サンデーアフタヌーンズは帽子の専門ブランドとして、常に最高の帽子を作り続けて今年30周年となります。
代表モデルのアドベンチャーハットは、創業以来今も販売を続けている同社を代表するベストセラーモデル
で、UVカットで信頼できる帽子として世界中の多くの方に愛用されています。
サンデーアフタヌーンズは、これからも皆様に笑顔で楽しく被って頂ける帽子を作り続けていきます。
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サンデーアフタヌーンズの帽子が持つ便利な機能

”ＵＰＦ５０＋”とは? ?

Ultra Violet Protection Factor（紫外線防止指数）
紫外線は皮膚の日焼けやシミやしわ、皮膚がんなどの人体に悪影響を与
える原因の一つとされています。
UPFとはその紫外線を防ぐ（UVカット）値の、世界的な基準値のことです。
UPFの数値が大きいほど紫外線の影響を防ぐことができ、サンデーアフタ
ヌーンズの帽子はほぼ全てのモデルで、最高値のUPF50+の性能を持って
います。
UPF50+とは夏の太陽光の下で、何も着用していない状態と比べて50倍
以上、紫外線から体へのダメージを防いでくれる効果があるという意味
です。

UPF40〜50+：UVカット率 97.5 ‒ 98+%（Excellent）
UPF25〜39 ：UVカット率 96.0 ‒ 97.4%（Very Good）
UPF15〜24 ：UVカット率 93.3 ‒ 95.9%（Good）

サングラスロック

クラムシェルブリム

山を歩いていたり、ランニングをしているときに、サングラス

よりしっかりUV対策するには、大きなツバが効果的です。ただ

を外したくなったことはありませんか？

大きなツバは収納の際に困ることもあります。クラムシェルブ

通常はおでこの上に上げることが多いですが、動いていると

リムを備えたモデルは、大きなツバや固いツバも2つ折りにす

ズレが気になったり、気が付いたら落としていたということ

ることができ、コンパクトに収納できます。

も少なくありません。
サンデーアフタヌーンズのサングラスロックは、外したサング
ラスを頭上にしっかり固定してくれるので、落とす心配も少
なく安心です。

サンデーアフタヌーンズ／ハット
サンデーアフタヌーンズ／ハット
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hats

大きなツバと大きなケープでしっかりとした UV 対策を！
アドベンチャーハットシリーズ
紫外線95%以上カット！日除け帽子のベスト
セラーモデル！大きなツバとネックケープは、
登山、ハイキング、キャンプ、ガーデニングな
ど年間を通して紫外線対策に有効です。

UVカット サングラスロック

畳めるつば

NEW
color
シンダー/グレー
（320）

サンド
（254）

S2A01392

ユーカリプタス
（708）

ウルトラアドベンチャーハット
¥4,950（税抜価格：￥4,500）

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

●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
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）、サンド（254）
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％

ブルーマウンテン
（611）

ワイルド オーキッド
（416）

パミス
（346）

ラベンダー
（912）

サンデーアフタヌーンズは30年前にこのモデル
からスタートしました。男女問わずに日差しか
ら守ってくれる長年続くデザインは、サンデー
アフタヌーンズの代表的モデルです。
UVカット

S2A01001

アドベンチャーハット
¥4,620（税抜価格：￥4,200）

ブラック
（305）

●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

ブルーストーン
（518）

カラー／ブルーストーン（518）、ブロッサム（403）、
ブラック（305）、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％

ユーカリプタス
（708）

クリーム
（223）

アイリス
（933）

ブロッサム
（403）

サンド
（255）

クオリイ
（331）

ブルームーン／チャコール
（598）

防虫加工素材で紫外線からだけでなく虫からも守ってくれる、より自然のフィールドに適したモデル。
シリーズの中では一番シンプルなデザインで、女性にも好評です。
●ツバ幅10cm、ネックケープ19.5cm
●UVカット（UPF 50+）
（メッシュ部分除く）UVカット
●クラウンベンチレーション
●水に浮く軽さ
●サイズ調整可
●Bluesign生地
● No FlyZone®ファブリックによる
防虫加工は70回洗濯可能
S2A01734

バグフリー アドベンチャーハット
¥5,170（税抜価格：￥4,700）
カラー／ダークカーキ（235）、タン（259）
サイズ／S/M：54〜58cm、L/XL：58〜62cm
重 量／111g
素 材／ナイロン100％、メッシュ部ポリエステル100%
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ダークカーキ
（235）

タン
（259）

UVカット

ダークカーキ
（235）

後ろのケープは・ロング・ショート・無しの3段階
で使えます。使わない時には後頭部のポケット
に収納できます。

S2A01728

アドベンチャー ストウ ハット
¥4,840（税抜価格：￥4,400）
●ツバ幅８cm、ネックケープ22cm（収納可能）、イヤーフラップ7.5cm（折り畳み可能）
●UVカット（UPF 50+）
（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 ●汗止めバンド ●耐久撥水加工
●サイズ調整可 ●bluesign生地
カラー／キャプテン ネイビー（557）、ダークカーキ（235）、オパール（219）
サイズ／M：56〜58cm、L:58〜60cm 重量／74g
素 材／ナイロン100％、メッシュ部ポリエステル100%

オパール
（219）

キャプテン ネイビー
（557）

軽い被り心地で軟らかなツバと着脱可能なネックケープを装備
旅行の際にも活躍します
UVカット

S2A04729

アドベンチャー メッシュキャップ
¥4,180（税抜価格：￥3,800）

キャプテン ネイビー
（557）

●ツバ6.7cm、ネックケープ12.5cm（取り外し可能）
●UVカット（UPF 50+） ●クラウンベンチレーション
●水に浮く軽さ ●汗止めバンド ●耐久撥水加工
●サイズ調整可 ●bluesign生地
カラー／キャプテン ネイビー（557）、チャパレル（706）、ジュエルグリーン（711）
サイズ／ワンサイズ：54〜60cm 重量／52g
素 材／ナイロン100％、メッシュ部ポリエステル100%

ジュエルグリーン
（711）
チャパレル
（706）

大きな日除けと頭頂部にはベンチレーションを備えます。通気性
に優れてコンパクトにも畳める多機能キャップ。

UVカット

S2A07075

頭頂部のベンチレーションは
開閉が可能です。

畳めるつば

サンガイドキャップ
¥4,950（税抜価格：￥4,500）

ブルーストーン
（518）

●UVカット（UPF50+）
（メッシュ部分除く）
●クラムシェルブリム ●コンバーチブルブリム
●超軽量生地 ●取り外し可能なネックケープ
●汗止めバンド ●撥水防汚加工
●ストレッチタイプでサイズ調整可
●Bluesign生地
カラー／オリーブ（727）、サンドストーン（256）、
ホワイト（106）、クオリイ（331）、ブルーストーン（518）
サイズ／S/M（M）
：54〜58cm、L/XL（L）
：58〜62cm 重量／93.6g
素 材／ポリエステル：100％
クオリイ
（331）

サンドストーン
（256）

ホワイト
（106）

オリーブ
（727）

サンデーアフタヌーンズ／ハット
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首のケープの高さは3段階に変更可能。日差しの強さやシチュエーションで変えられる、機能性に優れ
たキャップ。サンデーアフタヌーンズらしい使い勝手を考えた、ベストセラーの一つです。

hats

軽量・速乾生地で軽快な被り心地！ NEW モデル ベイパーライトシリーズ
軽くて軽量な生地で小ぶりなツバと大きなメッシュ部を備えたベ
イパーライトテンポバケットは、視界も良く軽快な被り心地です。

コンパクトに折り畳めます

UVカット

エレベーション
（775）

サングラスロックを装備

NEW
S2A03903

ベイパーライトテンポバケット
¥4,400（税抜価格：￥4,000）
●UVカット（UPF 50+）
●ツバ幅5cm
●非常に軽量な生地：Vaperlite™ファブリック
●サングラスロック
●夜間でも視認性の良いリフレクターパーツ
●リサイクル生地
●クラッシャブルでコンパクトに収納可能
カラー／ブラック（302）、エレベーション（775）、
ストーンブルー（518）、ストーム（564）
サイズ／M：56〜58cm、L：58〜60.5cm 重量／58g
素材／ポリエステル：100％

ブラック
（302）

ストーンブルー
（518）

ストーム
（564）

非常に軽量なベイパーライトストライドキャップは、サングラス
ロックも備え、ランやトレランや登山にベストチョイスです。

ブラック
（302）

UVカット

NEW
S2A04902

ベイパーライトストライドキャップ
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

エレベーション
（775）

ストーンブルー
（518）

ストーム
（564）

●UVカット（UPF 50+）●ツバ幅6.5cm
●非常に軽量な生地：Vaperlite™ファブリック
●サングラスロック●夜間でも視認性の良いリフレクターパーツ
●リサイクル生地●クラッシャブルでコンパクトに収納可能
カラー／ブラック（302）、エレベーション（775）、
ストーンブルー（518）、ストーム（564）
サイズ／ワンサイズ54〜60.5cm 重量／37g
素材／ポリエステル：100％
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サングラスロックを装備

サイドは大きなメッシュで通気性UP

小さく潰してザックのチェストポケットにも入ります

NEW
S2A02899

バックドロップブーニー
¥5,390（税抜価格：￥4,900）

hats

風が強い時には日除けがバタつかないようにあご紐にスナップ
止めが可能。日除けを使わない時はツバの裏に収納できます。便
利な機能を備えたハットです。

サンドストーン
（256）

クオリー
（331）

UVカット

●UVカット（UPF 50+）●ツバ幅7.5cm、ネックケープ
19.5cm●ネックケープはバタつかないようにあご紐に
固 定 可 能 ● 撥 水 防 汚 加 工 ● サイ ズ 調 整 可 能 ●
Bluesign認証のリサイクル生地

ケープは使わない時はツバの裏に
収納できるので、邪魔になりません。

カラー／クオリー（331）、サンドストーン（256）
サイズ／M：56〜58cm、L：58〜60.5cm
重量／114g
素材／ポリエステル：100％

ケープはあご紐にスナップ留めできるので、
風の強い時もバタつきを軽減します。

ULTRA COLLECTION
大きなツバでしっかり紫外線カット 軽くて通気性にも優れるの
で、山だけでなくウォータースポーツなどにも！男女被れるユニ
セックス。

UVカット サングラスロック

S2C11849

ウルトラエスケープブーニー
¥5,060（税抜価格：￥4,600）

シンダー
（124）

パミス
（346）

●ツバ幅：7cm●UVカット：UPF 50+●サングラス
ロック●反射素材の細部のパーツ●汗取りバンド
●耐久撥水加工●Bluesign生地
カラー／シンダー（124）、パミス（346）、ユーカリプタス（708）
サイズ／M：56〜58cm、L：58〜60cm 重量／76.5ｇ
素 材／ナイロン88%、ポリエステル18%

ユーカリプタス
（708）

後頭部にはリフレクターを備えます

非常に軽量でトレランや登山におススメのキャップ。ツバには芯が入っていな
いのでクシャっと小さくポケットに収納も可能です。男女被れるユニセックス。
UVカット サングラスロック

サングラスロック機能付き！
S2A04848

ウルトラトレイルキャップ
¥4,180（税抜価格：￥3,800）
●ツバ幅：7cm●UVカット：UPF 50+●サングラス
ロック●反射素材の細部のパーツ●汗取りバンド
●耐久撥水加工●Bluesign生地
カラー／ブルーマウンテン（611）、パミス（346）、
ユーカリプタス（708）、サンド（254）
サイズ／ワンサイズ：54〜60cm
重量／48.2g
素 材／ナイロン88%、ポリエステル18%

ユーカリプタス
（708）

NEW
color

サンド
（254）

パミス
（346）

ブルーマウンテン
（611）

後頭部のリフレクターで
夜間の視認性にも優れます

サンデーアフタヌーンズ／ハット
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お気に入りのキャップに組み合わせたり、上からハット
を被ったり、単体でも使えるネックケープです。今年は
ご要望の多かったブラックが、日本別注で登場です！

NEWcolor

UVカット

サングラスロック

ブラック
【日本別注カラー】
（302）

S2A96736

ソーラーカーテン
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

●ネックケープ17cm ●UVカット（UPF 50+）
●汗止めバンド ●サングラスロック
●耐久撥水加工 ●bluesign生地
カラー／ブロッサム（403）、クリーム（219）、
エバーグレード（709）、サンド（254）、
ブラック【日本別注カラー】
（302）
サイズ／ワンサイズ：54〜60cm 重量／29g
素 材／ナイロン100％、バンド部ポリエステル100%

CAP

ブロッサム
（403 ）

エバーグレード
（709）

クリーム
（219）

サンド
（254）

シンプルなデザインで機能は満載のメッシュキャップ！
通気性に優れ、High-Visリフレクティブもデザインされたキャップ
夜道でのランニングにもウォーキングの際にも視認性に優れます
サングラスロック ストレッチバック

UVカット

サングラスロック

ブラック
(305)

High-Vis リフレクティブ

ブルームーン
(598)

アクア
(502)

ブライトオレンジ
(809)

サポートアスリート鳥海さんも愛用！
S2A04608

バンテージポイントトラッカーキャップ
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

カラー／アクア（502）、ブライトオレンジ（809）、ブルームーン（598）、
フリント（320）、ブラック（305）
サイズ／ワンサイズ:56〜60cm 重量／65.2g
素 材／《シェル》ポリエステル：100％
《トップ ブリム》ナイロン：100％
《アンダーブリム》ポリエステル：100％

●クッラシャブル ブリム（ツバ幅：7cm） ●通気性に優れたメッシュパネル
●サングラスロック ●汗止めバンド ●High-Vis リフレクティブ
●ストレッチバックサイジング ●OEKO-TEX クラウンメッシュ ●特許出願中

サングラスロックとクラムシェルブリム付きで、便
利な機能が満載なキャップです。シンプルで被りや
すいデザインは、ベストセラーモデルの1つです。
S2A06076

UVカット サングラスロック

畳めるつば

ブラック
（302）

サントリッパーキャップ
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

クリーム
（222）

●UVカット（UPF50+） ●クラムシェルブリム ●ベンチレーション
●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 ●US Patent # D616,633
カラー／ブラック（302）、ミネラル（510）、ティンバー（772）、クリーム（222）、
メサレッド（426）
サイズ／M：56〜58cm、L：58〜60cm 重量／73.7g
素 材／《ソリッドカラー》ナイロン：100％ 《プリント》ポリエステル：100％
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メサレッド
（426）

ミネラル
（510）

ティンバー
（772）

hats

2通りのカラーが楽しめるリバーシブルタイプ。そ
の日の気分 やウェアーに合わせて被れます。ク
ラッシャブルなので持ち運びにも便利。

ワイルドオーキッド／シンダー
（416）

リバーシブル

ラベンダー／パミス
（912）
UVカット

S2C11395

クリアクリークブーニー
¥5,280（税抜価格：￥4,800）

●クラッシャブルブリム（ツバ幅：8cm） ●UVカット（UPF50+） ●リバーシブル
●アゴ紐付き ●サイズ調整可 ●Bluesign生地
カラー／ラベンダー／パミス（912）、ジェイド/パミス（715）、
ワイルドオーキッド/シンダー（416）、ユーカリプタス／パミス（708）
サイズ／M（ワンサイズ）
：56〜58cm 重量／87.9g 素材／ナイロン：88％、ポリエステル：12％

ジェイド／パミス
（715）

ユーカリプタス／パミス
（708）

ACCESSORIES
手のひらまで覆うロングサイズの日除けスリーブ
スリット付なので腕時計も見やすい
Coolcore素材使用なので
NEW
color
ヒンヤリと快適に使えます
UVカット

※時計が見える
スリーブ付
リバーリフレクション
（729）

S2A64650

UV シールドクール スリーブ
（ハンドカバー付）
¥3,080（税抜価格：￥2,800）
●UVカット（UPF50+） ●Coolcore素材生地
●OEKO-TEX素材 ●ストレッチ ●イージーケア
●手首には腕時計が見やすいスリット付
●手のひらまで覆うロングサイズ
●ノンスリップグリップタイプ ●吸水速乾

クリーム
（219）

ブラック
（302）

カラー／ブラック（302）、クオリイ（331）、ホワイト（106）、クリーム（219）、
リバーリフレクション（729）
サイズ／S/M、L/XL（ホワイトはS/Mのみ） 素材／ポリエステル：88％、ポリウレタン：12％

ホワイト
（106）

クオリイ
（331）

夏のアウトドアシーンに欠かせない日焼け防止アイテム、吸水速乾でクールな肌触りが特徴です

NEW
color

リバーリフレクション
（729）

S2A64649

UV シールド クール スリーブ
¥2,640（税抜価格：￥2,400）

●UVカット（UPF50+） ●Coolcore素材生地
●OEKO-TEX素材 ●吸水速乾 ●ストレッチ

UVカット

ブラック
（302）

●イージーケア

カラー／ブラック（302）、グレーエレトリックストライプ（352）、
リバーリフレクション（729）、トーナルブルーストライプ（595）、
クリーム（219）
サイズ／S/M、L/XL（クリームはS/Mのみ）
素材／ポリエステル：88％、ポリウレタン：12％

グレーエレトリックストライプ
（352）

クリーム
（219）

トーナルブルーストライプ
（595）

サンデーアフタヌーンズ／ハット

54

hats

WATER PROOF（雨を楽しむ防水モデル）
アドベンチャーハットの防水タイプ。
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

完全防水
UVカット

防

折りたたみ時

水

S3A01558

ウルトラアドベンチャー
ストームハット
¥5,940（税抜価格：￥5,400）
●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

ミネラル
（510）

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％

トープ
（264）

シャドウ
（302）

パイン
（711）

完全防水キャップ。非常にコンパクトに折り畳めるので、ザックのサイドポケットや
パンツのポケットに入れても邪魔になりません。
UVカット

防

水

完全防水

シャドウ
（320）

S3A03757

レペルストームキャップ
¥4,840（税抜価格：￥4,400）

夜間も安心なリフレクターパーツ

●防水性と透湿性があり縫い目はテープで目止めしています
●防水膜が雨や雪から保護します
●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
●換気用のベンチレーション ●反射パーツ
●内側は吸汗性のあるメッシュライナー ●サイズ調整可能
●折りたたみ式のつばは小さく平らにパックキングできます。
●ザックのサイドポケットにも収納可能 ●UPF 50+（98%以上紫外線カット）
カラー／トープ（264）、シャドウ（320）、プラム（919）、ミネラル（510）
サイズ／M/L 重量／約48g
素 材／外側：78％ナイロン、22％ポリエステル内側：100%ポリエステル
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装飾部を除く

ミネラル
（510）

プラム
（919）

トープ
（264）

S2A04799

S2A04800

hats

アーティストがインスピレーションを受けてデザインしたトラッカーキャップ
それぞれに個性溢れるシーズン毎の限 定のアート作品です
アウトドア・アクティビティをシンプルにカッコ良く飾ります
S2A04798

マウンテンムーンライト
S2A04801
クラッシングウェーブ

UVカット

T
AR

IS

アーティストシリーズ
パッチトラッカーキャップ
¥3,740（税抜価格：￥3,400）

IE S

アンシエントグローブ

T SE

R

●ツバ幅：6.8cm ●メッシュベンチレーション
●限定アートワーク ●ストレッチバックサイジング
●Blluesign認証の本体生地と汗止めバンド

カラー／アンシエントグローブ、クラッシングウェーブ、マウンテンムーンライト、トロピカルフローラ
サイズ／ワンサイズ：54〜60cm 重量／68g 素材／ツバ部コットン100％、本体/メッシュ部ポリエステル100%

S2A04794

S2A04793

トロピカルフローラ

S2A04632

マウンテン
エベレスト

ヨセミテ

S2A04727

S2A04637

T
AR

IS

IE S

ストレッチバック

T SE

R

ウッドランド

ドリームシーカー

アーティストシリーズトラッカーキャップ ¥3,740（税抜価格：￥3,400）
●クラウンベンチレーション ●限定アートワーク
●ストレッチバックサイジング ●特許出願中

●汗止めバンド

カラー／ウッドランド、マウンテン、エベレスト、ヨセミテ、ドリームシーカー
サイズ／ワンサイズ：54〜60cm 重量／76.5ｇ 素材／《ツバ》コットン：100％ 《クラウンメッシュ》ポリエステル：100％

STRAW HAT
コストパフォーマンスにも優れる
カジュアルな麦わらハット。
夏の遊びに活躍します。
今年はキッズモデルも登場しました。
ぜひ親子お揃いでどうぞ。

UVカット

S2A22623

サンガーディアンハット
¥3,190（税抜価格：￥2,900）

●ツバ：UVカット（UPF50+）、トップ：クラウンライナー
●ツバ幅：11cm ●100％天然麦わら
●アゴ紐付き（サイズ調整可） ●汗止めバンド

ナチュラル
(246)

ナチュラル ブランク
（247）

カラー／ナチュラル（246）、ナチュラル ブランク（247）
サイズ／L：
（ワンサイズ）58〜60cm 重量／150.3ｇ
素 材／麦わら100％

サンデーアフタヌーンズ／ハット
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麦わら素材のスマートなデザインは、タウンからリゾートやキャンプま
で、男女問わずにマッチします。ユニセックスモデル。

NEW
S2A22905

UVカット

レイジャーハット
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

●UVカット（UPF 50+）
●ツバ幅8.75cm
●眩しくないようにツバの裏は暗い色
●調節可能なあご紐
●Bluesign認証の速乾汗止めバンド
カラー／ナチュラル/ブラウン（208）
サイズ／M：56〜58cm、L：58〜60.5cm
素 材／麦わら100％

ナチュラル/ブラウン
（208）

重量／113ｇ

クラッシックなデザインながら、頭の周りはぐるっと一周メッシュベン
チレーションで、通気性に優れた機能的なモデルです。

NEW
S2A22906

UVカット

イージーブリーザーハット
¥4,620（税抜価格：￥4,200）

●UVカット（UPF 50+）
●ツバ幅7cm
●メッシュで通気の良い本体
●内側で調節可能 ●調整可能なあご紐
●Bluesign認証の汗止めバンド

タバコブラウン
（213）

カラー／サドル（216）、タバコブラウン（213）
サイズ／M：56〜58cm、L：58〜60.5cm 重量／113ｇ
素 材／本体：コットン97%、ポリエステル3%、メッシュ：ポリエステル100%

サイドはぐるっと一周メッシュ素材で高い通気性
サドル
（216）
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ベストセラーモデル！！
ユニセックスで使えるライフスタイルハット
丸めてコンパクトに持ち運べます
UVカット

ツイード
（337）

S2A27040

ハバナハット
¥3,520（税抜価格：￥3,200）

タン
（235）

●UVカット（UPF50+） ●ツバ幅：6.5cm
●通気性の良いポリエステルとペーパーブレード
●汗止めバンド ●サイズ調整可 ●丸めて収納可能
カラー／クリーム（270）、タン（235）、ツイード（337）
サイズ／M：56〜58cm、L（L/XL）
：58〜60cm
重 量／127.6g
素 材／ポリエステル：10％、ペーパー：90％

クリーム
（270）

短めのツバのスタイリッシュなデザインは、男女問わずに人気のアイテムです。
UVカット

S2A27015

ケイマンハット
¥3,520（税抜価格：￥3,200）

●UVカット（UPF50+） ●ツバ幅：7cm
●通気性の良いポリエステルとペーパーブレード
●汗止めバンド ●サイズ調整可
カラー／クリーム（270）、タン（235）
サイズ／M：56〜58cm、L（L/XL）
：58〜60cm
素 材／ポリエステル：10％、ペーパー：90％

クリーム
（270）

重量／141.7g

タン
（235）

可愛くもカッコよくも決まるナチュラルハット。
キャンプや旅のイメージにも似合います。
UVカット

ナチュラル
（246）

S2C26412

モンテゴハット
¥6,930（税抜価格：￥6,300）

●UVカット（UPF50+）
（クラウンのみ） ●UVカットのライナー付き
●ツバ幅：7.6cm ●汗止めバンド ●アゴ紐付き（調整可）
カラー／コーヒー（217）、ナチュラル（246）
サイズ／M：
（ワンサイズ）56〜58cm 重量／121.9g
素 材／ラフィア：100％ 《ライナー》ポリエステル：100％

コーヒー
（217）

サンデーアフタヌーンズ／ハット
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ナチュラルで柔らかな風合いのサンハット
キャンプや旅行にも便利な速乾性に優れるポリエステル素材です

アイボリー
（102）
S2C27802

UVカット

ボホーハット
¥4,180（税抜価格：￥3,800）

●UVカット（UPF50＋） ●ツバ幅：8cm
●レザーのバンドとタッセルのデザイン
●内側でサイズ調節可能 ●汗止めバンド
カラー／コッパー（811）、アイボリー（102）
サイズ／M：56〜58cm
重 量／158.8g 素材／ポリエステル：100％
コッパー
（811）

女性のベストセラーモデル。キャンプシーンにもマッチするデザインです。
ツバにはワイヤーが入っているので、スタイルに合わせて
上げ下げできます。

ジュエル
（337）

UVカット

S2C26270

サンセットハット
¥3,740（税抜価格：￥3,400）

デニム
（557）

●UVカット（UPF50+） ●ツバ幅：9.5cm
●通気性に優れる ●汗止めバンド
●アゴ紐付き（サイズ調整可） ●サイズ調整可
カラー／シナモン（215）、オート（289）デニム（557）、
ジュエル（337）
サイズ／M：
（ワンサイズ）56〜58cm
重 量／178.6g 素材／ポリエステル：100％

シナモン
（215）

オート
（289）

丸いフォルムが、女性らしい優しく柔らかい
雰囲気を感じさせてくれるデザインです。

UVカット

ナチュラル
（246）

S2C19495

ルナハット
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

●UVカット（UPF50+） ●ツバ幅：6.5cm
●通気性の良いポリエステルとペーパーブレード
●汗止めバンド ●サイズ調整可
カラー／ブリンドル（208）、ナチュラル（246）、
サイズ／M：
（ワンサイズ）56〜58cm 重量／161.6g
素 材／ポリエステル：56％、ペーパー：44％
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（208）
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KID’s COLLECTION
キッズのベストセラーモデル！]
公園や水遊びなど太陽の下で遊ぶのが大好きなキッズたちを、
夏の強い紫外線から守ります。

Sサイズ

UVカット

S2D01061

安全ストラップ

キッズプレイハット
¥3,190（税抜価格：￥2,900）
ネイビーストライプ
（558）

●ツバ幅：7-9cm、ネックケープ：13-15.5cm
●UVカット（UPF50+）
●クラウン ベンチレーション
●スマートストラップ（取り外し可）
●ストレッチフィット ●撥水防汚加工
●サイズ調整可
●Bluesign生地（ソリッドのみ）

ポリネイター
（458）

カラー／ブルーエレクトリックストライプ（508）、
ブロッサム（320）、バタフライドリーム（955）、
ロイヤル（566）、ブルーバード（454）、
ネイビーストライプ（558）、ポリネイター（458）
サイズ／S：47〜50cm（ブルーエレクトリックストライプ、ブロッサム、
ロイヤル、ブルーバード）
M：50〜53cm、L：53〜56cm
重 量／51g
素 材／《ソリッドカラー》ナイロン：100％
《プリント》ポリエステル：100％
ブロッサム
（320）

ロイヤル
（566）

ブルーバード
（513）

ブルーエレクトリックストライプ
（508）

バタフライドリーム
（955）

元気なキッズにピッタリのスポーティーキャップ！！
耐久性にも優れ、ネックケープは取り外しも可能です

UVカット

S2D04396

キッズサンチェイサーキャップ
¥3,190（税抜価格：￥2,900）
●UVカット（UPF50+） ●取り外し可能なネックケープ
●撥水防汚加工 ●サイズ調整可 ●クラッシャブル仕様

●Bluesign生地

カラー／ライトニング（609）、ワイルドフラワー（610）
サイズ／L：53〜56cm 重量／53.9g
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％

ライトニング
（609）

ワイルドフラワー
（610）

サンデーアフタヌーンズ／ハット
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キッズの麦わらハットのＮＥＷモデル！
ぜひお父さんお母さんとお揃いでどうぞ。
UVカット

NEW
S2D22623

キッズサンガーディアンハット
¥2,970（税抜価格：￥2,700）
●ツバ・頭頂部：UVカット（UPF 50+）
●ツバ幅：8.5cm
●100%天然麦わら
●あご紐付（調整可能）
●汗止めバンド
カラー／ナチュラル/ウェーブ（246）
サイズ／L：53〜56cm 重量／106g
素 材／麦わら100%
ナチュラル/ウェーブ
（246）

大きなツバでしっかり日差しから守ります。
2色楽しめるリバーシブル。

UVカット

安全ストラップ リバーシブル

ディープブルー／チャパレル
（510）
S2D11395

キッズクリアクリークブーニー
¥3,520（税抜価格：￥3,200）
●ツバ幅：7cm ●UVカット（UPF50+） ●リバーシブル ●スマートストラップ（取り外し可）
●汗止めバンド ●撥水防汚加工 ●サイズ調整可 ●クラッシャブル仕様
●Bluesign生地（ソリッドのみ）
カラー／ディープブルー／チャパレル（510）、ビビットマゼンダ／カリビアン（443）
サイズ／M：50〜53cm、L：53〜56cm 重量／70.9g
素 材／《ソリッドカラー》ナイロン：100％、
《プリント》ポリエステル：100％
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ビビットマゼンダ／カリビアン
（443）

