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生地品番 品　　　名 素　　　　材 巾(㎝） 備　考 会社名

3GG-1-1 オーガニック×ボタニカル高島ちぢみ①ｽｽﾞﾗﾝ 綿100％（オーガニックコットン） 90 先染・ピケ （株）杉岡織布

3GG-1-2 オーガニック×ボタニカル高島ちぢみ②ｻｸﾗ 綿100％（オーガニックコットン） 90 先染・ピケ （株）杉岡織布

3GG-1-3 オーガニック×ボタニカル高島ちぢみ③ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 綿100％（オーガニックコットン） 90 先染・ピケ （株）杉岡織布

3GG-1-4 オーガニック×ボタニカル高島ちぢみ④ﾊﾟﾝｼﾞｰ 綿100％（オーガニックコットン） 90 先染・ピケ （株）杉岡織布

3GG-1-5 オーガニック×ボタニカル高島ちぢみ⑤ｶｰﾈｰｼｮﾝ 綿100％（オーガニックコットン） 90 先染・ピケ （株）杉岡織布

3GG-1-6 オーガニック×ボタニカル高島ちぢみ⑥ｸﾁﾅｼ 綿100％（オーガニックコットン） 90 先染・ピケ （株）杉岡織布

3GG-1-7 オーガニック×ボタニカル高島ちぢみ⑦ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ 綿100％（オーガニックコットン） 90 先染・ピケ （株）杉岡織布

3GG-2-1 ｵｰｶﾞﾆｯｸ40×40①波シボ 綿100％（オーガニックコットン） 120 生成・波シボ （株）杉岡織布

3GG-2-2 ｵｰｶﾞﾆｯｸ40×40②17PK 綿100％（オーガニックコットン） 120 生成・17PK （株）杉岡織布

3GG-2-3 ｵｰｶﾞﾆｯｸ40×40③13.5PK 綿100％（オーガニックコットン） 120 生成・13.5PK （株）杉岡織布

3GG-2-4 ｵｰｶﾞﾆｯｸ40×40④19PK 綿100％（オーガニックコットン） 120 生成・19PK （株）杉岡織布

3GG-2-5 ｵｰｶﾞﾆｯｸ40×40⑤ｻｰｷｭﾗｰ 綿100％（オーガニックコットン） 120 生成・ｻｰｷｭﾗｰ （株）杉岡織布

3GG-3-1 オーガニック杢先染・高島ちぢみ 綿100％（オーガニックコットン） 105 先染・17PK （株）杉岡織布

3GG-4-1 オーガニック40×40甘撚シリーズ① 綿100％（オーガニックコットン） 145 先染・波シボ （株）杉岡織布

3GG-4-2 オーガニック40×40甘撚シリーズ② 綿100％（オーガニックコットン） 140 先染・サーキュラー （株）杉岡織布

3GG-5-1 高島ちぢみ二重織もっちり強しわ 綿100％ 50 生成・10PK （株）杉岡織布

6GG-1 ラミートップ麻ちぢみ ラミー100％ 110 先染・麻ちぢみ (株)マスダ

6GG-2-1 コットンリネンWガーゼ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾘﾈﾝ30％　リネン30％　綿40％ 165
ｵｰｶﾞﾆｯｸﾘﾈﾝ・
Wｶﾞｰｾﾞ (株)マスダ

6GG-2-2 コットンリネントップWガーゼ リネン60％　綿40％ 165 Wｶﾞｰｾﾞ (株)マスダ

6GG-3-1 リネンパナマ リネン100％ 105 ﾄﾞﾋﾞｰ (株)マスダ

6GG-3-2 リネンワッフル リネン100％ 110 ﾄﾞﾋﾞｰ (株)マスダ

6GG-3-3 MS4000リネン平 リネン100％ 110 平織 (株)マスダ

6GG-4-1 ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝﾊﾟﾅﾏｽﾄﾚｯﾁ ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ100％ 92 ﾄﾞﾋﾞｰ (株)マスダ

6GG-4-2 ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝﾘﾈﾝﾎﾞｰﾀﾞｰ ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ60％　ﾘﾈﾝ40％ 136 平織 (株)マスダ

6GG-5 濃縮やわらか60リネン平 リネン100％ 138 平織 (株)マスダ

6FF-3-1 抗菌防臭ちぢみピケ 綿100％ 135 先染 (株)マスダ

6FF-3-4 抗菌防臭ちぢみｼﾞｮｰｾﾞｯﾄ 綿100％ 138 先染 (株)マスダ

6FF-4-2 ﾊﾞﾝﾌﾞｰｺｯﾄﾝ平 植物繊維(竹)50％ 綿50％ 135 竹綿 (株)マスダ

6FF-4-3 ﾊﾞﾝﾌﾞｰｺｯﾄﾝちぢみ 植物繊維(竹)50％ 綿50％ 136 竹綿 (株)マスダ

6FF-5-2 綿竹ちぢみｼﾞｮｰｾﾞｯﾄ 綿93％ 植物繊維(竹)7％ 126 綿竹 (株)マスダ

6FF-5-4 綿竹ちぢみピケ 綿93％ 植物繊維(竹)7％ 112 綿竹 (株)マスダ

6FF-7-1 ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝﾍﾝﾌﾟWｶﾞｰｾﾞ ｵｰｶﾞﾆｯｸ綿75％ 植物繊維(ﾍﾝﾌﾟ)25％ 155 Wｶﾞｰｾﾞ (株)マスダ

6FF-7-2 抗菌消臭ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝダブルガーゼ ｵｰｶﾞﾆｯｸ綿100％ 145 Wｶﾞｰｾﾞ (株)マスダ

6FF-8 ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝﾍﾝﾌﾟ綾ｿﾌﾄ ｵｰｶﾞﾆｯｸ綿70％ 植物繊維(ﾍﾝﾌﾟ)30％ 110 ﾄﾞﾋﾞｰ (株)マスダ

6FF-9-1 茶綿ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝﾍﾝﾌﾟ綾 ｵｰｶﾞﾆｯｸ綿70％ 植物繊維(ﾍﾝﾌﾟ)30％ 139 ﾄﾞﾋﾞｰ (株)マスダ



生地品番 品　　　名 素　　　　材 巾(㎝） 備　考 会社名

6FF-9-2 ﾍﾝﾌﾟｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝちぢみ 植物繊維(ﾍﾝﾌﾟ)55％ ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ45％ 126 平織 (株)マスダ

6FF-9-3 4040ヘンプ平 植物繊維(ﾍﾝﾌﾟ)100％ 135 平織 (株)マスダ

6FF-9-4 4060ヘンプ平 植物繊維(ﾍﾝﾌﾟ)100％ 136 平織 (株)マスダ

6FF-9-4K 4060ヘンプ平ｷｼﾘﾄｰﾙ加工 植物繊維(ﾍﾝﾌﾟ)100％ 140 平織・ｷｼﾘﾄｰﾙ (株)マスダ

7GG-1 Y7013-1 綿100％ 160 sn 川島織布(株）

7GG-2 Y7013-2 綿100％ 150 sp 川島織布(株）

7GG-3 Y7013-3 綿100％ 160 sg 川島織布(株）

7GG-4 Y7013-4 綿100％ 155 wn 川島織布(株）

7GG-5 Y7013-5 綿100％ 140 wp 川島織布(株）

7GG-6 Y7013-6 綿100％ 155 wg 川島織布(株）

7GG-7 Y7013-7 綿100％ 150 wnc 川島織布(株）

7GG-8 Y7013-8 綿100％ 150 wpc 川島織布(株）

7GG-9 Y7013-9 綿100％ 150 wgc 川島織布(株）

7GG-11 空羽-EX1 綿57％　レーヨン43％ 115 wn 川島織布(株）

7GG-12 空羽-EX2 綿57％　レーヨン43％ 105 wnc 川島織布(株）

7GG-13 空羽-先染め A 綿100％ 145 sn 川島織布(株）

7GG-15 空羽-先染め B 綿100％ 145 sn 川島織布(株）

7GG-17 65二重ガーゼ A1 綿78％　レーヨン（モダール）22％ 155 sn 川島織布(株）

7GG-19 65二重ガーゼ B1 綿56％　レーヨン（モダール）22％　分類外繊維
（和紙）14％　ポリエステル8％ 150 和紙糸. sn 川島織布(株）

7GG-20 65二重ガーゼ B2 綿56％　レーヨン（モダール）22％　分類外繊維
（和紙）14％　ポリエステル8％ 140 和紙糸.wnc 川島織布(株）

7GG-21 ちょい厚ちぢみ-1 綿100％ 115 sn 川島織布(株）

7GG-22 ちょい厚ちぢみ-2 綿100％ 125 sp 川島織布(株）

7GG-23 ちょい厚ちぢみ-3 綿100％ 135 sg 川島織布(株）

7GG-24 ちょい厚ちぢみ-4 綿100％ 125 wn 川島織布(株）

7GG-25 ちょい厚ちぢみ-5 綿100％ 125 wp 川島織布(株）

7GG-26 ちょい厚ちぢみ-6 綿100％ 140 wg 川島織布(株）

7GG-27 ちょい厚ちぢみ-7 綿100％ 115 wnc 川島織布(株）

7GG-28 ちょい厚ちぢみ-8 綿100％ 110 wpc 川島織布(株）

8GG-1 帆布4号千鳥格子 綿100％ 94 白黒 駒田織布(株）

8GG-2 エコラメ帆布　#11 綿70％　レーヨン17％ 120 黒 駒田織布(株）

8GG-3 帆布　#11シャンブレー 綿100％ 120 黒 駒田織布(株）

8GG-4 金糸帆布　#11 綿60％　金糸40％ 123 駒田織布(株）

8GG-5 スラブ帆布　#9 綿100％ 121 生成り・無地染 駒田織布(株）

8FF-1 超高密度帆布 綿100％ 120 生成・紺・赤・青 駒田織布(株）

8FF-2-1 綿/麻厚織　#4 綿70％　リネン30％ 95 平織り 駒田織布(株）



生地品番 品　　　名 素　　　　材 巾(㎝） 備　考 会社名

8FF-2-2 綿/麻厚織　#4 綿52％　リネン48％ 95 ヨコ引き揃え 駒田織布(株）

8FF-3 綿厚織　6×4 綿100％ 95 生成・紺 駒田織布(株）

8FF-4 綿厚織　6×2 綿100％ 95 生成・紺 駒田織布(株）

8FF-5 和紙帆布　#8 分類外繊維（和紙）60％　ポリエステル40％ 96.5 駒田織布(株）

11GG-1 和紙混先染ちぢみ 綿75％　分類外繊維（和紙）25％ 124 木村織物(株）

11GG-2-2 鬼ちぢみ 綿100％ 116 自然シボ 木村織物(株）

11GG-2-3 鬼ちぢみ 綿100％ 116 １０本PK 木村織物(株）

11GG-4 塩縮プリント 綿100％ 124 木村織物(株）

11GG-5 よろけボーダー 綿100％ 105 木村織物(株）

11GG-6 先染エステル 綿50％　ポリエステル50％ 162 木村織物(株）

11GG-7 中肉先染よろけ柄 綿100％ 105 木村織物(株）

11GG-8 シルク混ちぢみ 綿92％　シルク8％ 110 木村織物(株）

11GG-9 空羽レーヨンスラブ レーヨン50％　綿45％　麻5％ 145 木村織物(株）

11GG-10-1 綿麻クロス 綿50％　麻50％ 152 木村織物(株）

11GG-10-2 綿麻クロス 綿50％　麻50％ 152 木村織物(株）

11GG-10-3 綿麻クロス 綿50％　麻50％ 152 木村織物(株）

11GG-10-4 綿麻クロス 綿50％　麻50％ 152 木村織物(株）

11GG-10-5 綿麻クロス 綿50％　麻50％ 152 木村織物(株）

11GG-10-6 綿麻クロス 綿50％　麻50％ 152 木村織物(株）

11FF-1 80ちぢみ 綿100％ 105 木村織物（株）

11FF-5 綿キュプラ先染 キュプラ55％　綿45％ 150 先染 木村織物（株）

11FF-7 テンセルちぢみ 綿55％　テンセル45％ 110 木村織物（株）

11FF-8 麻混ボイル 綿70％　麻30％ 120 木村織物（株）

12GG-1-1 麻混楊柳＃562016ＣＦ 綿83％　麻17％ 106 平織 坂尾織物(株）

12GG-1-2 シルク混楊柳＃562020ＳＬ 綿90％　シルク10％ 112 平織 坂尾織物（株）

12GG-2-1 空羽楊柳＃1806-115 綿100％ 110 平織 坂尾織物（株）

12FF-2-1 ウール混楊柳＃4028-1 綿70％　ウール30％ 98 平織 坂尾織物（株）

12FF-2-2 ウール混楊柳＃4028-2 綿70％　ウール30％ 112 平織 坂尾織物（株）

12FF-5-1 和紙混楊柳＃201030 綿87％　分類外繊維（和紙）13％　 112 平織 坂尾織物（株）

12FF-6-1 ウール混楊柳＃201014 綿76％　ウール24％ 116 平織 坂尾織物（株）

12＃572010Ｓ 鬼楊柳　2010Ｓ 綿100％ 116 平織 坂尾織物（株）

12＃562020S 綿楊柳　2020Ｓ 綿100％ 112 平織 坂尾織物（株）

12＃704040Ｓ 綿楊柳　704040S 綿100％ 112 平織 坂尾織物(株）

14GG-1-1 葦和紙 綿90％　分類外繊維（葦和紙）10％ 118 オフ.無地染 本庄織布(有）

14GG-1-2 葦和紙 綿85％　分類外繊維（葦和紙）15％ 115 オフ.無地染 本庄織布(有）



生地品番 品　　　名 素　　　　材 巾(㎝） 備　考 会社名

14GG-1-3 葦和紙 綿90％　分類外繊維（葦和紙）10％ 118 蛍光晒 本庄織布(有）

14GG-2-1 テトロンレーヨン混 綿85％　ポリエステル10％　レーヨン5％ 108 平織.オフ 本庄織布(有）

14GG-2-2 テトロンレーヨン混 綿85％　ポリエステル10％　レーヨン5％ 108 平織.無地染 本庄織布(有）

14GG-3-1 シンプルボーダー　ブルー 綿100％ 125 平織.先染 本庄織布(有）

14GG-3-2 シンプルボーダー　ブラウン 綿100％ 125 平織.先染 本庄織布(有）

14GG-3-3 シンプルボーダー　グレー杢 綿100％ 125 平織.先染 本庄織布(有）

14GG-7-1 40強撚ピケ 綿100％ 106 オフ.無地染 本庄織布(有）

14GG-7-2 20強撚自然シボ 綿100％ 125 オフ.無地染 本庄織布(有）

14GG-7-3 30強撚ピケ 綿100％ 106 オフ.無地染 本庄織布(有）

14GG-7-4 30強撚自然シボ 綿100％ 125 オフ.無地染 本庄織布(有）

14GG-8-1 3020先染め 綿100％ 135 平織.先染 本庄織布(有）

16GG-1-1 琵琶の葦布  サッカー 綿95％　分類外繊維（葦和紙）5％ 100 先染二重ビーム 高　麻　(株）

16GG-1-2 綿麻　　　　  サッカー 綿90％　麻10％ 100 先染二重ビーム 高　麻　(株）

16GG-1-3 綿・リネン　　サッカー 綿95％　リネン5％ 100 先染二重ビーム 高　麻　(株）

16GG-2-1 琵琶の葦布 　リネンボーダー
綿60％ リネン30％ 分類外繊維（葦和
紙）10％ 150 　　先染 高　麻　(株）

16GG-2-2 琵琶の葦布　ウールボーダー
綿55％ ウール30％ 分類外繊維（葦和
紙）15％ 150 　　先染 高　麻　(株）

16GG-3-1 琵琶の葦布　リネンシャンブレー
綿70％ リネン20％ 分類外繊維（葦和
紙）10％ 150 　　先染 高　麻　(株）

16GG-3-2 琵琶の葦布　ウールシャンブレー
綿55％ ウール30％ 分類外繊維（葦和
紙）15％ 150 　　先染 高　麻　(株）

16GG-4-1 琵琶の葦布　ヘリンボンチェック 綿95％　分類外繊維（葦和紙）5％ 100 　　先染 高　麻　(株）

16GG-4-2 琵琶の葦布　ヘリンボンストライプ 綿95％　分類外繊維（葦和紙）5％ 100 　　先染 高　麻　(株）

16GG-5 桐糸　　　　シャンブレー 綿80％　桐和紙10％　ポリエステル10％ 150 　　先染 高　麻　(株）

16GG-6 桐糸　　　　シャンブレー 綿70％　桐和紙20％　ポリエステル10％ 150 　　先染 高　麻　(株）

16GG-7-1 CR　Ⅱ　　　サッカー 綿60％　レーヨン20％　ナイロン20％ 135 　　後染 高　麻　(株）

16GG-7-2 CR　Ⅲ　　　サッカー
綿60％ レーヨン20％ ナイロン10％ 分
類外繊維（葦和紙）10％ 135 　　後染 高　麻　(株）

16GG-8-1 リネン　ストライプ リネン100％ 140 　　先染 高　麻　(株）

16GG-8-2 リネン　チェック リネン100％ 140 　　先染 高　麻　(株）

16GG-8-3 琵琶の葦布　リネンチェック リネン70％ 分類外繊維（葦和紙）30％ 140 　　先染 高　麻　(株）

16FF-1 オリジナル高島ちぢみ 綿100％ 160 先染・平織 高　麻　(株）

16FF-2 オリジナル高島ちぢみ 綿100％ 160 先染・平織 高　麻　(株）

16FF-3 オリジナル高島ちぢみ 綿100％ 160 先染・平織 高　麻　(株）

16FF-4 ドビー二重織　＃３１７－１ 綿100％ 160 先染・ドビー 高　麻　(株）

16FF-5 ドビー二重織　＃３１７－２ 綿77％　リネン23％ 160 先染・ドビー 高　麻　(株）

16FF-6 ジンバブエコットン　TioTio 綿100％（ジンバブエ綿30％） 150 先染・平織 高　麻　(株）

16FF-7-1 琵琶の葦布　　TioTio　　１ 綿75％　分類外繊維（葦和紙）25％ 150 先染・平織 高　麻　(株）

16FF-7-2 琵琶の葦布　　TioTio　　２ 綿84％　分類外繊維（葦和紙）16％ 150 先染・平織 高　麻　(株）



生地品番 品　　　名 素　　　　材 巾(㎝） 備　考 会社名

16FF-7-3 琵琶の葦布　　プリント　　 綿84％　分類外繊維（葦和紙）16％ 105 プリント・平織 高　麻　(株）

16FF-7-4 琵琶の葦布　　プリント 綿84％　分類外繊維（葦和紙）16％ 105 プリント・平織 高　麻　(株）

16FF-7-5 琵琶の葦布　　プリント 綿80％　分類外繊維（葦和紙）20％ 105 プリント・平織 高　麻　(株）

16FF-8-1 琵琶の葦布　　３１４－１　ボーダー 綿88％　分類外繊維（葦和紙）12％ 190 先染・ドビー 高　麻　(株）

16FF-8-2 琵琶の葦布　３１４－２　ボーダー 綿78％　分類外繊維（葦和紙）22％ 190 先染・ドビー 高　麻　(株）

16FF-9 琵琶の葦布　　帆布　　４ 綿93％　分類外繊維（葦和紙）7％ 94 先染・平織 高　麻　(株）

16FF-10 琵琶の葦布　　ストライプ 綿90％　分類外繊維（葦和紙）10％ 195 先染・平織 高　麻　(株）

16FF-11 リネンワッフル リネン100％ 140 ドビー 高　麻　(株）

16FF-12 広幅　リネンクロス　サラシ リネン100％ 215 平織 高　麻　(株）

TS-1-1 抗菌 綿100％ 112 高島晒協業組合

TS-1-3 消臭 綿100％ 112 高島晒協業組合

TS-1-4 保湿 綿100％ 112 高島晒協業組合

TS-6-2 涼感（キシリトール） 綿100％ 112 高島晒協業組合

TS-7-4 保湿 綿100％ 108 高島晒協業組合

TS-1 PK17 綿100％ 112 高島晒協業組合

TS-2 PK19 綿100％ 112 高島晒協業組合

TS-3 PK13.5 綿100％ 112 高島晒協業組合

TS-4 PK10 綿100％ 106 高島晒協業組合

TS-5 ｼﾞｮｰｾﾞｯﾄ 綿100％ 112 高島晒協業組合

TS-6 波シボ 綿100％ 112 高島晒協業組合

TS-7 2重ｶﾞｰｾﾞ 綿100％ 108 高島晒協業組合



生地品番 素　　材 巾(㎝） 備考

1 レディス ボートネックTシャツ 3GG-1-6 綿100％（オーガニックコットン） 90 先染・ピケ

2 〃 ハイネックTシャツ 3GG-5-1 綿100％ 50 生成・10PK

3 〃 ブラウス 6GG-4-1 綿100％（オーガニックコットン） 92

4 〃 シャツブラウス 6GG-8 綿(オーガニックコットン）70％　植物繊維(ヘンプ）30％ 110 ﾄﾞﾋﾞｰ

5 〃 リラックスボトム 7GG-15 綿100％ 145 sn

6 〃 パーカージャケット 7GG-17 綿78％　ﾚｰﾖﾝ(モダール）22％ 155 sn

7 〃 ワンピース 11GG-5 綿100％ 105

8 メンズ ジャケット 11GG-8 綿92％　シルク8％ 110

9 レディス コートワンピース 12GG-1-1 綿83％　麻17％ 106 平織

10 〃 ワンピース 12GG-1-2 綿90％　シルク10％ 112 平織

11 共用 カジュアルシャツ 14GG-1-2 綿85％　分類外繊維(葦和紙）15％ 115 オフ.無地染

12 〃 サルエルパンツ 14GG-2-2 綿85％ ポリエステル10％ レーヨン5％ 108 平織.無地染

13 レディス ローブコート 16GG-1-1 綿95％　分類外繊維(葦和紙）5％ 100 先染二重ビーム

14 〃 ワンピース 16GG-2-1 綿60％　リネン30％　分類外繊維(葦和紙）10％ 150 先染

15 8GG-1 綿100％ 94 白黒

16 レディス ハイネックＴ 3FF-4-3 綿100％（オーガニックコットン） 80 生成・13.6PK

17 〃 ブラウス 3FF-6-2 綿100％ 90 先染・17PK

18 〃 部屋着パンツ 3FF-7-1 綿100％ 100 先染・17PK

19 〃 ブラウス 6FF-3-4 綿100％ 138

20 メンズ ポロシャツ 6FF-4-3 植物繊維(竹)50% 綿50% 136

21 〃 Ｔシャツ 6FF-5-4 綿93% 植物繊維(竹)7% 112

22 レディス ブラウス 7FF-9 綿100％ 125 平織

23 〃 部屋着パンツ 7FF-22 綿89％ ﾚｰﾖﾝ5％ ｷｭﾌﾟﾗ3％ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ3％ 158 平織

24 〃 パーカー 7FF-24 綿80％ 麻9％ ﾚｰﾖﾝ5％ ｷｭﾌﾟﾗ3％ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ3％ 158 平織

25 〃 ワンピース 11FF-5 キュプラ55％　綿45％ 150 先染

26 〃 チュニック 11FF-8 綿70％　麻30％ 120

27 〃 ジャンパー.スカート 11FF-9-2 ポリエステル70％　麻30％ 112 先染

28 〃 シャツワンピース 12FF-2-1 綿70％　ウール30％ 98 平織

29 〃 ワンピース 12FF-5-1 綿87％　分類外繊維(和紙）13％　 112 平織

30 〃 コンビネゾン 12FF-6-1 綿76％　ウール24％ 120 平織

31 共用 ボレロ 14FF-1 綿100％ 110 平織.先染

32 〃 変形ストール 14FF-5-2 綿100％（オーガニックコットン） 115 二重織

33 〃 パーカー 14FF-8-1 綿100％（オーガニックコットン） 110 平織

34 レディス ブラウス 16FF-1 綿100％ 160 先染・平織

商　品　名

　帆布トートバック

縫　製　品



生地品番 素　　材 巾(㎝） 備考商　品　名

縫　製　品

35 レディス シャツワンピース 16FF-2 綿100％ 160 先染・平織

36 〃 ワンピース 16FF-3 綿100％ 160 先染・平織

37 8FF-1 綿100％ 120 生成・紺・赤・青

38 8FF-5 分類外繊維(和紙）60％　ポリエステル40％ 97

39 レディス Ｔシャツ 7FF-20 綿100％ 150 平織

40 〃 　〃 7FF-21 綿100％ 150 平織.プリント

41 〃 　〃 7FF-35 綿56％ ﾚｰﾖﾝ18％ ｷｭﾌﾟﾗ13％ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ13％ 158 二重織

42 〃 　〃 11FF-1 綿100％ 105

43 〃 　〃 11FF-7 綿55％　テンセル45％ 110

44 〃 　〃 11FF-8 綿70％　麻30％ 120

45 〃 　〃 12FF-3-1 綿81％　ウール19％ 112 平織

46 〃 　〃 12FF-6-1 綿76％　ウール24％ 120 平織

47 〃 　〃 12FF-8-2 綿86％　ポリエステル14％ 118 平織

48 〃 　〃 12FF-8-3 綿87％　ポリエステル13％ 114 平織

49 〃 　〃 14FF-8-2 綿100％ 115 平織

50 〃 　〃 14FF-4040-17 綿100％ 115 平織

51 〃 　〃 14FF-4040-17 綿100％ 115 平織

52 〃 　〃 14FF-4040-17 綿100％ 115 平織.プリント

53 〃 　〃 14FF-リップル 綿100％ 118 平織.プリント

帆布トートバック

帆布トートバック
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