
生地寿命を最大限活かしきる
画期的な縫製糸

マリンおよびアウトドア向けの GORE® TENARA
ソーイングスレッドは、汎用性に優れた高性能製品です。
    • 高速縫製にも適した仕様
    • 多彩なカラーバリエーション
    • 脱色や色あせを起こさず、染みもつかない優れた特性

耐久性に優れた設計になっているため、過酷な環境においても
劣化しません。
    • 太陽光中の紫外線
    • カビ、酸性雨
    • 洗浄剤、塩水、産業汚染物質

GORE®TENARA ソーイングスレッドで縫製すれば、生地の 
寿命を最大限に活かしきることができます。

ゴアは GORE®TENARA ソーイングスレッドの 品 質 
を保証しています！*

ソーイングスレッド



太陽光による劣化なし
GORE®TENARAソーイングスレッドは、 
継続的に太陽の紫外線を浴びても強度
劣化しない優れた特性を有しています。
磨耗や剥離を起こしうるコーティング
や 添 加 剤 で は なく、GORE®TENARA 
ソーイングスレッド自体が紫外線耐久性
に優れた素材で出来ているため、紫外線
による劣化を起こしません。

優れた耐候性
GORE®TENARAソーイングスレッドは、
寒暖差の激しい環境でも柔軟性と強度
を保ちます。水を吸収せず、酸性雨、塩
水、汚染物質、雪、凍結への高い耐
久性を有します。

GORE® TENARA
ソーイングスレッド
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ずっと続く高い品質 キレイが長持ち最高級品質ブランド
アリゾナ砂漠（米国）での太陽光暴露試験
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ポリエステル コットン/ポリエステル

縫製品のブランドイメージ
向上
GORE®TENARAソーイングスレッドは
ゴ アの25年 以 上 にも わたる 開 発と 
実績に裏打ちされたブランドで、貴社の 
お客様に丈夫な縫製部を有する上質な 
製品だけでなく、製品に対する信頼も
合わせてご提供いただけます。

お手入れが簡単
GORE®TENARAソ ー イ ン グ ス レ ッド 
は、酸性やアルカリ性の液体、漂白剤、
洗浄剤の影響を受けず、染みもつきません。

色あせなし
GORE®TENARAソーイングスレッドの着
色は、後加工（染色）ではなく、耐光性が
高く色あせしない顔料を用いて最初から
着色しているため、長期間にわたる使用
においても製品本来の色合いを保持し
ます。＊＊

主な用途

屋外一般用 
- オーニング 
- ガーデンストラクチャー 
- アウトドア用チェア 
- パティオの家具 
- 日よけ 
- プールカバー 
- 雨傘

マリン用 
- ビミニトップ 
- ボートカバー 
- ボート
  エンクロージャー 
- ドジャー 
- セイルカバー 

- セイル 
- シートクッション 
- サイドカーテン

＊＊ 2019年にQ-Lab Corporationによって実施されたDIN 
EN ISO 105-B06A:2004-07テストにより、GORE®TENARA
ソーイングスレッドの全カラーが最高ランクである耐光
性8に格付けされました。

ソーイングスレッド



製品仕様
透明クリア - 生地の色と同化し目立ちにくいシリーズ

製品番号 繊度 ポリエステル 
相当概寸 破断強度＊ 破断時

伸長率（%）＊
針サイズ
（推奨） 適合用途

M1000LTR-L
1111 dtex

1000 denier
Nm 50/60  

69 tex
3114 cN  

7 lbs
17

Nm 90-110
#14-16

オーニング、ブラインド、クッション、クッション材（ボート
フェンダー、フェンダーカバーなど）、カーテン、オーニングサ
イドカーテン、飾りカーテン

M1000KTR-L
1556 dtex

1400 denier
Nm 35/40  

92 tex
4448 cN

10 lbs
17

Nm 100-120
#18

オーニング、マリン、シートクッション

M1003HTR-L
2775 dtex

2500 denier
Nm 20/25  

138 tex
8452 cN

19 lbs
10

Nm 120-140
#19-22

大型オーニングまたはストラクチャー、マリン、重量クリア
ビニール、ジッパー、縫い目の補強が求められる部分

各種カラー - 色あせしない鮮やかな色合のシリーズ

製品番号 繊度 ポリエステル 
相当概寸 破断強度＊ 破断時

伸長率（%）＊
針サイズ
（推奨） 適合用途

M1000TR-（XX） 1556 dtex
1400 denier

Nm 35/40  
92 tex

3559 cN
8 lbs

17
Nm 100-120

#18
オーニング、マリン、シートクッション、装飾用のステ
ッチ、オーニングサイドカーテン、飾りカーテン

M1003HTR-（XX） 2775 dtex 
2500 denier

Nm 20/25  
138 tex

6228 cN
14 lbs

10
Nm 120-140

#19-22

大型オーニングまたはストラクチャー、マリン、重量ク
リアビニール、ジッパー、縫い目の補強が求められる
部分

GORE® TENARA ソーイングスレッドは、製品別に以下の巻きサイズからお選びください。
• LTR：300メートル（328ヤード）巻き、2100メートル（2300ヤード）巻き、4500メートル（4921ヤード）巻き
• TR/KTR：300メートル（328ヤード）巻き、1750メートル（1900ヤード）巻き、3200メートル（3500ヤード）巻き
• HTR：300メートル（328ヤード）巻き、1050メートル（1150ヤード）巻き、1800メートル（1967ヤード）巻き

ご注文の際は、各製品番号末尾の(XX) にカラーコードを入れ、巻きサイズをご指定ください。 
他の色がご用意できる場合もありますので、お問い合わせください。

  Made in the USA by W. L. Gore & Associates, Inc.

ホワイト
（WH）

イエロー
（YW）

グレー
（GY）

ライトグレー
（LG）

ブラック
（BK）

表示されている色は参照用です。実際の色とは異なる場合があります。

チェサピーク
ベイブルー
（CB）

ネービーブルー
（NB）

レッド
（RD）

フォレスト
グリーン
（FG）

サンドストーン
（TN） 

生地寿命を最大限活かしきる画期的な縫製糸

＊保証値ではありません。



GORE、ゴア、TENARAおよび記載のデザイン（ロゴ）は、W. L. Gore & Associatesの商標です。© 2016-2020 W. L. Gore & Associates G.K.

本製品は工業製品に限定してご使用ください。
食品、医薬品、化粧品および医療機器の製造、加工ならびに包装工程にはご使用いただけません。

記載された技術情報及び推奨事項は全て、ゴアにおける過去の経験または試験結果に基づくものです。可能な限り正確な情報を記載しておりますが、法的責任を伴うものでは
ありません。また、記載されている運用データは、技術的に理想的な条件下で判定されたものです。記載データの各数値は個々の用途やご使用状況および当社からの縫製、
加工に関する指示を遵守していただけたかによって変動しうるものです。使用方法の詳細など、お問い合わせは当社または正規代理店までご連絡ください。
仕様は予告なく変更される場合があります。

GORE® TENARA ソーイングスレッドは、その素材および製品自体において一切の 
瑕疵がない状態でお届け致します。またゴアは、生地に縫製された本製品に対して
15 年間、太陽光や天候による影響、または水分による損傷が生じないことを保証 
いたします。

適用範囲について
この保証は、GORE® TENARA ソーイングスレッドに対してのみ適用され、日よけ 
目的の用途（オーニング、シェードセイルなど）およびマリン用途（防水シート、ボート 
オーニング、セイルなど）でのご利用が対象となります。

不適切な縫製、摩耗、切断、火災や過度な発熱などによる損傷は対象外となります。

上記保証は下記の要領にて適用させて頂きます。

•  GORE® TENARA ソーイングスレッドの破損理由が上記保証の適用範囲内である 
とゴアが認めた場合、ゴアは、GORE® TENARA ソーイングスレッドを交換または 
返金いたします

•  GORE® TENARA ソーイングスレッドのみを使用している場合に限り、適切な修理費用
（正規代理店による修理費用見積金額）をお支払いします

補修作業に付随して発生した輸送費や加工品の設置費用等は保証の対象となりません。
また、GORE® TENARA ソーイングスレッドの不都合に起因する二次的な損害に 
関しても製造元および販売店は責任を負いません。

本紙記載事項がご購入者様の制定法上の権利に影響を及ぼすことはございません。

本保証についてのお問い合わせ、保証適用のご用命は、正規代理店または日本ゴア
までご連絡ください。

写真クレジット：
表紙のオーニング © Warema
表紙のドジャー © Rainier Industries
本文のシートの細部 © Supra Boats
本文のセイルの細部 © Ullman Sails

15年保証＊

日本ゴア合同会社
〒108-0075 東京都港区港南 1-8-15 Wビル 14F
Tel: 03-6746-2570 • Fax: 03-6746-2571 

gore.co.jp/tenara

欧州/中東/アフリカ
W. L. Gore & Associates GmbH • Hermann-Oberth-Straße 26• D-85640 Putzbrunn • Germany
電話： +49 (0) 89 4612.2211 • Fax: +49 (0) 89 4612.2306 • メール： fibers@wlgore.com

米国/カナダ/中南米
W. L. Gore & Associates, Inc. • 100 Airport Road, PO Box 1010 • Elkton, MD 21921 • USA
米国内フリーダイヤル： 1.800.276.8451
電話： +1.410.506.8400 • Fax: +1.410.506.8445 • メール： gorefibers@wlgore.com 
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ソーイングスレッド


