
赤ちゃん用ガーゼハンカチ 赤ちゃん用　32×32 白 日本製　12枚入 袋 1,380

おしぼりタオル RT-100　30ｘ43　カラー　日本製　100匁　12枚入 袋 1,320

おぼろタオル  片面ガーゼ  片面タオル 60x110　日本製 枚 1,050

浴用タオル OMT-1　34ｘ87　　日本製　220匁 12枚 枚 210

浴用タオル OMT-2　34ｘ87　　中国製　200匁　12枚 枚 150

格子キッチンタオル テーブル用　12枚入　　中国製 袋 480

ワッフルタオル テーブル用　12枚入　中国製 袋 580

普通判バスタオル ＃800　60ｘ120　日本製 枚 980

大判バスタオル ＃1500　90ｘ150　日本製 枚 1,890

ガーゼ織バスタタオル　綿紗 60ｘ125　日本製 枚 800

キャラクターバスタオル 60ｘ120　シャーリング・裏パイル　中国製 枚 980

お昼寝ケット すみっこぐらし・スヌーピー　85ｘ115　中国製 枚 1,380

徳用バスタオル 60ｘ120　600匁　カラー　中国製 枚 680

特売バスタオル 64ｘ130　800匁　中国製　カラー 枚 680

泉州花柄タオル メロディーポポ　34x85　日本製 枚 500

スレン染め業務用バスタオル 70ｘ140　1000匁　中国製 枚 1,000

ミニハンカチ 20ｘ20　中国製 袋 960

泉州バスタオル スリム・グラデーション　60ｘ120　日本製 枚 1,380

泉州タオル スリム・グラデーション・ティードット　34ｘ80　日本製 枚 500

ベトナム産おしぼり 38ｘ42　100匁　12枚 袋 1280

上質バスタオル 風花　60ｘ120　日本製　 枚 1180

ホームページに写真あります。　　　　　　　　　　　　（税抜価格）
☆おしぼり  タオル バスタオル☆　



上質無地タオル OMT-1　220匁　34ｘ89 普通版バスタオル ＃800　60ｘ120

上質無地タオル １　白 普通版バスタオル ＃1　白

上質無地タオル 2　青 普通版バスタオル ＃2　ピンク

上質無地タオル 3　水色 普通版バスタオル ＃4　黄色

上質無地タオル 4　薄水色 普通版バスタオル ＃5　ゴールド

上質無地タオル 5　紫 普通版バスタオル ＃7　青

上質無地タオル 6　サーモンピンク 普通版バスタオル ＃9　黄緑

上質無地タオル 7　濃いピンク スレン染　業務用 ＃1000　70ｘ140

上質無地タオル 8　薄いピンク　 スレン染　業務用 白

上質無地タオル 9　ゴールド スレン染　業務用 濃い緑

上質無地タオル 10　黄色 スレン染　業務用 濃いブルー

上質無地タオル 11　レモン スレン染　業務用 ゴールド

上質無地タオル 12　濃いグリーン スレン染　業務用 ピンク

上質無地タオル 13　黄緑 中国製タオル OMT-2　200匁　34ｘ89

上質無地タオル 14　アイスグリーン 中国製タオル Ａ　黄

上質無地タオル 15　薄いオレンジ 中国製タオル Ｂ　ブルー

おしぼりタオル RT100　220匁　30ｘ43 中国製タオル Ｃ　ゴールド

おしぼりタオル １　白 中国製タオル Ｄ　黄緑

おしぼりタオル 2　青 中国製タオル Ｅ　ピンク

おしぼりタオル 3　水色 中国製バスタオル OMT-4　600匁　60ｘ120

おしぼりタオル 4　薄水色 中国製バスタオル Ａ　ピンク

おしぼりタオル 5　紫 中国製バスタオル Ｂ　ブルー

おしぼりタオル 6　サーモンピンク 中国製バスタオル Ｃ　グリーン

おしぼりタオル 7　濃いピンク 中国製バスタオル Ｄ　クリーム

おしぼりタオル 8　薄いピンク　 中国製バスタオル Ｅ　白

おしぼりタオル 9　ゴールド ベトナム産おしぼり28ｘ42　100匁

おしぼりタオル 10　黄色 ベトナム産おしぼりA　白

おしぼりタオル 11　レモン ベトナム産おしぼりＢ　ブルー

おしぼりタオル 12　濃いグリーン ベトナム産おしぼりC　ゴールド

おしぼりタオル 13　黄緑 ベトナム産おしぼりD　グリーン

おしぼりタオル 14　アイスグリーン ベトナム産おしぼりE　ピンク

おしぼりタオル 15　薄いオレンジ ベトナム産おしぼり F　イエロー

特売バスタオル 64ｘ130　800匁　中国製

特売バスタオル Ａ　ピンク

特売バスタオル Ｂ　アイスグリーン

特売バスタオル Ｃ　水色

特売バスタオル Ｄ　レモン

タオル色見本　対番号色



浴用タオル ＯＭＴ-１ 220匁 34ｃｍｘ89ｃｍ
日本製 1枚単位 ￥210+税

タオル見本

毎年売れてます。風合いが良く長持ちします。



中国産

徳用バスタオル　OMT-4　 60x120 600匁　1枚　680円+税

A・ピンク　B・ブルー　C・グリーン　D・クリーム　E・白

CB D

E・白



浴用タオル ＯＭＴ-2 200匁
中国製 1枚単位 ￥150＋税

定番のタオルです。リーズナブルです。

34ｃｍｘ87ｃｍ

A B C

D E

E・白



おしぼりタオル ＲＴ100　100匁 30ｃｍｘ43ｃｍ
日本製 　 　 12枚単位

公立保育園で大好評！柔らかい風合い抜群の耐久性！
￥1320+税



ガーゼハンカチ 赤ちゃん用 密度大 32ｃｍｘ32ｃｍ
白のみ 12枚入り
日本製

上質花柄バスタオル風花 60ｃｍｘ120ｃｍ
ピンク・水色 1枚単位 1180円+税
日本製

保育園定番品！コロナで高騰しましたが200円値下げしました！
￥1380＋税



＃800　普通判バスタオル　60ｘ120　１枚980円+税　日本製

Aピンク・B黄・C黄緑・D白・E水色
＃1500　大判バスタオル　90ｘ150　１枚1890円＋税　日本製

A B C D E



ベトナム産おしぼり　100匁　28ｘ42　12枚　1180円+税
A白・Bブルー・Cゴールド・Dグリーン・Eピンク・Fイエロー
新商品です！風合いもかなりいいですが国産よりは劣ります。

A

B
C
D

F
E



ガーゼ織　綿紗　　泉州産　60ｘ125　1枚　800円+税
日本製
ガーゼ独特の柔らかさと洗っても変わらぬ風合い！



ガーゼ織　綿紗　カラーサンプル



Ａ白・Ｂ濃い緑・Ｃ濃いブルー・Ｄゴールド・Ｅピンク

＃1000　スレン染業務用バスタオル　中国製

サウナ・美容室・接骨院・介護施設などで使われるしっかりした風合いです。

ベットや敷布団にひいても気持ちが良いです！

70ｘ140　　1枚　1000円+税

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｅ

Ｄ



特売バスタオル　　64ｘ130　中国産　　680円＋税

Ａピンク・Ｂアイスグリーン・Ｃ水色・Ｄレモン

A

B C D



格子キッチン　480円＋税　中国製 ワッフルタオル　580円＋税　中国製

お昼寝ケット　85ｘ115　中国製　1枚　1580円＋税
今年も新柄が出ました。





バスタオル　キャラクター3柄　中国製　60ｘ120　1枚　980円+税
ミッキー&ドナルド・プーさん・ミッキー&ミニー

バスタオル　ころころコロニャ　中国製　60ｘ120　1枚　980円+税



泉州タオル　グラデーション　34ｘ85　1枚　500円+税

泉州花柄タオル　メロディポポ　34ｘ85　日本製　1枚　500円+税

泉州バスタオル　グラディーション　60ｘ120　1枚　1980円+税

ブルー・ピンク・イエロー

グリーン・ピンク・パープル



泉州タオル　ティードット　34ｘ83　1枚　500円+税
ブルー・ピンク・イエロー

泉州バスタオル　スリム　60ｘ120　1枚　1980円+税
泉州タオル　スリム　34ｘ85　1枚　500円+税

カラーブルー・ピンク・グリーン

バスタオル取り扱いありません。





特売バスタオル　　64ｘ130　中国産　　680円＋税

Ａピンク・Ｂアイスグリーン・Ｃ水色・Ｄレモン

A

B C D



格子キッチン　480円＋税　中国製 ワッフルタオル　580円＋税　中国製

お昼寝ケット　85ｘ115　中国製　1枚　1580円＋税





バスタオル　キャラクター3柄　中国製　60ｘ120　1枚　980円+税
ミッキー&ドナルド・プーさん・ミッキー&ミニー

バスタオル　ころころコロニャ　中国製　60ｘ120　1枚　980円+税



泉州タオル　グラデーション　34ｘ85　1枚　500円+税

泉州花柄タオル　メロディポポ　34ｘ85　日本製　1枚　500円+税

泉州バスタオル　グラディーション　60ｘ120　1枚　1980円+税

ブルー・ピンク・イエロー

グリーン・ピンク・パープル



泉州タオル　ティードット　34ｘ83　1枚　500円+税
ブルー・ピンク・イエロー

泉州バスタオル　スリム　60ｘ120　1枚　1980円+税
泉州タオル　スリム　34ｘ85　1枚　500円+税

カラーブルー・ピンク・グリーン

バスタオル取り扱いありません。


