
  

防刃グローブ 

Protection 

so smooth you 

won’t feel it 



防刃グローブの選び方 

刃物(ガラス片や金属片を含む)による切り傷を防ぐ耐切創性、針などの突刺しを防ぐ耐針性、穿刺抵抗などの

機能を備えたグローブを防刃グローブといいます。防刃グローブを選ぶ際は、耐切創レベルを確認することが重

要です。弊社でご紹介する防刃グローブは、ヨーロッパの CE 規格 EN388 に準拠した試験を実施したもので、

最高レベルの”５”または”F”をクリアしたものが大部分を占めております。防刃グローブといっても、手袋全体が

保護されている訳ではありません。手袋のどの部分に保護機能があるのか、それがご使用者の用途とあっている

のかを確認することが不可欠です。 

CE 規格とカテゴリー 

CE マーキングは、欧州経済地域（EEA）内で販売される製品の健康、安全、および環境保護基準への適合を示す

認証マークです。この中で安全保護具(防刃手袋を含む)に関するカテゴリー分けが１～３まであります。 

カテゴリー１：最小限のリスクからユーザーを保護する 

カテゴリー２：カテゴリー１にも３にも属さないリスクからユーザーを保護する 

カテゴリー３：死亡や健康への不可逆的な損傷などの非常に深刻なリスクからユーザーを保護する 

※公的認証機関での検証および認証が必須 

手袋の保護エリアについて 

こちらのグローブの特徴として主に手のひら側、および指先に強度を持たせているものがほとんどです。保護性

能を持つ素材や補強当(当て布)の層の数でその強度が分かります。業務や作業内容に応じて、どの部位に強度が

必要かでお選びください。 

同等の強度を持つグローブと比較し、手を動かしやすく、長時間の作業にも快適に着用できるという声を聞いて

おりますが、補強当を構成する素材や層の数により手や指の動かしやすさに違いがあります。 

手袋の保護規格について 

CE 規格の中の安全保護具の機械的物性試験方法（EN388, EN420, M18, ASTM 等）に準拠したテスト済みで
す。 そのテスト方法は、手袋片を測定台に固定し、一定の荷重をかけた回転刃を往復運動させ、切断（貫通） に
至るまでの往復回転数を測定します。 これを標準布に数回行い、耐切創性の評価値を算出します。評価値は数値
が大きくなるほど耐切創性に優れていることを表しています。 
 
評価値の見方:ここでは EN388 を使用し、下表の上から順に、右マーク英数字(６桁)の左側から当てはめます。 

例 EN388, 2003 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５  

１ 摩擦抵抗 (回数) 100 以上 500 以上 2000 以上 8000 以上 ― 

２ 切創抵抗 (index) 1.2 以上 2.5 以上 5.0 以上 10.0 以上 20.0 以上 

３ 引裂抵抗 (N) 10 以上 25 以上 50 以上 75 以上 ― 

４ 突刺抵抗(N) 20 以上 60 以上 100 以上 150 以上 ― 

 EN388, 2016 レベルＡ レベルＢ レベルＣ レベルＤ レベルＥ レベルＦ 

B 
TDM 切断抵抗 

上段(N),下段:(g) 

2 以上 5 以上 10 以上 15 以上 22 以上 30 以上 

204 509 1020 1530 2243 3059 

 EN388, 2016 レベルＰ レベルＦ レベルＸ  

P 
衝撃保護 Pass Fail Not 

Tested 

 



防刃グローブ一覧 

 GUIDE 6401 GUIDE 6204 GUIDE 6502 GUIDE 6505 

外観 

    

保護エリア 

    

:15 層 :5 層 :４層 :２層 
:８

層 

:４

層 

:２

層 
:４層 :２層 

サイズ ８～12 ７～12 ８～12 ７～12 

耐 

 

性 

切 創 ○ ○ ○ ○ 

穿 刺 ○ ○ ○ ○ 

針 刺 ○ ○ ○ ○ 

衝 撃 ― ― ○ ○ 

触 感 ― ○ ― ○ 

裏  地 ポリエステル 無 ポリエステル フリース 

安

全

試

験

規

格 

CE Category 2 ○ ○ ○ ○ 

ISO 13997:1999 115N 

 

65N 

 

85N 

 

65N 

 

EN 388:2003 

(0~5, Max 5) 

Level 5 

(4534) 

― Level 5 

(4523) 

Level 5 

(3511) 

EN 388:2016 

(A~F, Max F) 

Level F 

(3X23F) 

Level F 

(2X21F) 

Level F 

(4X43F) 

Level F 

(4X12FP) 

MODIFIED  

ASTM 1342-05 

15N 

(2 Layers of 

Alycore®) 

― 15N 

(2 Layers of 

Alycore®) 

15N 

(2 Layers of 

Alycore®) 

ASTM F2878 15N 7N 15N 8N 

  
ご注意：切れ味の鋭い日本刀やアイスピック等の尖ったもの、規格以上の力が加わった場合や何度も繰り返し突刺した場合は貫

通します。ご使用中に大きな衝撃等を受けた場合には当初の機能が失われている可能性があります。 

本製品は安全を保障するものではありません。 



防刃グローブ GUIDE 6401  

視認性、手のひらの保護機能が高いグローブ 
 

モデル 6401 は、優れた防刃・防針機能をもつ素材 Alycore®の技術で

手の内側と指先に優れた保護性能を提供します。 

 

視認性を高めるカラーリング、耐久性とグリップ性向上のためポリ塩化

ビニル(PVC)補強を特別に施したしなやかな合成皮革製で、切創、穿刺、

針刺からあなたの手を護ります。 

 

 

 

 

特長： 

: 手のひらは 15 層の Alycore® 

: 手のひら側の指部分と指先を覆う部分は 5 層の Alycore® 

 

適用業務： 

消防士、レスキュー隊、 

穿刺・切創の危険性のある金属/ガラス/リサイクル産業 

 

規格： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ 7(S) 8(M) 9(L) 10(XL) 11(2L) 12(3L) 

グローブ長  (+/-5 mm)  225 230 235 245 250 

手のひら幅 (+/-5 mm)  110 115 120 125 130 

 

 

 

  

成形された指先部分 

伸縮性に優れたスパンデックス 
(黄色部分) 

5 層の Alycore®で指を保護 

製品最高レベル 15 層の
Alycore®で手のひらを保護 

ベルクロアジャスター 

耐候性、耐熱性、耐油性、 
耐薬品性に優れた合成ゴム素材
ネオプレンがナックル部を保護 

耐久性やグリップ性の向上に 
ポリ塩化ビニルで手のひらを補強 



防刃グローブ GUIDE 6202 

触覚感度にすぐれたグローブ 
 

 

モデル 6202 は、優れたグリップ性と触覚感度が特徴です。柔軟性と快

適性を維持しながら、切創、穿刺、針刺に対して保護性能を提供します。 

 

 

手のひらは縫い目のない柔らかい合成皮革を使用、針や切創に対して 4

層の生地であなたの手を護ります。 

 

 

 

特長： 

: 手のひらは 4 層の保護メッシュ 

: 指部分は 2 層の保護メッシュ 

 

適用業務： 

警察官、税関職員、警備員、刑務官など 

 

規格： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ：6～13 7(S) 8(M) 9(L) 10(XL) 11(2L) 12(3L) 

グローブ長  (+/-5 mm) 215 225 230 235 245 250 

手のひら幅 (+/-5 mm) 105 110 115 120 125 130 

 

 

切創、穿刺、針刺から防護 
するため指先を補強 

ナックル部は防護機能強化 
のためネオプレンを使用 

手の甲は切り付け防護機能 
を強化しケブラーを採用 

タッチ感度向上のため 
指先にはシリコン不使用 

快適性を考えた 
縫い目のないグリップ 

特別に強化された 
親指の先 

ベルクロアジャスター 



防刃グローブ GUIDE 6204 

触覚感度にすぐれたグローブ 
 

モデル 6204 は、優れたグリップ性と触覚感度が特徴です。柔軟

性と快適性を維持しながら、切創、穿刺、針刺に対して保護性能

を提供します。 

 

手の甲は耐熱性および切創にすぐれたケブラー素材、手のひらは

針や切創に対して 4 層の生地であなたの手を護ります。 

 

 

 

 

特長： 

: 手のひらは 4 層の保護メッシュ 

: 指部分は 2 層の保護メッシュ 

 

適用業務： 

警察官、治安部隊、税関職員、刑務官など 

 

規格： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ：6～13 7(S) 8(M) 9(L) 10(XL) 11(2L) 12(3L) 

グローブ長  (+/-5 mm) 215 225 230 235 245 250 

手のひら幅 (+/-5 mm) 105 110 115 120 125 130 

 

 

 

  

切創、穿刺、針刺から防護 
するため指先を補強 

ナックル部は防護機能強化 
のためネオプレンを使用 

手の甲は切り付け防護機能 
を強化しケブラーを採用 

タッチ感度向上のため 
指先にはシリコン不使用 

快適性を考えた 
縫い目のないグリップ 

特別に強化された 
親指の先 

グリップ強化にシリコンプ
リントを施した合成素材 

より高い安全のため手のひら
側にベルクロアジャスター 



防刃グローブ GUIDE 6502 

グリップ性能が高いグローブ 
 

モデル 6502 は、より高い耐久性とグリップ性のために特別なポリ塩化

ビニル(PVC)補強を合成皮革に施し、切創、穿刺、針刺に対して保護性

能を提供します。 

 

Alycore®の技術が手の内側と指先、手の甲を覆い、手のひらと手の甲

を針や鋭利な物から護ります。ナックル部と指部分に TPR プロテクシ

ョンを装着し、機械的保護、衝撃保護を強化します。 

 

 

 

特長： 

:手のひらは 8 層の Alycore® 

:手のひら側の指部分と指先を覆う部分は 4 層の Alycore® 

:手の甲は 2 層の Alycore® 

 

適用業務： 

消防士、レスキュー隊、 

穿刺や切創の危険性のある重金属産業、建設業など 

 

規格： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サイズ 7(S) 8(M) 9(L) 10(XL) 11(2L) 12(3L) 

グローブ長  (+/-5 mm)  225 230 235 245 250 

手のひら幅 (+/-5 mm)  110 115 120 125 130 

手の甲は 2 層の Alycore® 
で保護(グレー部分) 

指とナックル部に TPR プロテク
ションを施し衝撃を吸収 

成型された指部分は 
快適で動きを妨げない 

親指の裏は 
柔らかいスポンジ素材 

手のひら側の指部分と指先を
覆う部分は 4 層の Alycore®で
保護 

手のひらは 8 層の Alycore®で保護 
さらに塩化ビニル(PVC)で補強 

手首にフィットするロングカフ 

裏地はポリエステル素材で快適に 

伸縮性の高いスパンデックス 



防刃グローブ GUIDE 6505 

警察・警備のためのレザーグローブ 
 

撥水加工され柔らかく最高品質のやぎ革で作られたグローブは、切創、

穿刺、針刺に対する保護を提供します。 

 

Alycore®の技術が手の内側と指先周りを針や鋭利な物から護り、手の

甲には衝撃を吸収する特別なプロテクションが装備されています。 

 

 

 

特長： 

:手のひらは 4 層の Alycore® 

:指の内側、指先を覆う部分、指の先端は 2 層の Alycore® 

 

適用業務： 

警察、攻撃部隊、救急隊員、白バイなど、衝撃や切創のリスクを伴

う厳しい環境下で使用する方向け 

 

規格： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ 7(S) 8(M) 9(L) 10(XL) 11(2L) 12(3L) 

グローブ長  (+/-5 mm) 215 225 230 235 245 250 

手のひら幅 (+/-5 mm) 105 110 115 120 125 130 

 

 

株式会社ジャパンセル 特機部 
〒194-0215 

東京都町田市小山ヶ丘２－２－５－１１ まちだテクノパーク 

TEL: 042-798-4621 

FAX:042-798-4679 
https://jpc-hls.com/ 

info_hls@jpcell.co.jp  

※本製品は安全を保障するものではありません。 

 

ロングカフで手首を保護 

衝撃吸収可能なナックル部 
およびフィンガーガード 

より高い安全のため手のひら
側にベルクロアジャスター 

裏地はフリース素材で快適に 

指先と親指のレザーを補強 

指先と指の内側は 
2 層の Alycore® 

手のひらは 4 層の Alycore® 

01/20 

https://jpc/


保護グローブ BATALLIO 
革素材の戦闘グローブ 
A. 難燃性素材で厚さ 0.7-0.8ｍｍの 

アナリン加工したヤギ皮を使用 
EN3377 レベル２ 
EN ISO 11640 

B. 衝撃保護用の 4mmEVA ラバーパッド 
C. 衝撃保護用の 6mmEVA ラバーパッド 
D. 蒸れを緩和するベンチレーション 
E. 補強されたフォールド部 
F. グリップ性や保護の向上ためケブラーレイヤー 
G. ポリウレタン樹脂のパイピング 
 
特長： 
・ケブラー糸による縫製 
・難燃性のケブラー裏地 
・伸縮性のあるリスト部 
・サイズ ：7-12 

 

 

保護グローブ COMMANDO 
合成素材の戦闘グローブ 
 
A. 基礎補強材入りスエード素材が手のひら全体に 

指部分はタッチスクリーン対応 
B. 手の甲には丈夫な 4 方向ストレッチナイロン 
C. 蒸れを逃がすベンチレーション 
D. ケブラーのナックルプロテクションは、アニリン 

仕上げしたヤギの革で覆われたカーボンを使用 
E. タッチスクリーン可能な指先 
F. リストベルトはベルクロでサイズ調節可能 
G.ネオプレン素材によりリスト部を保護 
 
特長： 
・ケブラー糸による縫製 
・英国サイズ 6-13 
・グローブスタイル：手首上 
・速乾性・撥水加工でかつ洗濯可能 
・六価クロムフリー 
・異なる気候下でも使用可能 

 
ナックル層の構造： 
1.カーボンケブラー(内層) 
2.プラスチック(中間層) 
3.アニリン仕上げしたヤギの革(外層) 
・快適な感触と特別な保護のために、ナックルプロテク
ター下に 2mm の発泡ポリスクリム＋4mm の気泡(泡
沫)＋6mm のゴム 

 

 

 



保護グローブ FAJRO 7101-L 
難燃性と防水、カット耐性に優れたグローブ 

 
素材： 

A. 丈夫なシリコンケブラー素材のため 

360 度のカットプロテクション(カット耐性) 

B. 難燃性銀反射板 

C. 難燃性蛍光パイピング 

D. 左右接続リングとフック 

E. 着用しやすいオープンカフ 

F. ベルクロアジャスター 

 

特長： 

・ケブラー糸による縫製 

・特有の膜組織による防水機能 

・裏地にケブラーを使用 

・サイズ： 6-13 

 

 

 

 

 

保護グローブ FAJRO 7101-S 
難燃性と防水、カット耐性に優れたグローブ 

 
素材： 

A. 丈夫なシリコンケブラー素材のため 

360 度のカットプロテクション(カット耐性) 

B. 難燃性銀反射板 

C. 難燃性蛍光パイピング 

D. 左右接続リングとフック 

E. ケブラー素材のリブ編み 

F. 難燃性牛革の便利なストラップ 

 

特長： 

・手首にフィットするカフ 

・ケブラー糸による縫製 

・特有の膜組織による防水機能 

・裏地にケブラーを使用 

・サイズ： 6-13 

 

  



 

保護グローブ MoG 9161 Abseil 
懸垂下降(ラペリング)用グローブ 

 
特長： 

・高い柔軟性 

・丈夫な牛革製 

・熱対策のため裏地にケブラー素材を使用 

・ウェット/ドライでもグリップ性能は変わらず 

・携帯に便利なオープンリング付き 

・サイズ：7-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護グローブ MoG 9162 Abseil 
懸垂下降(ラペリング)用グローブ 

 

 

 

 

特長： 

・高い柔軟性 

・撥水加工したヤギ革はやわらかく曲げやすい 

・手のひらには丈夫な補強当に使用 

・熱対策のため裏地にケブラー素材を使用 

・ウェット/ドライでもグリップ性能は変わらず 

・携帯に便利なオープンリング付き 

 
 
  



 

保護グローブ FastRope 9163 
懸垂下降(ファストロープ)用グローブ 

 

素材： 

A. 撥水加工したヤギ革は柔らかく曲げやすい 

B. 手のひらには丈夫な牛革スエードを補強当に使用 

C. 手の甲には伸縮性に優れたスパンデックス 

D. 手袋内部は 6mm 厚の緩衝材+アラミド繊維 

+ファイバーグラスで補強 

E. ネオプレン®素材のベルクロアジャスター 

 

特長： 

・高い柔軟性 

・手のひらを多重構造で重点的に補強 

・携帯に便利なオープンリング付き 

・サイズ：7-12 

 

 

 

 

 

保護グローブ MoG 9164 
懸垂下降(ファストロープ)用オーバーグローブ 

 

懸垂下降後の次の行動に備えるための着脱しやすいグローブです。 

 

素材： 

A. スプリットレザー 

B. ケブラー糸で縫製 

C. 着脱しやすいオープンカフ 

D. 補強当をもとの位置に戻すゴム付 

E. ファストロープ時の熱緩衝材として 

人差し指および手のひらに補強当 

F. コットン 100% 

G. バイアステープによるふちどり 

 

特長： 

・使い捨てタイプ 

・サイズ：受注生産 

  



 

保護グローブ SECOND SKIN 8108B 
触感性に優れた警備用グローブ 

 

素材： 

A. 撥水加工した柔らかいヤギ革 

B. レベル３のカット耐性ケブラー裏地 

C. 手の甲には伸縮性に優れたスパンデックス 

D. すれ切れを防ぎナックル部を保護するネオプレン 

E. TPR 素材のベルクロクロージャー 

F. 時計をしていても開閉しやすい形状 

G. 銃を使用する際に役立つ U 字の補強当 

 

特長： 

・警棒や武器などが振り回しやすい高い触感性 

・通気性が高い 

・カラー：黒/グレー 

・サイズ：7-12 

 

 

 

 

 

 

保護グローブ INTERVENTION 
介在用グローブ 

素材： 

A. ウェット/ドライでも優れたグリップ性能を発揮

する混合パターンの合成皮革 

B. 合成皮革 

C. 武器や警棒のための補強当 

D. ナックル部の保護にカット耐性ネオプレン 

E. レベル3カット耐性ケブラー付きジャージー素材 

F. レベル３ケブラー裏地 

G. 動脈保護のためケブラー付きネオプレンカフ 

 

特長： 

・触感性のため指先に縫い目無し 

・人差し指の側面に縫い目無し(トリガー対応) 

・360 度すべてに難燃性機能 

・サイズ：7(S)～11(2L) 

  



保護グローブ 

 

 
 

 

 

 
 
株式会社ジャパンセル 特機部 
〒194-0215 

東京都町田市小山ヶ丘 2-2-5-11 まちだテクノパーク 

TEL: 042-798-4621 

FAX:042-798-4679 
https://jpc-hls.com/ 
info_hls@jpcell.co.jp 

09/19 

01/20 

https://jpc-hls.com/

