3MTM 保護めがね

信頼のおける安全性
米国規格 ANSI Z87.1： 2010 あるいは 日本規格 JIS T 8147 の厳しい耐衝撃性能試験をクリア。
確かな品質と性能。

カラーレンズ保護めがね BX™ シリーズ

性能試験
項

【品番】11471-00000
あらゆる作業に適した無色透明のレンズ。
屋外作業でもUVカット効果に優れたレンズが
有害な紫外線から目を守ります。

通常使用

メーカー希望小売価格￥1,367（税抜価格）＋消費税

目

JIS T 8147

合格

合格

耐高質量衝撃
性能試験

合格

規定なし

耐高速衝撃
性能試験

合格

規定なし

貫通性能試験
表面摩耗抵抗
屈折力

合格
規定なし
合格

規定なし
合格
合格

平行度
視感透過率

合格
合格

合格
合格

耐高質量衝撃性能試験
試験内容

BX™ 保護めがね クリアレンズ

ANSI Z87.1

鋼球落下試験

500gのおもり

127cm

合格
基準

●衝撃を受けてもレンズやフレームが壊れず、
人頭の眼にレンズが当たらないこと。

【品番】11374-00000

【品番】11375-00000
クリアのレンズの下部に拡大レンズがついており
手元を拡大して見えるため小さい文字を読む際に便利。
メーカー希望小売価格￥1,733（税抜価格）＋消費税
ANSI
Z87+

※ルーペの+1.5、
+2.0は拡大倍率ではありません。

※見え方の一例です。

つるの
レンズ交換型
まっすぐな
保護めがね
保護めがね

BX™ 保護めがね イエローレンズ
【品番】11524-00000

メーカー希望小売価格￥1,367（税抜価格）＋消費税

暗い所での
作業用

ANSI
Z87+

グレーレンズが透過光量をカットし
眩しさを抑え目の疲労を軽減します。
屋内、屋外を行き来する方、
明るい場所での作業に効果的です。
メーカー希望小売価格￥1,367（税抜価格）＋消費税
ANSI
Z87+

明るい屋外、
屋内での
作業用

メーカー希望小売価格
(税抜)

BX™ 保護めがね クリアレンズ

11471-00000

JIS T 8147

31ｇ

￥1,367（＋消費税）

BX™ 保護めがね アドバンストミラーレンズ

11472-00000

ANSI Z87.1

31ｇ

￥1,367（＋消費税）

BX™ 保護めがね イエローレンズ

11524-00000

ANSI Z87.1

31ｇ

￥1,367（＋消費税）

BX™ 保護めがね ブルーレンズ

11523-00000

ANSI Z87.1

31ｇ

￥1,367（＋消費税）

BX™ 保護めがね ルーペ付レンズ/+1.5、+2.0

11375-00000

ANSI Z87.1

32ｇ

￥1,733（＋消費税）

OX™ 保護めがね

12166-00000

JIS T 8147

46ｇ

￥1,088（＋消費税）

ツアーガード™ 保護めがね 3

41120-00000

ANSI Z87.1

42ｇ

￥922（＋消費税）

プリボ™ 保護めがね ミラーレンズ

12264-00000

ANSI Z87.1

25ｇ

￥1,511（＋消費税）

プリボ™ 保護めがね クリアレンズ

12261-00000

ANSI Z87.1

25ｇ

￥1,511（＋消費税）

3M™ 保護めがね 調光レンズ

13407-00000

ANSI Z87.1

32ｇ

￥7,511（＋消費税）

セキュアフィット™ 保護めがね クリアレンズ

SF201AF

ANSI Z87.1

18ｇ

オープン

セキュアフィット™ 保護めがね グレーレンズ

SF202AF

ANSI Z87.1

18ｇ

オープン

セキュアフィット™ 保護めがね 検査用

SF203AF

ANSI Z87.1

18ｇ

オープン

バーチュア™ 保護めがね V4

11672-00000

ANSI Z87.1

23ｇ

￥967（＋消費税）

バーチュア™ 保護めがね +

11394-00000

ANSI Z87.1

32ｇ

￥922（＋消費税）

バーチュア™ 保護めがね AF

11329-00000

ANSI Z87.1

24ｇ

￥811（＋消費税）

エックス.スポーツ™ 保護めがね

15182-00000

ANSI Z87.1

30ｇ

￥1,389（＋消費税）

QX™ 保護めがね スポーツグリップ

12115-10000

ANSI Z87.1

35ｇ

￥1,511（＋消費税）

QX™ 保護めがね

12109-10000

ANSI Z87.1

34ｇ

￥1,511（＋消費税）

QX™ 用交換レンズ

12132-10000

ANSI Z87.1

26ｇ

￥922（＋消費税）

マキシム™ 保護めがね GT

14246-00000

JIS T 8147

30ｇ

￥2,200（＋消費税）

マキシム™ 保護めがね +

12282-00000

ANSI Z87.1

32ｇ

￥2,542（＋消費税）

ヌーボ™ 保護めがね

11411-00000

ANSI Z87.1

35ｇ

￥1,733（＋消費税）

KX™ 保護めがね

12155-00000

ANSI Z87.1

33ｇ

￥1,156（＋消費税）

シープロ™ 保護めがね +

15950-00000

ANSI Z87.1

33ｇ

￥1,156（＋消費税）

メーカー希望小売価格
(税抜)

規格
保護ゴグル

BX™ 保護めがね アドバンストミラーレンズ
【品番】11472-00000

安全性のより高い
保護めがね

イエローレンズは瞳孔が開くので
薄暗い場所でも明るく、
コントラストがクッキリ見え視認性を高めます。
検査作業に効果的です。

スタイリッシュな
保護めがね

細かい
作業用

眼鏡と
作業環境対応
併用できる
保護めがね
保護めがね

BX™ 保護めがね ルーペ付レンズ +2.0

3M™ 保護ゴグル 334AF

40661-00000

ANSI Z87.1

69ｇ

￥922（＋消費税）

マキシム™ 保護ゴグル

40671-00000

ANSI Z87.1

96ｇ

￥3,011（＋消費税）

レクサ™ 保護ゴグル

16645-00000

ANSI Z87.1

56ｇ

￥1,389（＋消費税）

※当社販売中のANSI Z87.1適合全製品の耐衝撃級については、規格に従い”Z87+”
とマーキングしております。
※価格は全てメーカー希望小売価格です。

3M、セキュアフィット、バーチュア、エックス.スポーツ、レクサ、QX、マキシム、プリボ、
シープロ、KX、ナッソーレイブ、ヌーボ、ツアーガード、OX、DX、BXは、
３M社の商標です。

BX™ 保護めがね ブルーレンズ

本書に記載してある事項、
技術上のデータ並びに推奨は、
すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、
その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。
使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか
否かを判断し、
それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。
売主及び製造者の義務は、
不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、
それ以外の責任は負いません。
本書に記載されていない事項若しくは推奨
は、
売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、
当社は責任を負いません。

【品番】11523-00000

※溶接作業には使用出来ません。

●衝撃を受けてもレンズやフレームが壊れず、
人頭の眼にレンズが当たらないこと。

規格
カラーレンズ
保護めがね

BX™ 保護めがね ルーペ付レンズ +1.5

屋内での
作業用
ANSI
Z87+

秒速45.7m（時速164.5km）
直径6.35mm、1.06gの鋼球

JIS QT1000に基づき

メーカー希望小売価格￥1,367（税抜価格）＋消費税

直径6.35mm、
質量1.06gの鋼球を
秒速45.7m（時速164.5km）の
速度でぶつける。

3M™ 保護めがね／保護ゴグル 製品ラインナップ

JIS
T8147
適合

ブルーレンズは自然光に近く、
それでいて物体のコントラストを
ハッキリと見え視認性を高めます。
屋内での検査作業に効果的です。

質量500g・ミサイル形の
おもりを127cmの高さから
人頭模型に装着した保護
めがねのレンズに落とす。

耐高速衝撃性能試験
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一人でも多くに方に安全な作業環境を。
職業性疾病の多くが眼に関係しています。
保護めがねはかけがえのないあなたの眼を守る保護具です。
何か事故が起きてしまった後ではもう遅い
だからこそ作業にあった確かな製品を選ぶ必要があります。
3Mは、
「 お求めやすい価格」で「確かな機能性」と
「優れたデザイン」を兼ね備えた製品を皆様にご提供いたします。

3M

TM

保護めがね シリーズ

3M 保護めがね／ゴグル製品は、米国規格ANSIや日本工業規格JISに適合した
確かな品質と機能性を誇り、
皆様の安全をお守りしています。
TM

超軽量・快適なフィット感の保護めがね（3M独自の圧力分散技術）
3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリアレンズ

調整機能付き保護めがね
３つの調整機能により、
どんな顔にもピッタリフィット！ より快適にご使用いただけます。

3M™ セキュアフィット™
保護めがね グレーレンズ

【品番】SF201AF

安全性のより高い保護めがね
ヌーボ™ 保護めがね

3M™ セキュアフィット™
保護めがね 検査用

【品番】SF202AF

【品番】SF203AF

あらゆる作業に適したUVカット効果に優れた無色レンズ。
軽量(18g)でスタイリッシュなデザイン。

UVカット効果に優れたグレーレンズが眩しさを抑え、目の
疲労を軽減。屋外作業など明るい場所での使用に効果的。

黄色のレンズが青みを抑えてコントラストがはっきりと見え、
屋内での細かい検査・検品・組立作業に最適。

メーカー希望小売価格 オープン価格

メーカー希望小売価格 オープン価格

メーカー希望小売価格 オープン価格

ANSI
Z87+

ANSI
Z87+

KX™ 保護めがね

【品番】11411-00000

【品番】12155-00000

定番タイプのデザインで、
サイド部分が
横からの飛来物の入り込みを防ぎます。

サイド付。ツルの長さ調整が可能。

メーカー希望小売価格￥1,733（税抜価格）＋消費税

メーカー希望小売価格￥1,156（税抜価格）＋消費税
ANSI
Z87+

ANSI
Z87+

ANSI
Z87+

マキシム™ 保護めがね +

3段階、20度の調整範囲

【品番】12282-00000

3段階
9mmの調整範囲

【品番】15950-00000

二重非球面レンズが広角でゆがみの少ない視野を確保。
上部フレームには、ソフトな素材を一体成型し快適性と
安全性を両立。

サイド付。ツルの長さが調節可能。

メーカー希望小売価格￥2,542
（税抜価格）＋消費税

メーカー希望小売価格￥1,156
（税抜価格）＋消費税
ANSI
Z87+

スタイリッシュな保護めがね
バーチュア™ 保護めがね V4

防曇コーティングを施した傷に強いポリカーボネートレンズ。
ストレート形状で顔あたりが優しい素材のフレーム。
有害な紫外線から眼を守る、
99.9％UVカット加工。

使用された
80％の方々が

ノーズパッド・ツルの先端・ふちに
クッション素材を使用しているので快適。

メーカー希望小売価格
￥967（税抜価格）＋消費税

メーカー希望小売価格
￥922（税抜価格）＋消費税

工場見学者用としても使用可能。
長時間でも疲れにくい軽量タイプ（24g）。
お求めやすい価格。

高機能を備え
さらに安全性を追求した
最上級モデル。

マキシム™ 保護めがね ＧＴ

ベンチレーション

JIS Q1000に基づき

メーカー希望小売価格￥2,200（税抜価格）＋消費税

DX™レンズ

屋外と屋内を行き来する方に。

メーカー希望小売価格￥7,511（税抜価格）＋消費税

メーカー希望小売価格￥1,511（税抜価格）＋消費税
ANSI
Z87+

ANSI
Z87+

プリボ™ 保護めがね クリアレンズ

エックス.スポーツ™ 保護めがね

眼鏡と併用できる保護めがね

【品番】12261-00000

【品番】15182-00000

軽量で耳のあたりが柔らかいので
長時間の装着でも疲れにくい。

グリップの曲がりが少なくヘルメットを
したままでも装着可。

OX™ 保護めがね

メーカー希望小売価格￥1,511
（税抜価格）＋消費税

ANSI
Z87+

ANSI
Z87+

ツアーガード™ 保護めがね 3

【品番】12166-00000

メーカー希望小売価格
￥1,389
（税抜価格）＋消費税

【品番】41120-00000

回転式耳アテが眼鏡の脱着を防止。

工場見学者にも使用可能。

メーカー希望小売価格￥1,088（税抜価格）＋消費税

メーカー希望小売価格￥922（税抜価格）＋消費税
JIS
T8147
適合

ANSI
Z87+

JIS Q1000に基づき

上部プロテクト

レンズ交換型保護めがね

保護ゴグル

QX™ 保護めがね スポーツグリップ

〈レンズ交換方法〉

JIS
T8147
適合

【品番】16645-00000

【品番】40661-00000

グリップの曲がりが少なくヘルメットを
したままでも装着可。レンズ交換が簡単。

インダイレクトベンチレーション採用。
長時間でも疲れにくい軽量タイプ（56g）。

工場見学者用としても使用可能。
インダイレクトベンチレーション採用。

メーカー希望小売価格￥1,511（税抜価格）＋消費税

メーカー希望小売価格￥1,389
（税抜価格）＋消費税

メーカー希望小売価格￥922（税抜価格）＋消費税

ANSI
Z87+

ANSI
Z87+

品番12115/12109対応

QX™ 用交換レンズ

ANSI
Z87+

ポリカーボネートの表面にコーティングを施した、
耐擦傷機能および防曇機能を
合わせ持つレンズです。99.9%UVカット加工さらに耐薬品性にも優れています。

レクサ™ 保護ゴグル

3M™ 保護ゴグル 334AF

【品番】12115-10000

JIS Q1000に基づき

最先端技術を誇る

【品番】12264-00000

紫外線に反応し、
屋外に出た時はクリアーから
グレーに、
屋内に入った時はグレーからクリアー
にレンズの色が変色。
ストラップ、
専用バッグ付。

ANSI
Z87+

【品番】14246-00000
3つの調整機能で顔によくフィットします。
上部プロテクト付き。
ツル部分のベンチレーションがムレを軽減。

メーカー希望小売価格￥811（税抜価格）＋消費税

プリボ™ 保護めがね ミラーレンズ

【品番】13407-00000

ANSI
Z87+

【品番】11329-00000

JIS
T8147
適合

（2012 年 3M 社調べ）

3M™ 保護めがね 調光レンズ

バーチュア™ 保護めがね AF

メーカー希望小売価格￥1,367（税抜価格）＋消費税

「着け心地に満足！」

【品番】11394-00000

フィット感が抜群。長時間でも疲れにくい
軽量タイプ（23g）。お求めやすい価格。

ANSI
Z87+

あらゆる作業に適した無色透明のレンズ。
屋外作業でもUVカット効果に優れたレンズが
有害な紫外線から目を守ります。

ANSI
Z87+

作業環境対応保護めがね

バーチュア™ 保護めがね +

【品番】11672-00000

BX™
保護めがね クリアレンズ
【品番】11471-00000

シープロ™ 保護めがね +

【品番】12132-10000

QX™ 保護めがね
【品番】12109-10000
レンズ交換が簡単（US特許）。
メーカー希望小売価格￥1,511（税抜価格）＋消費税
ANSI
Z87+

［取り外す時］
●グリップ
（①赤い矢印部
分）
をつかみ上に引き上げる。
●グラスを
しっかりと持ち、
サイドの穴
（②赤い矢印
部分）
からツル部分を引き抜く。
［取り付ける時］
●グラスの両サイドの穴
（②）にツル部分を通す。●グラスをしっ
かりと持ちグリップ
（①）
を差し込む。
メーカー希望小売価格
￥922（税抜価格）＋消費税
※グレーレンズには交換レンズはありません。

ANSI
Z87+

マキシム™ 保護ゴグル
【品番】40671-00000
インダイレクトベンチレーション採用。
接顔部にソフトな熱可塑性エラストマーを使用し、
快適な装着感を実現すると共に衝撃を吸収。
メーカー希望小売価格￥3,011
（税抜価格）＋消費税
※

ANSI
Z87+

※大型のメガネとの併用不可

