
2022年秋冬は、冬の登山、スキー、ランニング、自転車などで活躍する耐風性と通気性を兼ね備えた新
シリーズの「メリディアン コレクション」が登場です。

クオリー
（331）

暖かい

通気性と耐風性を兼ね備えた、アクティブスポーツ向けビーニー。 ●UPF50+
●4方向ストレッチして通気性のあるイタリア製のソフトシェル生地
●マイクロフリースの暖かい裏地
●Sunglass Lock™ がメガネを所定の位置に固定
●2段階のサングラスロックは、行動中と休憩中の2つのポジションで対応します。
●反射ディテール素材付き
●帽子/ヘルメットの下に着用可能
●後頭部にはポニーテール用の開口部
●米国特許取得

カラー／ブラック（302）、クオリー（331）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5m
重　量／約41.5g　素材／本体：ナイロン57%、ポリエステル28%、ポリウレタン15%
生産国／ベトナム製 

メリディアンサーマルビーニー
¥5,500 （税抜価格：¥5,000）

S3A90922

UVカット

暖かい UVカット

すっきりとしたシルエットでヘルメットライナーとしても活躍します。

メリディアンサーマルキャップ
¥5,940 （税抜価格：¥5,400）

S3A04923

メリディアンサーマルバイザーバンド
¥4,620 （税抜価格：¥4,200）

S3A05924

暖かい UVカット

暖かい UVカット

クオリー
（331）

ストーム
（208）

ストーム
（208）

サングラスロックは2段階。行動中と休憩中の2つの
ポジションに対応できます。
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NEW

ブラック
（302）

ブラック
（302）

ブラック
（302）

●UPF50+
●4方向ストレッチして通気性のあるイタリア製のソフトシェル生地
●マイクロフリースの暖かい裏地
●Sunglass Lock™ がメガネを所定の位置に固定
●反射ディテール素材付き
●帽子/ヘルメットの下に着用可能
●後頭部にはポニーテール用の開口部
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●マイクロフリースの暖かい裏地
●Sunglass Lock™ がメガネを所定の位置に固定
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カラー／ブラック（302）、クオリー（331）、ストーム（208）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／約54g　素材／ナイロン57%、ポリエステル28%、ポリウレタン15%
生産国／ベトナム製

冬の自転車やランニングにおススメの防寒バイザー。

カラー／ブラック（302）、クオリー（331）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5m
重　量／約28g　素材／本体：ナイロン57%、ポリエステル28%、ポリウレタン15% 
生産国／ベトナム製 

メリディアンサーマルイヤーバンド
¥4,180 （税抜価格：¥3,800）

S3AAE925

キャップやハットと組み合わせれば、耳の防寒もバッチリ。

クオリー
（331）

クオリー
（331）

MERIDIAN COLLECTION

サンデーアフタヌーンズは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。　

サンデーアフタヌーンズは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。
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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。　
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KNITS

クオリー
（331）

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。

中綿に「プリマロフト クロスコア」を使用した防寒キャップは、
冬のアウトドアシーンでは強い相棒になります。

●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）

●UPF50+
●中綿はプリマロフト クロスコアを使用
●本体生地は100%リサイクル素材
●つばの長さは6.5cm
●環境に優しいPFCフリーの耐久撥水加工

カラー／ブラック（302）、クオリー（331）
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）
生産国／ベトナム製

アルパインキルテッドトラッパー
¥7,480 （税抜価格：¥6,800）

S3A89760

カラー／ブラック（302）、ミネラル（510）、クオリー（331）
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%、中綿：ポリエステル100%
生産国／ベトナム製

アルパインツンドラキャップ
¥6,380 （税抜価格：¥5,800）

S3A04820

UVカット

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。

●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%
生産国／中国製

コールドスナップビーニー
¥5,280 （税抜価格：¥4,800）

S3A89821

暖かい UVカット

イヤーフラップ内側

NEW

ブラック
（302）

ブラック
（302）

クオリー
（331）

ミネラル
（510）

NEWcolor

防風素材のフリースイヤーフラップは
上下に着用可能

保温性を高めるフランネルの裏地付き

暖かい UVカット

ブラック/フリント
（302）

ミネラル/フリント
（510）

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。

●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/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%
生産国／ベトナム製

ブレイジンキャップ
¥5,060 （税抜価格：¥4,600）

S3A04759
UVカット

ノルディックスノーフレーク

フレッシュトラックス

ブリーズブロッカー 
グラフィックシリーズ ビーニー
¥4,180 （税抜価格：¥3,800）
●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、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%
生産国／中国製

S3A90823

S3A90822

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冬をイメージさせる2カラー。

暖かい

INSULATED&WINDPROOF
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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。

中綿に「プリマロフト クロスコア」を使用した防寒キャップは、
冬のアウトドアシーンでは強い相棒になります。

●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）

●UPF50+
●中綿はプリマロフト クロスコアを使用
●本体生地は100%リサイクル素材
●つばの長さは6.5cm
●環境に優しいPFCフリーの耐久撥水加工
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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）
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S3A89760

カラー／ブラック（302）、ミネラル（510）、クオリー（331）
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%、中綿：ポリエステル100%
生産国／ベトナム製

アルパインツンドラキャップ
¥6,380 （税抜価格：¥5,800）
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（302）

オパール/ピューター
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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。

●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%
生産国／中国製

コールドスナップビーニー
¥5,280 （税抜価格：¥4,800）
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暖かい UVカット

イヤーフラップ内側

NEW
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ミネラル/フリント
（510）

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。

●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）
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S3A04759
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ノルディックスノーフレーク
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ブリーズブロッカー 
グラフィックシリーズ ビーニー
¥4,180 （税抜価格：¥3,800）
●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、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%
生産国／中国製

S3A90823

S3A90822

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冬をイメージさせる2カラー。

暖かい

INSULATED&WINDPROOF
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EVERWOOL

パープルアークティックナイト（924）

セレスティアブルー
（325）

ヘザードネイビー
（557）

へザードグレー
（339）

ブラック
（302）

グレースカイ
（320）

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。

100%メリノウールで、どんなスタイルにも合わせやすいシンプルなデザイン。

●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%
生産国／中国製

スノーメルト メリノビーニー
¥5,060 （税抜価格：¥4,600）

S3A90827

暖かい

●100% エクストラファイン メリノウール
●羊に優しいミュールシングされていない羊のウールを使用
●クラシックスタイルの フィッシャーマン リブビーニー
●マイクロフリース イヤーバンド

カラー／ブラック（302）、へザードミッドグレー（339）、へザードネイビー（557）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／約91g　
　　　　素材／本体：ウール100%、裏地：ポリエステル100%
生産国／中国製 

ノーザリーメリノビーニー
¥5,390 （税抜価格：¥4,900）

S3A90918

暖かい

NEW

NEW

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。

ポセイドン/ブラック
（557）

オーバキャスト/クオリー
（320）

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、
夜間の自転車やウォーキングにもおススメの
機能的なモデルです。

●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／メサローズ/オパール（420）、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%
生産国／中国製

ナイトフォール リフレクティブビーニー  
¥4,180 （税抜価格：￥3,800）

S3A90825

S3D89829

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

メサローズ/オパール
（420）

REVERSIBLENEW
color

NEW
color

KID’s COLLECTION

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。

気分に合わせて両面使えるリバーシブル

雪遊びが大好きなキッズにおススメの防寒キャップ。      

●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／アークティックシール、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%
生産国／中国製

キッズグラフィックシリーズビーニー
¥3,300 （税抜価格：￥3,000）

S3D90830

S3D90831

REVERSIBLE

REVERSIBLE REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE
暖かい

●UPF50+
●本体と裏地は共に100% リサイクル素材
●防風生地
●イヤーフラップは上にも下にも装着可能
●反射素材のパーツ
●環境に優しいPFCフリーの耐久撥水加工

カラー／グレーアークティックナイト（320）、ミネラル（510）、パープルアークティックナイト（924）
サイズ／M/L：50～56cm　重量／約68g　 素材／外側：ポリエステル100%、裏地：ポリエステル100%、
　　　   ツバの裏：ナイロン100%
生産国／ベトナム製

キッズアークティックトラッパー
¥4,620 （税抜価格：￥4,200）

フォレストベアー

S3D90935 アークティックシール

ウインターランドフォックス

●イヤーフラップは上にも下にも装着可能

暖かい UVカット

●非常にソフトなアクリルニット
●ストライプの表地と無地の裏地のリバーシブルで楽しめます
カラー／ダークピンク/グレープ（720）、
　　　   ゴールドストライプ/クラウドグレー（607)
サイズ／M/L：50～56cm　重量／約68g　
素材／アクリル100%
生産国／中国製

キッズサターンビーニー  
¥2,970 （税抜価格：￥2,700）

S3D90834

暖かい

NEW

ダークピンク/グレープ
（720)

ゴールドストライプ/クラウドグレー
（607)

グレーアークティックナイト（320）

ミネラル（510）
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EVERWOOL

パープルアークティックナイト（924）

セレスティアブルー
（325）

ヘザードネイビー
（557）

へザードグレー
（339）

ブラック
（302）

グレースカイ
（320）

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。

100%メリノウールで、どんなスタイルにも合わせやすいシンプルなデザイン。

●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%
生産国／中国製

スノーメルト メリノビーニー
¥5,060 （税抜価格：¥4,600）

S3A90827

暖かい

●100% エクストラファイン メリノウール
●羊に優しいミュールシングされていない羊のウールを使用
●クラシックスタイルの フィッシャーマン リブビーニー
●マイクロフリース イヤーバンド

カラー／ブラック（302）、へザードミッドグレー（339）、へザードネイビー（557）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／約91g　
　　　　素材／本体：ウール100%、裏地：ポリエステル100%
生産国／中国製 

ノーザリーメリノビーニー
¥5,390 （税抜価格：¥4,900）

S3A90918

暖かい

NEW

NEW

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。

ポセイドン/ブラック
（557）

オーバキャスト/クオリー
（320）

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、
夜間の自転車やウォーキングにもおススメの
機能的なモデルです。

●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／メサローズ/オパール（420）、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%
生産国／中国製

ナイトフォール リフレクティブビーニー  
¥4,180 （税抜価格：￥3,800）

S3A90825

S3D89829

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

メサローズ/オパール
（420）

REVERSIBLENEW
color

NEW
color

KID’s COLLECTION

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。

気分に合わせて両面使えるリバーシブル

雪遊びが大好きなキッズにおススメの防寒キャップ。      

●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／アークティックシール、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%
生産国／中国製

キッズグラフィックシリーズビーニー
¥3,300 （税抜価格：￥3,000）

S3D90830

S3D90831

REVERSIBLE

REVERSIBLE REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE
暖かい

●UPF50+
●本体と裏地は共に100% リサイクル素材
●防風生地
●イヤーフラップは上にも下にも装着可能
●反射素材のパーツ
●環境に優しいPFCフリーの耐久撥水加工

カラー／グレーアークティックナイト（320）、ミネラル（510）、パープルアークティックナイト（924）
サイズ／M/L：50～56cm　重量／約68g　 素材／外側：ポリエステル100%、裏地：ポリエステル100%、
　　　   ツバの裏：ナイロン100%
生産国／ベトナム製

キッズアークティックトラッパー
¥4,620 （税抜価格：￥4,200）

フォレストベアー

S3D90935 アークティックシール

ウインターランドフォックス

●イヤーフラップは上にも下にも装着可能

暖かい UVカット

●非常にソフトなアクリルニット
●ストライプの表地と無地の裏地のリバーシブルで楽しめます
カラー／ダークピンク/グレープ（720）、
　　　   ゴールドストライプ/クラウドグレー（607)
サイズ／M/L：50～56cm　重量／約68g　
素材／アクリル100%
生産国／中国製

キッズサターンビーニー  
¥2,970 （税抜価格：￥2,700）

S3D90834

暖かい

NEW

ダークピンク/グレープ
（720)

ゴールドストライプ/クラウドグレー
（607)

グレーアークティックナイト（320）

ミネラル（510）
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