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防水・通気
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DexShell 防水靴下　《靴下丈》・保温レベル

丈

ローカットソックス

ショートソックス

クルーソックス

ハイクルーソックス

ハイクソックス

2022

DST263 DS638G

DS603 BLK

DS648HVYDS648GRY

DS636 DS634

DS635GRY

DS20610REDDS20610ABLDS663 BLK

DS683 BLK DS683 OG DS683 NL DS626O

DS645ABL DS645BOR

DS635HVY

DS642H

DS827RTC

＊

防臭
レーヨン ポリエステル竹レーヨン 

肌触りの良い綿
ナチュラルコットン

保温・吸水・
肌触りの良い羊毛

撥水糸と防水糸をブレンド
した速乾、保温、防臭生地
ポリエステル＋メリノウール　

ペットボトルをリサイクル
したポリエステル繊維

吸水速乾・抗菌
インナー素材

保温レベル

DS70606GRN

くつ下サイズ

22-24cm 24-26cm 26-28cm

Small Medium Large



Ultra Thin  シリーズ

Cycling・多用途 Running

アウトドア・多用途

竹レーヨン軽量インナー
サイズ：S・M・L 
色：黒・灰色
表側：37％ ナイロン
　　　32％ レーヨン（モダール）
　　　29% 綿、2％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン
   (ポーレルメンブレン）
裏側：60％ レーヨン（バンブーレーヨン）
　　　40％ ナイロン
¥3,080 (税込）¥2,800 (税抜）

    保温レベル

ショート
ソックス

DS663 BLK

クルーソックス 竹レーヨン軽量インナー
サイズ：S・M・L 
色：黒・オリーブグリーン・
　  ネイビー/ライムイエロー
表側：37％ ナイロン
　　　32％レーヨン（モダール）
　　　28% 綿、3％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン
   (ポーレルメンブレン）
裏側：60％ レーヨン
　　　（バンブーレーヨン）
　　　40％ ナイロン
¥3,630(税込）¥3,300 (税抜）

    
保温レベルDS683 BLK DS683 OG DS683 NL

ハイソックス

竹レーヨン軽量インナー
サイズ：S・M・L 
色：黒
表側：37％ 綿、36％レーヨン（モダール）
　　　25% ナイロン、2％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン
   (ポーレルメンブレン）
裏側：60％ レーヨン（バンブーレーヨン）
　　　40％ ナイロン
¥4,730(税込）¥4,300 (税抜）

    
保温レベルDS603 BLK

クルータビソックス

DTS263 保温レベル

サイズ：M・L 
色：黒
表側：40％ レーヨン（モダール）、35％ 綿
　　　12% アラミド（パラアラミド）
　　　13％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン(ポーレルメンブレン）
裏側：81％ レーヨン（バンブーレーヨン）
　　　17% アラミド（パラアラミド）
　　　2％ ポリウレタン
¥4.180(税込）¥3,800 (税抜）

保温レベル

ショートソックス 綿軽量インナー
サイズ：S・M・L 
色：蛍光イエロー
表側：96％ ナイロン
　　　4％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン
 (ポーレルメンブレン）
裏側：７０％ 綿、30％ ナイロン
¥3,080(税込）¥2,800 (税抜）

DS642H DS648GRY DS648HVY

ショートソックス
       サイズ：S・M・L 
色：グレー・蛍光イエロー
表側：97％ ナイロン、2％ ポリウレタン
         1%ポリエステル
ライニング：ポリウレタン
(ポーレルメンブレン）
裏側：76％ ポリエステル
（クールマックス） 24％ ナイロン
¥3,630(税込）¥3,300 (税抜）

保温レベル

PRO VISIBILITY 
CYCLING SOCKS RUNNING

ローカットソックス

drirelease ウールブレンド衝撃吸収インナー
サイズ：S・M・L 
色：アクアブルー・ブレイズオレンジ
表側：80％ ナイロン、11％ ポリエステル
          6％ 綿、 3％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン
(ポーレルメンブレン）
裏側：67％ ポリエステル24％ ナイロン
　　　9%羊毛（メリノウール）
¥3,630(税込）¥3,300 (税抜）

保温レベル
DS645ABL DS645BOR

ショートソックス
サイズ：S・M・L 
色：ブレイズブルーライン、黒
　　/ブレイズレッドライン・黒
表側：71％ ナイロン、19％ポリエステル、
　　　5％ ポリウレタン、5%綿
ライニング：ポリウレタン
 (ポーレルメンブレン）裏側46％ナイロン、
42％ポリエステル、9%再生繊維
（リヨセル)、3％ポリウレタン
¥3,630(税込）¥3,300 (税抜）

保温レベル

Running Lite

DS20610ABL DS20610RED

ハイソックス
Compression Mudder

保温レベル

サイズ：S・M・L 
色：黒・ピンク/ 黒・グレー/黒・イエロー
表側：85％ ナイロン
　　　15％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン(ポーレルメンブレン）
裏側：56％ ポリエステル、29％ ナイロン
         12％ 再生繊維（リヨセル）
　　　３％ ポリウレタン
¥6,380(税込）¥5,800 (税抜）

DS635GRY DS635HVY

クルーソックス

保温レベル

メリノウール・軽量インナー
サイズ：S・M・L 
色：タンゴレッド・オリーブグリーン
表側：98％ ナイロン
　　　2％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン
　　　　　　(ポーレルメンブレン）
裏側：３８％羊毛（メリノウール）
          38％アクリル、 24％ナイロン
¥4,290(税込）¥3,900 (税抜）

クルーソックス

保温レベル

クールマックスFX・
軽量インナー
サイズ：S・M・L 
色：グレー
表側：96％ ナイロン
　　　4％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン(ポーレルメンブレン）
裏側：76％ ポリエステル（クールマックス）
         24％ ナイロン
¥4,180(税込）¥3,800 (税抜）

DS638G DS626O 保温レベル

クルーソックス

サイズ：S・M・L 
色：Realtree MAX-5 Camo生地 
表側：51％ ポリエステル
　　　4３％ナイロン・６％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン(ポーレルメンブレン）
裏側：75％ ポリエステル・22％ナイロン
          3％ ポリウレタン
¥4,950(税込）¥4,500 (税抜）

Storm BLOK 

DS827RTC

メリノウール・中量テリーループパッド
サイズ：S・M・L 
色：オリーブグリーン・ストライプ
表側：96％ ナイロン
　　　4％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン(ポーレルメンブレン）
裏側：３８％羊毛（メリノウール）、38％アクリル
          24％ナイロン
¥5,390(税込）¥4,900 (税抜）

ハイクルーソックス

保温レベルDS636

メリノウール・フルテリーループ・インナー
サイズ：S・M・L 
色：タンゴレッド・ストライプ
表側：97％ ナイロン
         ３％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン(ポーレルメンブレン）
裏側：３８％ 羊毛（メリノウール）
          38％アクリル、24％ナイロン
¥5,940(税込）¥5,400 (税抜）

ハイクルーソックス

保温レベルDS634

ハイソックス
サイズ：S・M・L 
色：グリーン
表側：95％ナイロン、
         ポリウレタン5％
ライニング：ポリウレタン（ポーレルメンブレム）
裏側：40% 羊毛（メリノウール）, 40% アクリル , 
          8% ナイロン , 2%ポリウレタン
¥6,930(税込）¥6,300(税抜）

DS70606GRN
保温レベル

人気
人気

人気
人気

人気 Wading Pro socks NEW

DEXLOK.採用
上部（口ゴム部）から
入る水を止めます。[ ]



素材

保温
レベル

ニ

ト
手
袋

縫
製
手
袋

インナー素材

DexShell 防水手袋・保温レベル2022

DG368TS-HTB DG326TS-BO DG326TS-BLK

DG9946RTC DG9401NEO DG9402DG9946BLK

ポリエチレン
DG478TS

肌触りの良い綿
ナチュラルコットン

保温・吸水・肌触りの良い羊毛
ポリエステル
吸水速乾・抗菌 PrimaLoft®/

Gold with CrossCore
エアロゲル材の断熱

耐切創手袋

DG90906BLK DG90906RTC

Small

Medium

Large

Size for Gloves:
DexShell 防水グローブ サイズ　＜男女兼用＞

18-20cm

20-23cm

23-25cm

Techshield THERMFIT2.0UltraLite2.0 THERMFIT

XS

S/M
L/XL

Size for Drylite Gloves:
DexShell 防水ドライライト グローブ サイズ　＜男女兼用＞

24.5
A(cm) B(cm) C(cm) D(cm)

25
25.5

21

23
25

20

21
22

7

8
9

StretchFit Gloves / DEXFUZE TM DRYLITE / DEXFUZE  TM Ultra Weather 
Outdoor

Arendal Biking 
Gloves



保温レベル

UltraLite2.0　
クールマックスFXインナー
型番 :　DG368TS-HTB
サイズ：S・M・L 
色：ヘザーブルー
表側：35％ ナイロン、34％レーヨン
            27%ポリエステル
           4％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン(ポーレルメンブレン）
裏側：65％ ポリエステル（クールマックス)
            33％ ナイロン
            2％  ポリウレタン
¥4,290 (税込）¥3,900 (税抜）

DG368TS-HTB

　
メリノウールライトウウェイト インナー
型番 :　DG326TS-BLK . DG326TS-BO
サイズ：S・M・L 
色：黒・オレンジ
表側：84％ナイロン、16％ポリウレタン
ライニング： ポリウレタン
                  ( ポーレルメンブレン）
裏側：40％ 羊毛（メリノウール）
            40％ アクリル
           20％ ナイロン
¥5,390(税込）¥4,900 (税抜）  

保温レベル
DG326TS-BODG326TS-BLK

　
クールマックスFXインナー
型番 :　DG478TS
サイズ：S・M・L 
色：グレー
表側：55％ ポリエチレン、20％ ナイロン
            20％ ポリウレタン
             5％ 金属繊維
ライニング：ポリウレタン(ポーレルメンブレン）
裏側：73％ポリエステル（クールマックス）
            20％ナイロン
            7％ ポリウレタン
¥6,380(税込）¥5,800(税抜）

保温レベル
耐切創手袋

DG478TS

メリノウールインナー
（Realtree MAX-5（R)生地使用）

StretchFit Gloves / DEXFUZE  

保温レベル

保温レベル

メリノウールインナー

保温レベル

サイズ：S・M・L
色：黒
表掌側：64％ レーヨン、32％ ナイロン
            　4％ ポリウレタン
指先：ポリエステル
手の平：滑り止めシリコン
表甲側： 98％ ナイロン、２％ ポリウレタン
カフバンド：75％ナイロン、25％ポリウレタンvv
ライニング：ポリウレタン(ポーレルメンブレン）
裏側：40％ 羊毛（メリノウール）、40％ アクリル
　　　18％ ナイロン、２％ ポリウレタン
¥6,930 (税込）¥6,300 (税抜）

DG90906BLK DG90906RTC

StretchFit Gloves / DEXFUZE 
メリノウールフルテリーループ インナー
（Realtree MAX-5 Camo生地使用）

保温レベルDG9946RTC保温レベルDG9946BLK

保温レベル

サイズ：M・L
色：黒／シルバー
手掌側：ポリウレタン
表甲側： ポリエステル
カフ部： ネオプレーン
ライニング： ポリウレタン
                 ( ポーレルメンブレン）
裏側：ポリウレタン（ポーレム SKI - DRI)
心材：100% ポリエステル
           （PrimaLoft® Gold with CrossCore）
ライナー：ポリエステル
¥6,050 (税込）¥5,500 (税抜）

Ultra Weather Outdoor

DG9401NEO 保温レベル

サイズ：M・L
色：黒
手掌側：100％　ポリエステル
              （マイクロファイバー）
表甲側： 10０％　ポリエステル（Ripstop）
カフ部： ネオプレーン
ライニング： ポリウレタン
                 ( ポーレルメンブレン）
裏側：100% ポリエステル
心材： ポリエステル
　　　（PrimaLoft® Gold with CrossCore）
¥6,930 (税込）¥6,300 (税抜）

Arendal Biking Gloves

DG9402
登山ガイド・岩田京子登山ガイド・岩田京子

TM TM DRYLITE / DEXFUZE  TM DRYLITE / DEXFUZE  TM

サイズ：S・M・L
色：カモフラージュ
表側：87％ポリエステル、13％ポリウレタン
指先：ポリエステル
手の平：滑り止めシリコン
カフバンド：75％ナイロン、25％ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン(ポーレルメンブレン）
裏側：40％ 羊毛（メリノウール）、40％ アクリル
　　　18％ ナイロン、２％ ポリウレタン
¥6,930  (税込）¥6,300 (税抜）

サイズ：S・M・L
色：カモフラージュ
表側：70％ レーヨン、26％ ナイロン
               4％ ポリウレタン
指先：ポリウレタン
手の平：すべり止めシリコン　
表甲側： 87％ ポリエステル、
              13％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン 
                      (ポーレルメンブレム）
裏側：40％ 羊毛（メリノウール）
           40％ アクリル、 18％ ナイロン
           ２％ ポリウレタン
¥6,930  (税込）¥6,300 (税抜）

サイズ：S・M・L
色：黒
表側：64％ レーヨン、32％ ナイロン
               4％ ポリウレタン
指先：ポリエステルなど
手の平：すべり止めシリコン　
表甲側： 87％ ポリエステル、
              13％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン 
                      (ポーレルメンブレム）
裏側：40％ 羊毛（メリノウール）
           40％ アクリル、 18％ ナイロン
           ２％ ポリウレタン
¥6,930  (税込）¥6,300 (税抜）

THERMFIT2.0 THERMFIT

NEW NEW



Size for Hats: DexShell 防水帽子 サイズ

56-58cm

58-60cm
大人用

サイズ：S/M・L/XL の2サイズ
色：　黒・グレー・オリーブグリーン 
　表側：100％ アクリル
　　　(DH372Gは、アクリル70%
　　　ポリエステル30%)
ライニング：ポリウレタン
    (ポーレルメンブレン）
裏側：94%ポリエステル
　　　6%ポリウレタン
¥3,300 (税込）¥3,000 (税抜）

保温レベル
DH372OG

DH372B

DH372G

型番 :　DH342PK・DH342G
　　　　DH342TR
サイズ：ワンサイズ(S/M)
色：ピンク・グレー
　　タンゴレッド・ケーブル
表側：100％アクリル
ライニング：ポリウレタン
    (ポーレルメンブレム）
裏側：9４％ ポリエステル
　　   ６％ ポリウレタン
¥4,290 (税込）¥3,900 (税抜）
保温レベル

DH342PK

　DH342TRDH342G

（Realtree MAX-5 Camo生地使用）
サイズ：S/M・L/XL の2サイズ
色：カモフラージュ
表側：90％ ポリエステル、
　　　10％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン
    (ポーレルメンブレン）
裏側：100％ポリエステル
¥4,290 (税込）¥3,900 (税抜）
保温レベル

WATCH HAT

DH9912RTC

サイズ：ワンサイズ(S/M)
色：オレンジ・ブルー・レッド
　　グラジエント
表側：100％ アクリル
ライニング：ポリウレタン
    (ポーレルメンブレン）
裏側：94%ポリエステル
　　　6%ポリウレタン
¥3,300 (税込）¥3,000 (税抜）

保温レベル

DH332N-OG

DH332N-BG DH332N-RED

WATCH BEANIE
サイズ：ワンサイズ(S/M)
色：ネイビーブルー・
       レッド・黒
表側：70％ アクリル、30％ 綿
ライニング：ポリウレタン
   (ポーレルメンブレン）
裏側：9４％ ポリエステル
　　   ６％ ポリウレタン
¥4,290 (税込）¥3,900 (税抜）

保温レベル

DH322NAV

DH322RED

DH322BLK

サイズ：S/M・L/XL の2サイズ
色：黒
表側：90％ ポリエステル、
　　　10％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン
   (ポーレルメンブレン）
裏側：100％ポリエステル
¥4,290 (税込）¥3,900 (税抜）

保温レベル

WATCH HAT

DH9912BLK

HATS

保温レベル

　

竹レーヨン軽量インナー
サイズ：S・M・L 
色：ネービー/ライムイエロー
表側：37％ ナイロン、32％ レーヨン（モダール）
　　　28% 綿、3％ ポリウレタン
ライニング：ポリウレタン
   (ポーレルメンブレン）
裏側：60％ レーヨン（バンブーレーヨン）
　　　40％ ナイロン
¥2,860 (税込）¥2,600 (税抜）

    

子供用靴下　

ULTRA THIN
CHILDREN SOCK

DS543NL

         

サイズ：ワンサイズ(53~56cm)
色：タンゴレッド・パープル 
表側：100％ アクリル
ライニング：ポリウレタン
　　　　　　(ポーレルメンブレン）
裏側：9４％ ポリエステル
　　   ６％ ポリウレタン
¥3,190(税込）¥2,900(税抜）

保温レベル

子供用帽子

子供用防水帽子 サイズ

53-56ワンサイズ

サイズ cm

子供用防水靴下 サイズ

20-22

18-20

16-18Small

Medium

Large

サイズ cm

DH572PP

children socks:

Dexshell Kids

保温レベル

サイクリング用　

サイズ：ワンサイズ（56~58cm）
色：黒
表側：75%ポリエステル
　　　15%ナイロン
　　　10％ポリウレタン
¥3,080 (税込）¥2,800 (税抜）

ポレールドライをラミネートしており、頭部と耳
部の防風仕様です。２方向へのストレッチ技術により、
強風の条件下でも保温効果がヘルメットの下で得
られるようデザインされています。

DH312

　
PUコーティングマイクロフリース　
サイズ：S・M・L 
色：オレンジ・イエロー
表側コーティング：
87％ポリエステル・13％ポリウレタン

100％

 

ポリウレタン

¥6,050
 
(税込）¥5,500 (税抜）

    保温レベル

LIGHT WEIGHT
OVERSHOES *

　
ネオプレーン
サイズ：S・M・L 
色：黒
表側：90％ネオプレーン
　　　10％ ナイロン
¥6,050 (税込）¥5,500 (税抜）

    

サイクリング用　

* ポーレルメンブレンは使用されていません。 * ポーレルメンブレンは使用されていません。

HEAVY DUTY
OVERSHOES *
サイクリング用　

保温レベル

OS337BO

OS337HVY 

OS357

CYCLING

Small
Medium

Large

Size for  Overshoes:
DexShell 防水オーバーシューズ サイズ

22-24cm

24-26cm
26-28cm



DEXFUZE.

DEXLOK.

DEXTRETCH.

Do not tumble

水滴

外側のアウター層は、耐摩耗性の強力ナイロンニット。摩耗に強く水を吸収
しにくく、かつ乾きやすいのが特徴です。 内側の肌面となるインナー層に
は、デュポン社のクールマックスを採用。 ソフトな肌触りに加え、迅速な吸
湿即乾機能を兼ね備え、靴下内部を快適に保ちます。 中間層には、高性能防
水透湿被膜「ポレール」を使用。高い防水性と蒸れを防止し、より快適なはき
心地を実現しました。

DEXLOK™ 技術は、防水ソックスの上部（口ゴム部）から入ってくる水を止め、浸漬したときに
水が染み込まないようにするために開発されました。このデザインにより、靴下丈より深い深水に
対応できます。DexShellでは、DS70606GRN、DS630Wなどで採用しています。

DEXFUZE™ テクノロジーは、インナーのニットグローブライナーと立体縫製のアウターグロー
ブをマイクロドッティングラミネーションプロセスで結合し、その間に防水透湿膜を挟み込みます
。従来の防水手袋の層間の動きをなくし、優れたフィット感と操作性を提供します。DexShellで
は、DryliteおよびStretchFit Glovesで採用しています。

4WAYストレッチラミネーション技術（DEXTRETCH™）は、ソックスに大きな自由度を与えま
す。ソックスのアウターとインナーは、マイクロドッティングによりメンブレンの芯地とラミネー
トされており、縦糸と横糸の両方向に大きな伸縮性が生まれ、着用者にぴったりとした快適なフィ
ット感を与えます。DexShellでは、すべての防水製品に採用しています。

PORELLE® MEMBRANES.
防水性と透湿性を兼ね備えたDexShellが採用しているPorelle®メンブレンは、水蒸気透過率（
WVP）指数15,000 g/m2.day ASTM E96:95を有しています。この膜は、さまざまな化学物
質や弱酸にも耐性があり、Nelson Labs社によるウイルス浸透試験ISO 16604にも合格してい
ます。ポレル膜は、40年以上の市場経験を持つPILメンブレインズ社によって製造されています。
Porelle®は、KL Technologies Group Limitedの登録商標です。

REPREVE® RECYCLED YARNS.
REPREVE®は世界No.1の再生機能繊維ブランドです。リプリーブの高品質繊維は、使用後のペ
ットボトルや使用前の廃棄物など、100％リサイクル素材から作られています。また、認証を受
けており、トレーサビリティも確保されています。このブランドは、何十億本ものペットボトル
を埋立地や海から回収し、持続可能な世界を育むために生まれました。また、産業廃棄物を回収
し再利用するバージンファイバーと比較して、石油の使用を減らし、温室効果ガスの排出を抑え、
水とエネルギーを節約することに貢献します。
REPREVE®はUnifi, Inc.の登録商標です。

PRIMALOFT® INSULATION.
PrimaLoft®は、断熱材や高機能素材の開発で40年近い経験を持つ先進的な材料企業です。クロ
スコア™テクノロジーは、複数のPrimaLoftテクノロジーを融合させ、次世代性能を実現させて
ます。PrimaLoft®は、クラス最高の断熱繊維と独自のエアロジェル・テクノロジーを組み合わせ
、これまでダウンに近づけた軽量な保温性を実現しました。PrimaLoft®クロスコアゴールドシリ
ーズは、完全合成の断熱により、クロスコアの性能を向上させ、濡れても暖かく、過酷な条件下で
も保護することができます。DexShell製品ではDG9401およびDG9402手袋で採用していま
す。PrimaLoft®は、ブランドの親会社であるPrimaLoft, Inc.の登録商標です。

MERINO WOOL.
暖かく、通気性があり、湿気をはじき、帯電しにくいメリノウールは、他の糸にはない湿気を扱う
能力があり、汗を吸収し、蒸気として空気中に放出することができます。また、天然の防臭効果も
あり肌触りはとても柔らかく、体温に反応し、寒いときには暖かく、暑いときには体温と湿気を放
出します。また、メリノウールの持つ自然な弾力性と回復力により、簡単に元の形に戻ることができ
ます。DexShellは、ミュールシングフリーが保証されたメリノウールのみを使用しています。

COOLMAX® YARNS.
クールマックス®は、効果的な繊維ベースの水分管理システムを含むパフォーマンス糸です。この
システムは、汗を体から離し、生地を通して、ウェアの外に移動させることができます。汗を素
早く蒸発させることで、より涼しく、より快適な着心地を実現します。
COOLMAX®はInvista®の登録商標です。

DRIRELEASE® TECHNOLOGY.
drirelease®テクノロジーは、マルチデニール、複数の繊維の疎水性繊維と親水性繊維の工学的ブ
レンドを使用して、蒸れなく涼しい快適な状態を提供します。drirelease® 糸の合成繊維と天然
繊維のユニークなブレンドは、実際に水の蒸発速度を早めます。drirelease® WOOLブレンドは
、ウール100％と同じくらい暖かく、痒みはありません。肌に触れても蒸れることはありません。
drirelease® DriFilは、快適性と耐久性の両方を最適化する新技術です。drirelease®は
Optimer Brandsの登録商標です。

DURABLE. WATERPROOF.
DexShellは創業以来、Porelle®と戦略的パートナーシップを結び、密接に協力してきました。
Porelle®は、高品質のアウターウェアに使用される高性能防水透湿膜の製品群です。DexShellが
採用したPorelle®メンブレンは、固体ミクロ構造の親水性メンブレンの一種で、ミクロポーラス
（スポンジ）構造のメンブレンよりはるかに耐久性に優れています。DexShellは、Porelle®メン
ブレンを芯地として使用することで、快適でフィット感のある防水透湿性アパレルアクセサリーを
幅広く展開しています。DexShellでは、すべての防水製品に採用しています。

DEXSHELL製品に使われている材料

40 C゚以下の水温で洗濯機は使用可。※ビニールハット及DryLite&Stretch f  it gloveは30 C゚以下。
できるだけ手洗いを推奨します。
強く絞ると防水膜にダメージを与える可能性があります。

内側に裏返して自然乾燥して下さい。

乾燥機使用禁止
アイロン使用禁止

漂白剤使用禁止

ポレール®メンブレン。

メリノウール。

クールマックス®ヤーン

REPREVE®リサイクルヤーン。
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