
Medical Wear



エレガンスと機能美で
メディカルウェアを美しく、心地よく。
デザイン性や機能性が注目されるいま、ユニフォームも時代とともに進化していく必要があると考えました。
働く現場にも「人生を、芯から美しく。」のメッセージをこめたアイテムをチャコットがお届けします。

Point 1

激しい動きに対応したパターン技術で
パフォーマンスアップ
●バレエダンサーの動きへの追求で培ったパターン設計技術を採用。

●広い可動域に追従して、動きのストレスを軽減します。

Point 2

繊細に、しなやかに
動きに寄り添うディテール
●ヒアリングを重ねることで得られた「現場の声」を活かし、
　細やかに配慮されたディテールがうれしい。

●ゆとりをもたせたデザインながら美しく、
　ダンサーのようにすっきりとしたシルエットに。

Details

Point 3

立ち・座りの多い仕事も
凛としたシルエットで
●脚がきれいに見えるテーパードシルエットですっきりと美しく。

●2WAYストレッチ素材が縦横に伸縮。
　立ち仕事に加え、座ったりしゃがんだりさまざまな動きに対応。

Point 4

やわらかさを追求した、ジャージー素材
●機能的で軽量なスポーツテイストでありながら、
　エレガントなジャージー素材。

●ストレスのない伸縮性と通気性、
　しっとりとした肌ざわりの接触冷感機能で、汗をかく現場でも快適に。

●洗濯をしてもシワになりにくく、
　型くずれしにくいイージーケアがうれしい。

2WAY WASHABLE

すっきり目立たない
ファスナー開きで
着脱しやすく

ダンサーの腕の
使い方がヒントに
腕の可動域が広がる
立体パターン設計
フロントの袖付は
ストレートで
すっきりと美しく

前屈みの姿勢でも
インナーが覗かない
ネックライン

締め付けない、冷やさない
ハイウエストデザイン 
ソフトフィット仕様で
腰周りを優しく包み込みます

伸びる
ウエスト紐で
簡単に着脱可能

女性らしいカーヴィーなデザイン。
後ろ身頃にゆとりを持たせ、動き
やすくヒップも隠せる丈に。

ラグランスリーブで動きやすさを
アップ。

ダンサーの腕の
使い方がヒントに
腕の可動域が広がる
立体的なパターン設計

丈の長さは
折り返し調整可能
スリット入りで
折り返しても美しい

丈の長さは
折り返し調整可能

ネームプレートが美しく止まる、専用
の胸ポケット。
ペン専用ポケットは、生地を二重にし
てインクにじみ防止も。
出し入れ容易なセパレート型。

汗をかきやすい背面に、吸水速乾裏地
を付け快適に。

レディスパンツには、小物やカイロを
入れるポケット付き。

インカムバッテリー用のポケットを、
トップ腰ポケット裏側に。

Mens Wear

Back Style

Womens Wear

Back Style
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しなやかに美しく。
歯科医療の現場でわたしたちができること。

チャコットは70余年の歴史の中で、バレエダンサーのパフォーマンス
の支えとして、ダンサーの動きの美しさと、踊るうえでの心地良さの追
求を念頭に、常に技術の研鑽に取り組んでまいりました。
舞台芸術に精通し経験豊富な製作スタッフたちによりその技術は積み重
ねられ、多くのダンサーに高い評価をいただいております。
その長い歴史と時を同じくして、1950年に歯科衛生士第１号が誕生し
今日に至るまで、日本の歯科医療は常にひとびとの傍らに立ち、心と口
腔健康を守り続けています。
 働く現場にも心の豊かさや心地良さが求められるいま、チャコットは
歯科医療の現場で働く人々に、芯から美しくなっていただきたいと願い
をこめて、素晴らしいパフォーマンスの支えとなるメディカルウェアを
ご提案してまいります。

1950年、トゥシューズの製造からはじまった 
チャコットは、ダンサーにむけた本物の美しさを
追求したモノづくりを通じて培った技術と想いを、
今日ではダンス・バレエの世界をこえてより多く
の皆さまの生活を美しく彩れるよう、様々な製品
やサービスを展開しています。 

毎日のすべての瞬間を、美しくする。
すべての人の一生を、美しくする 。

人生を、芯から美しく。

販売元
株式会社岡部／OKABE Co.,Ltd．

〒815-0041　福岡県福岡市南区野間4-4-32
TEL 092-561-8198　FAX 092-561-8070
https://okabe118.co.jp/

ZIP CODE 815-0041
4-4-32,Noma,Minami-Ku,Fukuoka,Japan
TEL +81-92-561-8198　FAX +81-92-561-8070

※お取引のある歯科ディーラー様、歯科商店様へお問い合わせ下さい。

Products
価格 品番 カラー サイズ

WOMENS

トップ ￥13,200（本体価格￥12,000）

２０１１
パールグレー

S
２０１２ M
２０１３ L
２０２１

ネイビー
S

２０２２ M
２０２３ L
２０３１

ロイヤルピンク
S

２０３２ M
２０３３ L

ボトム ￥9,900（本体価格￥9,000）

２１１１
パールグレー

S
２１１２ M
２１１３ L
２１２１

オフホワイト
S

２１２２ M
２１２３ L
２１３１

ネイビー
S

２１３２ M
２１３３ L
２１４１

ロイヤルピンク
S

２１４２ M
２１４３ L

MENS

トップ ￥14,300（本体価格￥13,000）

２２１１
パールグレー

M
２２１２ L
２２１３ LL
２２２１

ネイビー
M

２２２２ L
２２２３ LL

ボトム ￥11,000（本体価格￥10,000）

２３１１
パールグレー

M
２３１２ L
２３１３ LL
２３２１

ネイビー
M

２３２２ L
２３２３ LL


