仕様 品　番 注文コード 価　格

透明□

標　準 917DW-C 006-2048 ￥7,920（税抜¥7,200)

スモークグリーン 917DW-C�SG 006-2048-1 ￥8,052（税抜¥7,320)

600( 薄 )プレート 917DW-C�600 006-2048-2 ￥7,920（税抜¥7,200)

黄　■

標　準 917DW-Y 006-2049 ￥8,316（税抜¥7,560)

スモークグリーン 917DW-Y�SG 006-2049-1 ￥8,448（税抜¥7,680)

600( 薄 )プレート 917DW-Y�600 006-2049-2 ￥8,316（税抜¥7,560)

緑　■

標　準 917DW-G 006-2050 ￥8,316（税抜¥7,560)

スモークグリーン 917DW-G�SG 006-2050-1 ￥8,448（税抜¥7,680)

600( 薄 )プレート 917DW-G�600 006-2050-2 ￥8,316（税抜¥7,560)

【サイズ】W480×H225mm�【重量】約500g�【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

918D 旧318大型

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 918D-C 006-2039 ￥6,490（税抜¥5,900)

黄　■ 918D-Y 006-2040 ￥6,930（税抜¥6,300)

緑　■ 918D-G 006-2041 ￥6,930（税抜¥6,300)

【サイズ】W480×H225mm�【重量】約370g　
【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

917D 旧317大型

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 917D-C 006-2045 ￥6,600（税抜¥6,000)

黄　■ 917D-Y 006-2046 ￥7,040（税抜¥6,400)

緑　■ 917D-G 006-2047 ￥7,040（税抜¥6,400)

【サイズ】W480×H225mm�【重量】約440g　
【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

アダプター併用で様々なヘルメットに
取付可能な大型レンズタイプ

アダプター不要な野球帽型ヘルメット
専用大型レンズタイプ

野球帽型ヘルメットに直接取付可能な
大型防災面。

金具に差し込むヘルメット取付式
大型防災面。

918 シリーズの大型防災面。
金具に差し込むヘルメット取付式。
正面が平らな角型レンズ。

917 シリーズの大型防災面。
野球帽型ヘルメットに直接取付可能。
正面が平らな角型レンズ。

917 シリーズの大型防災面。
野球帽型ヘルメットに直接取付可能な
前プレート付の 917DW シリーズ。
正面が平らな角型レンズ。

918 シリーズの大型防災面。
前プレート付の 918DW シリーズ。
正面が平らな角型レンズ。

918D
917D

シリーズ
（旧 318 大型 /317 大型シリーズ）

黄（Y）

黄（Y）

黄（Y）

黄（Y）

緑（G）

緑（G）

緑（G）

緑（G）

透明（C）

透明（C）

透明（C）

透明（C）

受金具不要

受金具不要

別途受金具
必要

別途受金具
必要
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透明（C） 薄緑（LG）

黄色（Y）

※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

91HGWヘッドギア前プレート付 旧502+Gシリーズ

前プレート レンズ色 品　番 注文コード 価　格

濃プレート

透明□ 91HGW-C 006-1005 ￥5,940（税抜¥5,400)

薄緑■ 91HGW-LG 006-1006 ￥6,314（税抜¥5,740)

黄色■ 91HGW-Y 006-1007 ￥6,314（税抜¥5,740)

薄プレート

透明□ 91HGWL-C 006-1008 ￥5,940（税抜¥5,400)

薄緑■ 91HGWL-LG 006-1009 ￥6,314（税抜¥5,740)

黄色■ 91HGWL-Y 006-1010 ￥6,314（税抜¥5,740)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約310g�【材質】プラスチック、スチール�〈レンズ〉アクリル

91AWかぶり面 前プレート付 旧502+Gシリーズ

前プレート レンズ色 品　番 注文コード 価　格

濃プレート

透明□ 91AW-C 006-1015 ￥5,104（税抜¥4,640)

薄緑■ 91AW-LG 006-1016 ￥5,566（税抜¥5,060)

黄色■ 91AW-Y 006-1017 ￥5,566（税抜¥5,060)

薄プレート

透明□ 91AWL-C 006-1018 ￥5,104（税抜¥4,640)

薄緑■ 91AWL-LG 006-1019 ￥5,566（税抜¥5,060)

黄色■ 91AWL-Y 006-1020 ￥5,566（税抜¥5,060)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約310g�【材質】〈金具〉スチール・スポンジ・ビニール・ゴム�〈レンズ〉アクリル

91HG ヘッドギア 旧502シリーズ

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 91HG-C 006-1001 ￥4,730（税抜¥4,300)

薄緑■ 91HG-LG 006-1002 ￥4,994（税抜¥4,540)

濃緑■ 91HG-DG 006-1003 ￥4,994（税抜¥4,540)

黄色■ 91HG-Y 006-1004 ￥4,994（税抜¥4,540)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約260g　
【材質】プラスチック、スチール�〈レンズ〉アクリル

91Aかぶり面 旧502シリーズ

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 91A-C 006-1011 ￥3,476（税抜¥3,160)

薄緑■ 91A-LG 006-1012 ￥3,850（税抜¥3,500)

濃緑■ 91A-DG 006-1013 ￥3,850（税抜¥3,500)

黄色■ 91A-Y 006-1014 ￥3,850（税抜¥3,500)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約260g　
【材質】〈金具〉スチール・スポンジ・ビニール・ゴム�〈レンズ〉アクリル

ヘルメット不要な直かぶりタイプ
手軽に素早く装着できる直かぶりタイプ。
片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式と、
後頭部のあたりが柔らかいゴムバンド式防災面。

●片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式防災面。
●正面が平らな角型レンズ。

●後頭部のあたりが柔らかい
　ゴムバンド式防災面。
●正面が平らな角型レンズ。

●片手でサイズ調整可能なギアバンド式。
●前プレート付。
●正面が平らな角型レンズ。

●後頭部があたりが柔らかい
　ゴムバンド式防災面。
●前プレート付。
●正面が平らな角型レンズ。

薄緑（LG）

薄緑（LG）

透明（C）

透明（C）

透明（C）

黄色（Y）

黄色（Y）

濃緑（DG）

濃緑（DG）

前プレートの開閉

レンズの開閉 ヘッドギアラチェットで
サイズ調整可能

ヘッドギアラチェットで
サイズ調整可能

装着方式

かぶり面

装着方式

かぶり面

装着方式

かぶり面

91 シリーズ
（旧 592 シリーズ）

ヘッドギア かぶり面
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91S シリーズを安全
帽に装着するための
9 つ の 受 金 具（ ア ダ
プター）です。

詳しくは本カタログ P29 をご覧ください。

薄緑（LG）

91S 前プレート付 旧550NWシリーズ

前プレート レンズ色 品　番 注文コード 価　格

濃プレート

透明□ 91SW-C 006-1065 ￥4,840（税抜¥4,400)

薄緑■ 91SW-LG 006-1066 ￥5,192（税抜¥4,720)

黄色■ 91SW-Y 006-1067 ￥5,192（税抜¥4,720)

薄プレート

透明□ 91SWL-C 006-1068 ￥4,840（税抜¥4,400)

薄緑■ 91SWL-LG 006-1069 ￥5,192（税抜¥4,720)

黄色■ 91SWL-Y 006-1070 ￥5,192（税抜¥4,720)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約290g�【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

91S金具 旧550Nシリーズ

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 91S-C 006-1061 ￥3,212（税抜¥2,920)

薄緑■ 91S-LG 006-1062 ￥3,586（税抜¥3,260)

濃緑■ 91S-DG 006-1063 ￥3,586（税抜¥3,260)

黄色■ 91S-Y 006-1064 ￥3,586（税抜¥3,260)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約240g�
【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

薄緑（LG）

透明（C）

透明（C）

黄色（Y）

黄色（Y）

濃緑（DG）

アダプター併用で様々なヘルメットに取付可能
金具に差し込むヘルメット取付式防災面。正面が平らな角型レンズ。

●前プレート付。

91S シリーズ
（旧 559 シリーズ）

別途受金具
必要

別途受金具
必要
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黄色（Y）

透明（C）

濃緑（DG）

薄緑（LG）

※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

92ヘッドギア 旧502シリーズ 

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 92HG-C 006-1025 ￥4,730（税抜¥4,300)

薄緑■ 92HG-LG 006-1026 ￥4,994（税抜¥4,540)

濃緑■ 92HG-DG 006-1027 ￥4,994（税抜¥4,540)

黄色■ 92HG-Y 006-1028 ￥4,994（税抜¥4,540)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約270g　
【材質】プラスチック、スチール�〈レンズ〉アクリル

92かぶり面 旧502シリーズ

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 92A-C 006-1021 ￥3,696（税抜¥3,360)

薄緑■ 92A-LG 006-1022 ￥3,850（税抜¥3,500)

濃緑■ 92A-DG 006-1023 ￥3,850（税抜¥3,500)

黄色■ 92A-Y 006-1024 ￥3,850（税抜¥3,500)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約270g　
【材質】〈金具〉スチール・スポンジ・ビニール・ゴム�〈レンズ〉アクリル

ヘルメット不要な直かぶりタイプ
2 タイプの装着方法で選べる半円状の丸型レンズ。

●片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式防災面。
●半円状の丸型レンズ。

●後頭部のあたりが柔らかいゴムバンド式防災面。
●半円状の丸型レンズ。

薄緑（LG）

透明（C）

黄色（Y）

濃緑（DG）

装着方式

かぶり面

装着方式

かぶり面

92 シリーズ
（旧 592 シリーズ）

92HG 92A
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92S・93S シ リ ー ズ を
安全帽に装着するための
9 つの受金具（アダプ
ター）です。

詳しくは本カタログ P29 をご覧ください。

92SHW ひさし・前プレート付 旧550NWHシリーズ

前プレート レンズ色 品　番 注文コード 価　格

濃プレート

透明□ 92SHW-C 006-1055 ￥6,380（税抜¥5,800)

薄緑■ 92SHW-LG 006-1056 ￥6,776（税抜¥6,160)

黄色■ 92SHW-Y 006-1057 ￥6,776（税抜¥6,160)

薄プレート

透明□ 92SHWL-C 006-1058 ￥6,380（税抜¥5,800)

薄緑■ 92SHWL-LG 006-1059 ￥6,776（税抜¥6,160)

黄色■ 92SHWL-Y 006-1060 ￥6,776（税抜¥6,160)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約330g�【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

92SW 前プレート付 旧550NWシリーズ

前プレート レンズ色 品　番 注文コード 価　格

濃プレート

透明□ 92SW-C 006-1049 ￥5,060（税抜¥4,600)

薄緑■ 92SW-LG 006-1050 ￥5,456（税抜¥4,960)

黄色■ 92SW-Y 006-1051 ￥5,456（税抜¥4,960)

薄プレート

透明□ 92SWL-C 006-1052 ￥5,060（税抜¥4,600)

薄緑■ 92SWL-LG 006-1053 ￥5,456（税抜¥4,960)

黄色■ 92SWL-Y 006-1054 ￥5,456（税抜¥4,960)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約320g�【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

92SH シングル・ひさし付 旧550NHシリーズ

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 92SH-C 006-1045 ￥4,312（税抜¥3,920)

薄緑■ 92SH-LG 006-1046 ￥4,686（税抜¥4,260)

濃緑■ 92SH-DG 006-1047 ￥4,686（税抜¥4,260)

黄色■ 92SH-Y 006-1048 ￥4,686（税抜¥4,260)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約250g　
【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

92S シングル 旧550Nシリーズ

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 92S-C 006-1041 ￥3,212（税抜¥2,920)

薄緑■ 92S-LG 006-1042 ￥3,586（税抜¥3,260)

濃緑■ 92S-DG 006-1043 ￥3,586（税抜¥3,260)

黄色■ 92S-Y 006-1044 ￥3,586（税抜¥3,260)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約240g�
【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

●金具に差し込むヘルメット取付式防災面。
●半円状の丸型レンズ。

薄緑（LG） 薄緑（LG）

透明（C）

透明（C）
透明（C）

透明（C）

黄色（Y） 黄色（Y）濃緑（DG） 濃緑（DG）

アダプター併用で様々なヘルメットに取付可能
金具に差し込むヘルメット取付式防災面。 半円状の丸型レンズ。H品番はひさしにより、上部からの飛来物などの進入を防ぎます。

●前プレート付。 ●前プレート付。
●上部からの飛来物の侵入を防ぐひさし付。

●上部からの飛来物の侵入を防ぐひさし付。

別途受金具
必要

別途受金具
必要

別途受金具
必要

別途受金具
必要

薄緑（LG）黄色（Y）薄緑（LG）黄色（Y）

92S シリーズ
（旧 559N シリーズ）
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15※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

93SW 前プレート付き 旧540NWシリーズ

前プレート レンズ色 品　番 注文コード 価　格

濃プレート
透明□ 93SW-C 006-1033 ￥6,424（税抜¥5,840)

緑　■ 93SW-G 006-1034 ￥7,370（税抜¥6,700)

薄プレート
透明□ 93SWL-C 006-1035 ￥6,424（税抜¥5,840)

緑　■ 93SWL-G 006-1036 ￥7,370（税抜¥6,700)

【サイズ】W290×H270mm�【重量】約280g�【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

93SHW ひさし・前プレート付き 旧540NWHシリーズ 

前プレート レンズ色 品　番 注文コード 価　格

濃プレート
透明□ 93SHW-C 006-1037 ￥7,370（税抜¥6,700)

緑　■ 93SHW-G 006-1038 ￥8,360（税抜¥7,600)

薄プレート
透明□ 93SHWL-C 006-1039 ￥7,370（税抜¥6,700)

緑　■ 93SHWL-G 006-1040 ￥8,360（税抜¥7,600)

【サイズ】W290×H270mm�【重量】約290g�【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

93S シングル 旧540Nシリーズ 

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 93S-C 006-1029 ￥4,576（税抜¥4,160)

薄緑■ 93S-G 006-1030 ￥5,984（税抜¥5,440)

【サイズ】W290×H270mm�【重量】約210g
【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

93SH ひさし付き 旧540NHシリーズ 

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 93SH-C 006-1031 ￥5,368（税抜¥4,880)

薄緑■ 93SH-G 006-1032 ￥6,930（税抜¥6,300)

【サイズ】W290×H270mm�【重量】約220g�
【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

アダプター併用で様々な
ヘルメットに取付可能
下方向からの飛来物や液体飛沫も防ぐ球面レンズを採用。 基本モデルの【S】をベースに前プレート付【W】、ひさし付き【H】、

さらに前プレート & ひさし付き【HW】のラインナップがございます。

●前プレート付。

緑（G）

緑（G）
透明（C）

透明（C）

別途受金具
必要

別途受金具
必要

別途受金具
必要

別途受金具
必要

●上部からの飛来物の侵入を防ぐひさし付。●安全帽取付タイプ
●金具に差し込むヘルメット取付式防災面。
●顔の形に沿った球面レンズ。

●前プレート付。

透明（C）

透明（C） 緑（G）

緑（G）

93S シリーズ
（旧 599N シリーズ）

W H HW
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93R 旧540Rシリーズ

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 93R-C 006-1075 ￥5,896（税抜¥5,360)

緑　■ 93R-G 006-1076 ￥6,864（税抜¥6,240)

【サイズ】W290×H270mm�【重量】約220g�
【材質】〈金具〉スチール・ビニール�〈レンズ〉アクリル

●顔の形に沿った球面レンズ。

透明（C）

アダプター不要な MP 型ヘルメット専用
MP 型ヘルメットに直接取付出来るリング式防災面。半円状の丸型レンズ。

アダプター不要な MP 型ヘルメット専用
下方向からの飛来物や液体飛沫も防ぐ球面レンズの 93S シリーズを MP 型ヘルメットに直接装着できるリング式防災面。

92R 旧550Rシリーズ

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 92R-C 006-1071 ￥4,576（税抜¥4,160)

薄緑■ 92R-LG 006-1072 ￥4,950（税抜¥4,500)

濃緑■ 92R-DG 006-1073 ￥4,950（税抜¥4,500)

黄色■ 92R-Y 006-1074 ￥4,950（税抜¥4,500)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約260g　
【材質】〈金具〉スチール・ビニール�〈レンズ〉アクリル

MP 型用
受金具不要

MP 型用
受金具不要

薄緑（LG）

緑（G）

透明（C）

黄色（Y）

濃緑（DG）

92R
93R

シリーズ
（旧 559R/ 旧 NIKKO 599R シリーズ）
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●顔全体を覆う PC 製ワイドレンズ。

安心のポリカーボネート製
耐熱性、耐衝撃性、難燃性に優れており、
航空機、自動車、医療機器など幅広い分野活躍する素材です。 

9
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96S シリーズを安全
帽に装着するための
9 つの受金具（アダ
プター）です。

詳しくは本カタログ P29 をご覧ください。

※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

96S 旧560Nシリーズ

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 96S-C 006-1077 ￥5,566（税抜¥5,060)

緑　■ 96S-G 006-1078 ￥6,204（税抜¥5,640)

【サイズ】W450×H215mm�【重量】約320g�
【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル

96S-PC 旧560N-PC

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

PC透明■ 96S-PC 006-1079 ￥5,500（税抜¥5,000)

【サイズ】W450×H215mm�【重量】約320g�
【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉ポリカーボネイト

アダプター併用で様々なヘルメットに取付可能な大型レンズタイプ

別途受金具
必要

別途受金具
必要

緑（G）

透明（C）

PC 透明（PC）

96S シリーズ
（旧 569 シリーズ）
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遮光度 No3 相当の遮光面

●炉前作業に最適なコバルト
　前プレート付。
● PC 製ワイドレンズ。

●安全帽取付タイプ
●半円状の PC 製丸型レンズ。
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受金具
（アダプター）

詳しくは本カタログ P29 をご覧ください。

別途受金具
必要

(PC 透明 339 × 299)

アダプター不要で様々なヘルメットに取付可能

アダプター併用で様々なヘルメットに取付可能

後部のバンドと前部の溝でほとんどのヘルメットに取り付可能。

金具に差し込むヘルメット取付式防災面。
炉前作業に最適なコバルト前プレート付。

受金具不要

別途受金具
必要

585 旧585

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

PC透明■ 585-PC 006-7000 ￥3,432（税抜¥3,120)

【サイズ】W390×H210mm�【重量】約280g　
【材質】〈金具〉プラスチック･ビニール･スチール�〈レンズ〉ポリカーボネート

92SKR・コバルト付
レンズ色 品　番 注文コード 価　格

PC透明■ 92SKR-PC 006-1082 ￥6,204（税抜¥5,640)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約280g�
【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉ポリカーボネート

585IR3
レンズ色 品　番 注文コード 価　格

グリーン■ 585IR3 006-7020 ￥6,336（税抜¥5,760)

【サイズ】W390×H200mm�【重量】約350g　
【材質】〈金具〉プラスチック･ビニール･スチール�〈レンズ〉ポリカーボネート

92SKRW・コバルト付
レンズ色 品　番 注文コード 価　格

PC透明■ 92SKRW-PC 006-1083 ￥6,512（税抜¥5,920)

【サイズ】W330×H240mm�【重量】約310g　
【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉ポリカーボネート

585
92SKR

シリーズ
（ 旧 559NW シリーズ）
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ベース選択
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19※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

NIKKO の自社工場で
お応えする特注対応！
79 年に渡り、お客様のニーズにお
応えしてきて豊富なラインナップを
取り揃えておりますが、より細かな
ニーズにお応えできるように、全て
オリジナルの仕様でお作りすること
もできます。

「作業中のズレを阻止したい！」のリクエストに、ヘルメットのひさしに付くストッパーを装着。
別注モデル品

ＮＩＫＫＯの防災面・溶接面は、千葉県船橋市にある
『船橋工場』にて一つ一つ丁寧に熟練した職人が手作
りしています。 

「内製化比率９５％以上」、小さなパーツに至るまで一
貫したものづくりを展開し、より高い品質を生み出す
ために日々、努力しています。

ベースモデルをお選びください。
基本ラインナップよりベースとなるモデルをお選
びいただきます。

レンズ選択 組み合わせるレンズをお選びください。
色、素材、サイズをお選びいただきます。
※基本モデルの仕様により装着できない組合せもございます。

金具選択 装着方法をお選びください。
金具取付け、かぶり面形式をお選びいただきます。
※基本モデルの仕様により装着できない組合せもございます。

前プレート選択 前プレートをお選びください。
色をお選びいただきます。
※基本モデルの仕様により装着できない組合せもございます。

ひさし選択 ひさしをお選びください。
ひさしの有無をお選びいただきます。
※基本モデルの仕様により装着できない組合せもございます。

お見積もり その他、細かな仕様、数量などをお伺いし、
お見積書を作成致します。

●差込口付きのヘルメット用（SS-29）の防災面。 

【別注】
91S SLストッパー付 旧550Nシリーズ

レンズ色 品　番 注文コード 価　格

透明□ 91S�SL-C 006-1084 ￥5,610（税抜¥5,100)

緑　■ 91S�SL-G 006-1085 ￥5,984（税抜¥5,440)

【サイズ】W250×H200mm�【重量】約250g�【材質】〈金具〉スチール�〈レンズ〉アクリル ※ヘルメットは付属しません。

帯 969mm ストッパー付き

NIKKO　船橋工場

特注品のご案内
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U型アダプター
注文コード 価　格

007-8100 ￥1,254（税抜¥1,140)
【サイズ】W65×H70mm�【重量】約100g�【材質】スチール

Y型アダプター
注文コード 価　格

007-8200 ￥1,056（税抜¥960)
【サイズ】W65×H70mm�【重量】約100g�【材質】スチール

J型アダプター
注文コード 価　格

007-8001 ￥1,045（税抜¥950)
【【サイズ】W30×H45mm�【重量】約25g�【材質】スチール

NⅡ型アダプター
注文コード 価　格

007-9011 ￥880（税抜¥800)
【サイズ】W35×H60mm�【重量】約70g�【材質】スチール

●主に野球帽型ヘルメッ
トに使用。

●差込口が広いネジ止め
タイプ。

●野球帽型・MP 帽型ヘ
ルメットに使用。

●ネジ止めタイプ。

● MP 帽型ヘルメットに
使用。

●差込口が広いクリップ
タイプ。

●溝付ヘルメットに使
用。

●ネジ止めタイプ。

69mm

35mm

79mm95mm 79mm

39mm 65mm 65mm

S型差込金具
野球帽型 MP型 アメリカン型

S型
差込
金具受け

金具 S型 S型

NⅡ
J

Y
U

ひさし付きのヘルメット。その名の通
り、野球帽に似せて作られた保護帽
で、側面がストンと落ちているのが
特徴です。

保護帽のスタンダード。シンプルな
がら衝撃に対して耐性があります。
側面がゆるやかに反っているのが特
徴です。

デザイン性と安全性を兼ね備えた人
気のアメリカンタイプ。ひさし付きで、
前頭部に出っ張りがあり、側面は溝
があるのが特徴です。

ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
特
徴

どの受け金具にも対応した
マルチタイプ型の差込金具です。

○：取付可能、△：取付可能なタイプも有り、ー：取付不可 

取
付
金
具

20

各防災面をヘルメット・安全帽に装着する場合に必要な受金具（アダプター）です。
モデルにより対応する受金具が異なりますので、上記「金具対応表」および製品情報をご覧のうえお選びください。
NIKKO の受金具は当社製品はもちろんのこと、他社製品にも一部対応しておりますのでご活用ください。

交換用各種バンドと汗取りスポンジ、ゴム紐です。

受金具

その他装着用具

防災面用プラバンド
注文コード 価　格

007-2130 ￥1,584（税抜¥1,440)

【材質】プラスチック

防災面用ギアバンド
注文コード 価　格

007-2131 ￥1,892（税抜¥1,720)

【材質】プラスチック

904用ゴム紐
注文コード 価　格

007-2140 ￥264（税抜¥240)
【材質】ゴム、スチール

ギアバンド用汗取り
注文コード 価　格

106-0803 ￥396（税抜¥360)
【材質】スポンジ

904 用 904 用

904 用

取付金具
ヘルメットの種類と金具対応表

29mm

29mm
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21※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

名　称 注文コード 価　格

替レンズ�904-C 007-2001 ￥1,540（税抜¥1,400）
替レンズ�904-Y 007-2004 ￥1,760（税抜¥1,600）
替レンズ�904-G 007-2002 ￥1,760（税抜¥1,600）
替レンズ�918-C 007-2011 ￥1,540（税抜¥1,400）
替レンズ�918-Y 007-2014 ￥1,760（税抜¥1,600）
替レンズ�918-G 007-2012 ￥1,760（税抜¥1,600）
替レンズ�917-C 007-2021 ￥1,540（税抜¥1,400）
替レンズ�917-Y 007-2024 ￥1,760（税抜¥1,600）
替レンズ�917-G 007-2022 ￥1,760（税抜¥1,600）
替レンズ�918D-C 007-2025 ￥2,970（税抜¥2,700）
替レンズ�918D-Y 007-2027 ￥3,256（税抜¥2,960）
替レンズ�918D-G 007-2026 ￥3,256（税抜¥2,960）
替レンズ�917D-C 007-2028 ￥2,970（税抜¥2,700）

名　称 注文コード 価　格

替レンズ�917D-Y 007-2030 ￥3,256（税抜¥2,960）
替レンズ�917D-G 007-2029 ￥3,256（税抜¥2,960）
替レンズ�91-C 007-1001 ￥1,760（税抜¥1,600）
替レンズ�91-LG 007-1002 ￥2,112（税抜¥1,920）
替レンズ�91-DG 007-1003 ￥2,112（税抜¥1,920）
替レンズ�91-Y 007-1004 ￥2,112（税抜¥1,920）
替レンズ�92-C 007-1011 ￥1,760（税抜¥1,600）
替レンズ�92-LG 007-1012 ￥2,112（税抜¥1,920）
替レンズ�92-DG 007-1013 ￥2,112（税抜¥1,920）
替レンズ�92-Y 007-1014 ￥2,112（税抜¥1,920）
替レンズ�93-C 007-1021 ￥2,970（税抜¥2,700）
替レンズ�93-G 007-1022 ￥4,290（税抜¥3,900）
替レンズ585-PC 007-5900 ￥1,980（税抜¥1,800）

917-Y（黄） 917-C（透明） 917-G（緑）

安全で快適な作業を末永くサポートするために、各モデルに対応する交換部品をご用意。

各モデルに対応した交換用レンズです。キズや汚れなどの視界不良による作業効率の低下を解消します。
また、作業環境の変化に応じてレンズカラーを変更する場合にもご活用ください。

前プレート装着モデル（品番 W）に適応する交換用前プレートです。用途に応じてレンズカラーをお選び頂けます。
平型レンズ用と丸面レンズ用があります。

交換用レンズ

前プレート

前プレート平型(濃)
注文コード 価　格

007-1101 ￥1,650（税抜¥1,500)

【サイズ】W160×H110�【重量】約60g�
【材質】スチール、アクリル

前プレート平型(薄)
注文コード 価　格

007-1102 ￥1,650（税抜¥1,500)

【サイズ】W160×H110�【重量】約60g�
【材質】スチール、アクリル

前プレート湾曲型(濃)
注文コード 価　格

007-1111 ￥1,100（税抜¥1,000)

【サイズ】W160×H110�【重量】約40g�
【材質】アクリル

前プレート湾曲型(薄)
注文コード 価　格

007-1112 ￥1,100（税抜¥1,000)

【サイズ】W160×H110�【重量】約40g�
【材質】アクリル

91 用

91 用

92・93 用

92・93 用

W用プレート
注文コード 価　格

007-2102 ￥1,540（税抜¥1,400)

【サイズ】W160×H100mm�【重量】約60g�
【材質】スチール、アクリル

904・917・918 用

W用プレート　SG
注文コード 価　格

007-2101 ￥1,672（税抜¥1,520)

【サイズ】W160×H100mm�【重量】約60g�
【材質】スチール、アクリル

W用プレート　600
注文コード 価　格

007-2103 ￥1,540（税抜¥1,400)

【サイズ】W160×H100mm�【重量】約60g�
【材質】スチール、アクリル

904・917・918 用 904・917・918 用

防災面用交換部品
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防災面の基本仕様
様々な使用環境に応じてお選び頂けるように、装着方法やレ
ンズの形状、カラーをご用意しています。モデルによる基本
レンズ形状やオプション類の対応などの基本情報です。

レンズ

前プレート

金　具

ひさし

材質の特長
アクリル 透明度が高く特に耐薬品性や耐摩耗性に優れています。

ポリカーボネート (PC) 特に耐衝撃性と耐熱性に優れています。

種    類 色 レンズの形状 材    質 サイズ (mm)
999 透 明・黄 色・緑 角　型 アクリル W259 × H299
918 透 明・黄 色・緑 角　型 アクリル W259 × H299
917 透 明・黄 色・緑 角　型 アクリル W259 × H299

918D 透 明・黄 色・緑 角　型 アクリル W989 × H225
917D 透 明・黄 色・緑 角　型 アクリル W989 × H225

91 透 明・薄 緑・濃 緑・黄 色 角　型 アクリル W259 × H299
92 透 明・薄 緑・濃 緑・黄 色 丸　型 アクリル W259 × H299
93 透 明・緑 球面型 アクリル W299 × H279
96 透 明・緑 丸　型 アクリル・PC W959 × H215
585 透  明 丸　型 PC W399 × H219

585IR3 IR3（グリーン） 丸　型 PC W399 × H299

種    類 色 材    質 使用可能レンズ サイズ (mm)

Ｗ用プレート
SG( 遮光度⑦番相当 ) アクリル 999・918・917 W169 × H199

標準 ( 遮光度⑤番相当 ) アクリル 999・918・917 W169 × H199
699( 遮光度④番相当 ) アクリル 999・918・917 W169 × H199

平  型
濃 ( 遮光度⑩番相当 ) アクリル 91 W169 × H199
薄 ( 遮光度③番相当 ) アクリル 91 W169 × H199

湾曲型
濃 ( 遮光度⑩番相当 ) アクリル 92・93 W169 × H199
薄 ( 遮光度③番相当 ) アクリル 92・93 W169 × H199

ひさし
材    質 使用可能レンズ サイズ (mm)
アルミ 92・93 W185 × D79

種    類 使用可能レンズ 材    質 使用方法
ゴムバンド 999 スチール・ゴム・スポンジ・ビニール 直接かぶり
ギアバンド 999 プラスチック・スチール・スポンジ 直接かぶり
プラバンド 999 プラスチック・スチール 直接かぶり
918 金具 918 スチール ヘルメット取付
917 金具 917 スチール ヘルメット取付

ヘッドギア 91・92 プラスチック・スチール 直接かぶり
ゴムバンド (A) 91・92 スチール・ゴム・スポンジ・ビニール 直接かぶり

S 金具 91・92・93・96 スチール ヘルメット取付
R 金具 92・93 スチール・ビニール ヘルメット取付
H   B 585・585IR プラスチック・スチール ヘルメット取付

※ 999、918、917、918D、917D はシングルタイプのみ丸型レンズもお選びいただけます。
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装着部分がプラバンド、ギアバンドの 2 種類あり、
それぞれ開閉窓、固定窓がお選びいただけます。

ヘルメット取付タイプの溶接面 ( 別途受金具必要 )
開閉式、固定式の窓形状が選べます。

N
S
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NS-12A NS-13B 旧 【S-12/S-13】

窓形状 品　番 注文コード 価　格

開閉窓 NS-12A 106-1107 ￥4,686（税抜¥4,260)

固定窓 NS-13B 106-1108 ￥3,960（税抜¥3,600)

【サイズ】W240×H340mm�【重量】〈開閉タイプ〉約500g、
〈固定タイプ〉約430g�【材質】バルカナイズドファイバー製

溶接面【NS-1B】 旧 【S-1】

タイプ 窓形状 注文コード 価　格

ハンドシールド 固定窓 106-1100 ￥1,760（税抜¥1,600)

【サイズ】W230×H300mm�【重量】約300g�【材質】バルカナイズドファイバー紙

溶接面【NS-6B】 旧 【S-6】

タイプ 窓形状 注文コード 価　格

プラバンド 固定窓 106-1103 ￥2,992（税抜¥2,720)

【サイズ】220×340�【重量】約440g�【材質】バルカナイズドファイバー紙

溶接面【NS-8A】 旧 【S-8】

タイプ 窓形状 注文コード 価　格

プラバンド 開閉窓 106-1105 ￥4,752（税抜¥4,320)

【サイズ】220×340�【重量】約510g�【材質】バルカナイズドファイバー紙

溶接面【NS-2B】 旧 【S-2】

タイプ 窓形状 注文コード 価　格

内柄ハンドシールド 固定窓 106-1101 ￥2,310（税抜¥2,100)

【サイズ】W260×H340mm�【重量】約330g�【材質】バルカナイズドファイバー紙

溶接面【NSG-6B】 旧 【SG-6】

タイプ 窓形状 注文コード 価　格

ギアバンド 固定窓 106-1104 ￥4,180（税抜¥3,800)

【サイズ】220×340�【重量】約450ｇ�【材質】バルカナイズドファイバー紙

溶接面【NSG-8A】 旧 【SG-8】

タイプ 窓形状 注文コード 価　格

ギアバンド 開閉窓 106-1106 ￥5,456（税抜¥4,960)

【サイズ】220×340�【重量】約520g�【材質】バルカナイズドファイバー紙

溶接面【NS-3A】 旧 【S-3】

タイプ 窓形状 注文コード 価　格

ハンドシールド 開閉窓 106-1102 ￥3,190（税抜¥2,900)

【サイズ】W230×H300mm�【重量】約370g�【材質】バルカナイズドファイバー紙

強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー紙製
丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。
優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。

2 タイプの窓とベーシックな手で持って
使用するハンドシールドモデルです。

●手で持って使用する
　固定窓タイプの溶接面。

●プラバンド式
　固定窓タイプ。

●プラバンド式
　開閉窓タイプ。

●ギアバンド式
　固定窓タイプ。

●ギアバンド式
　閉窓タイプ。

●火花が手に当たらないよう、
柄が面の内側にあります。

●開閉窓タイプの溶接面。
【NS-1B】

【NS-6B】 【NS-8A】

【NS-12A】

【NSG-6B】 【NSG-8A】

【NS-13B】

【NS-2B】 【NS-3A】

ギアバンド式プラバンド式

NS シリーズ
（旧 S シリーズ）
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バンドの調整で装着

木製グリップ

※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

U型アダプター
注文コード 価　格

007-8100 ￥1,254（税抜¥1,140)
【サイズ】W65×H70mm�【重量】約100g�【材質】スチール

Y型アダプター
注文コード 価　格

007-8200 ￥1,056（税抜¥960)
【サイズ】W65×H70mm�【重量】約100g�【材質】スチール

J型アダプター
注文コード 価　格

007-8001 ￥1,045（税抜¥950)
【【サイズ】W30×H45mm�【重量】約25g�【材質】スチール

NⅡ型アダプター
注文コード 価　格

007-9011 ￥880（税抜¥800)
【サイズ】W35×H60mm�【重量】約70g�【材質】スチール

軽量で強度と耐久性に優れたファイバー紙（パスコ製）
軽くて丈夫な耐久性のある材質。
安価なため様々な作業にご使用いただけます。

●主に野球帽型ヘルメッ
トに使用。

●差込口が広いネジ止め
タイプ。

●野球帽型・MP 帽型ヘ
ルメットに使用。

●ネジ止めタイプ。

● MP 帽型ヘルメットに
使用。

●差込口が広いクリップ
タイプ。

●溝付ヘルメットに使
用。

●ネジ止めタイプ。

ヘルメット取付型のファイバー紙（パス
コ）製の溶接面（別途受金具必要）。2 タ
イプの窓形状とグリーンとレッドの 2 色
展開。N Ⅱ型 ･ Ｊ型の受金具を使用しヘ
ルメットに装着できます。

ヘッドバンドで頭部に直接装着する溶接
面。本体・ヘッドバンド共にファイバー
紙（パスコ）製です。窓形状とカラーは
2 タイプ。簡単に装着できます。

手で持って使用するファイバー紙（パス
コ）製の溶接面。
窓形状とカラーは 2 タイプ。

600型・ヘルメット取付タイプ
品　番 窓形状 色 注文コード 価　格

600AG型
開閉窓

緑■ 106-0010 ￥2,904（税抜¥2,640)

600AR 型 赤■ 106-0011 ￥2,904（税抜¥2,640)

600BG型
固定窓

緑■ 106-0000 ￥2,684（税抜¥2,440)

600BR 型 赤■ 106-0001 ￥2,684（税抜¥2,440)

【サイズ】220×315mm�【重量】開閉タイプ：約420ｇ、固定タイプ：約360ｇ�【材質】パスコ

603型・かぶり面タイプ
品　番 窓形状 色 注文コード 価　格

603AG型
開閉窓

緑■ 106-0310 ￥3,036（税抜¥2,760)

603AR 型 赤■ 106-0311 ￥3,036（税抜¥2,760)

603BG型
固定窓

緑■ 106-0300 ￥2,816（税抜¥2,560)

603BR 型 赤■ 106-0301 ￥2,816（税抜¥2,560)

【サイズ】220×315mm�【重量】開閉タイプ：約460ｇ、固定タイプ：約390ｇ�【材質】パスコ

601型・ハンドシールドタイプ
品　番 窓形状 色 注文コード 価　格

601AG型
開閉窓

緑■ 106-0110 ￥1,672（税抜¥1,520)

601AR 型 赤■ 106-0111 ￥1,672（税抜¥1,520)

601BG型
固定窓

緑■ 106-0100 ￥1,452（税抜¥1,320)

601BR 型 赤■ 106-0101 ￥1,452（税抜¥1,320)

【サイズ】215×310mm�【重量】開閉タイプ：約330ｇ、固定タイプ：約270ｇ�【材質】パスコ

開閉窓タイプ　赤

開閉窓タイプ　赤

69mm

35mm 39mm

79mm

65mm 65mm

95mm

79mm

開閉窓タイプ　赤 固定窓タイプ　緑

固定窓タイプ　緑

固定窓タイプ　緑

取付金具で装着

600 シリーズ
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NPA-12A NPA-13B
窓形状 品　番 注文コード 価　格

開閉窓 NPA-12A 106-1201 ￥6,336（税抜¥5,760)

固定窓 NPA-13B 106-1204 ￥5,896（税抜¥5,360)

【サイズ】W210×H340mm�【重量】〈開閉タイプ〉約400g、〈固定タイプ〉約340g�
【材質】ポリアミド製

NPA-1
タイプ 窓形状 品　番 注文コード 価　格

柄一体成型 固定窓 NPA-1 106-1202 ￥1,650（税抜¥1,500)

【サイズ】W240×H300mm�【重量】約290g�【材質】ポリアミド製

N
P
A
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柄も一体成型タイプ

NPA-8A NPA-6B
窓形状 品　番 注文コード 価　格

開閉窓 NPA-8A 106-1200 ￥6,556（税抜¥5,960)

固定窓 NPA-6B 106-1203 ￥6,116（税抜¥5,560)

【サイズ】W210×H340mm�【重量】〈開閉タイプ〉約440g、〈固定タイプ〉約380g�
【材質】ポリアミド製

●直接頭にかぶる
　ギアバンド式
　開閉窓タイプ。

●ヘルメット取付型の
　開閉窓タイプ。
　( 別途受金具必要 )

●直接頭にかぶる
　ギアバンド式
　固定窓タイプ。

●ヘルメット取付型の
　固定窓タイプ。
　( 別途受金具必要 )

【NPA-8A】

【NPA-12A】

【NPA-6B】

NPA-13B

【NPA-8A】

●柄が一体成形で作られた手で持って使用する
　固定窓タイプの溶接面。

NPA シリーズ
（旧 PA シリーズ）

衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド ( ナイロン ) 製
軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。
剛性と難燃性も有しています。特に屋外作業に最適です。
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27※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

直接頭にかぶるヘッドギア式

●ヘルメット取付型の
　開閉窓タイプ
　( 別途受金具必要 )。

●開閉窓タイプ。

●ヘルメット取付型の
　固定窓タイプ
　( 別途受金具必要 )。

●固定窓タイプ。

619A

613A

619B

613B

▲装着したまま面の跳ね上げが可能

▲装着したまま面の跳ね上げが可能

▲取付金具でヘルメットに装着

▲ダイヤルでサイズ調節が可能

▲バンドを調節して装着

610A/610B型
窓形状 品　番 注文コード 価　格

開閉窓 610A 106-0512 ￥4,950（税抜¥4,500)

固定窓 610B 106-0502 ￥4,642（税抜¥4,220)

【サイズ】W190×H340mm�【重量】〈開閉タイプ〉約360g、
〈固定タイプ〉約300g【材質】ポリプロピレン

613A/613B型
窓形状 品　番 注文コード 価　格

開閉窓 613A 106-0412 ￥4,950（税抜¥4,500)

固定窓 613B 106-0402 ￥4,642（税抜¥4,220)

【サイズ】W190×H340mm�【重量】〈開閉タイプ〉約360g、
〈固定タイプ〉約290g【材質】ポリプロピレン

丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製610/613
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■ PP( ポリプロピレン )

■ FRP( 繊維強化プラスチック )

軽量で耐熱性が高い材質。強度も優れているプラスチック。
特に屋外作業に最適です。

ガラス繊維と組み合わせた軽量で非常に強度の堅いプラスチック。
丈夫な商品をご希望な方に最適です

軽量で強度と耐久性に優れ、
耐水性・絶縁性を備えた FRP 製

●ヘルメット取付型の開閉窓タイプ。
●直接ヘルメットに取付（受金具不要）。

●手で持って使用する固定窓タイプ。

※ヘルメットは
　付属していません

▲面裏の溝にツバをはめ
　バンドをまわし装着

▲角度のついた握りやすいグリップ

▲頭部をワイドにカバーできる

開閉窓タイプ

▲頭部をワイドにカバーできる

▲溝付きで滑りにくいグリップ

●手で持って使用する固定窓タイプ。
●軽量・丈夫な FRP 製。

635/632/602

PP#635型
タイプ 窓形状 品　番 注文コード 価　格

ヘルメット取付 開閉窓 PP#635 106-0520 ￥2,662（税抜¥2,420)

【サイズ】W240×H250mm�【重量】約320g�【材質】ポリプロピレン

632P型
タイプ 窓形状 品　番 注文コード 価　格

ハンドシールド 固定窓 632P 106-0203 ￥1,694（税抜¥1,540)

【サイズ】W240×H300mm�【重量】約270g�【材質】ポリプロピレン

602青型
タイプ 窓形状 品　番 注文コード 価　格

ハンドシールド 固定窓 602（青） 106-0202 ￥3,542（税抜¥3,220)

【サイズ】W240×H300mm�【重量】約370g�【材質】FRP�※日本製



NIKKO総合カタログ

溶
接
面

623 革紐式
窓形状 品　番 注文コード 価　格

開閉窓 623 革 106-0701 ￥8,360（税抜¥7,600)

【サイズ】W340×H390mm�【重量】約335g�【材質】牛表革

N吟面マジック式
窓形状 品　番 注文コード 価　格

開閉窓 N吟面 106-1300 ￥10,164（税抜¥9,240)

【サイズ】W370×H380mm�【重量】約290g�【材質】牛表革

床革製 開閉頭巾
窓形状 注文コード 価　格

開閉窓 106-1301 ￥10,120（税抜¥9,200)

【サイズ】W400×H540mm�【重量】約720g�【材質】牛床革

革
製
溶
接
面

29※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

●ヘルメット取付型の開閉窓タイプ。
●革バンドで取付。

●ヘルメット取付型の開閉窓タイプ。
●ゴムバンドで取付。

●ヘルメット取付型の開閉窓タイプ。
●すっぽり被せて使用。

革製溶接面 シリーズ
難燃性があり厚手で丈夫で柔らかい材質。柔らかく身体にフィットするので特に狭所作業に最適です。
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安全で快適な作業を末永くサポートするために、各モデルに対応する交換部品をご用意。

溶接面用交換部品

U型アダプター
注文コード 価　格

007-8100 ￥1,254（税抜¥1,140)
【サイズ】W65×H70mm�【重量】約100g�【材質】スチール

Y型アダプター
注文コード 価　格

007-8200 ￥1,056（税抜¥960)
【サイズ】W65×H70mm�【重量】約100g�【材質】スチール

J型アダプター
注文コード 価　格

007-8001 ￥1,045（税抜¥950)
【【サイズ】W30×H45mm�【重量】約25g�【材質】スチール

NⅡ型アダプター
注文コード 価　格

007-9011 ￥880（税抜¥800)
【サイズ】W35×H60mm�【重量】約70g�【材質】スチール

●主に野球帽型ヘルメッ
トに使用。

●差込口が広いネジ止め
タイプ。

●野球帽型・MP 帽型ヘ
ルメットに使用。

●ネジ止めタイプ。

● MP 帽型ヘルメットに
使用。

●差込口が広いクリップ
タイプ。

●溝付ヘルメットに使
用。

●ネジ止めタイプ。

69mm

35mm

79mm95mm 79mm

39mm 65mm 65mm

ヘルメットの形状に応じて選べる 4 種類のアダプター
受金具

直接被れるバンド式装着具の交換用バンド

交換用各種パーツ

装着用具

交換部品

溶接面用プラバンド(NS用)
注文コード 価　格

106-0800 ￥1,584（税抜¥1,440)

ヘッドバンド(603用)
注文コード 価　格

106-0557 ￥1,320（税抜¥1,200)

PPヘッドギア(613用)
注文コード 価　格

106-0657 ￥1,870（税抜¥1,700)

ギアバンド用汗取り
注文コード 価　格

106-0803 ￥396（税抜¥360)

開閉窓用スプリング(NS･NSG用)
注文コード 価　格

106-0821 ￥88（税抜¥80)

ポリバネ(NPA用)
注文コード 価　格

106-0810 ￥242（税抜¥220)

開閉窓用スプリング(N吟面用)
注文コード 価　格

106-0820 ￥66（税抜¥60)

ポリバネ（632P・PP635用）
注文コード 価　格

106-0632 ￥242 （税抜¥220)

開閉窓用スプリング
(600･603･601･610･613用)

注文コード 価　格

106-0553 ￥88（税抜¥80)

押えバネ(NS･NSG用)
注文コード 価　格

106-0811 ￥308（税抜¥280)

窓枠パッキン
(600･603･601･610･613用)

注文コード 価　格

106-0552 ￥110（税抜¥100)
押えバネ
(600・603・601･610・613用)

注文コード 価　格

106-0551 ￥308（税抜¥280)

窓枠パッキン(NS･NSG･NPA用)
注文コード 価　格

106-0812 ￥110（税抜¥100)

溶接面用ギアバンド
(NSG･NPA用)
注文コード 価　格

106-0801 ￥1,892（税抜¥1,720)
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31※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

強い光を和らげる遮光プレートや細かな文字や作業に対応する拡大プレートなど、用途に応じて交換できるプレートです。
細かい手元作業を快適にします。

遮光プレートをスパッターから保護

溶接面用プレート

自動遮光フィルタC-10
注文コード 価　格

208-0100 ￥12,100（税抜¥11,000)
【サイズ】W108×H51×D5mm�【重量】42g�【材質】プラスチック
※610、613、旧サトー製品には付きません。

PCプレート
注文コード 価　格

008-0510 ￥154（税抜¥140)
【サイズ】W105×H50×D1mm�【重量】10g�
【材質】ポリカーボネート�●日本製

ガラスプレート(スガラス)100枚入
注文コード 価　格

008-0400 ￥1,760（税抜¥1,600)

【サイズ】W105×H50×D2mm�【重量】22g�【材質】ガラス�●日本製

●視野範囲：92 × 36mm
●反応速度：1/3.999 秒
●遮光度：（作業前）3/（作業中）11
●戻り速度：9.9 秒
●対応電流範囲：39 〜 399A
●電池：太陽電池および内蔵電池
●付属品：透明カバープレート 2 枚

●溶接面プレート取付部に使用可
　( 一部不可 )。
　溶接光を感知すると遮光度
　No.11 へ瞬時に変わります。

●材質：ポリカーボネート
●色調：無色透明
●度数：【5 種】
　+1.99/+1.59/+2.99/
　+2.59/+3.99
●用途：カバープレート
　（PC プレートなど）と併用
※ 619、613、旧サトー製品には付きません。

● EN 規格合格、JIS 同等
　（遮光保護具）プレート
●材質：遮光ガラス
●色調：グリーン系
●特徴：耐摩耗性に優れる
●遮光度：【8 種】

6/7/8/9/19/11/12/13
●用途：遮光保護具の
　使用標準参考表を参照

耐摩耗性に優れたガラス製。

●材質：ポリカーボネート
●色調：無色透明
●特徴：耐摩耗性に優れる / 軽量

●軽量で割れにくく溶接スパッタの
　付きにくい保護プレート。

●耐摩耗性、耐熱性に優れた
　ガラス製保護プレート。

拡大プレート
度　数 注文コード 価　格

+1�00 008-0602 ￥1,584（税抜¥1,440)

+1�50 008-0603 ￥1,584（税抜¥1,440)

+2�00 008-0604 ￥1,584（税抜¥1,440)

+2�50 008-0605 ￥1,584（税抜¥1,440)

+3�00 008-0606 ￥1,584（税抜¥1,440)

【サイズ】W108×H51mm�【重量】19g�【材質】ポリカーボネート

ルミナスプレート
度　数 注文コード 価　格

6 008-0206 ¥242 （税抜¥220)
7 008-0207 ¥242 （税抜¥220)
8 008-0208 ¥242 （税抜¥220)
9 008-0209 ¥242 （税抜¥220)
10 008-0210 ¥242 （税抜¥220)
11 008-0211 ¥242 （税抜¥220)
12 008-0212 ¥242 （税抜¥220)
13 008-0213 ¥242 （税抜¥220)

【サイズ】W105×H50×D2mm�【重量】38g�【材質】ガラス�

■ 遮光保護具の使用標準参考表（JIS T8141より）

アーク溶接・切断の周辺作業

被覆アーク溶接

ガスシールドアーク溶接

アークエアガウジング

ガス溶接・切断の周辺作業

重金属のガス溶接及びろう付け
（ℓ/h：1時間あたりのアセチレン使用量）

酸素切断
（ℓ/h：1時間あたりの酸素使用量）

プラズマジェット切断

高炉・鋼片加熱炉・造塊等の作業
転炉・平炉の作業
電気炉の作業
雪・道路・屋根・砂等の反射光を受ける作業
赤外線燈・殺菌燈等を用いる作業
アーク燈・水銀アーク燈等を用いる作業

～30A
30～75A
75～200A
200～400A

～100A
100～300A
300～500A
125～225A
225～350A

～70ℓ/h
70～200ℓ/h
200～800ℓ/h

800ℓ/h
900～2,000ℓ/h

2,000～4,000ℓ/h
4,000～6,000ℓ/h

～150A
150～250A
250～400A

1.4
○

○

○
○

1.7
○

○

○
○

2
○

○

○
○

2.5
○

○

○

○
○

3
○

○

○
○

○
○

4

○

○

○

5

○

○

○

○

○

6

○

○

○

○

7

○

○

○

○

8

○

○

9

○

○

○

10

○

○

○

11

○

○

○

○

12

○

○

○

○

13

○

○

○

○

用途

ア
ー
ク
溶
接
・
切
断
作
業

ガ
ス
溶
接
・
切
断
作
業

高
熱

作
業

そ
の
他

作
業

遮光番号

遮光番号の大きいフィルタ（おおむね10以上）を使用する作業においては、必要な遮光番号より小さい番
号ののもを2枚組み合わせて、それに相当させて使用するのが望ましい。1枚のフィルタを2枚にする場
合の換算は、右記の式による。

N=（n1+n2）－1 N：1枚の場合の遮光番号　n1+n2：2枚の各々の遮光番号
（例）10の遮光番号のものを2枚にする場合　10=（8+3）－1、10=（7+4）－1備 考

1 1 カバープレート
（PCプレート等）

遮光プレート

拡大プレート

2

3

2 3
簡単にプレートのカスタマイズが可能です

■ 手持ちの溶接面の遮光度を手軽に上げたい

■ 細かな作業に対応させたい

■ キズ付いたカバープレートを交換したい

▶ルミナスプレート
▶拡大プレート
▶PCプレート

※溶接面によって使用出来ないプレートもございますのでご確認ください。

プレートの
セット順
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ガス溶接時の着火を安全・簡単におこなうための点火用ライター

溶接棒を腰に提げて移動できる溶接棒入袋

高温でも消えにくいため溶接・溶断時の印付に最適

●ツマミを回して火花を出すタイプの点火器。
●火花が広がらないようカバー付。

●溶接棒を入れる床革製棒入れ袋。
● 27cm と 35cm の 2 種類。

●棒入袋の底を補強する底缶。
● 27cm・35cm 共用。

●平たく加工をし
　直線を引く際に最適。

●太く折れにくいので
　持ち歩く際に便利です。

●丸型・細身で持ちやすく
　最も汎用性の高い商品です。

●丸型・太めで丈夫な商品です。

ライター

床革棒入袋

石　筆

溶接作業用用品

タイガーライター
注文コード 価　格

106-0900 ¥858 （税抜¥780)
【サイズ】W160×H50mm【重量】約60g【材質】スチール

石筆　【厚平】　50本入
注文コード 価　格

220-0025 ￥1,056（税抜¥960)
【サイズ】W80×H5×D13mm�【材質】石

石筆　【三分角】　30本入
注文コード 価　格

220-0027 ￥1,078（税抜¥980)
【サイズ】W80×H9×D9mm�【材質】石

床革棒入袋用底缶
注文コード 価　格

106-0912 ￥220（税抜¥200)
【サイズ】60φ×H15mm�【重量】約40g�【材質】スチール

石筆　【細丸】　100本入
注文コード 価　格

220-0026 ￥1,166（税抜¥1,060)

【サイズ】W80×φ5mm�【材質】石

石筆　【太丸】　50本入　
注文コード 価　格

220-0028 ￥1,056（税抜¥960)
【サイズ】W80×φ6�1mm�【材質】石

タイガーライター用替石　
10g(約100個)

注文コード 価　格

106-0901 ¥1,430 （税抜¥1,300)

タイガーライター用
スプリング付ネジ

注文コード 価　格

106-0902 ￥176（税抜¥160)

床革棒入袋
仕様 /サイズ 注文コード 価　格

① 60φ×270mm 106-0910 ￥1,298（税抜¥1,180)

② 60φ×350mm 106-0911 ￥1,364（税抜¥1,240)

【重量】〈270mm〉約105g、〈350mm〉約145g�【材質】牛床革
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33※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

溶接面の基本仕様
用途やシーンに応じて選べるラインナップと
確かな技術で皆様の作業をサポートする
NIKKO の溶接面の基本的な仕様をご紹介。

直に被れるバンドタイプから手軽に使用できるハンドシールドタイプ、ヘルメットに装着するタイプがございます。

開閉窓と固定窓、6 種類のタイプがございます。

使用環境と作業に応じて選べる 6 つのタイプがございます。

装着方法

窓タイプ

材　質

開閉角度
約 120度

開閉角度
約 90度

開閉角度
約 180度

開閉角度
約 100度

バルカナイズド
ファイバー紙
（絶縁紙）

革製

丈夫で割れにくく軽量
なファイバー紙。優れ
た絶縁性により電気を
通しにくいので特に電
気溶接に最適です。

難燃性があり厚手で丈
夫で柔らかい材質。柔
らかく身体にフィット
するので特に狭所作業
に最適です。

ファイバー紙
（パスコ製）

FRP 製

軽くて丈夫な耐久性の
ある材質。安価なため
様々な作業にご使用い
ただけます。

ガラス繊維と組み合わ
せた軽量で非常に強度
の高いプラスチック。
丈夫な商品をご希望な
方に最適です。

PA
ポリアミド
（ナイロン）

PP
ポリプロピレン

軽量で耐摩耗性、耐寒冷
性、耐衝撃性に優れたプ
ラスチック。剛性と難燃
性も有しています。特に
屋外作業に最適です。

軽量で耐熱性が高い材
質。強度も優れているプ
ラスチック。特に屋外作
業に最適です。

■ヘルメット取付タイプ　ヘルメットに合わせて取り付ける「受金具」は４種類。 ■かぶり面タイプ　各種バンドをヘルメットに巻き付けたり、被せて装着するタイプ。

■革製タイプ ■手持ちタイプ

●主に野球帽型ヘルメットに使用。
●差込口が広いネジ止めタイプ。

●様々なヘルメットにバンドを巻き付けて
　固定することが可能です。

●柄を直接手で持って使用する
　ハンドシールドタイプです。

●野球帽型・MP 帽型ヘルメットに使用。
●ネジ止めタイプ。

● MP 帽型ヘルメットに使用。
●差込口が広いクリップタイプ。

●溝付ヘルメットに使用。
●ネジ止めタイプ。

●穴を合わせてサイズを調整する
　プラ製バンド。

●ダイヤルを回し調整する
　プラ製バンド。

●蝶ネジで調整する
　ファイバー紙バンド。

●ダイヤルを回し調整する
　プラ製バンド。
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●上部が平らなツバ付きタイプ

●袖付きの割烹着タイプ

●頭の形に合わせた帽子型タイプ

34

燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持。

頭巾

エプロン

帆布製

帆布袖付エプロン
サイズ 注文コード 価　格

L 212-0101 ¥4,290 （税抜¥3,900)
LL 212-0102 ¥4,730 （税抜¥4,300)
３L 212-0103 ¥5,280 （税抜¥4,800)

【サイズ】L：長さ98cm、肩幅58cm、袖長50cm、裾幅98cm、
LL：長さ105cm、肩幅60cm、袖長50cm、裾幅102cm
3L：長さ110cm、肩幅62cm、袖長50cm、裾幅106cm
【重量】L：655g、LL：680g、3L：705g�【材質】帆布

帆布頭巾 住友型 ツバ付き
注文コード 価　格

211-1020 ¥1,870 （税抜¥1,700)
【サイズ】長さ39cm、頭周58cm【重量】140g【材質】帆布

帆布頭巾 住友型 ツバ無し
注文コード 価　格

211-1021 ¥1,760 （税抜¥1,600)
【サイズ】長さ39cm、頭周58cm【重量】130g【材質】帆布

帆布頭巾 白 大 （石川島型10cm長）

注文コード 価　格

211-1007 ¥1,815 （税抜¥1,650)
【サイズ】長さ49cm、頭周63cm【重量】150g【材質】帆布

帆布胸前掛け
注文コード 価　格

212-2001 ¥1,485 （税抜¥1,350)
【サイズ】長さ94cm、幅56cm【重量】225g【材質】帆布

●胸から太ももまで防護します

首の後ろと背中を紐で結びます。 紐を背中でクロスさせて結びます。

手首が開かないよう紐で固定します。

●上部が平らなツバ無しタイプ

身体用保護具 帆布製
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●腰から足首まで前面を防護します。

●肩口から手首まで防護します。 ●両端ゴム入りタイプ ●脛から足首まで防護します。
　面ファスナー止めタイプ。

腰下

腕カバー 足カバー

帆布腰下ローハイド
サイズ 注文コード 価　格

M 212-0110 ¥2,860 （税抜¥2,600)
３L 212-0111 ¥3,190  （税抜¥2,900)

【サイズ】M：長さ83cm、腰幅53cm、足幅27cm
3L：長さ90cm、腰幅61cm、足幅30cm
【重量】M：290g、3L：320g【材質】帆布

帆布足カバーマジック止
サイズ 注文コード 価　格

L 213-0604 ¥3,520 （税抜¥3,200)
LL 213-0604-1 ¥3,630 （税抜¥3,300)

【サイズ】L：高さ22cm、上部幅16cm、底幅19cm
LL：高さ22cm、上部幅18cm、底幅21cm
【重量】165g、180g【材質】帆布

帆布腰下前掛け
注文コード 価　格

212-1001 ¥1,375 （税抜¥1,250)
【サイズ】長さ58cm、幅46cm【重量】140g【材質】帆布

●腰から太ももまで防護します。

腰紐の他、太ももの後ろと
ふくらはぎの２箇所で紐を結びます。

両腕についている紐を首の後ろで結びます。 手首と上腕部はゴムで絞られでいます。

面ファスナーで
簡単に脱着できます。

腰紐をまわして体の前で結びます。
上部を織り込み紐を隠します。

帆布腕カバー舟型
注文コード 価　格

212-5001 ¥1,320 （税抜¥1,200)
【サイズ】長さ50cm、袖口周25cm、上部腕周40cm
【重量】145g【材質】帆布

帆布腕カバー両ゴム入
注文コード 価　格

212-5101 ¥1,320 （税抜¥1,200)
【サイズ】長さ40cm、腕周36cm【重量】135g【材質】帆布

35※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

粉塵・塗装・オイルなどで汚れる現場や溶接現場の火花などから身体を保護します。
軽量で作業性の高い帆布製・綿製、汚れの目立たず丈夫なデニム製、燃えにくく丈夫な床皮製があります。
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● 1 枚物の皮で胸から太ももまで防護します。 ●肩口から手首まで防護します。

エプロン 腕カバー

2 本の紐を取り付け
背中でクロスして結びます。

両腕が一本の紐で繋がっています。
紐を首の後ろにまわします。

36

燃えにくく丈夫な床皮製。

足カバー

床皮製

●革製ベルト止めタイプ。

床皮胸前掛け
注文コード 価　格

212-2002 ¥4,400 （税抜¥4,000)
【サイズ】長さ87cm、幅50cm【重量】450g【材質】床皮

床皮腕カバー
注文コード 価　格

212-5501 ¥3,960 （税抜¥3,600)
【サイズ】長さ57cm、袖口周24cm、上部腕周44cm【重量】425g【材質】床皮

床皮足カバー3本バンド
注文コード 価　格

213-0623 ¥3,960 （税抜¥3,600)
【サイズ】高さ23cm、上部幅17cm、底幅30cm
【重量】290g【材質】床皮

●脛から足の甲まで防護します。
　ゴム紐止めタイプ。

床皮足カバー溶接用 （カギ止）

注文コード 価　格

213-0622 ¥4,070 （税抜¥3,700)
【サイズ】高さ23cm、上部幅17cm、底幅30cm
【重量】285g【材質】床皮

●面ファスナー止めタイプ。

床皮足カバーマジック止
注文コード 価　格

213-0624 ¥4,180 （税抜¥3,800)
【サイズ】高さ23cm、上部幅17cm、底幅30cm
【重量】255g【材質】床皮

床皮製身体用保護具
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●上部が平らなツバ付きタイプ。 ●首元までカバーするタイプ。

●胸から太ももまで防護します。 ●肩口から手首まで防護します。

●胸元から肩までカバーするタイプ。

エプロン 腕カバー

首の後ろ、背中で
それぞれ紐を結びます。

両腕についている紐を
首の後ろで結びます。

37※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

燃えにくい綿製。汚れの目立たないグレー色。

頭巾

綿 製

燃えにくく軽量、汚れも目立たないデニム製。デニム製

溶接頭巾天丸 グレー１号
サイズ 注文コード 価　格

大 211-1004 ¥2,200 （税抜¥2,000)
特大 211-1004-1 ¥2,255 （税抜¥2,050)

【サイズ】大：長さ29cm、頭周57cm、特大：長さ29cm、頭周58cm
【重量】大・特大：80g【材質】綿

溶接頭巾天丸 グレー2号
サイズ 注文コード 価　格

大 211-1009 ¥2,640 （税抜¥2,400)
特大 211-1009-1 ¥2,695 （税抜¥2,450)

【サイズ】大：長さ35cm、頭周57cm、特大：長さ35cm、頭周58cm
【重量】大・特大：100g【材質】綿

身体用保護具

溶接頭巾天丸 グレー3号
注文コード 価　格

211-1012 ¥3,300 （税抜¥3,000)
【サイズ】長さ43cm、頭周58cm【重量】140g【材質】綿

デニム腕カバー
注文コード 価　格

212-5003 ¥2,090 （税抜¥1,900)
【サイズ】長さ50cm、袖口周30cm、上部腕周47cm【重量】190g【材質】デニム

デニム胸前掛け （ポケット付）

注文コード 価　格

212-2003 ¥1,650 （税抜¥1,500)
【サイズ】長さ100cm、幅65cm【重量】400g【材質】デニム

デニム製・綿製
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半透明のフレームが視界を完全に遮らず視野を広く保てるメガネです。
●飛来物保護

SS-29
レンズ名 注文コード 価　格

PCレンズ 透明　■ 001-5404 ¥4,488 （税抜¥4,080)
PCFレンズ 曇り止め■ 001-5407 ¥4,752 （税抜¥4,320)

【重量】34g【材質】フレーム：アセテート（グレー）／レンズ：ポリカーボネート

保護メガネ
破片などの飛来物から眼を保護するためのメガネです。
特徴のあるレンズ、フレームが揃っていますので、用途、お好みに合わせてお選びください。

レンズ名 透明レンズ　PC

材質 ポリカーボネート

特徴 ・JIS規格同等品���
・軽量で耐衝撃性に優れる��
・紫外線放射約100%カット

レンズ名 曇り止めレンズ　PCF

材質 ポリカーボネート

特徴 ・JIS規格同等品���
・軽量で耐衝撃性に優れる��
・紫外線放射約100%カット
・レンズ両面に防曇加工（湿気の多い作業場などに）

研磨作業

液体飛沫

軽作業

粉塵現場

SS-29

サイドシールド一体成型

半透明のフレームが広い視野を確保

59mm

195mm

139mm

original
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お手持ちのメガネに装着可能※一般的なメガネに限ります。

139mm

39※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

サイドシールド着脱可能タイプ

メガネの上に付けるクリップオンタイプ

サイドシールド固定タイプ

●飛来物保護

●飛来物保護

●飛来物保護

SS-233N
レンズ名 注文コード 価　格

PCレンズ 透明　■ 001-6006 ¥4,818  （税抜¥4,380)
PCFレンズ 曇り止め■ 001-6007 ¥5,060 （税抜¥4,600)

【重量】34g【材質】フレーム：メタル／レンズ：ポリカーボネート

SS-302
レンズ名 注文コード 価　格

PCレンズ 透明　■ 011-0308 ¥3,630 （税抜¥3,300)
PCFレンズ 曇り止め■ 011-0309 ¥3,850 （税抜¥3,500)

【重量】33g【材質】フレーム：メタル／レンズ：ポリカーボネート

FC-5
レンズ名 タイプ 注文コード 価　格

PCレンズ 透明　■ クリップオンタイプ 001-6408 ¥1,848 （税抜¥1,680)
【重量】20g【材質】クリップ：メタル／レンズ：ポリカーボネート

SS-233N

FC-5

SS-302

サイドシールド着脱可

65mm

99mm

59mm

197mm

155mm

135mm

159mm

155mm

等におすすめ
粉塵粉塵
現場現場

研磨研磨
作業作業

    軽軽
作業作業

液体液体
飛沫飛沫
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ナイロン製フレームで快適な掛け心地！テンプル角度三段階調整可能なメガネ

フレームの長さや角度を使用者に合わせて調整可能

●紫外線をカットし飛来物保護。軽量。

●細かい作業に向いている

軽作業用メガネは、日曜大工や園芸などの軽作業時に着用するメガネです。軽作業用メガネに使用されている
ポリカーボネートレンズは有害な紫外線をカット、耐衝撃性に優れ、軽量です。

レンズ名 PCレンズ

材質 ポリカーボネート

色調 透明・グリーン・金茶

特徴 ・軽量で耐衝撃性にすぐれる　
・紫外線放射約100％カット
※�軽作業用メガネのレンズ交換はできません。

日曜大工 園芸

NY-3

SS-36

テンプル長さ調整 テンプル角度調整

透明

透明

グリーン

グリーン

微細文字が見えやすい金茶レンズ

サイドシールド
固定タイプ

テンプル
角度調整

金茶

金茶

鼻パッド位置調整

98mm

55mm

155mm

159mm

159mm

199mm

NY-3
レンズ名 注文コード 価　格

PCレンズ 透 明　 ■ 001-2540 ¥1,870 （税抜¥1,700)
PCレンズ グリーン■ 001-2541 ¥1,914 （税抜¥1,740)
PCレンズ 金 茶　 ■ 001-2604 ¥2,024 （税抜¥1,840)

【重量】27g【材質】フレーム：ナイロン／レンズ：ポリカーボネート

SS-36
レンズ名 注文コード 価　格

PCレンズ 透 明　 ■ 001-4900 ¥1,320 （税抜¥1,200)
PCレンズ グリーン■ 001-4901 ¥1,342 （税抜¥1,220)
PCレンズ 金 茶　 ■ 001-4902 ¥1,474 （税抜¥1,340)

【重量】35g【材質】フレーム／レンズ：ポリカーボネート

曇り止め
タイプ

original

軽作業用保護メガネ
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41※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

99mm

59mm

197mm

199mm
199mm

159mm

199mm

299mm

精密な作業を行う場合や、老眼鏡を必要とされる作業者の方に最適なメガネです。
作業用拡大鏡は耐衝撃性を備え、工場や屋外での作業時に伴う様々な危険から眼を保護することができます。

レンズ名 拡大レンズ

材質 CR-39�＊

度数 +1�00、+1�50、+2�00、+2�50、+3�00

特徴 ・JIS規格同等品　・耐衝撃性にすぐれる　・紫外線放射約100％カット

精密作業 軽作業

SS-233N Plus

SS-201 Plus Clic reader

サイドシールド着脱可

SS-233N Plus
度数 注文コード 価　格

+1�00 001-6051 ¥5,324 （税抜¥4840)
+1�50 001-6052 ¥5,324 （税抜¥4840)
+2�00 001-6053 ¥5,324 （税抜¥4840)
+2�50 001-6054 ¥5,324 （税抜¥4840)
+3�00 001-6055 ¥5,324 （税抜¥4840)

【重量】35〜39g【材質】フレーム：スチール／レンズ：CR-39

SS-201 Plus
度数 注文コード 価　格

+1�00 001-6251 ¥5,324 （税抜¥4,840)
+1�50 001-6252 ¥5,324 （税抜¥4,840)
+2�00 001-6253 ¥5,324 （税抜¥4,840)
+2�50 001-6254 ¥5,324 （税抜¥4,840)
+3�00 001-6255 ¥5,324 （税抜¥4,840)

【重量】36〜40g【材質】フレーム：スチール／レンズ：CR-39

Clic reader
度数 注文コード 価　格

+1�00 001-7051 ¥8,800 （税抜¥8,000)
+1�50 001-7052 ¥8,800（税抜¥8,000)

+2�00 001-7053 ¥8,800 （税抜¥8,000)
+2�50 001-7054 ¥8,800 （税抜¥8,000)
+3�00 001-7055 ¥8,800 （税抜¥8,000)

【重量】26g【材質】フレーム：ナイロン、レンズ：アクリル

＊ガラスレンズを目指して作られたレンズ素材（優れたプラスチック）です。
　軽量でキズが付きにくく、歪みが非常に少ないためメガネに最適な素材です。
　軽い薬品や酸などにも強い特徴があります。

文 字 の 見 え 方

1.001.00 倍倍 1.501.50 倍倍 2.002.00 倍倍 2.502.50 倍倍 3.003.00 倍倍

※ 画像はイメージです。

作業用拡大鏡保護メガネ
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薬品での手入れ可能！何回も使える耐久性の高いメガネ

視野が広く、かけやすいタイプのメガネです。基本仕様のハードコートレンズに加え、曇り止め加工をしたレンズや
有機溶剤に強いナイロン製レンズなど、使用用途に応じてお選びいただけます。
普段使用しているメガネの上からかけられるオーバーグラスタイプもあります。

レンズ名 フォグカット　FC

材質 ポリカーボネート

特徴 ・JIS、ANSI同等の耐衝撃性を有する
・レンズ両面に防曇加工
・湿気の多い作業場などに
・紫外線放射約100％カット

レンズ名 ノンスクラッチ　NS

材質 ポリカーボネート

特徴 ・軽量でJIS、ANSI同等の耐衝撃性を有する
・レンズ表面に表面硬化加工
・グラインダー掛けや金属粉塵の多い作業場に
・紫外線放射約100％カット

レンズ名 ナイロン

色 薄黄色

特徴 ・ANSI同等の耐衝撃性を有する
・レンズ両面に防曇加工
・汚れにくく塗料や有機溶剤の付着もシンナーでの
　拭き取りが可能

レンズ名 ノンコート

材質 ポリカーボネート

特徴 ・軽量でJIS、ANSI同等の耐衝撃性を有する
・レンズ両面コート加工が無いため一部アルコールに　
　よる消毒処理が可能

727 ナイロン

790　ノンコート SOG-1 NS

有機溶剤、アルコール
シンナーでの手入れ可能

一体成型タイプ

一体成型タイプ

一体成型タイプ

727 ナイロン
レンズ名 注文コード 価　格

ナイロン 005-5205 ¥3,432 （税抜¥3,120)
【重量】45g【材質】フレーム／レンズ：ナイロン

SOG-1 NS
レンズ名 注文コード 価　格

ノンスクラッチ 005-5302 ¥2,640 （税抜¥2,400)
【重量】48g【材質】フレーム／レンズ：ポリカーボネート

790　ノンコート
レンズ名 注文コード 価　格

ノンコート 005-5304 ¥616 （税抜¥560)
【重量】42g【材質】フレーム／レンズ：ポリカーボネート

727 ナイロン耐薬品試験結果（当社調べ）
各薬品へ６時間、24時間、48時間浸して影響があるか（評価基準：○／影響なし、×／影響あり）

薬品名 6時間 24時間 48 時間 48 時間後の浸漬後乾燥させた外観

アセトン ○ ○ ○ 変色・変形等の外観異常なし

酢酸エチル ○ ○ ○ 変色・変形等の外観異常なし

トルエン ○ ○ ○ 変色・変形等の外観異常なし

メガネ
併用可

メガネ
併用可

医療・実験現場におすすめな軽量タイプ

アルコール
消毒可

有機溶剤
作業向

アルコール
消毒可

汚れ除去に
シンナー
利用可

衝撃・傷に
強い！

169mm

165mm
169mm

159mm

159mm

169
mm

69
mm

58
mm

69
mm

一眼式保護メガネ
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43※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

メガネ
併用可

メガネ
併用可

770 FC

# 710

727 NS

706 NS

727-S NS

バーのクッション性能 テンプル長さ調整

鼻パッドがフィットする

スポーツにも

テンプル角度調整

727 NS
レンズ名 注文コード 価　格

ノンスクラッチ 005-5202 ¥2,640  （税抜¥2,400)
【重量】44g【材質】フレーム／レンズ：ポリカーボネート

727-S NS
レンズ名 注文コード 価　格

ノンスクラッチ 005-5204 ¥1,584 （税抜¥1,440)
【重量】33g【材質】フレーム／レンズ：ポリカーボネート

706 NS
レンズ名 注文コード 価　格

ノンスクラッチ 005-0302 ¥2,750 （税抜¥2,500)
【重量】34g【材質】フレーム／レンズ：ポリカーボネート

770 FC
レンズ名 注文コード 価　格

フォグカット 005-5251 ¥1,210 （税抜¥1,100)
【重量】47g【材質】フレーム：ナイロン／レンズ：ポリカーボネート

軽量でフィット感抜群！スポーツなどにも最適 衝撃に強く、
レンズ交換可能なタイプ

#710
レンズ名 入り数 注文コード 価　格

フォグカット 10 個入り 005-7100 ¥7,590 （税抜¥6,900)
フォグカット 5個入り 005-7101 ¥4,048 （税抜¥3,680)
【重量】24g【材質】フレーム：ナイロン／レンズ：ポリカーボネート

女女性・性・子ども子ども
サイズ

衝撃・傷に
強い！

衝撃・傷に
強い！

衝撃・傷に
強い！

曇り止め
タイプ

曇り止め
タイプ

レンズ交換
可能

169mm

169mm

159mm

199mm

135mm

139mm

159
mm

129
mm

169
mm

139
mm

79
mm

69
mm

95
mm

95
mm

55
mm

等の作業現場におすすめ
研磨研磨
作業作業

    軽軽
作業作業

液体液体
飛沫飛沫
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作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護します。
用途やお好みに合わせて、レンズ、フレームの種類をお選びください。

アイピース名 フォグカット　FC

材質 セルロースアセテート　※�201、214FC、GCV-80はポリカーボネート

特徴 ・レンズ両面に防曇加工
・湿気の多い作業場などに
・紫外線放射約100％カット

アイピース名 ノンスクラッチ　NS

材質 ポリカーボネート

特徴 ・レンズ表面に表面硬化加工
・グラインダー掛けや金属粉塵の多い作業場に
・紫外線放射約100％カット

アイピース名 スタンダード

材質 セルロースアセテート　※�214はポリカーボネート

特徴 ・透明度の高い廉価版

溝がベンチレーションに
なっている特殊設計

微細な粉塵や細菌も入りづらい
無気孔タイプ

防塵マスクと併用しやすい
鼻の開口部が広い形状

間接ベンチレーション

幅広レンズで
サイドまで見やすい

GCV-52
注文コード 価　格

003-0202 ¥2,486 （税抜¥2,260)
【重量】81g【材質】フレーム：軟質ビニール／レンズ：セルロースアセテート

GCV-62
種　類 注文コード 価　格

間接ベンチレーション�003-0402 ¥2,200 （税抜¥2,000)
無気孔� 003-0403 ¥2,200 （税抜¥2,000)

【重量】79g【材質】フレーム：軟質ビニール／レンズ：セルロースアセテート

ベンチレーションの構造

■　直接ベンチレーション
フレームに直接気孔をあけた普及型です。

■　間接ベンチレーション
特殊な構造により、ベンチレーションを通して
ゴーグル内に粉塵等を入りにくくしています。

■　無気孔
通気口が開いていないタイプです。

original

original

日本人の顔に合わせて作られたゴーグル
GCV-52

曇りにくいベンチレーション付と
防護性の高い無気孔タイプ

GCV-62

曇り止め
タイプ

曇り止め
タイプ

アイピース
交換可能

アイピース
交換可能

185mm

175mm

75mm

69mm

75
mm

89
mm

メガネ
併用可

保護ゴーグル
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45※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

208

GCV-80

201

205

207 214

レンズに厚みがあり
衝撃に強い

一体成型エラストマー樹脂製のフレームで
接合部がやわらか

無気孔

219

FC 無気孔

219FC 無気孔 FCV 間接ベンチレーション

一体成型 一体成型

間接ベンチレーション 無気孔

GCV-80
注文コード 価　格

003-0800 ¥2,640 （税抜¥2,400)
【重量】86g【材質】フレーム：エラストマー／レンズ：ポリカーボネート

205
注文コード 価　格

003-0005 ¥2,376 （税抜¥2,160)
【重量】69g【材質】フレーム：軟質ビニール、レンズ：ポリカーボネート

201
注文コード 価　格

003-0001 ¥1,056 （税抜¥960)
【重量】60g【材質】フレーム：軟質ビニール／レンズ：ポリカーボネート

208
入り数 注文コード 価　格

10 個入り 003-0008 ¥7,920 （税抜¥7,200)
【重量】70g【材質】フレーム：軟質ビニール／レンズ：ポリカーボネート

original

original original

207
種　類 注文コード 価　格

① FC無気孔� 003-1602 ¥1,804 （税抜¥1,640)
② FCV間接ベンチレーション� 003-1702 ¥2,134 （税抜¥1,940)

【重量】①81g、②83g【材質】フレーム：軟質ビニール／レンズ：セルロースアセテート

214
種　類 注文コード 価　格

① 214� 003-1111 ¥1,650 （税抜¥1,500)
② 214FC 無気孔�� 003-1212 ¥2,310 （税抜¥2,100)

【重量】①81g、②83g【材質】フレーム：ゴム／レンズ：ポリカーボネート

レンズ内側
曇り止め

曇り止め
タイプ

曇り止め
タイプ

ノンコート
タイプ

曇り止め
タイプ

曇り止め
タイプ

曇り止め
タイプ

アイピース
交換可能

アイピース
交換可能

アイピース
交換可能

アイピース
交換可能

アイピース
交換可能

アイピース
交換可能

内側
曇り止め

内側
曇り止め

189mm

189mm
179mm

185mm

175mm 199mm

99mm

65mm 69mm

99mm

89
mm

89
mm

89
mm

99
mm

89
mm

199
mm

69mm
79mm

外側
表面硬化処理

等の作業現場におすすめ
粉塵粉塵
現場現場

液体液体
飛沫飛沫
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遮光メガネは、眼に有害な紫外線や赤外線、また溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する
ために着用するメガネのことです。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適しています。
※レーザー光の遮光には使用できません

レンズ名 遮光レンズ　IR

材質 ポリカーボネート

遮光度 1�7、2、3、4、5

色 グリーン系

特徴 ・JIS規格同等品
・軽量で耐衝撃性に優れる
・スパッターが付きにくい

レンズ名 G3、G4レンズ

材質 ポリカーボネート

遮光度 G3（遮光度5相当）、G4（遮光度3相当）

色 グリーン系

特徴 ・JIS規格同等品
・軽量で耐衝撃性に優れる
・フラット（平面）レンズ

レンズ名 NIKKO

材質 ガラス

遮光度 1�7、2、3、4、5、6

色 グリーン系

特徴 ・JIS規格同等品
・耐摩耗、耐薬品、耐熱性に優れる

NY-3 IR NY-6 IR

サイドシールド固定タイプ フレームに固定タイプフレーム角度調整可 複式上下自在式でフレーム角度調整可

溶接周辺作業時に耐久性の高いレンズが眼
を護ります。ナイロン製フレームが快適な
掛け心地のメガネです。

溶接周辺作業時に耐久性の高いレンズが眼
を護ります。ナイロン製フレームが快適な
掛け心地のメガネです。

溶接周辺作業 電炉周辺現場

溶接作業時は溶接面をお
使いください。P22の使
用標準参考表をご参照頂
き、適切な遮光度の番手
でご使用ください。

ご 注 意

original original

NY-3 IR
遮光度 注文コード 価　格

IR�1�7 001-2506 ¥3,168 （税抜¥2,880)
IR�2 001-2507 ¥3,168 （税抜¥2,880)
IR�3 001-2508 ¥3,168 （税抜¥2,880)
IR�4 001-2511 ¥3,168 （税抜¥2,880)
IR�5 001-2512 ¥3,168 （税抜¥2,880)

【重量】27g【材質】フレーム：ナイロン／レンズ：ポリカーボネート

NY-6 IR
遮光度 注文コード 価　格

IR�1�7 001-2525 ¥4,488 （税抜¥4,080)
IR�2 001-2526 ¥4,488 （税抜¥4,080)
IR�3 001-2527 ¥4,488 （税抜¥4,080)
IR�4 001-2531 ¥4,488 （税抜¥4,080)
IR�5 001-2532 ¥4,488 （税抜¥4,080)

【重量】45g【材質】フレーム：ナイロン／レンズ：ポリカーボネート

レンズ内側
曇り止め

155mm 155mm

159mm

155mm

98
mm

98
mm

遮光メガネ遮光メガネ・ゴーグル
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47※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

SS-29 IR

SS-233N IR FC-5 IR

SS-21 IR SS-201 IR

一体成型タイプ 透明フレームで視界が広がる

サイドシールド着脱可 メガネの上に付けられる
クリップオンタイプ

SS-29 IR
遮光度 注文コード 価　格

IR�1�7 001-5421 ¥5,016 （税抜¥4,560)
IR�2 001-5422 ¥5,016 （税抜¥4,560)
IR�3 001-5424 ¥5,016 （税抜¥4,560)
IR�4 001-5425 ¥5,016 （税抜¥4,560)
IR�5 001-5426 ¥5,016 （税抜¥4,560)

【重量】38g【材質】フレーム：アセテート／レンズ：ポリカーボネート

FC-5 IR
遮光度 注文コード 価　格

IR�1�7 001-6421 ¥2,992 （税抜¥2,720)
IR�2 001-6422 ¥2,992 （税抜¥2,720)
IR�3 001-6424 ¥2,992 （税抜¥2,720)
IR�4 001-6425 ¥2,992 （税抜¥2,720)
IR�5 001-6426 ¥2,992 （税抜¥2,720)

【重量】20g【材質】クリップ：メタル／レンズ：ポリカーボネート

SS-201 IR
遮光度 注文コード 価　格

IR�1�7 001-6283 ¥4,818 （税抜¥4,380)
IR�2 001-6284 ¥4,818 （税抜¥4,380)
IR�3 001-6285 ¥4,818 （税抜¥4,380)
IR�4 001-6286 ¥4,818 （税抜¥4,380)
IR�5 001-6287 ¥4,818 （税抜¥4,380)

【重量】31g【材質】フレーム：メタル／レンズ：ポリカーボネート

SS-21 IR
遮光度 注文コード 価　格

IR�1�7 001-4321 ¥3,872 （税抜¥3,520)
IR�2 001-4322 ¥3,872 （税抜¥3,520)
IR�3 001-4323 ¥3,872 （税抜¥3,520)
IR�4 001-4324 ¥3,872 （税抜¥3,520)
IR�5 001-4325 ¥3,872 （税抜¥3,520)

【重量】28g【材質】フレーム：メタル／レンズ：ポリカーボネート

SS-233N IR
遮光度 注文コード 価　格

IR�1�7 001-6021 ¥5,082 （税抜¥4,620)
IR�2 001-6022 ¥5,082 （税抜¥4,620)
IR�3 001-6024 ¥5,082 （税抜¥4,620)
IR�4 001-6025 ¥5,082 （税抜¥4,620)
IR�5 001-6026 ¥5,082 （税抜¥4,620)

【重量】34g【材質】フレーム：メタル／レンズ：ポリカーボネート

original

195mm

197mm

191mm 199mm

139mm

159mm

198mm 199mm

135mm

59
mm

99
mm

96
mm

59
mm

65
mm

等の周辺作業におすすめ
溶接 電炉
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330 NIKKO

PC-6 NIKKO

325 NIKKO

PC-5 NIKKO

腹式上下自在式 単式上下自在式

安全帽取付タイプ
( ネジ止めタイプ )

安全帽取付タイプ
( クリップ止め )

※ ヘルメットは付属していません※ ヘルメットは付属していません

溶接周辺作業 電炉周辺現場

薬品、熱に強い！国内希少な
ガラスレンズを使用した遮光メガネガ ラ ス

330　NIKKO
遮光度 注文コード 価　格

NIKKO�4 001-1265 ¥3,674 （税抜¥3,340)
NIKKO�5 001-1266 ¥3,674 （税抜¥3,340)
NIKKO�6 001-1267 ¥3,674 （税抜¥3,340)

【重量】54g【材質】フレーム：メタル／レンズ：ガラス

325 NIKKO
遮光度 注文コード 価　格

NIKKO�4 001-1215 ¥3,960 （税抜¥3,600)
NIKKO�5 001-1216 ¥3,960 （税抜¥3,600)
NIKKO�6 001-1217 ¥3,960 （税抜¥3,600)

【重量】85g【材質】フレーム：ポリカーボネート／金具：メタル／レンズ：ガラス

PC-6 NIKKO
遮光度 注文コード 価　格

NIKKO�1�7 001-4011 ¥2,860 （税抜¥2,600)
NIKKO�2 001-4012 ¥2,860 （税抜¥2,600)
NIKKO�3 001-4014 ¥2,860 （税抜¥2,600)
NIKKO�4 001-4015 ¥2,860 （税抜¥2,600)
NIKKO�5 001-4016 ¥2,860 （税抜¥2,600)
NIKKO�6 001-4017 ¥2,860 （税抜¥2,600)

【重量】60g【材質】フレーム：ポリカーボネート／レンズ：ガラス

PC-5 NIKKO
遮光度 注文コード 価　格

NIKKO�1�7 001-3911 ¥2,640 （税抜¥2,400)
NIKKO�2 001-3912 ¥2,640 （税抜¥2,400)
NIKKO�3 001-3914 ¥2,640 （税抜¥2,400)
NIKKO�4 001-3915 ¥2,640 （税抜¥2,400)
NIKKO�5 001-3916 ¥2,640 （税抜¥2,400)
NIKKO�6 001-3917 ¥2,640 （税抜¥2,400)

【重量】67g【材質】フレーム：ポリカーボネート／レンズ：ガラス

G3、G4 ( ポリカ ) レンズへ付替可能 G3、G4 ( ポリカ ) レンズへ付替可能

original original

135mm

135mm 135mm

135mm

135mm 139mm

55
mm

55
mm

79
mm

55
mm

熱に強い

熱に強い 熱に強い

熱に強い

ガラス入り遮光メガネ遮光メガネ・ゴーグル
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49※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

遮光性能はもちろんのこと、視野がワイドになった分より快適な作業環境を得ることができるメガネです。
レンズ交換が可能なタイプや、普段使用しているメガネの上からかけられるオーバーグラスタイプもあります。

【一眼式遮光メガネ】

レンズ名 遮光レンズ　IR

材質 ポリカーボネート

色 グリーン系

遮光度 1�7、2、3、4、5

特徴 ・JIS規格同等品���
・軽量で耐衝撃性に優れる��
・スパッターがつきにくい

【遮光ゴーグル】

アイピース名 遮光レンズ　IR

材質 セルロースアセテート

色 グリーン系

遮光度 1�7

特徴 ・有害紫外放射や赤外放射をカット

GCV-64

727 IR

207 IR

706 IR

間接ベンチレーション 間接ベンチレーション

溶接周辺作業 電炉周辺現場

727 IR
遮光度 注文コード 価　格

IR�1�7 005-5121 ¥3,167 （税抜¥2,880)
IR�2 005-5122 ¥3,167 （税抜¥2,880)
IR�3 005-5123 ¥3,167 （税抜¥2,880)
IR�4 005-5124 ¥3,167 （税抜¥2,880)
IR�5 005-5125 ¥3,167 （税抜¥2,880)

【重量】53g【材質】フレーム／レンズ：ポリカーボネート

706 IR
遮光度 注文コード 価　格

IR�3 005-0324 ¥3,630 （税抜¥3,300)
【重量】34g【材質】フレーム／レンズ：ポリカーボネート

GCV-64
遮光度 注文コード 価　格

IR�1�7 003-0504 ¥2,640 （税抜¥2,400)
【重量】79g【材質】フレーム：軟質ビニール／レンズ：セルロースアセテート

207 IR
遮光度 注文コード 価　格

IR�1�7 003-1804 ¥2,640 （税抜¥2,400)
【重量】83g【材質】フレーム：軟質ビニール／レンズ：セルロースアセテート

遮光度 1.7 遮光度 2 遮光度 3 遮光度 9 遮光度 5

original original

169mm

175mm 175mm

159mm

159mm

69mm 69mm

129mm

69
mm

89
mm

89
mm

95
mm

レンズ交換
可能

アイピース
交換可能

アイピース
交換可能

メガネ
併用可

一眼式遮光メガネ 遮光ゴーグル遮光メガネ・ゴーグル
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original

SS-29　TILA

727　TILA

FC-5　TILA

SS-233N　TILA OAN-016　TILA

一体成型タイプ

メガネの上に付ける
クリップオンタイプ

サイドシールド着脱可 一体成型タイプ

SS-233N　TILA
注文コード 価　格

001-6081 ¥6,050 （税抜¥5,500)
【重量】34g【材質】フレーム：メタル／レンズ：ポリカーボネート

OAN-016　TILA
注文コード 価　格

004-1060 ¥10,560 （税抜¥9,600)
【重量】30g【材質】フレーム：ナイロン／レンズ：ポリカーボネート

SS-29　TILA
注文コード 価　格

001-5581 ¥6,336 （税抜¥5,760)
【重量】38g【材質】フレーム：アセテート(グレー)／レンズ：ポリカーボネート

727　TILA
注文コード 価　格

005-5127 ¥5,192 （税抜¥4,720)
【重量】43g【材質】ナイロンテンプル

FC-5　TILA
種　類 注文コード 価　格

クリップオンタイプ 001-6481 ¥4,114 （税抜¥3,740)
クリップオンタイプ�小 001-6483 ¥4,114 （税抜¥3,740)

【重量】20g【材質】クリップ：メタル／レンズ：ポリカーボネート

original

original

original original

メガネ
併用可

フレームに固定

195mm

169mm

135mm

128mm

197mm 156mm

139mm

159mm

159mm 169mm

59
mm

69
mm

59
mm

65
mm

99
mm

99
mm

foton
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51※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※カタログ商品の色は印刷インクの特性上、実際の商品と異なって見える場合がございます。
※商品のサイズ、重量などの数値は、全て（約）の値です。 ※価格は2022年1月現在のものです。

レンズ名 TILA

材質 ポリカーボネート

色 グレー系

特徴 ・軽量で耐衝撃性に優れる・色の識別を損なわない
・紫外放射、赤外放射、青紫光線（ブルーライト）、
����D線をカット
・クリアな視界の確保

用途 ・強烈な太陽光やOA機器などからの眼の保護

単位(%)
波長域 透過率
中波長紫外域(UV-B) 0�0001以下
長波長紫外域(UV-A) 0�0001以下
可視域(波長380〜780nm) 52
ブルーライト(波長430〜440nm) 42〜45
D線(波長589nm) 46
近赤外域(波長780〜1300nm) 52
中赤外域(波長1300〜2000nm) 51

※ UV-B は波長 289 〜 315nm。  ※【199 − 透過率】がカット率です。
※ UV-A は波長 315 〜 999nm。※上記の表では、UV-A を 315 〜 389nm として測定しています。

fotonの使用シーン

プロユースの保護メガネ

f o t o n は「大切な眼を護る」というサングラスの原点に立ち返って
開発した N I K K O が 自 信 を 持 っ て オ ス ス メ し た いブランドです。
T I L A レ ン ズ (※1) を 使 用 し た プ ロ ユ ー ス な メ ガ ネ になります。

赤 外 線D 線ブルーライト

溶接での
周辺作業

(夏の日焼けより危険)

PCモニター
(OAメガネ)

長時間の
ドライブ
(目にとても優しい)

バイク、自転車、
暴風時のコンタクト
装着時など

TILAレンズ(※1)は、

4つの有害な光線を

吸収・カット！

紫 外 線 ブルーライト D 線 赤 外 線

カット60%約 カット50%約 カット50%約

・角膜を傷める一因
・白内障の一因

・眼精疲労の一因 ・眩しさの一因 ・白内障の一因

カット100%約

赤 外 線

D 線

紫 外 線

ブルーライト

軽量で耐衝撃性に優れ、4つの有害な光線を吸収・カットする優れたレンズです。……レンズとは

レンズ

※1

紫 外 線

屋外での作業
(まぶしさを抑える)



●カラー写真による製品の色合いは実物と異なることがあります。
●製品の仕様は予告なく変更することがあります。

株式会社 日本光器製作所

〒272-0004 千葉県市川市原木2526-32　5階
電話：047-712-7575
FAX：047-712-7576

本社・工場

2022年1月改訂


