
～シャバルバ前掛エプロン

特徴別ご提案資料～



生地別性能 早見表

樹脂名 塩ビ(PVC)ﾀｰﾎﾟﾘﾝ ポリウレタン(PU) ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｨﾙﾑ(PU) NBR耐油ｺﾞﾑ

軽さ △ ◎ ◎ △

厚さ 約0.35～0.43mm 約0.2mm 約0.2mm 約0.2～0.4mm

丈夫さ ◎ 〇 〇 ◎

耐油 △ ◎ ◎ ◎

価格 低 高 中 高

抗菌加工 〇 〇 〇 〇

食品衛生法 適合 適合 適合 適合

使用品番
＃674 ＃880       ＃550 ♯650 ＃940 ＃8200 ♯640

♯830

主要ﾕ-ｻﾞｰ様
鮮魚店、市場

食品工場、厨房等
給食ｾﾝﾀｰ、ｽｰﾊﾟｰの厨房

食品工場等
ｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ、給食ｾﾝﾀｰ

ｽｰﾊﾟｰの厨房等
食肉加工場、鮮魚店

厨房等



塩ビ(PVC)ターポリン
➢耐久性、コストパフォーマンスに優れる

➢ウェルダー溶着の為、ほつれがなく異物混入対策◎ 縫い目にカスが溜まらず衛生的

商品名 ６７４ ｼｬﾊﾞﾙﾊﾞﾌﾟﾛ抗菌前掛 ８８０ ｼｬﾊﾞﾙﾊﾞｴｽﾃﾙHG抗菌前掛 ８３０ ｼｬﾊﾞﾙﾊﾞｴｽﾃﾙ胸付前掛

色展開

ｻｲｽﾞ展開 M−4L (7ｻｲｽﾞ展開) M−4L (7ｻｲｽﾞ展開) M−3L （5ｻｲｽﾞ展開）

重さ（目安） 480g(胸付) 430g(胸付) 420g

生地厚 0.43mm 0.38mm 0.35mm

腰下前掛 有無 有 有 無

特徴

一番分厚い生地を使用しています。
こすれに強く、破けづらいので、
長持ちし、ハードな現場に耐えられ
ま
す。
多サイズ展開で、大柄な従業員の方
に
も対応して、長くご愛用頂けます。

適度な厚みと軽さを両立しております。
裾部分が足にまとわりつかないので
動きやすいです。
多サイズ展開で、大柄な従業員の方に
も対応して、長くご愛用頂けます。

ターポリンの中では、コストパフォーマ
ン
スが抜群です。
耐久性があり長持ちします。
作業工程や調理食材ごとに色分けをする
こ
とで現場の衛生管理に役立ちます。
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ポリウレタン(PU) ポリウレタンフィルム(PU)
➢耐熱性、耐油性に優れる

➢軽量な為、長時間の作業による肩への負担を軽減します。

商品名 ９４０ ｳﾚﾀﾝ打ち抜きｴﾌﾟﾛﾝ ５５０ ｼｬﾊﾞﾙﾊﾞｿﾌﾄ抗菌前掛 ６５０ ｼｬﾊﾞﾙﾊﾞｶﾗｰｴﾌﾟﾛﾝ

色展開

ｻｲｽﾞ展開
S-L

(幅90×丈125～145)
M-EL M-EL

重さ(目安) 240g 180ｇ（胸付） 220ｇ

生地厚 0.2㎜ 0.2㎜ 0.2㎜

腰下前掛 有無 無し 有（ｼﾛのみ） 無し

特徴

自身で丈をカットして調整できます。
動きやすく、作業効率もアップ。
また、肩掛け部がワイドタイプで肩
へ
の負担が少ない仕様の為、女性が多
い
現場で使用されています。
縫製していない為、異物混入対策◎

シャバルバの中では、最軽量の前掛。
ウェルダー溶着加工により、糸くずな
ど
の異物混入を防ぎ、カビの発生リスク
も
軽減します。
作業工程や調理食材ごとに色分けをす
る
ことで、現場の衛生管理に役立ちます。

4色の多色展開です。
作業工程や調理食材ごとに色分けをする
ことができ、現場の衛生管理に役立ちま
す。
ウレタン前掛の中では
コストパフォーマンスが抜群です。

ｶﾀﾛｸﾞﾞVol.24掲載P． P.63 P.64 P.65
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NBR耐油ゴム
➢耐油性に優れる

➢生地に耐油性ゴムをコーティングしており、動物や魚の血や油がついても硬くなりにく
い

商品名 ８２００ ｼｬﾊﾞﾙﾊﾞﾌﾞﾛｲﾗｰ前掛 ６４０ ｼｬﾊﾞﾙﾊﾞﾗｲﾄｴﾌﾟﾛﾝ

色展開

ｻｲｽﾞ展開 M−４L M−EL

重さ（目安） 480g(胸付) 240g

生地厚 0.4㎜ 0.2㎜

腰下前掛有無 有 無

特徴

両面にNBR耐油ゴムをコーティング。
食肉加工場や鮮魚店で特に使用され続けています。
生地が分厚く丈夫で、こすれに強く破けづらいの
で
長持ちします。
燃やしてもダイオキシンが発生しません。

表面のみにNBR耐油ゴムをコーティング。
食肉加工場や鮮魚店で特に使用され続けています。
軽量で動きやすさが特徴です。

燃やしてもダイオキシン発生しません。

ｶﾀﾛｸﾞVol.24掲載P. P.73 P.73
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その他のエプロン

商品名 6650 ｼｬﾊﾞﾙﾊﾞﾚｻﾞｰｴﾌﾟﾛﾝ 6690 ｼｬﾊﾞﾙﾊﾞﾅｲﾛﾝｴﾌﾟﾛﾝ 400  ｼｬﾊﾞﾙﾊﾞﾋﾞﾆｰﾙ前掛

色展開

ｻｲｽﾞ展開 フリー フリー M-L

重さ（目安） 300g 200g 460g(胸付)

生地厚 0.65ｍｍ 0.2mm 0.2mm

腰下前掛 有無 無 無 有

特徴

厚くて丈夫なレザー調の生地を使用。
発色が良いカラフルなエプロン。
接客と調理両方の仕事をこなす店舗
等で人気です。

レインウェア用の防水生地を使用。
洗車作業など屋外作業に最適で、接客
と
調理両方の仕事をこなす店舗等でも
人気です。

クリアタイプで、白衣が透けて確認でき
ま
す。
幅広い用途で使用することができます。

カタログ゛Vol.24
掲載P． P.74 P.74 P.72
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