
INSULATED&WINDPROOF
NEW

サンデーアフタヌーンズはおよそ30年間にわたって帽子をつくり続けているアメ
リカの帽子専門のメーカーです。
アウトドアフィールドからタウンまで、色々な場面にフィットする機能やデザイ
ンの帽子を作っています。
1996年に代表モデルの“アドベンチャーハット”を開発しUS特許を取得。そして、
UPF50+の高品質なUVカット機能を標準とする帽子ブランドとして確立してき
ました。　
2021年秋冬は羊に負担の無い方法でメリノウールを採取したEVERWOOLシ
リーズをラインナップに加えました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Don't forget your hat !
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ブラック
（302）

ブラック/フリント
（302）

ミネラル
（510）

ミネラル/フリント
（510）

ホワイト
（106）

暖かい

オーロラツアーや雪の中での写真撮影にも最適な保温力と
防寒性に優れる暖かキャップ。

おでこや耳の部分には防風フリースを使用した、速乾性にも優れる冬のアクティビティにも適した機能的なキャップです。

●保温力と速乾性に優れる防寒キャップ
●Cross Core™テクノロジーを備えたPrimaLoft®インシュレーション
●100％リサイクル素材のメインファブリック
●100％リサイクル素材のフリースライナー
●防風ファブリック
●約5.5 cmの折り畳みやすいツバ
●キルティングイヤーフラップは頭上またはあごの下に固定できます
●視認性の良い反射パーツ•コンパクトに畳めるデザインは旅行に便利
●PFC（フッ素化合物類）フリーの環境に優しい耐久性撥水加工
●サイズ調整可能•UPF 50＋（98%以上紫外線カット）

●熱を出しやすくするために、トップとサイドには通気性のあるリサイクル100%のフリース
●熱が出るのを防ぐために、おでことイヤーフラップにはブリーズブロッカーの防風フリース
●上げ下げできるイヤーフラップ
●速乾性の汗止めバンド
●ツバの部分に撥水加工
●UPF50+（98%以上紫外線カット）

カラー／ブラック（302）、ミネラル（510）、ホワイト（106）
サイズ／M：56～58cm、L:58～60.5ｃｍ
重　量／約113g　素材／本体：ポリエステル100%（装飾部は除く）

アルパインキルテッドトラッパー
¥6,820（税抜価格：¥6,200）

S3A89760

カラー／ブラック/フリント（302）、ミネラル/フリント（510）
サイズ／M：56～58cm、L:58～60.5ｃｍ
重　量／約90g　素材／ポリエステル100%

ブレイジンキャップ
¥4,180（税抜価格：¥3,800）

S3A04759

UVカット

UVカット

ミネラル／フリント
（510）

ラディアントパープル/フリント
（924）

ブラック／フリント
（302）

ブラック
（302）

オパール/ピューター
（219）

フラップの耳の部分には柔らかな起毛フリースの裏地付きで、
肌触り良くしっかり暖かなモデルです。

●通気性のあるフリースフロントは100％リサイクル素材
●100％防風後頭部のフリースは100％防風
●前からの風を防ぎたい場合は前後を反対に被ることで対応できます
●Sunglass Lock™はサングラスを額に固定できます
●内部には乾燥ループ●吸汗速乾バンド
●パッキングしやすいデザインは旅行に便利
●UPF 50+（98%以上紫外線カット）

カラー／ブラック/フリント（302）、ミネラル／フリント（510）、ラディアントパープル/フリント（924）
サイズ／M/L:56～60.5ｃｍ　重量／約48g　素材／ポリエステル100%（装飾部は除く）

スノー スイッチ ビーニー
¥3,740（税抜価格：¥3,400）

S3A89758

●クラシカルなデザインながら機能的な素材
●イヤーフラップの裏地はぬいぐるみのような毛足の非常に暖かいフリース
●編みこみのタッセルはしっかりとフィットするように結ぶことができます
●内側には吊るして乾かすためのループ付き
●UPF50+（98%以上紫外線カット）

カラー／ブラック（302）、オパール/ピューター（219）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／約68g　素材／ポリエステル100%

コールドスナップビーニー
¥4,180（税抜価格：¥3,800）

S3A89821

UVカット サングラスロック

カラー／ナイトスカイ（510）　サイズ／ワンサイズ　重量／約74g　
素　材／デザイン側：メリノウール45％、アクリル45％、ポリエステル10％
単色側：メリノウール50％、ポリエステル50％、装飾部は除く

ナイトスカイ
（510）

●メリノウールとアクリルの混紡●二枚構造で断熱と保温性に優れる
●デザイン面と単色面のリバーシブル●デザインは蓄光で暗闇に光ります
●高いフィット感●UPF 50+（98%以上紫外線カット）

ステラビーニー ¥3,960（税抜価格：¥3,600）
S3A90506

リバーシブル メリノウール暖かい UVカット

REVERSIBLE

ブラック
（302）

レイニアビーニー¥3,520（税抜価格：¥3,200）
S3A89423

サングラスロック暖かい UVカット

●4WAYストレッチで通気性のある生地●撥水性と耐風性を備えます
●マイクロフリースライナー●Sunglass Lock™はサングラスを額に固定できます
●ヘルメットライナーとしても使用できます●UPF 50+（98%以上紫外線カット）

カラー／ブラック（302）　サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／約51g 
素   材／シェル：ナイロン80％、スパンデックス20％
　　　   裏地：ポリエステル95％、スパンデックス5％、装飾を除く

アクティブなスポーツにも対応できるソフトシェル素材。
撥水性と保温性を備えます。ヘルメットライナーとしても使用可能。

星空のデザインは蓄光糸を使っているので夜光り、秋冬のキャンプにも映える
デザインです。
裏面はシンプルな単色とのリバーシブル。

NEW

暖かい UVカット

イヤーフラップ内側

フロントは通気性のあるフリースで、バックは防風フリース。
より保温性や防風性が欲しい時は前後を反対に被ることも
できるので、シチュエーションに合わせて色々な使い方ができます。
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EVERWOOL

KNITS

セレスティアブルー
（325）

リーチェン
（722）

ノルディックスノーフレーク

マウンテンリフレクション フレッシュトラックス

グレイシャー
（594）

シェイル
（320）

グレースカイ
（320）

防風フリースの裏地に
は音の聞こえが良いように、
レーザーによる穴開け加工

内側にはフリースの裏地

大切に育てられたミュールシングされていない羊から採取されたメリノウールのみを使った、
自然環境だけではなく、原材料や動物のことも考えた新しいシリーズです。

ケーブル編みデザインの100%メリノウールビーニー。
裏地の耳の当たる部分にはフリースの裏地付きです。

●ミュールシングされていない羊のウールを使用
●ケーブル編みのデザイン
●マイクロフリースのイヤーバンド付き

カラー／セレスティアブルー（325）、グレースカイ（320）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／約93g　
　　　　素材／本体：メリノウール100%、ライナー：ポリ

エステル100%

スノーメルト メリノビーニー
¥4,290 （税抜価格：¥3,900）

アウトバック メリノビーニー
¥4,290 （税抜価格：¥3,900）

S3A90827
NEW

暖かい

オンブレストライプによるグラデーションのデザインは、
メリノウール100％素材です。
耳の当たる部分にはフリースの裏地付き。

●ミュールシングされていない羊のウールを使用
●オンブレストライプ（1色で濃淡のストライプ）デザイン
●マイクロフリースのイヤーバンド付き

カラー／グレイシャー（594）、リーチェン（722）、シェイル（320）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／約79g　
素材／本体：メリノウール100%、ライナー：ポリエステル100%

ブリーズブロッカー 
グラフィックシリーズ ビーニー
¥3,300 （税抜価格：¥3,000）

S3A90826
NEW

●ダブルレイヤーによる快適な保温構造
●ブリーズブロッカー（防風フリース）によるイヤーバンド
●音の聞こえを確保するため、イヤーバンドにはレーザーによる穴開け加工ずみ

カラー／フレッシュトラックス、マウンテンリフレクション、ノルディックスノーフレーク
サイズ／M：56～58cm、L：58～60.5cm　
重量／約98g　素材／本体：アクリル100%、ライナー：ポリエステル100%

S3A90823

S3A90824 S3A90822

NEW

暖かい

裏地の耳の当たる部分一周に施された防風フリースには、
暖かさだけではなく音の聞こえも良いように小さな
穴が開けられています。
クラシカルな雪柄など、全3色。

暖かい

アースウォーカー
（208）

ビーチコーマー
（259  ）

表はウールとアクリルをブレンドした生地で内側はフリースになっているので、
厳しい寒さの中でも暖かく包んでくれます。
耳元までしっかり暖かいアイテムです。

●被り心地の良いウール/アクリル混紡
●断熱と保温に優れるフリースライナー付き
●ポンポンデザイン
●耳のタッセルは、しっかりとフィットするように
　結ぶことができます
●UPF 50+（98%以上紫外線カット）

カラー／ビーチコーマー（259）、アースウォーカー（208）　
サイズ／ワンサイズ　重量／102g　
素　材／本体：ウール40％、アクリル60％  裏地：ポリエステル100％
装飾部は除く

ロッジポールビーニー
¥4,620 （税抜価格：￥4,200）

S3A90689

UVカット

暖かい

ポセイドン/ブラック
（557）

オーバキャスト/クオリー
（320）

キャンプファイヤーを囲み私たちの尊敬する祖先の伝統を代々語
り継いでいくイメージのストーリーテラー ビーニー。 耳周りはダブ
ルレイヤーで暖かく、小さなポンポンが可愛いアクセント。

暖かい UVカット

● ウルトラソフト アクリル ニット　● ミッド-ハイト クラウン
● 暖かいダブルレイヤーイヤーバンド　● ポンポン付　● UPF 50+

カラー／アークティックツンドラ（259）、クランベリーボグ（407）、
　　　   オーシャンサンド（510）
サイズ／ワンサイズ　重量／62g　
素材／アクリル100％

ストーリーテラービーニー 
¥3,740 （税抜価格：￥3,400）

S3C90688

アークティックツンドラ
（259）

クランベリーボグ
（407）

オーシャンサンド
（510）

シダーストライプ
（711）

ストームグレーストライプ
（320）

タイドブルーストライプ
（510）

シンプルながらアクセントにもなるボーダー柄。
フィット感が心地よく、カフは伸ばしても折り返しても使えるデザインです。

シンプルなデザインながら、リバーシブル仕様の片面には
夜間でもしっかり反射するリフレクターが織り込まれた、
夜間の自転車屋ウォーキングにもおススメの
機能的なモデルです。

●非常にソフトなアクリルニット
●二層構造で断熱と保温に優れる
●カフを折り返すスタイルまたは伸ばして
　スラウチスタイルの2パターンで被れます
●グラデーションストライプデザイン
●UPF 50+（98%以上紫外線カット）

カラー／ストームグレーストライプ（320）、
　　　   タイドブルーストライプ（510）、
   　　　シダーストライプ（711）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／約74g　
素　材／アクリル100%（装飾部は除く）

ホライゾンビーニー 
¥3,080 （税抜価格：￥2,800）

S3B90691

UVカット暖かい

●非常にソフトなアクリルニット
●二層構造で断熱と保温に優れる
●カフを折り返すスタイルまたは伸ばしてスラウチ
　スタイルの2パターンで被れます
●UPF 50+（98%以上紫外線カット）カラー／ブラック（302）、ブルーアッシュ（510）、

　　　   ダークフォレスト（765）、スカーレット（430）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／約65g　素材／アクリル100%（装飾部は除く）

ネプチューンビーニー  
¥3,080 （税抜価格：￥2,800）

S3A90562

●ダブルレイヤーによる快適な保温構造
●リバーシブルで２パターンで使用可能
●杢調のデザイン面には反射糸が織り込まれており、
夜間でも光をしっかり跳ね返します

●反対面はシンプルな単色のデザイン。

カラー／オーバキャスト/クオリー（320）、ポセイドン/ブラック（557）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／約84g　
素材／アクリル90%、ポリエステル10%

ナイトフォール リフレクティブビーニー  
¥3,520 （税抜価格：￥3,200）

S3A90825

ブラック
（302）

ブルーアッシュ
（510）

ダークフォレスト
（765）

スカーレット
（430）

UVカット暖かい

暖かい

片面には反射素材の糸が
織り込まれています

REVERSIBLE

REVERSIBLE
NEW
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EVERWOOL

KNITS

セレスティアブルー
（325）

リーチェン
（722）

ノルディックスノーフレーク

マウンテンリフレクション フレッシュトラックス

グレイシャー
（594）

シェイル
（320）

グレースカイ
（320）

防風フリースの裏地に
は音の聞こえが良いように、
レーザーによる穴開け加工

内側にはフリースの裏地

大切に育てられたミュールシングされていない羊から採取されたメリノウールのみを使った、
自然環境だけではなく、原材料や動物のことも考えた新しいシリーズです。

ケーブル編みデザインの100%メリノウールビーニー。
裏地の耳の当たる部分にはフリースの裏地付きです。

●ミュールシングされていない羊のウールを使用
●ケーブル編みのデザイン
●マイクロフリースのイヤーバンド付き

カラー／セレスティアブルー（325）、グレースカイ（320）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／約93g　
　　　　素材／本体：メリノウール100%、ライナー：ポリ

エステル100%

スノーメルト メリノビーニー
¥4,290 （税抜価格：¥3,900）

アウトバック メリノビーニー
¥4,290 （税抜価格：¥3,900）

S3A90827
NEW

暖かい

オンブレストライプによるグラデーションのデザインは、
メリノウール100％素材です。
耳の当たる部分にはフリースの裏地付き。

●ミュールシングされていない羊のウールを使用
●オンブレストライプ（1色で濃淡のストライプ）デザイン
●マイクロフリースのイヤーバンド付き

カラー／グレイシャー（594）、リーチェン（722）、シェイル（320）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／約79g　
素材／本体：メリノウール100%、ライナー：ポリエステル100%

ブリーズブロッカー 
グラフィックシリーズ ビーニー
¥3,300 （税抜価格：¥3,000）

S3A90826
NEW

●ダブルレイヤーによる快適な保温構造
●ブリーズブロッカー（防風フリース）によるイヤーバンド
●音の聞こえを確保するため、イヤーバンドにはレーザーによる穴開け加工ずみ

カラー／フレッシュトラックス、マウンテンリフレクション、ノルディックスノーフレーク
サイズ／M：56～58cm、L：58～60.5cm　
重量／約98g　素材／本体：アクリル100%、ライナー：ポリエステル100%

S3A90823

S3A90824 S3A90822

NEW

暖かい

裏地の耳の当たる部分一周に施された防風フリースには、
暖かさだけではなく音の聞こえも良いように小さな
穴が開けられています。
クラシカルな雪柄など、全3色。

暖かい

アースウォーカー
（208）

ビーチコーマー
（259  ）

表はウールとアクリルをブレンドした生地で内側はフリースになっているので、
厳しい寒さの中でも暖かく包んでくれます。
耳元までしっかり暖かいアイテムです。

●被り心地の良いウール/アクリル混紡
●断熱と保温に優れるフリースライナー付き
●ポンポンデザイン
●耳のタッセルは、しっかりとフィットするように
　結ぶことができます
●UPF 50+（98%以上紫外線カット）

カラー／ビーチコーマー（259）、アースウォーカー（208）　
サイズ／ワンサイズ　重量／102g　
素　材／本体：ウール40％、アクリル60％  裏地：ポリエステル100％
装飾部は除く

ロッジポールビーニー
¥4,620 （税抜価格：￥4,200）

S3A90689

UVカット

暖かい

ポセイドン/ブラック
（557）

オーバキャスト/クオリー
（320）

キャンプファイヤーを囲み私たちの尊敬する祖先の伝統を代々語
り継いでいくイメージのストーリーテラー ビーニー。 耳周りはダブ
ルレイヤーで暖かく、小さなポンポンが可愛いアクセント。

暖かい UVカット

● ウルトラソフト アクリル ニット　● ミッド-ハイト クラウン
● 暖かいダブルレイヤーイヤーバンド　● ポンポン付　● UPF 50+

カラー／アークティックツンドラ（259）、クランベリーボグ（407）、
　　　   オーシャンサンド（510）
サイズ／ワンサイズ　重量／62g　
素材／アクリル100％

ストーリーテラービーニー 
¥3,740 （税抜価格：￥3,400）

S3C90688

アークティックツンドラ
（259）

クランベリーボグ
（407）

オーシャンサンド
（510）

シダーストライプ
（711）

ストームグレーストライプ
（320）

タイドブルーストライプ
（510）

シンプルながらアクセントにもなるボーダー柄。
フィット感が心地よく、カフは伸ばしても折り返しても使えるデザインです。

シンプルなデザインながら、リバーシブル仕様の片面には
夜間でもしっかり反射するリフレクターが織り込まれた、
夜間の自転車屋ウォーキングにもおススメの
機能的なモデルです。

●非常にソフトなアクリルニット
●二層構造で断熱と保温に優れる
●カフを折り返すスタイルまたは伸ばして
　スラウチスタイルの2パターンで被れます
●グラデーションストライプデザイン
●UPF 50+（98%以上紫外線カット）

カラー／ストームグレーストライプ（320）、
　　　   タイドブルーストライプ（510）、
   　　　シダーストライプ（711）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／約74g　
素　材／アクリル100%（装飾部は除く）

ホライゾンビーニー 
¥3,080 （税抜価格：￥2,800）

S3B90691

UVカット暖かい

●非常にソフトなアクリルニット
●二層構造で断熱と保温に優れる
●カフを折り返すスタイルまたは伸ばしてスラウチ
　スタイルの2パターンで被れます
●UPF 50+（98%以上紫外線カット）カラー／ブラック（302）、ブルーアッシュ（510）、

　　　   ダークフォレスト（765）、スカーレット（430）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／約65g　素材／アクリル100%（装飾部は除く）

ネプチューンビーニー  
¥3,080 （税抜価格：￥2,800）

S3A90562

●ダブルレイヤーによる快適な保温構造
●リバーシブルで２パターンで使用可能
●杢調のデザイン面には反射糸が織り込まれており、
夜間でも光をしっかり跳ね返します
●反対面はシンプルな単色のデザイン。

カラー／オーバキャスト/クオリー（320）、ポセイドン/ブラック（557）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／約84g　
素材／アクリル90%、ポリエステル10%

ナイトフォール リフレクティブビーニー  
¥3,520 （税抜価格：￥3,200）

S3A90825

ブラック
（302）

ブルーアッシュ
（510）

ダークフォレスト
（765）

スカーレット
（430）

UVカット暖かい

暖かい

片面には反射素材の糸が
織り込まれています

REVERSIBLE

REVERSIBLE
NEW
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TEXTURED WEAVWS

INSULATED

NEW

NEW

ダーケストネイビー
（557）

ヘザードグレー
（320）

マウンテンタイムレーダー
¥4,620 （税抜価格：¥4,200）

S3B06556

UVカット

ウールを使用した暖かいキャップ。
寒さが厳しい時には、キルティングの耳当てを下すことで耳元も温めてくれます。
裏地のチェックがアクセント。

●UPF 50+（98%以上紫外線カット）
●約6 cmのつば
●メルトンウールブレンド
●キルトイヤーフラップは上げても下げても着用できます
●暖かさデザイン性を加えるフランネルライナー
●内部でサイズ調整可能

カラー／ダーケストネイビー（557）、ヘザードグレー（320）　
サイズ／M：56～58cm、L:58～60.5ｃｍ　重量／約125g　
素　材／表側：ウール60％、レーヨン30％、ナイロン10％
　　　    ライニング：ポリエステル100％、装飾部を除く

MELTON WOOLS

ブラックマーブル
（302）

アイアングレー
（320）

チェストナットブラウン
（213）

キャメル
（286）

オニキスブレンド
（328）

秋口に最適なニット調の暖かで柔らかなデザインのハット

秋口に最適なニット調の暖かで柔らかなデザインのハット

●UPF 50+（98%以上紫外線カット）
●6.5 cmのツバの中折れ帽子
●通気性のある織り
●内側でサイズ調整可能

カラー／ブラックマーブル（302）、チェストナットブラウン（213）、
　　　   アイアングレー（320）
サイズ／S/M　重量／約133g　素材／アクリル79%、ポリエステル21%（装飾部は除く）

ガムデン
¥4,180 （税抜価格：￥3,800）

S3A04759

●UPF 50+（98%以上紫外線カット）
●8.5 cmのツバは緩やかに下がったデザイン
●通気性のある織り●内側でサイズ調整可能

カラー／キャメル（286）、オニキスブレンド（328）
サイズ／S/M　重量／約107g　
素　材／アクリル67%、ポリエステル33%（装飾部は除く）

アフェリオンハット
¥4,180 （税抜価格：¥3,800）

S3C24763

暖かい UVカット

暖かい UVカット

KID’s COLLECTION

リバーシブルで楽しめる3カラー。耳までしっかり暖かです。

かわいい動物柄の面と、毛足の長い柔らかでシンプルな単色の面のリバーシブルデザイン。

リバーシブルの片面は夜間でもしっかり反射するリフレクター仕様なので、
お子様の習い事や塾の帰りなどにも視認性が良くおススメです。

●快適で通気性のあるフリース●リバーシブルで2つのカラーで使えます●5 cmの柔らかいツバ
●5 cmのミニケープが耳と首を保護します●ミニケープは上げ下げができます●ツバはPFC（フッ素化
合物類）フリーの環境に優しい耐久性撥水加工●平らに折り畳み可能なデザインは、ベビーカーでの旅
行にも便利です●bluesign®認定のメイン生地UPF 50+（98%以上紫外線カット）

カラー／メロン/オレンジクリーム（449）、マゼンタ/バイオレット（443）、ディープ シー/アクアマリン（533）
サイズ／S/M：47～53cm　重量／約51g　素材／本体：ポリエステル100%、ツバ：ナイロン100%（装飾部は除く）

キッズスノーフリップキャップ 
¥2,640 （税抜価格：￥2,400）

S3D04768

●ダブルレイヤーによる快適な保温構造●プリント面と、ふわっとした毛足の長い単色面のリバーシブ
ル仕様●動物の刺繡入り

カラー／フォレストベアー、ウインターランドフォックス
サイズ／M/L：50～56cm　重量／約65g　素材／本体：アクリル100%、ライナーポリエステル100%

キッズグラフィックシリーズビーニー
¥3,080 （税抜価格：￥2,800）

S3D90830

S3D90831

●ダブルレイヤーによる快適な保温構造●リバーシブルで２パターンで使用可能●杢調のデザイン面
には反射糸が織り込まれており、夜間でも光をしっかり跳ね返します●反対面はシンプルな単色のデザ
イン。●お子様の習い事や塾の帰りにもおススメのデザイン。

カラー／ラベンダー/プラム（912）、マリーン/タイドブルー（580）
サイズ／M/L：50～56cm　重量／約75g　素材／アクリル90%、ポリエステル10%

キッズナイトフォールリフレクティブビーニー
¥3,190 （税抜価格：￥2,900）

S3D90832

メロン/オレンジクリーム
（449）

マゼンタ/バイオレット
（443）

ディープ シー/アクアマリン
（533）

UVカット リバーシブル

REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE

暖かい

暖かい

片面には反射素材の糸が
織り込まれています

フォレストベアー

ラベンダー/プラム（912）

マリーン/タイドブルー（580）

ウインターランドフォックス
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TEXTURED WEAVWS

INSULATED

NEW

NEW

ダーケストネイビー
（557）

ヘザードグレー
（320）

マウンテンタイムレーダー
¥4,620 （税抜価格：¥4,200）

S3B06556

UVカット

ウールを使用した暖かいキャップ。
寒さが厳しい時には、キルティングの耳当てを下すことで耳元も温めてくれます。
裏地のチェックがアクセント。

●UPF 50+（98%以上紫外線カット）
●約6 cmのつば
●メルトンウールブレンド
●キルトイヤーフラップは上げても下げても着用できます
●暖かさデザイン性を加えるフランネルライナー
●内部でサイズ調整可能

カラー／ダーケストネイビー（557）、ヘザードグレー（320）　
サイズ／M：56～58cm、L:58～60.5ｃｍ　重量／約125g　
素　材／表側：ウール60％、レーヨン30％、ナイロン10％
　　　    ライニング：ポリエステル100％、装飾部を除く

MELTON WOOLS

ブラックマーブル
（302）

アイアングレー
（320）

チェストナットブラウン
（213）

キャメル
（286）

オニキスブレンド
（328）

秋口に最適なニット調の暖かで柔らかなデザインのハット

秋口に最適なニット調の暖かで柔らかなデザインのハット

●UPF 50+（98%以上紫外線カット）
●6.5 cmのツバの中折れ帽子
●通気性のある織り
●内側でサイズ調整可能

カラー／ブラックマーブル（302）、チェストナットブラウン（213）、
　　　   アイアングレー（320）
サイズ／S/M　重量／約133g　素材／アクリル79%、ポリエステル21%（装飾部は除く）

ガムデン
¥4,180 （税抜価格：￥3,800）

S3A04759

●UPF 50+（98%以上紫外線カット）
●8.5 cmのツバは緩やかに下がったデザイン
●通気性のある織り●内側でサイズ調整可能

カラー／キャメル（286）、オニキスブレンド（328）
サイズ／S/M　重量／約107g　
素　材／アクリル67%、ポリエステル33%（装飾部は除く）

アフェリオンハット
¥4,180 （税抜価格：¥3,800）

S3C24763

暖かい UVカット

暖かい UVカット

KID’s COLLECTION

リバーシブルで楽しめる3カラー。耳までしっかり暖かです。

かわいい動物柄の面と、毛足の長い柔らかでシンプルな単色の面のリバーシブルデザイン。

リバーシブルの片面は夜間でもしっかり反射するリフレクター仕様なので、
お子様の習い事や塾の帰りなどにも視認性が良くおススメです。

●快適で通気性のあるフリース●リバーシブルで2つのカラーで使えます●5 cmの柔らかいツバ
●5 cmのミニケープが耳と首を保護します●ミニケープは上げ下げができます●ツバはPFC（フッ素化
合物類）フリーの環境に優しい耐久性撥水加工●平らに折り畳み可能なデザインは、ベビーカーでの旅
行にも便利です●bluesign®認定のメイン生地UPF 50+（98%以上紫外線カット）

カラー／メロン/オレンジクリーム（449）、マゼンタ/バイオレット（443）、ディープ シー/アクアマリン（533）
サイズ／S/M：47～53cm　重量／約51g　素材／本体：ポリエステル100%、ツバ：ナイロン100%（装飾部は除く）

キッズスノーフリップキャップ 
¥2,640 （税抜価格：￥2,400）

S3D04768

●ダブルレイヤーによる快適な保温構造●プリント面と、ふわっとした毛足の長い単色面のリバーシブ
ル仕様●動物の刺繡入り

カラー／フォレストベアー、ウインターランドフォックス
サイズ／M/L：50～56cm　重量／約65g　素材／本体：アクリル100%、ライナーポリエステル100%

キッズグラフィックシリーズビーニー
¥3,080 （税抜価格：￥2,800）

S3D90830

S3D90831

●ダブルレイヤーによる快適な保温構造●リバーシブルで２パターンで使用可能●杢調のデザイン面
には反射糸が織り込まれており、夜間でも光をしっかり跳ね返します●反対面はシンプルな単色のデザ
イン。●お子様の習い事や塾の帰りにもおススメのデザイン。

カラー／ラベンダー/プラム（912）、マリーン/タイドブルー（580）
サイズ／M/L：50～56cm　重量／約75g　素材／アクリル90%、ポリエステル10%

キッズナイトフォールリフレクティブビーニー
¥3,190 （税抜価格：￥2,900）

S3D90832

メロン/オレンジクリーム
（449）

マゼンタ/バイオレット
（443）

ディープ シー/アクアマリン
（533）

UVカット リバーシブル

REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE

暖かい

暖かい

片面には反射素材の糸が
織り込まれています

フォレストベアー

ラベンダー/プラム（912）

マリーン/タイドブルー（580）

ウインターランドフォックス
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UV対策

ブルーマウンテン
（611）

パミス
（346）

ユーカリプタス
（708）

シンダー/グレー
（320）ラベンダー

（912）

ワイルド オーキッド
（416）

カラー／シンダー/グレー（320）、ブルーマウンテン（611）、パミス（346）、
ユーカリプタス（708）、ラベンダー（912）、

　　　   ワイルド オーキッド（416）
サイズ／S/M（M）：54～58cm、L/XL（L）：58～62cm　重量／73.7g　
素材／ナイロン：88％、ポリエステル：12％

アメリカ人気No.1！
アドベンチャーハットの機能を保ちつつ、軽量化されたモデルで
アクティブスポーツ向けのアイテムです

●ツバ幅：8.5cm、ネックケープ：15cm　●UVカット（UPF50+）
●サングラスロック　●汗止めバンド　●撥水防汚加工
●サイズ調整可　●Bluesign生地　

ウルトラアドベンチャーハット 
¥5,500（税抜価格：￥5,000）

S2A01392

畳めるつばサングラスロックUVカット
クラムシェルブリムで
大きなツバもコンパクトに
折り畳めます

老若男女、全ての人に愛されていベストセラーモデル。
真夏の日差しからあなたを守ります

●ツバ幅：10cm、ネックケープ：19.5cm　
●UVカット（UPF50+）（メッシュ部分除く）
●クラウンベンチレーション　●水に浮く軽さ　
●撥水防汚加工　●サイズ調整可
●Bluesign生地

カラー／ブルーストーン（518）、ブロッサム（403）、ブルームーン/チャコール（598）、
クリーム（223）、ユーカリプタス（708）、クオリイ（331）、アイリス（933）、

　　　　サンド（255）
サイズ／S/M（M）：54～58cm、L/XL（L）：58～62cm
重　量／85g　
素　材／《メイン》 ナイロン：100％　
　　　　《クラウンメッシュ》 ポリエステル：100％

アドベンチャーハット 
¥4,950（税抜価格：￥4,500）

S2A01001

UVカット

クオリイ
（331）

アイリス
（933）

サンド
（255）

ユーカリプタス
（708）

ブルームーン／チャコール
（598）

ブルーストーン
（518）

ブロッサム
（403）

クリーム
（223）

WATER PROOF

●UVカット（UPF50+）　●完全防水性　
●優れた通気性　●フルシーム加工　
●ツバ幅：9cm、ネックケープ：15.5cm
●視認性をアップさせるリフレクティブプリント　
●メッシュ汗止めバンド　●サイズ調整可

カラー／ミネラル（510）、トープ（264）、シャドウ（302）、パイン（711）
サイズ／S/M（M）：54～58cm、L/XL（L）：58～62cm　重量／82.2g　
素　材／《シェル》 ナイロン78％、ポリエステル：22％　《ライナー》 ポリエステル：100％

ウルトラアドベンチャー
ストームハット 
¥6,160（税抜価格：￥5,600）

S3A01558

トープ
（264）

ミネラル
（510）

シャドウ
（302）

折りたたみ時

パイン
（711）

アドベンチャーハットシリーズのNEWアイテム！
完全防水でコンパクトに収納ができるアドベンチャーストームハットは、
雨の日にも快適に使えるアイテムです

防　水UVカット

完全防水
Instagram: @xeroshoes_japan

We believe in feet!
足は身体の基礎・基盤となる部分です。
体中の骨と関節のうち、じつに４分の１が足にあります。
そして手の指先同様、多くの末梢神経が集中しており、情報を敏感に感じ取るセンサーの役割を持っています。
どのように立ち、どのように歩くことが最も自然なのか、頭で考えるより先に、足は感じる力を備えています。
そんな優秀な機能を持った足の動きを妨げずに、自然な動きを実現させるためには靴選びが重要となります。
ゼロシューズは私たちの足を信じ、足の機能を最大限に活かすことができる靴を作り続けます。

ゆとりのあるつま先構造で自然なフィット感を実現。
「バランスをとる」「踏み出す」「踏ん張る」などの動作
に欠かせない指の動きを妨げません。
親指から小指までのびのびと動かすことが可能です。

ゼロシューズの特徴
ナチュラルフィット

「私たちは足を信じています！」

から
ゼロ

始めよう

つま先とかかとの高低差が全くないゼロドロップ構
造で、素足で立っているのと同じ姿勢を実現。
また5～10㎜と非常に薄いソール構造で地面との距
離もとても近く、よりダイレクト感を感じることがで
きます。

ナチュラルフィール

足をサポートするような機能はほとんどありません。
足の動きにしなやかに追従するやわらかさ。自由に、
自然に足を動かすことができる開放感を楽しんでく
ださい。

ナチュラルモーション
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