
hat_h01_h04
2016
03

よこい製品総合カタログ

http://yokoi-boshi . jp/ http://www.clean-hat.co.jp/

クリーンハット有限会社
地域資源事業計画  法認定
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小さい頃、帽子をかぶると、なぜかウキウキした気分になった。

日曜日のお出かけ、大好きな幼稚園への通園…。

そう、帽子はいつも楽しい思い出といっしょ。

だから手仕事を大切に、ひとつひとつ心をこめて帽子をつくること。

それはみんなの笑顔をつくること。

　
私たちは、帽子の「よこい」です。



アクア

小ロット、セミオーダーご相談ください。
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冬用タイプ（毛糸）

アリスタイプ

セーラータイプ

オールシーズンタイプ
（プレミアム）
繊維が周囲の温度を感知し
温度変化を調整します。
■温度が上昇すると吸熱冷却
■温度が下降すると放熱保温

■ 家庭で手洗いができてすぐ乾きます（洗濯機不可）
■ 通気性にとても優れています
■ 復元性に優れているため、つぶしてしまっても形は戻ります
■ カラーとライン、ツバ、リボンなどの組み合わせで豊富なバリエーション

冬用タイプ（毛糸） 冬用タイプ（毛糸）

温度調節機能を持つ特殊ポリマーの
働きで、暑い時は冷却、寒い時は保
温と、衣服内を心地よい環境にナビ
ゲートします。

幼稚園ごとのカスタマイズデザインとアクセサリーのオーダーメイドを承ります。
お客さまのご要望をお聞きして製品にする「受注生産」になっております。 

形状安定 通気性 UVカット アフター
メンテナンスご家庭洗い



小ロット、セミオーダーご相談ください。

ガーディニング
ハイブリットハット

麦わら

フェルト

一般的に中折れハット・ボーラーハット・キャペリン・・・他
と言われる帽子で業界では型ものなど様 な々名称があります。
弊社では、ロットによってはお客さまから帽体（原料）を支給
していただければ、弊社にある帽子の型に限られますが、
様 な々形に加工することができます。
細かな仕様については弊社までお気軽にご相談ください。

麦わら帽子は、麦わらで編んだ帽子で、「ストローハット」とも
呼ばれています。麦わら帽子は日本各地でも特産品として
扱っているところは少なく、春日部は日本各地でも代表的な
麦わら帽子の特産地になっています。
春日部共栄高校が甲子園に出場した際には400人が麦わら
帽子をかぶって応援しました。
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アウトドア用としてツバの形状や
長さをセミオーダーを承ります。

アフターカスタマイズとして、修理はもちろん、
アクセサリーを取付けたりリメイクもできます。ご相談ください。

ツバの幅

0 6 07

ガーディニング アウトドア

このカンカン帽は、春日部市ふるさと納税
お礼品として認定しています。

帽子の木型（例）

形状安定 通気性 UVカット アフター
メンテナンス

アフター
メンテナンス

アフター
メンテナンス

ご家庭洗い

アクア・ガーデニングシリーズは、洗える新機能帽子“アクアクリーン”をベースに
アウトドア作業の様 な々環境に対応できるよう開発しました。
機能性とファッション性を両立させ、ご家庭でも洗えるようにした帽子です。（手洗い）
　
“アクアクリーン”は、「機能」と「安心・安全」と「清潔」を兼ね備えた、
（株）よこいが開発したご家庭でも簡単に洗える新機能帽子です。
　
ガーデニング、家庭菜園、農作業、野外スポーツ観戦、
アウトドアレジャーなどの様 な々シーンで、作業の快適性と清潔感だけでなく、
お洒落なデザインを取り入れたファッションアイテムとしてご利用いただけます。

現物は多少異なります。また
別色も承りますのでご相談ください。

地域資源事業計画  法認定



小ロット、セミオーダーご相談ください。
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バスクベレー

弊社の取り扱うバスクベレー※1（縮絨フェルト）は
国内で紡毛紡績を行った糸を使用しております。
原料となる羊毛は羊毛の世界的な産地である、
オーストラリアの中でも、特に品質の高いと評価さ
れているジロン地方で産出されるメリノ種の、生後
６ヶ月以内に採取した子羊の毛※2「エクストラファ
インラムウール」です。
この糸を使い製造は全て日本製にこだわり
自社で行っています。
保温・保湿性ともに優れたエクストラファインウール
100％の安心・安全で最高品質のバスクベレーを
是非お試しください。
細かな仕様については弊社までお気軽にご相談く
ださい。

エクストラファインウールとは
メリノウールは羊毛の中でも最高級とされるウール
でメリノ種の羊からとれます。他の種類の羊毛に比べ
て繊維が細いのが特長で、直径は通常23マイクロン
より細いもので、とても肌触りで衣料品に一番適し
たウールです。
メリノウールの中でも特に細いものはエクストラファ
インメリノと呼ばれ、高級紳士スーツや最高級のニッ
トウェアなどに使われます。

※1

※2

アフター
メンテナンス

縮絨前（編み立て）
糸から編み機で編み上げ
縫製でつなぎ合わせ帽子
の形にした状態

縮絨後（フェルト状に変化）
縮絨（叩き洗い）にて起毛
させるとフェルト状になる。
※縮絨とはイメージで言う
とウール製のセーターを洗
うと縮むという感覚



小ロット、セミオーダーご相談ください。

さまざまな公共機関で使用されている帽子です。
一日中使用されている想定で素材にこだわり、従来より通気
性がよく快適に使用できます。
小ロットから対応できますのでご相談ください。

アフター
メンテナンス

アフター
メンテナンス

アフター
メンテナンス

形状安定 通気性 アフター
メンテナンス

布帽子官帽

ユニフォーム帽

特注（イベント）
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ニット帽

テンガロン

アーミー

メトロ

イートン

やわらかキャップ

（文字入れ例）

アルペン

やわらかキャップハイバック

セーラー

マーチング

ドゴール

さまざまなイベントに合わせたデザインを制作します。
小ロットから対応できますのでご相談ください。

各小中学校、幼稚園、保育園に合わせた仕様で
対応いたします。

ニット帽は約70色以上の色からお選びできます。
クラブ、団体さまのオリジナルな文字やパターンを小ロットから
編み込むことができます。（写真参考）
小ロットは形や大きさに異なりますので、ご相談ください。
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クリーンハットのクリーニングは、帽子づくりのノウハウをもとに
素材や状態を見極め、型崩れしない様に、様 な々カタチの帽子に対応します。

メタモルフォーシアは、お持ちの帽子を長く愛し、
着用していただくために、帽子の寿命が来るまでお付き合いいたします。

制服帽子のクリーニング専門

おしゃれ帽子再生

帽子づくりの技術を駆使したクリーニングで、
クタクタになった帽子もクリーニング＆メンテナンス

クリーンハットでは、幼稚園や小中学校、ホテル等の他、警察署、自衛隊、消防署、航空会社、ボーイスカウト、ブラ
スバンド等の制帽をお持ちの団体や組織さまから個人のお客さままで、帽子のクリーニングのご依頼をお受け
しております。
クリーンハットでは、お客さまのお気に入りの帽子を1つだけクリーニングに出すことも、個人様や団体様で10個
以上まとめてお請けすることも可能です。（10個以上で割引きあり）お気軽にご相談ください。

帽子はひとつひとつ多種多様な素材が使われ、汚れや傷みなど、状態も様々です。帽子を丁寧に状態診断し、
お客さまと相談させて頂き、ご注文を承ります。自社工場での一貫作業のため、お客さまのご要望に幅広く、細や
かにご対応ができます。
また、お気に入りの帽子を、さらに自分好みにカスタムリメイクすることができます。裁断から縫製まで全て自社工
房内でカスタマイズ致しますので、幅広いお客さまのニーズに対応可能です。お気軽にご相談ください。

（メタモルフォーシア）

● カスタムリメイク例
  ・スベリへの名入れ（刺繍）
  ・リボン交換
  ・裏地交換（生地の持ち込みも可能です）
  ・クラウンの変更　他

※帽子の種類や状態によっては、お受けできない場合もございますのであらかじめご了承ください。

● リペア / 修理メニュー
  ・型直し
  ・リボン交換
  ・スベリ交換

 
・裏地交換
・ブリム（エッジ）加工
・ほつれお直し　他

園 帽 クリニング｜メンテナンス

クリニング｜メンテナンス｜カスタム

学 帽 官 帽

個人でお持ちのおしゃれ帽子・高級帽子



当社は1943年創業以来、春日部の地場産業である
麦わら帽子事業をはじまりとして、
幼稚園を中心に伝統的技術を継承してきました。
時代の変化とともにお客さまのニーズや素材の進化とともに、
小中学校、幼稚園、公共機関の制帽やパレード用特注帽子の製造と
素材もフェルト、布帛、ニットと温度調整機能糸など幅広いラインナップに対応し
年間10万個の帽子を製造しています。
そして、帽子づくりに携わる中で、かぶって頂くお客さまに、
より快適に、より長く帽子とつきあっていただけるように
帽子クリーニング・メンテナンス事業を立ち上げました。
また、ご自宅で洗える園児帽「アクアクリーン」を開発し、
全国の幼稚園に向けて発信中でございます。
帽子づくりの技術を生かし、今後もお客さまの笑顔のために
帽子づくりをしてまいります。

「よこい」は、原料から製品まで全ての工程を自社で行ない良質な商品提供はもちろん、
アフターケアまで、帽子の寿命が来るまでお客さまの大切な帽子をサポートします。
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会社概要 沿革

株式会社よこい
所在地

URL

代表者名

設立
資本金
従業員数
事業内容

設備機器

取引銀行

344-0102 埼玉県春日部市西宝珠花60
TEL：048-748-1010  FAX：048-748-1270
http://yokoi-boshi.jp
http://metamorphosia.jp
代表取締役　横井  英明
取締役　　　横井  真弓
1943年
1,200万
24名
幼稚園、小中学校向け制帽、
制帽、官帽、布帽子、フェルト、ニット帽、
アウトドア帽子の製造・販売
特注帽子
帽子のクリーニング・メンテナンス
帽子成型炉（オリジナル）
島精機 編機 SIR22　2機
環縫いミシン
武蔵野銀行
埼玉県信用金庫
埼玉りそな銀行

クリーンハット有限会社
所在地

URL
代表者名
設立
資本金
従業員数
事業内容
取引銀行

344-0102 埼玉県春日部市西宝珠花60
TEL：048-748-2121  FAX：048-748-1270
http://www.clean-hat.co.jp
代表取締役　横井  秀子
2005年12月
20万
5名
帽子専門クリーニング
武蔵野銀行

株式会社よこい
1943年

1955年
1973年
1984年
1995年
   同年
2008年
2011年
2012年
   同年
2013年
2014年
2015年
   同年

会長 横井利男が横井製帽所としてスタート 
（経木帽子から）
麦作業帽から幼稚園制帽も始める（麦制帽のみ）
フェルト帽も始める 
法人設立（株）よこい 改称
布帽子も始める 
クリーンハット有限会社設立
パレード帽･ウエストポイント･士官帽･バスクベレー製造
サーモハット アクアの開発に取り組み
公共イベントに協賛（アクア提供）
ベレー実演販売・展示会に出展
サーモハット アクアの販売開始
メタモルフォーシアサービス開始
サーモハット アクア販売１万個達成
11月、関東経済産業局から
地域産業資源活用事業 計画認定書の交付

クリーンハット有限会社

2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
　同年
2012年

幼稚園に営業　
2,000個受注
5,500個受注
8,000個受注
11,000個受注
12,500個受注
ホテルオークラ様との帽子クリーニング開始
ボルサリーノジャパン様との帽子クリーニング開始

http://yokoi-boshi.jp/
TEL.048-748-1010

株式会社よこい

帽子の製造についての
お問い合わせ

http://www.clean-hat.co.jp
TEL.048-748-2121
クリーンハット有限会社

制服帽子のクリーニングに
ついてのお問い合わせ

http://metamorphosia.jp
TEL.048-748-0808

おしゃれ帽子再生に
ついてのお問い合わせ

（メタモルフォーシア）


