
 

CS ねっと企画様メールマガジンをご覧の皆様へ 

 

防水食卓エプロン「ハピエプ」のパンフレットをご覧いただき、ありがとうございます。 

「ハピエプ」はおかげさまで多くのお客様にご利用いただいており、「これならエプロン拒否がなく、着

用してもらえる」「おしゃれなエプロンで食事風景が変わった」、「食事中のコミュニケーションが増えた」

など、喜びのお声をいただいております。ご質問等ございましたら、お気軽に下記までお問合せくださ

い。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

ご注文について 

◎医療・介護施設様でのご購入の場合 

医療介護施設様向け専用プランにてご案内させていただきます。 

法人様専用のオンラインショップもご用意しております。詳しくは、お問合せ下さい。 

HP お問合せフォーム: http://sumiken-lab.com/contact/ 

 

◎個人でのご購入の場合 

以下の MICHIERE オンラインショップ、もしくはお取り扱い百貨店にてお買い求めください。 

MICHIERE オンラインショップ https://michiere.official.ec/   

≪防水食卓エプロン「ハピエプ」 取り扱い店舗一覧≫ 

関東エリア 

【東京】 

＊東急百貨店 渋谷本店 ６階 西川のヘルス&ケア N'able House(ネーブルハウス) 

 

関西エリア 

【大阪】 

＊阪急百貨店 梅田本店 １０階 介護用品売場 

＊近鉄百貨店 あべのハルカス本店 ウイング館５階 ハートフルサロン 

＊近鉄百貨店 上本町店 １０階 ハートフルサロン 

 

【奈良】 

＊近鉄百貨店 奈良店 ６階 ハートフルサロン 

 

※取り扱い店舗は今後も増える予定です。HP などで随時お知らせいたします。 

※実店舗では取り扱いのない商品ラインナップもございます。ご了承ください。 

お問合せ先 株式会社住健 担当：堤 悠美子 

TEL：072-952-2756   Mail: sumiken@ga2.so-net.ne.jp  

http://sumiken-lab.com/contact/
https://michiere.official.ec/
mailto:sumiken@ga2.so-net.ne.jp


医療介護向け　
繊維製品製造

防水食卓エプロン ハピエプ  



笑うことは、生きること。

Laughing is Living

「こんなに笑ってる母、久しぶりに見ました」

姿を見るのが切なくて…と

施設から足遠くなっていたご家族が嬉しそうに笑ってる。

介護する人　される人　

すべての人にひたひたと幸せが満ちてきます。

介護雑貨ブランドMICHIERE は、

この満ち足りた時間をお届けするために生まれました。

高齢者のこころとからだに寄り添いながら、

撥水・防水・吸水・立体裁断などの機能面を追求。

デザインはプレタポルテ（高級婦人服）のデザイナーが担当。

お召しになる方のプライドを満たし、

介護する方が楽になるように。

歳を重ね、不自由なことが増えたとしても

いつも、いつまでも、笑顔でいられるように

小さな工夫や改善を大切にしていきます。

人生という長い旅路によりそうMICHIERE。

青い鳥に乗って、あなたのもとへ。
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Mサイズ　
首周 43.5 ㎝　
前丈 75 ㎝　
裾幅 62 ㎝

現場の声から完成！毎日使いやすい工夫が盛りだくさんの高機能エプロン！

「ハピエプ」は多くの現場スタッフの皆様のお声を取り入れ、40 施設での

モニタリングを経て改良し、完成したエプロンです。

現場の  声  を活かした、７つの機能性

男性、女性それぞれに合わせたこだわりの襟デザイン
女性向けのフラットカラーと、ユニセックスでお使いいただける
ステンカラー２種類の襟デザインをご用意しました。

介護経験のあるプレタポルテ (高級婦人服 )のデザイナーによる
洋服仕様のデザイン。立体裁断で自然と身体に沿うデザインです。
お洋服のような自然な生地の風合いとデザインにこだわった、
空間に調和するエプロンで、温かな食事風景を作り出すことが
できます。

Mサイズ　
首周 50 ㎝　
前丈 78 ㎝　
裾幅 63 ㎝

L サイズ　　
首周 52.5 ㎝　
前丈 83 ㎝　
裾幅 68 ㎝

生地に貼り合わせた防水フィルムで
完全に防水。お洋服を汚れから守ります。

完全防水で服が汚れない

スナップボタンで安心ポケット
スナップボタンを留めることでポケットを作ることができ
更に安心してお食事をしていただけます。

空間に調和するお洋服のようなデザイン

毎日何度も使用するエプロンだからこそ、使い勝手の良さも
大切にしました。
※長くお使いいただくため、低温乾燥をお勧めします。

洗濯機での丸洗いさらに乾燥機もOK ！

接着が弱くなりにくく、髪なども
絡まりにくいタイプを採用。
肌あたりも通常に比べ柔らかです。

※マジックテープ ®はクラレ（株）
     面ファスナーの登録商標です。

髪やほこりが絡みにくい
　　　　　　      特殊なマジックテープ ®

長く使える耐久性でコストパフォーマンス抜群

業務用洗濯の現場で長年採用されてきた防水素材で耐久性は抜群。
防水効果は繰り返しの洗濯でも落ちません。
マジックテープも接着力が長く続くタイプを使用し、繰り返しの
脱着に耐えうるよう、二重ステッチで縫製。
一般的な撥水タイプのエプロンに比べて非常に長く使用できる分
コストパフォーマンスの高い商品です。

ステンカラー　フラットカラー

ハピエプは、医療介護現場の信頼と実績から生まれたMICHIERE
とサポートシニアファッションの笑顔音とのコラボ商品です。
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油汚れが落ちやすい！ダストップ®SP※１加工

吸水＆撥油を両立する特殊な加工で汁物や飲み物は流れ落ちず、油汚れから守ります。カレーやミートソース

なども汚れ落ち抜群※２です。 洗濯しても効果は持続※３します。

 

※１ 帝人フロンティア株式会社が開発した油汚れを
       防ぎながら、水の吸収はさまたげない耐久防汚
       素材です。

MICHIEREベーシックシリーズ防水食卓エプロンハピエプ　

ダストップ®SP 素材を使用した MICHIERE のフラグシップシリーズ。 
お洋服に合わせやすい上品で落ち着いた５色のデザイン。 

※２  一般財団法人ボーケン品質評価機構での防汚
        性試験にて醬油、コーヒー、カレー、ミートソース
        すべて４.５級取得  (防汚性１級(低)～５級(高)のうち)。

※３ 上記試験機関にて、24時間洗濯後(一般的な洗濯160回に相当)の防汚性試験を実施し、醬油、コーヒー、カレー、ミートソース
       すべて４.５級取得。

こぼれた汁物や飲み物を弾かない素材で、服や床に汚れを広げない！

生地が水分をはじくのではなく吸収するから、床などに汚れが流れ落ちるのを防ぎます。
裏には防水フィルムを貼り合わせているので、汚れを通しません。

素　材

効　果

耐熱温度

付属品

身頃表地：ポリエステル��%　綿��%　裏地：ポリウレタン防水フィルム（防カビ剤入）

襟：ポリエステル��%　綿��%

身頃：防水加工＋吸水撥油（表地）　襟：吸水撥油

���℃　（乾燥機使用可）

ポケット付き（スナップボタン式）

商品仕様

S101 ネイビー S101 グリーン S101 サックス

S101 ステンカラー （ユニセックス）

F101 
アプリコット

F101 ローズ

F101 

ハイグレードなシャツ素材を
使用し高級感も抜群!!

フラットカラー （レディース）
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スムースニットシリーズ

柔らかな生地の風合いと華やかなデザインをお楽しみいただけるシリーズ。 心を込めた贈り物にも。 

防水食卓エプロンハピエプ　

生地が水分をはじくのではなく吸収するから床などに
汚れが流れ落ちるのを防ぎます。
裏地には防水フィルムを張り合わせているので、
汚れを通しません。

弾かない素材で、服や床に汚れを広げない！

男性の方にもお使いただきやすいシックなチェック柄
と華やかながらも上品なオリジナルデザインをご用意。
食事空間やお顔、気分を明るくしてくれるデザインと
好評です。

柄入りエプロンでさらに空間を明るく

素 　 材

効 　 果

耐 熱 温 度

付 属 品

身頃表地：ポリエステル ���%       　裏地：ポリウレタン防水フィルム(防カビ剤入)
襟（フラットカラー ）綿 ���％　　　   襟（ステンカラー ）ポリエステル ���%

身頃裏：防水加工　　襟：強撥水加工

���℃（乾燥機使用可）

ポケット付き（スナップボタン式）

商品仕様

S103 ブルーチェック S103 ベージュチェック

ステンカラー （ユニセックス）S103 

F103 ピンクガーデン F103ラベンダーガーデン

F103 フラットカラー （レディース）

フラットカラー （レディース）

ウォータープルーフシリーズ

生地表側に防水フィルムを使用しました。襟には花柄をデザイン。扱いやすさを重視される方へ。

防水食卓エプロンハピエプ　

撥水加工でお手入れラクラク！

撥水効果がずっと続くエプロン！

素 　 材

効 　 果

耐 熱 温 度

付 属 品

身頃表地：ポリウレタン防水フィルム       裏地：ポリエステル ���%
襟： 綿 ���％

身頃表：撥水フィルム　　襟：強撥水加工

���℃（乾燥機使用可）

ポケット付き（スナップボタン式）

商品仕様

生地が汚れをしっかり弾くから、汚れが簡単にふき取れて、
お手入れラクラク！エプロンが汚れを吸収してしまうのは
手入れが困る…という方にオススメ。

ラミネート加工による撥水のため、撥水効果がお洗濯で
落ちることはありません。生地に薬剤を塗布するタイプ
の撥水エプロンよりもずっと長持ちです。

F102 

F102  コーラル F102  パープル

撥水効果がお洗濯で
落ちることはありません!!
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介護スタッフの皆様から、防水食卓エプロン「ハピエプ」を使用された
ご感想をお寄せいただきました。

介護スタッフさんが現場で

いただきました！

2021年1月発行

以下のMICHIEREオンラインショップにてお買い求めください。

MICHIEREオンラインショップ  https://michiere.official.ec/

個人でのご購入の場合

医療・介護施設様向け専用プランにてご案内させていただきます。

さらにお得なケース販売もご用意しております。以下よりお気軽にお問合せ下さい。

弊社HPお問合せフォーム  http://sumiken-lab.com/contact/　

ご注文について

医療・介護施設様でのご購入の場合

使用されたご感想

食事風景を考えるきっかけになった！
いつものエプロンには抵抗のあった男性の方でもこちらのエプロンは拒否なく使われました。

ハピエプを使用したことで、男性が花柄のエプロンを使用する事についてなど、食事風景を

考えるきっかけになりました。 K施設（小規模多機能型居宅介護）職員様

食事の場に団らんの空気が生まれた！
ハピエプを着た入居者様を見て、他の入居者様が『かわいい、かわいい、ええ色や』と頭を
なでなでしました。自分が着ることによる喜びだけでなく、周りの人がハピエプを着ている
ことでコミュニケーションが弾むことを感じました。エプロンひとつで食事の場に団らんの
空気が生まれると思いました。心を弾ませるってこんなことなんだろうなぁって感じました。

T施設(グループホーム)職員様

エプロン拒否のあった方が着用できた！
大人のエプロンでおしゃれ。認知症のご入居者でエプロンを嫌がり、外してしまう方がこの

エプロンを使用したところ、外さないで着用できた点は驚いた。1度お試しで使用したが、

元のエプロンに戻したくない。 A施設（有料老人ホーム）職員様

認知症の方の嬉しそうな反応が見られた！
一日中反応のあまりなかった認知症に方に、2つのデザインからエプロンを選んでもらうように

したところ、とても嬉しそうな表情になり、１つを指さして選ばれた。もうほとんど理解されていな

いと思っていたのに、こんな反応が見られるなんて、本当にこのエプロンを選んで良かった。

A施設（有料老人ホーム）職員様

洗濯をして乾くのが早い！
吸水性あるので、水分やみそ汁などの食べこぼし、飲みこぼしがあった時に役立った。

洗濯をして乾くのが早かった。 M施設（デイサービス）職員様

よくこぼされる方に最適なエプロン!
とにかく見た目が良い。シンプルなデザインでとても良いと思います。かなりこぼしても浸透する

ことがなく良かった。よくこぼされる方には最適なエプロンだと思います。

T 施設（有料老人ホーム）職員様

吸水性があるのが良かった！
汁物をこぼされた際に床に垂れず、清潔さを保つことができるので良かったです。利用者様も

食べこぼしが床に落ちると気にされるのですが、このエプロンを使用するとキャッチしてくれる

ので、気にせず食事を召し上がっていただけます。 S施設（グループホーム）職員様

和服の上に着てもオシャレ
襟がついてオシャレなので、息子の結婚式で使用しました。和服の上に着てもオシャレでした。

和服は重いので、軽いエプロンが最高でした。防水になっていたのも良かったです。

K 施設（デイサービス）利用者様
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