
(税別)(税別)

フォーケア タオル … ２０枚フォーケア タオル … ２０枚

ワイヤータイ … ２０本

説明書(QR動画3本)  … ２枚説明書(QR動画3本)  … ２枚

簡易マスク型紙 … 1枚

等の

でもOK !

… できます！



－お客様手作りマスク情報－ ﾌｫｰｹｱタオル使用 2020.4.11改定

耳掛けは、素材の伸びない

１．取説参考、型紙を使用

デコレーションでオリジナル♪

２．オリジナル型紙で作成

耳掛けは、素材の伸びない
方向で輪を作り絞って調整
できる工夫をしています。

３．取扱説明を参考に、4層の立体マスク、ﾉｰｽﾞﾜｲﾔｰを付けてミシン仕上げ。

４．型紙を使用。 2層に重ねシ―ラ―で熱圧着して作成しています。

手作りマスクセット:700 円で約60枚できます。

不織布の端材2枚をインナーに挟んで4層マスク
高級シ―ラ―は…ストレスなく
圧着！ 価格がネック.…

フォーケア タオル …20枚

５．ﾕｰｻﾞｰオリジナル♪

フォーケア タオル …20枚

ワイヤータイ …20本

簡易マスク型紙 …1枚

説明書：初級～上級 …2枚

(手作り動画QR3本)



【注 意】

遮断率や透過率等試験は実施していません。
簡易的マスクですので、任意での作成とご使用
をお願します。

手縫いやテープ等で仕上て下さい。ホチキス留
のマスクは任意でご使用下さい。
ホチキスで作成の簡易マスクはお子様には危険
ですので使用しないで下さい。

R2.3.24 作成

（有）ビューティフルライフ：097-546-0666

《ﾊﾟﾀｰﾝ１》 中田様（大阪府）提供。 1枚のﾌｫｰｹｱタオルで3～4枚マスクができます。

中田様 提供♪

手作り動画（２）

ですので使用しないで下さい。

中央の接着は

2枚重ねて完成！
内側に端材を重ねてもOK♪

Ver.2

《ﾊﾟﾀｰﾝ２》 YK様（大分県）提供。１枚のﾌｫｰｹｱタオル重ねて2枚、単体で4枚できます。

テープを使用。
縫い合せてもOK

素材の伸びる方向を
良く確認して下さい。

手作り動画（３）

Ver.2 

端材はマスク

素材の
伸びる方向

●手作りマスクセットには、
型紙なども付いてます♪

紙型の使い方は
動画を参照下さい。

Ver.2 

《ﾊﾟﾀｰﾝ３》 山口様（鹿児島県）提供。 1枚から1層ﾏｽｸで6枚位できます。

●左右2枚重ねて切り取り、中央で縫付けた2層マスク。手芸用ゴムを耳かけに使用。

端材はマスク
のインナー。
何層でもOK♪

黄色の
⇒矢印

マスクの両端の耳かけヒモを通す部分はテープで補強しています。



ﾌｫｰｹｱﾀｵﾙ使用

★ﾌｫｰｹｱﾀｵﾙ１枚で、３枚の４層立体ﾏｽｸが作れます★

【準備するもの】１．フォーケアタオル1枚 ２．ハサミ ３．ホチキス ４．ワイヤータイ 注１ ５．針と糸

注

意

遮断率等試験は実施しておりません。
簡易的なマスクですので、任意での
作成・ご使用をしてください。

【準備するもの】１．フォーケアタオル1枚 ２．ハサミ ３．ホチキス ４．ワイヤータイ 注１ ５．針と糸

【作り方】 は伸びる方向です。赤矢印は、手順です。 は、ﾉｰｽﾞﾜｲﾔｰのﾎﾁｷｽ留めです。

④③二つ折り背の部分
３～４㎝切り捨てる

緑⇒幅4～5cm

①ﾌｫｰｹｱﾀｵﾙを
4等分に切る。

②耳かけ作成。1枚を半分に折
り3等分に切る。6枚(左右3組)

の背の余白部を切る。１組ずつ
く り抜く要領で耳かけを作成。

③3枚は本体です。中心で1㌢程
重ねる様に両端を合せる。

④上から9㌢程の位置に、ﾜｲﾔｰ
タイを配置。 ※ﾉｰｽﾞﾜｲﾔｰ部。

注２：⑥で本体と合せ
る部分。耳かけ幅と
顔の幅を想定。
・装着時ｻｲズ調整を
する部分です。

⑥耳かけ部分を間に挟み、ﾜｲﾔｰ側の両端２ヶ所を

ﾎﾁｷｽでとめる。 注３：緑⇒耳かけ（左右）を本体に

挟む時1～2㌢余裕を持たせる…マスクと頬の隙間ｶﾊﾞｰ部。

⑤ワイヤータイの位置で折返し、タイの両端を1～2

㌢程残してタイと重ねてホチキスで固定する。

ﾎﾁｷｽの外向/内向を決めてとめる。

耳かけ（左右）、マスク本体の配置状態

挟む時1～2㌢余裕を持たせる…マスクと頬の隙間ｶﾊﾞｰ部。

⑦下側を1㌢程、内側に ( )

ﾎﾁｷｽの外向/内向を決めてとめる。 注４参照

⑦下側を1㌢程、内側に
折込み両端をﾎﾁｷｽで
とめる。

⑧中央が筒状(Ω形状)に
なる。 プリーツになる部分。
1～2段ﾌﾟﾘｰﾂを選択できる。

【仮留完成】

表面

⑨筒状部分の中央でプリーツを作り ホチキスで
留めます。 手縫いで仕上げてご使用下さい。

裏面

注１ラッピング用
ワイヤータイ↓

裏面も縦に伸ば
すと 顔にフィット
します。黄色⇒

マスキングテープでのホチキス養生(例)

ポイント：耳に掛ける時、耳かけ部の伸ばし具合で隙間が
出来ないように装着・調整をして下さい。耳かけ作成②
での幅決めと伸ばし具合でサイズ調整して下さい。

・耳かけは伸びない方向を横に作ることを推奨。
伸びたら、紐を結ぶ・クロスがけ等で再調整。
（有）ビューティフルライフ ：097-546-0666

ホチキス留のままマスクとして使用する場合は、

任意でご使用下さい。

します。黄色⇒

手縫いでのマスク作りをお勧めします！

ホチキス使用でのマスクは、お子様には危険
ですので、使用しないで下さい。

【注

意
】 R2.3.24作成





175mm

60mm 135mm

140mm

30mm

赤線：①ノーズワイヤーを付ける時の折返し部
             ②大きめに作る時の目安
黒線：マスク基本サイズ
緑線：素材を二つ折りで切りぬく時の折返し線

型紙の使い方



安全衛生・安心・快適な サービスで “おもてなし”

大判
タイプ

スパンレース

- 丈夫で柔らかい使い捨てタオル －

スパンレース

フォーケア タオル 【 BL-DFT 】

業務 販売単位：１箱/100枚×8袋

一般：１袋/100枚 3,000円 [税別] ＠30

希望小売価格

体力や免疫力の低下した方々への、安全・安心・快適な
サービス提供に衛生管理は欠かせない重要な課題です。
体力や免疫力の低下した方々への、安全・安心・快適な
サービス提供に衛生管理は欠かせない重要な課題です。

【使用事例：未滅菌です。使用できる範囲でご活用ください。】

滅菌 ガーゼの上から、浸出液を受けるカバー（保護）に使用等。

美容･理容 整髪タオル：刈毛が繊維に絡み背中に入り難く衛生的。

配膳 テーブル拭き等として使用。…汚れが目立ったらディスポ。

清掃 モップに合わせて取替シートに。 アルコールなど噴霧可。

滅菌 ガーゼの上から、浸出液を受けるカバー（保護）に使用等。

胃ろう 周辺の清潔。 栄養剤の漏れを受ける…シーツを汚さない。

手・足 等に、伸縮を活かして巻きつけて使用する…等。

ご使用上の注意
●目および目のまわりには使用しないでください。 ●お肌に異常のある場合やお肌に合わない場合は、ご使用しないでください。
●電子レンジ等でのご使用では、必要以上の過熱はご遠慮ください。 ●必要以上の加熱、おしぼりウォーマー内での放置はご遠慮ください。
注：流しや水洗トイレには流さないでください。 水に溶けにくいため、パイプ詰まりの原因になります。

清掃 モップに合わせて取替シートに。 アルコールなど噴霧可。

展開サイズ：500㎜×600㎜
※誤差:±10㎜

素材：レーヨン・PET 不織布
2020.3.10作成



フォーケア®タオル
ディスポ タイプ / スパンレース

●綿タオルと比較…汚れ吸着は良い。吸水性は落ちます。

●十分に伸ばすと・・・汚れや埃の付着がアップします。

特

徴 ●通常のタオル等として・・・洗って繰返し使用できます。

●お掃除シートとして・・・掃除モップ、台拭き等に使用。

●医療・介護・福祉理美容の現場で、
使用されています。【未滅菌です】

１箱 ： ８００枚 （８袋）
１袋 ：１００枚入

(１)１袋100枚入。 (２)中央ミシン目を
開きます。

(３)ミシン目から
引き出します。

サイズ：
約６００mm×約５００mm

≪伸びる側：約500mm≫
≪伸びない：約600mm≫※寸法誤差：±10㎜

医療機関･･･創傷ケア等患部処置で滅菌ガーゼの上から浸出液のカバー（保護）用として使用する等。

胃ろう周辺の清潔や栄養剤の漏れを受けてシーツをガード。 【注：未滅菌で使用可能な範囲】

訪問看護･･･手・足などに伸ばしながら圧をかけて巻く等。 家族が療養者用に洗濯して数回使用する。

介護施設･･･配膳用、テーブル拭き等として繰返し使用し目視で汚れが目立ったらディスポする。

訪問理美容･･･整髪用タオル等で使用。刈り毛が繊維に絡み背中に入り難く衛生的。 清掃シートに使用。

病院・施設・在宅･･･掃除モップの大きさに合せて取替シートとして使用。 アルコール等を噴霧して使用。

導
入
事
例

伸びる側/伸びない側を
確認して、用途に応じて
切ってご使用ください。

【注意】１/２、１/３ 、１/６

タオルの大きさは、使用用途に応じて自由にカット出来ます。 ※以下、カット例

≪１/２カット≫ ≪１/３カット≫ ≪１/６カット≫≪1/４カット≫ ≪１/９カット≫

【注意】１/２、１/３ 、１/６
に切る場合、方向により
伸縮する面が違います。

使用例② 薄手タオルとして使用例① 厚手タオルとして

●タオルを伸びる方向に引っ張り
十分に広げて、大判タオルや
厚手のタオルとして使用する。

使用例③手で裂く（切る）

①伸びる方向、伸びない
方向を確認して、用途
に応じてカット。

②伸びる方向に十分に伸ばすと汚れ
や埃の付着や吸水性がUPします。

必要に応じて小さく切ったタオルを、別のビニール袋に
詰め替えると使い勝手が良いです。詰め替えると使い勝手が良いです。

●伸びない側から、手で裂けます。
⇒点線の 赤矢印

自由に裂いて使用できます。 ●取出し面に、ハサミやミシン目カッターで切れ込みを入れると便利です。
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