
                     

 
 
 
 
1. 
Feed the elastic strap through the outer hole then through 
back out.

図１
す。

                                                                 
2. 

With the elastic fed through both holes create a knot on the short end of 
the elastic to secure it. Tie the knot as close to the end of the elastic as 
possible.

内側の穴から
かりと
 
3. 

Repeat steps 1 and 2
tie both knots on the outside of

シールドの反対側も
外側になるようにしてください。
 

4. 

With slits facing down, slide the middle tab on one end of the headband 
through the

ヘッドバンドの片方の端のスリット
ゴムストラップ
                                                                  

                                                                               

Face Shield Fabrication

                     

 Feed Elastic
Feed the elastic strap through the outer hole then through 
back out.   

図１のように、シールドの穴に外側からゴムストラップを通した後、
す。 

                                                                 
 Kont Elastic

With the elastic fed through both holes create a knot on the short end of 
the elastic to secure it. Tie the knot as close to the end of the elastic as 
possible. 

内側の穴から外側に
かりと大きく結んでください。

 Feed + Knot Elastic 

Repeat steps 1 and 2
ie both knots on the outside of

シールドの反対側も
外側になるようにしてください。

 Attach Headband 

With slits facing down, slide the middle tab on one end of the headband 
through the elastic loop on the inside of the shield.

ヘッドバンドの片方の端のスリット
ゴムストラップにスリット
                                                                  

                                                                               

A : シールド

B : ヘッドバンド

C : ゴムストラップ

Face Shield Fabrication

                     

Feed Elastic︓ ゴムストラップを取り付ける
Feed the elastic strap through the outer hole then through 

シールドの穴に外側からゴムストラップを通した後、

                                                                 
Elastic︓ゴムストラップ

With the elastic fed through both holes create a knot on the short end of 
the elastic to secure it. Tie the knot as close to the end of the elastic as 

外側に出したゴム
結んでください。 

Feed + Knot Elastic 

Repeat steps 1 and 2 on
ie both knots on the outside of

シールドの反対側も同様に、1
外側になるようにしてください。 

Attach Headband ︓

With slits facing down, slide the middle tab on one end of the headband 
elastic loop on the inside of the shield.

ヘッドバンドの片方の端のスリット
にスリット（切り目）

                                                                  

                                                                               

シールド 

ヘッドバンド 

ゴムストラップ 

Face Shield Fabrication

 
セット内容
Ａ︓シールド

  Ｂ︓ヘッドバンド
                     Ｃ︓ゴムストラップ

     各300

ゴムストラップを取り付ける
Feed the elastic strap through the outer hole then through 

シールドの穴に外側からゴムストラップを通した後、

                                                                 
ストラップの結び目を作る

With the elastic fed through both holes create a knot on the short end of 
the elastic to secure it. Tie the knot as close to the end of the elastic as 

出したゴムストラップの先端に結び目を作ります。後でほどけないように、しっ

Feed + Knot Elastic ︓ゴムストラップ

on the holes on other side of 
ie both knots on the outside of the shield.

1 と 2 を繰り返します。左右
 

︓片側のヘッドバンドを取り付ける

With slits facing down, slide the middle tab on one end of the headband 
elastic loop on the inside of the shield.

ヘッドバンドの片方の端のスリット（切り目）を下に向けます。シールドの内側に通っている
（切り目）を差し込みます。

                                                                  

                                                                               

 

Face Shield Fabrication

セット内容︓ 
Ａ︓シールド  
Ｂ︓ヘッドバンド  
Ｃ︓ゴムストラップ（ゴムアレルギーのある方は直接肌に触れないようにしてください

300個 

ゴムストラップを取り付ける 図１
Feed the elastic strap through the outer hole then through 

シールドの穴に外側からゴムストラップを通した後、

                                                                 
の結び目を作る 図

With the elastic fed through both holes create a knot on the short end of 
the elastic to secure it. Tie the knot as close to the end of the elastic as 

の先端に結び目を作ります。後でほどけないように、しっ

ストラップを取付けて結ぶ

the holes on other side of 
the shield. 

を繰り返します。左右それぞれ

ヘッドバンドを取り付ける

With slits facing down, slide the middle tab on one end of the headband 
elastic loop on the inside of the shield.

（切り目）を下に向けます。シールドの内側に通っている
を差し込みます。 

                                                                  

                                                                               

Face Shield Fabrication フェイスシールドキット

（ゴムアレルギーのある方は直接肌に触れないようにしてください

１ 
Feed the elastic strap through the outer hole then through 

シールドの穴に外側からゴムストラップを通した後、内側の穴から

                                                                 
図２                              

With the elastic fed through both holes create a knot on the short end of 
the elastic to secure it. Tie the knot as close to the end of the elastic as 

の先端に結び目を作ります。後でほどけないように、しっ

を取付けて結ぶ 図２ 

the holes on other side of the shield. Mak

それぞれの結び目が

ヘッドバンドを取り付ける 図２                         

With slits facing down, slide the middle tab on one end of the headband 
elastic loop on the inside of the shield. 

（切り目）を下に向けます。シールドの内側に通っている

                                                                  

                                                                               

フェイスシールドキット
ニューヨーク大学の

（ゴムアレルギーのある方は直接肌に触れないようにしてください

Feed the elastic strap through the outer hole then through thinner hole 

内側の穴から外へ通し

                                                                 
                            

With the elastic fed through both holes create a knot on the short end of 
the elastic to secure it. Tie the knot as close to the end of the elastic as 

の先端に結び目を作ります。後でほどけないように、しっ

 

shield. Make 

の結び目がシールドの

                         

With slits facing down, slide the middle tab on one end of the headband 

（切り目）を下に向けます。シールドの内側に通っている

                                                                  

                                                                               

フェイスシールドキット
ニューヨーク大学の

Covid19.taskforce@nyu.edu

CC BY 4.0 License

（ゴムアレルギーのある方は直接肌に触れないようにしてください

hinner hole 

外へ通しま

                                                                 
                            

With the elastic fed through both holes create a knot on the short end of 
the elastic to secure it. Tie the knot as close to the end of the elastic as 

の先端に結び目を作ります。後でほどけないように、しっ

sure to 

シールドの 

                         

With slits facing down, slide the middle tab on one end of the headband 

（切り目）を下に向けます。シールドの内側に通っている 

                                                                  

                                                                               

フェイスシールドキット 組⽴方法
ニューヨーク大学のオープンソース

Open Face PPE Project

Covid19.taskforce@nyu.edu

CC BY 4.0 License No warranties

（ゴムアレルギーのある方は直接肌に触れないようにしてください

                                                                  図
                             

                         

                                                                               
図２

                                                                               

方法 
オープンソースデザインより

Open Face PPE Project

Covid19.taskforce@nyu.edu

No warranties

（ゴムアレルギーのある方は直接肌に触れないようにしてください） 

図１ 
 

                          

             
図２ 

                                                                               

より 
Open Face PPE Project 

Covid19.taskforce@nyu.edu 

No warranties 

             

                                                                                



 

 

5. Curve Face Shield︓フェイスシールドを曲げる 図３ 

The face shield will arrive flat with one end of the headband 
attached as pictured in image 1. Curve the plastic face shield and 
headband holding the loose end of the shield and headband 
together as pictured in image 2 

図１で両端にヘッドバンドを取り付けたら、両端のフェイスシールドとヘッドバンドを持
ち、図３の①・②のように曲げます。 

 

6.  Attach Headband︓もう片方のヘッドバンドを取り付ける 図３ 

With slits facing down, slide the middle tab on one end of the 
headband through the elastic loop on the inside of the shield.  

シールドに取り付けられていない方の端のスリット（切り目）を下に向け、シールドの
内側に通っているゴムストラップに差し込みます。 
 

7.  Ready︓完成 

Face shield should look like this when ready to wear. Slip mask 
over your head with elastic in the back and headband against the 
forehead. 

図３の一番下の絵のような形になれば完成です。着用の際は、ヘッドバンドを額に
固定し、ゴムストラップを頭の後ろに回します。サイズが合わない場合は、ゴムストラッ
プで調整してください。                                           
 
                                                                                                                                               

図３ 
 
注意︓フェイスシールドの組⽴て・着用の際は、各部品でケガをしないように十分注意してください。 
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