
●本チラシに掲載の価格は、JA全農希望小売価格です。
●カラー印刷のため、現品とは多少色違いがありますのでご了承ください。

●ご記入いただいた個人情報は申込の受付、注文品等の配達・配送その他契約の締結・履行、費用・代金の請求・決済、当組合の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等に利用します。
●当組合（JA）管内の範囲で回覧することに同意の上、申し込みをお願いします。

熱中症・紫外線対策に
おすすめ！ 光を

はね返す
特徴

1
風通しが
良い

特徴

2
炎天下で
10℃も涼しい！

特徴

3

素材：ダイオミラー（遮光率 約80%）

涼かちゃん
すず

涼かちゃんの涼しさの秘密！

涼かちゃんを科学する

+ =
炎天下でも10度も涼しい（無帽比較）

気温34℃でも
ほとんど暑くならない！

無帽の状態より10℃も
涼しい！

気温34℃が25分間続い
ても、涼かちゃんの場合は、
ほとんど温度の上昇が見ら
れませんでした。

涼かちゃん、布帽子、無帽子の
3パターンでレフ電球を連続照
射したところ。涼かちゃんは布帽
子と比べて約4℃、無帽子と比
べて約10℃も低くなりました。※名古屋市立工業研究所測定

遮熱性試験結果（レフ電球照射実験）
涼かちゃん着用 布帽子着用

涼しさの差がこんなにくっきり！

ダイオミラー
UVカット率はなんと

通気性は布帽子の
95%以上！

約2.5倍

涼かちゃん驚きの数値！

ムレ
にくい

青色ほど温度が低く、赤色ほど温度が高い

UVカットだけじゃなく、
風通しが良いから涼しいんだ！

※ダイオ化成株式会社 測定

WH890涼かちゃん2WAY

メッシュ加工でおしゃれ度＆
UVカット率UP！

風通しのよい
メッシュ仕立て。
携帯電話も入る
便利なポケット付。

ベストの背中部分をダイオミラーで
覆い、強い日差しをシャットアウト。

WH870
涼かちゃんロングベスト

涼かちゃんベストサイズ表
サイズ（cm） 胴回 着丈
M 106～112 57
L 112～116 61

LL（ロング）112～118 75

男女
兼用

帽子とセットで
暑さ対策の効果アップ！

男女
兼用

紫外線
99％カット！

ロングタイプ
（LLサイズのみ）

WH801 涼かちゃんベスト

キャップメッシュ

つば9cm

●ケープは取り外し
　可能（ファスナー式） 

品 番  ・ 品 名 ・ 色

合　　　計

氏　名 組合員コード 電話番号
サイズ

合 計
フリー フリー

WH881 WH710 WH700 WH882 WH823 WH890 WH801 WH870
NEW涼かちゃんテンガロンハット たためるハットワイド メッシュ ブラック たためるハットワイド メッシュ ベージュ 迷彩テンガロン ネイビー 涼かちゃんハットワイド サックス 涼かちゃん2WAYキャップ メッシュ 涼かちゃんベスト 涼かちゃんロングベスト

MLMLLL ML ML ML LL

ツバ裏が迷彩柄になって、さらにおしゃれにワイルドになりました。

紫外線
95％カット！

●たためるハットワイド メッシュ ケープ付

WH710ブラック
携帯性がいい帽子！ 筒状に丸めてカバンに収納！

涼かちゃん帽子の１番人気！

●ゴムのあごひも付
●ケープは取り外し可能（面ファスナー）

WH881NEW涼かちゃん テンガロンハット

ハットワイドのここに注目

ケープ付

●つばの形を自分好みに
　カスタマイズ！
　（つば部ワイヤー入り）
●ケープは取り外し可能
　（面ファスナー）

●ケープは取り外し可能

紫外線
99％カット！

紫外線
99％カット！

WH700
ベージュ

男女
兼用紫外線

95％カット！

つば10cm

つば13cm

WH823
涼かちゃんハットワイド
サックス

●飾りリボンはあごひもと
　しても使えます 
●ケープは取り外し可能
　（面ファスナー） 

10cm

19cm19cm

●ハットワイド　ケープ付

WH882 迷彩テンガロン ネイビー

たためる
ハットワイド メッシュ
たためる
ハットワイド メッシュ
WH710ブラック
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WH517
ヤケーヌ爽クール ベージュ

WH518
ヤケーヌ爽クール ライトグレー

WH519
ヤケーヌ爽クール ネイビー

WH591
ドットヤケーヌ ブラック

WH592
ドットヤケーヌ ピンク

WH593
ドットヤケーヌ ベージュ

WH550
ヤケーヌ ベージュ

WH560
ヤケーヌ ブラック

WH402
ヤケーヌ ライトオレンジ

WH403
ヤケーヌ パープル

WH407
ヤケーヌ ネイビー

●本チラシに掲載の価格は、JA全農希望小売価格です。
●カラー印刷のため、現品とは多少色違いがありますのでご了承ください。

※「１番人気」について。全農クミックス㈱取扱い2018年秋冬期と2019年春夏期カタログ商品において、
　年間売上実績数１位を獲得。全農クミックス㈱の全国年間売上実績数ベース（2019年9月現在、自社調べ） 

日焼けしにくく、息苦しくないと好評！

気化熱作用で、ひんやり快適（熱中症対策商品）
●帽子とセットで日焼け防止効果アップ！
●着用したまま飲み物も飲める（写真参照）
●素材/ポリエステル、キュプラ
●UVカット率94～98%

眼鏡をかけてもくもりにくい眼鏡をかけてもくもりにくい●息苦しくなりにくい。
　マスクの上下間に開口部あり 
●着用したまま飲み物も飲める 
●帽子とセットで日焼け防止
　効果アップ 
●素材：ポリエステル100%
●UVカット率98～99% 

30回の洗濯でも効果は持続します!!

吸汗
速乾

吸汗
速乾

WH407
ネイビー

WH403 パープル

★快適な着け心地♪ヤケーヌ5つの秘密★

後ろ面ファスナーで装着らくらく 調節リングであなたサイズに のび～る耳ひも やわらか快適ストレッチ ２つのギャザーでずれにくい

WH591 ドットヤケーヌ ブラック

WH592 ピンク WH593 ベージュ

男女
兼用

WH402 ライトオレンジ

WH550 ベージュ

WH560 ブラック

WH517 ベージュ
WH518 ライトグレー
WH519 ネイビー

ヤケーヌ爽クール

ヤケーヌ●素材：ポリエステル100％ UVカット率９０～９９％ 

ヤケーヌ 爽COOL
夏場のマスクは暑くて…というお客様に嬉しいお知らせです！汗や水分を素早く吸収し、発散する
ことで涼しくなる素材を使用した涼しいヤケーヌです。COOL & UV涼しく日焼け対策！

素材：ポリエステル100%（UVカット率90～99%・開口部形態安定テープ入り・後ろスナップ留め）

しみ・しわのできやすい目元を
2枚重ねにして徹底カバー！

気化熱効果の高い生地を全体に使用。
マスク内を涼しく快適にします。

UVカット率99%お顔全体がCOOL

質問「夏はやっぱり暑いの？」

ヤケーヌには遮熱効果があり、
着けると 涼しく 感じます。
さらに 「爽COOL」 の生地は
汗の蒸発で冷やす効果を持った新しい素材。
だから 初夏も 残暑も 長い期間ご使用いただけます。

要望「頬の日焼けが気になる」

UVカット90%以上でも
心配になるのが頬の日焼け。
2重にすることで安心をプラス！

夏には水に濡らして
絞って使用すればひんやり快適に！

熱中症対策もバッチリ！

頬の部分は
　UVカット99%

※涼しさの感じ方には個人差があります。

COOL  POINTCOOL  POINT

夏には水に濡らして
絞って使用すればひんやり快適に！

熱中症対策もバッチリ！

90%～

U V C U T

99%
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