
レンズのルーペ部分、拡大イメージ。

３Ｍ、セキュアフィット、Scohchgard、スコッチガードは、３M 社の商標です。

*レンズ高性能防曇加工はスコッチガード™ 防曇コーティングのことを指します。 

重量は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。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。

カスタマーコールセンター

0570-011-321
8:45～17:15 ／月～金（土日祝年末年始は除く）

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

安全衛生製品事業部
http://go.�3M.com/psd

性能試験項目
項　目 ANSI Z87.1 JIS T 8147

鋼球落下試験 ○ ○

耐高質量衝撃性能試験 ○ 規定なし

耐高速衝撃性能試験 ○ 規定なし

貫通性能試験 ○ 規定なし

表面摩耗抵抗 規定なし ○

屈折力 ○ ○

平行度 ○ ○

視感透過率 ○ ○

耐高速衝撃性能試験耐高質量衝撃性能試験

試験内容

合格基準

500gのおもり

127cm
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。

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。

秒速45.7m（時速164.5km）

直径6.35cm、1.06gの鋼球

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。

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。

信頼のおける安全性  米国規格 ANSI Z87.1: 2015あるいは 日本工業規格 JIS T 8147:2016の厳しい性能試験をクリア。

３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね ルーペ付
SF415AF (+1 .5)
SF420AF (+2.0)
SF425AF (+2.5 )

●　小さい文字の読み取り（書類、図面、刻印等）
●　製品の外観品質検査
●　目盛り、寸法確認
●　製品の細かい仕上げ・仕上がり確認
●　ドリル研磨の刃先の確認

推奨用途

３Ｍ™ セキュアフィット™ 保護めがね
SF400 シリーズ ルーペ付

小さいものが見えづらくなったあなたに！

2019年1月発売
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３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401XSGAF-BLU

ひさしが上部から流入する粉じんを軽減

※SF401XAF-GRN は通常コーティングです。　※SF400SGAFシリーズには全てスコッチガード™ 防曇コーティング処理がされています。

●　額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。
●　クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。
●　コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。

３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401XSGAF-GRN

●　柔軟性が高く、額にフィット
●　顔当たりが柔らかい素材
●　ツル部分のパーツと一体感のあるデザイン

ひさし付 タイプ通 常

すき間
繰り返しの洗浄※により
コーティングが剥がれ
レンズ上に水滴が留まる。

25 回の洗浄※に
耐える密着性。
親水膜により水滴を
平滑にし、留まるのを防ぐ。

レンズ レンズ

３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね
クリア ガスケット付
SF401SGAF-BLU-F

３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね  クリア
SF401SGAF-BLU

３Ｍ™ セキュアフィット™ 
保護めがね I/O  グレー
SF407SGAF-BLU

ANSI 適合品

※写真はイメージです

※洗浄試験条件
22 度（常温）の流水に 5 秒間あて、レンズを洗う。
その後室温乾燥する。
上の 2 つのサイクルを 25 回行う。
5 分以内にお湯蒸気にあてて評価する。（お湯温度は 50 度）

スコッチガード™ 防曇コーティング 通常の防曇コーティング

防曇性｜ 高い耐久性の防曇コーティング 従来コーティングと比較して曇りづらい状態が長持ち

３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401XSGAF-WHT

３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401XAF-GRN

３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね クリア ガスケット付

SF401SGAF-RED-F JIS

３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401SGAF-RED JIS
JIS

適合品
JIS

適合品

2018年12月発売

３Ｍ™ セキュアフィット™ 保護めがね
SF400X シリーズ

ひさし付きで防護性を高めた最新モデル

2019年4月発売
３Ｍ™ セキュアフィット™ 保護めがね
SF400SGAFシリーズ　JIS T8147適合品

待望のセキュアフィット™ シリーズ初の JIS 適合品

2019年4月発売

３Ｍ™ 保護ゴグル
GG6001SGAF-BLK

防曇性、フィット性が高いゴグル

鎌田-1
四角形



３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401XSGAF-BLU

ひさしが上部から流入する粉じんを軽減

※SF401XAF-GRN は通常コーティングです。　※SF400SGAFシリーズには全てスコッチガード™ 防曇コーティング処理がされています。

●　額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。
●　クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。
●　コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。

３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401XSGAF-GRN

●　柔軟性が高く、額にフィット
●　顔当たりが柔らかい素材
●　ツル部分のパーツと一体感のあるデザイン

ひさし付 タイプ通 常

すき間
繰り返しの洗浄※により
コーティングが剥がれ
レンズ上に水滴が留まる。

25 回の洗浄※に
耐える密着性。
親水膜により水滴を
平滑にし、留まるのを防ぐ。

レンズ レンズ

３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね
クリア ガスケット付
SF401SGAF-BLU-F

３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね  クリア
SF401SGAF-BLU

３Ｍ™ セキュアフィット™ 
保護めがね I/O  グレー
SF407SGAF-BLU

ANSI 適合品

※写真はイメージです

※洗浄試験条件
22 度（常温）の流水に 5 秒間あて、レンズを洗う。
その後室温乾燥する。
上の 2 つのサイクルを 25 回行う。
5 分以内にお湯蒸気にあてて評価する。（お湯温度は 50 度）

スコッチガード™ 防曇コーティング 通常の防曇コーティング

防曇性｜ 高い耐久性の防曇コーティング 従来コーティングと比較して曇りづらい状態が長持ち

３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401XSGAF-WHT

３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401XAF-GRN

３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね クリア ガスケット付

SF401SGAF-RED-F JIS

３Ｍ™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401SGAF-RED JIS
JIS

適合品
JIS

適合品

2018年12月発売

３Ｍ™ セキュアフィット™ 保護めがね
SF400X シリーズ

ひさし付きで防護性を高めた最新モデル

2019年4月発売
３Ｍ™ セキュアフィット™ 保護めがね
SF400SGAFシリーズ　JIS T8147適合品

待望のセキュアフィット™ シリーズ初の JIS 適合品

2019年4月発売

３Ｍ™ 保護ゴグル
GG6001SGAF-BLK

防曇性、フィット性が高いゴグル

鎌田-1
四角形

鎌田-1
四角形



レンズのルーペ部分、拡大イメージ。
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スペック及び性能表

製品名 品番 レンズ高性能
防曇加工 *

レンズ 
防曇加工

99.9％ 
UV カット

調整可能 
ノーズパッド

固定型 
ノーズパッド

ツル 
滑り止め

ガスケット 
（付属） 上ひさし ガスケット 

（取付可） 規格 重量 メーカー希望 
小売価格（税別）

3M ™ セキュアフィット™ 保護めがね  
クリア SF401XSGAF-BLU SF401XSGAF-BLU ● ● ● ● ● ANSI Z87.1 23g オープン

3M ™ セキュアフィット™ 保護めがね  
クリア SF401XSGAF-GRN SF401XSGAF-GRN ● ● ● ● ● ANSI Z87.1 23g オープン

3M ™ セキュアフィット™ 保護めがね  
クリア SF401XSGAF-WHT SF401XSGAF-WHT ● ● ● ● ● ANSI Z87.1 23g オープン

3M ™ セキュアフィット™ 保護めがね  
クリア SF401XAF-GRN SF401XAF-GRN ● ● ● ● ● ANSI Z87.1 23g オープン

3M ™ セキュアフィット™ 保護めがね  
クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JIS SF401SGAF-RED-F JIS ● ● ● ● ● ― JIS T8147 25g オープン

3M ™ セキュアフィット™ 保護めがね  
クリア SF401SGAF-RED JIS SF401SGAF-RED JIS ● ● ● ● ● JIS T8147 19g オープン

3M ™ セキュアフィット™ 保護めがね  
クリア ガスケット付 SF401SGAF-BLU-F SF401SGAF-BLU-F ● ● ● ● ● ― ANSI Z87.1 25g オープン

3M ™ セキュアフィット™ 保護めがね  
クリア SF401SGAF-BLU SF401SGAF-BLU ● ● ● ● ● ANSI Z87.1 19g オープン

3M ™ セキュアフィット™ 保護めがね  
I/Oグレー SF407SGAF-BLU SF407SGAF-BLU ● ● ● ● ● ANSI Z87.1 19g オープン

3M ™ セキュアフィット™ 保護めがね 
ルーペ（+1.5）付　SF415AF SF415AF ● ● ● ● ● ANSI Z87.1 20g オープン

3M ™ セキュアフィット™ 保護めがね 
ルーペ（+2.0）付　SF420AF SF420AF ● ● ● ● ● ANSI Z87.1 20g オープン

3M ™ セキュアフィット™ 保護めがね 
ルーペ（+2.5）付　SF425AF SF425AF ● ● ● ● ● ANSI Z87.1 20g オープン

3M ™ ゴグル GG6001SGAF-BLK GG6001SGAF-BLK ● ● ― ― ― ― ― ― ANSI Z87.1 84g オープン


