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平織り作務衣（上下セット）

【素材】綿 100％　【厚み】普通　【ポケット】上着外 1、内 1　ズボン後ろ 1

sam302000	 M（155 〜 165cm）	 77cm	 70cm	 70 〜 85cm	 95cm		 850g	 30,800 円（税別 28,000 円）

sam303000	 L（165 〜 175cm）	 82cm	 75cm	 76 〜 90cm	 101cm	 930g	 33,000 円（税別 30,000 円）

sam304000	 LL（175 〜 185cm）	 86cm	 80cm	 80 〜 100cm	 106cm	 1,030g	 35,200 円（税別 32,000 円）

商品番号 着丈 裄丈 ウエスト ズボン丈 重さ 価格サイズ（適応身長）

姫刺し作務衣（上下セット）

【素材】綿 100％　【厚み】厚手　【ポケット】上着外 1、内 1　ズボン後ろ左右各 1

商品番号 着丈 裄丈 ウエスト ズボン丈 重さ 価格サイズ（適応身長）

sam132000	 M（155 〜 165cm）	 77cm	 69cm	 70 〜 85cm	 93cm	 1,120g		 36,300 円（税別 33,000 円）

sam133000	 L（165 〜 175cm）	 81cm	 73cm	 76 〜 90cm	 99cm	 1,260g	 38,500 円（税別 35,000 円）

sam134000	 LL（175 〜 185cm）	 85cm	 77cm	 80 〜 100cm	 103cm	 1,400g	 40,700 円（税別 37,000 円）

刺し子作務衣（上下セット）

【素材】綿 100％　【厚み】厚手　【ポケット】上着外 1、内 1　ズボン後ろ 1

sam122000	 M（155 〜 165cm）	 75cm	 69cm	 70 〜 85cm	 95cm	 1,550g	 36,300 円（税別 33,000 円）

sam123000	 L（165 〜 175cm）	 80cm	 74cm	 76 〜 90cm	 99cm	 1,700g	 38,500 円（税別 35,000 円）	

sam124000	 LL（175 〜 185cm）	 84cm	 79cm	 80 〜 100cm	 103cm	 1,880g	 40,700 円（税別 37,000 円）

商品番号 着丈 裄丈 ウエスト ズボン丈 重さ 価格サイズ（適応身長）

作務衣（上下セット）
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藍シャツ　プレーン（無地青縞）　スタンドカラー
商品番号 身巾 着丈 裄丈 首回り 価格サイズ

		 M	 54cm	 76cm	 82cm	 41cm	 24,200 円（税別 22,000 円）

SPS230100	 L	 56cm	 78cm	 84cm	 42.5cm	 24,200 円（税別 22,000 円）

		 LL	 60cm	 80cm	 87.5cm	 44cm	 24,200 円（税別 22,000 円）

藍シャツ　プレーン（無地青縞）　 レギュラーカラー
商品番号 身巾 着丈 裄丈 首回り 価格サイズ

		 M	 54cm	 73cm	 82cm	 41cm	 24,200 円（税別 22,000 円）

SPR230100	 L	 56cm	 76cm	 85cm	 42cm	 24,200 円（税別 22,000 円）

		 LL	 60cm	 77cm	 88cm	 43.5cm	 24,200 円（税別 22,000 円）

藍シャツ　坂東縞（ストライプ）　スタンドカラー
商品番号 身巾 着丈 裄丈 首回り 価格サイズ

		 M	 54cm	 76cm	 82cm	 41cm	 24,200 円（税別 22,000 円）

SSS230100	 L	 56cm	 78cm	 84cm	 42.5cm	 24,200 円（税別 22,000 円）

		 LL	 60cm	 80cm	 87.5cm	 44cm	 24,200 円（税別 22,000 円）

藍シャツ　坂東縞（ストライプ）　レギュラーカラー
商品番号 身巾 着丈 裄丈 首回り 価格サイズ

		 M	 54cm	 73cm	 82cm	 41cm	 24,200 円（税別 22,000 円）

SSR230100	 L	 56cm	 76cm	 85cm	 42cm	 24,200 円（税別 22,000 円）

		 LL	 60cm	 77cm	 88cm	 43.5cm	 24,200 円（税別 22,000 円）
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天然発酵建て　藍染めバスタオル
商品番号

サイズ

素材

価格

TW1003000

約 61cm×約 118cm

綿（サスティナブルコットン）100%　藍（天然発酵建て）

13,200 円（税別 12,000 円）

天然発酵建て　藍染めフェイスタオル
商品番号

サイズ

素材

価格

TW1002000

約 33cm×約 86cm

綿（サスティナブルコットン）100%　藍（天然発酵建て）

3,300 円（税別 3,000 円）

勝色 T シャツ　U くび

【素材】綿 100％

TKU001100	 S	 70 〜 80cm	 43cm	 66cm	 10,780 円（税別 9,800 円）

TKU002100	 M		 80 〜 90cm	 50cm	 70cm	 10,780 円（税別 9,800 円）

TKU003100	 L	 85 〜 95cm	 53cm	 72cm	 10,780 円（税別 9,800 円）

TKU004100	 LL	 95 〜 105cm	 55cm	 76cm	 10,780 円（税別 9,800 円）

商品番号 適応胸囲 肩巾 身丈 価格サイズ

勝色 T シャツ　V くび

【素材】綿 100％

TKV001100	 S	 70 〜 80cm	 43cm	 66cm	 10,780 円（税別 9,800 円）

TKV002100	 M		 80 〜 90cm	 50cm	 70cm	 10,780 円（税別 9,800 円）

TKV003100	 L	 85 〜 95cm	 53cm	 72cm	 10,780 円（税別 9,800 円）

TKV004100	 LL	 95 〜 105cm	 55cm	 76cm	 10,780 円（税別 9,800 円）

商品番号 適応胸囲 肩巾 身丈 価格サイズ
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青縞ストール（紺）
商品番号

サイズ

素材

価格

stjk00000

タテ約 185×ヨコ約 60cm

綿 100％

9,900 円（税別 9,000 円）

青縞ストール（浅葱）
商品番号

サイズ

素材

価格

stas00000

タテ約 185×ヨコ約 60cm

綿 100％

9,900 円（税別 9,000 円）

青縞ストール（白）
商品番号

サイズ

素材

価格

stsr00000

タテ約 185×ヨコ約 60cm

綿 100％

9,900 円（税別 9,000 円）
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なんど染め T シャツ（男性用）

【素材】綿 100％

tsn001100	 S	 70 〜 80cm	 43cm	 66cm	 6,600 円（税別 6,000 円）

tsn002100	 M		 80 〜 90cm	 50cm	 70cm	 6,600 円（税別 6,000 円）

tsn003100	 L	 85 〜 95cm	 53cm	 72cm	 6,600 円（税別 6,000 円）

tsn004100	 LL	 95 〜 105cm	 55cm	 76cm	 6,600 円（税別 6,000 円）

商品番号 適応胸囲 肩巾 身丈 価格サイズ

海風染め T シャツ（男性用）

【素材】綿 100％	　※生地の模様は一点ごとに異なります。

tsu001100	 S	 70 〜 80cm	 43cm	 66cm	 8,800 円（税別 8,000 円）

tsu002100	 M		 80 〜 90cm	 50cm	 70cm	 8,800 円（税別 8,000 円）

tsu003100	 L	 85 〜 95cm	 53cm	 72cm	 8,800 円（税別 8,000 円）

tsu004100	 LL	 95 〜 105cm	 55cm	 76cm	 8,800 円（税別 8,000 円）

商品番号 適応胸囲 肩巾 身丈 価格サイズ

長袖なんど染め T シャツ（男性用）

【素材】綿 100％

tsn002110	 M		 80 〜 90cm	 51cm	 58.5cm	 68cm	 9,900 円（税別 9,000 円）

tsn003110	 L	 90 〜 100cm	 54cm	 60.5cm	 69cm	 9,900 円（税別 9,000 円）

tsn004110	 LL	 100 〜 110cm	 56cm	 62.5cm	 73cm	 9,900 円（税別 9,000 円）

商品番号 適応胸囲 肩巾 袖丈 身丈 価格サイズ

なんど染め T シャツ（女性用）

【素材】綿 100％

tsn001200	 S		 70 〜 80cm	 35cm	 56cm	 6,600 円（税別 6,000 円）

tsn002200	 M		 75 〜 85cm	 38cm	 59cm	 6,600 円（税別 6,000 円）

tsn003200	 L	 80 〜 90cm	 41cm	 62cm	 6,600 円（税別 6,000 円）

商品番号 適応胸囲 肩巾 身丈 価格サイズ

かぜはな染め T シャツ（男性用）

【素材】綿 100％　※生地の模様は一点ごとに異なります。

tsk001100	 S	 70 〜 80cm	 43cm	 66cm	 6,600 円（税別 6,000 円）

tsk002100	 M	 80 〜 90cm	 50cm	 70cm	 6,600 円（税別 6,000 円）

tsk003100	 L	 85 〜 95cm	 53cm	 72cm	 6,600 円（税別 6,000 円）

tsk004100	 LL	 95 〜 105cm	 55cm	 76cm	 6,600 円（税別 6,000 円）

商品番号 適応胸囲 肩巾 身丈 価格サイズ

刺子ポケット T シャツ（男性用）

【素材】綿 100％

tsn001120	 S	 70 〜 80cm	 43cm	 66cm	 9,350 円（税別 8,500 円）

tsn002120	 M		 80 〜 90cm	 50cm	 70cm	 9,350 円（税別 8,500 円）

tsn003120	 L	 85 〜 95cm	 53cm	 72cm	 9,350 円（税別 8,500 円）

tsn004120	 LL	 95 〜 105cm	 55cm	 76cm	 9,350 円（税別 8,500 円）

商品番号 適応胸囲 肩巾 身丈 価格サイズ

かぜはな染め T シャツ（女性用）

【素材】綿 100％　※生地の模様は一点ごとに異なります。

tsk001200	 S		 70 〜 80cm	 35cm	 56cm	 6,600 円（税別 6,000 円）

tsk002200	 M		 75 〜 85cm	 38cm	 59cm	 6,600 円（税別 6,000 円）

tsk003200	 L	 80 〜 90cm	 41cm	 62cm	 6,600 円（税別 6,000 円）

商品番号 適応胸囲 肩巾 身丈 価格サイズ
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藍染め綿シーツ　沙羅（さーら）
商品番号

サイズ

素材

価格

bsc010000

タテ250×ヨコ148cm

綿 100％

13,200 円（税別 12,000 円）

藍染め麻シーツ　蒼草（そうそう）
商品番号

サイズ

素材

価格

bsl010000

タテ250×ヨコ148cm

綿 50％　麻 50％

18,700 円（税別 17,000 円）

藍染め毛シーツ　陽羊（ようよう）
商品番号

サイズ

素材

価格

bsw010000

タテ250×ヨコ148cm

綿 50％　ウール 50％

18,700 円（税別 17,000 円）

ピロケース　夢沙羅（ゆめさーら）
商品番号

サイズ

素材

タイプ

価格

bmc011000

タテ約 45×ヨコ約 75cm

綿 100％

封筒式

3,850 円（税別 3,500 円）

夢藍シルクわたパッド
商品番号

サイズ

素材

価格

bpsa11000（シングル）

タテ205×ヨコ100cm

ふとん側　表地・裏地　綿100％

詰めもの　形状記憶絹わた　100％（1.0kg）

44,000 円（税別 40,000 円）

bpsa12000（セミダブル）

タテ	205×ヨコ120cm

ふとん側　表地・裏地　綿100％

詰めもの　形状記憶絹わた　100％（1.2kg）

55,000 円（税別 50,000 円）

bpsa13000（ダブル）

タテ205×ヨコ140cm

ふとん側　表地・裏地　綿100％

詰めもの　形状記憶絹わた　100％（1.4kg）

66,000 円（税別 60,000 円）

夢藍シルクわた合掛け
商品番号

サイズ

素材

価格

busa11000（シングル）

タテ210×ヨコ150cm

ふとん側　表地・裏地　綿100％

詰めもの　形状記憶絹わた　100％（1.0kg）

44,000 円（税別 40,000 円）

busa12000（セミダブル）

タテ210×ヨコ170cm

ふとん側　表地・裏地　綿100％

詰めもの　形状記憶絹わた　100％（1.2kg）

55,000 円（税別 50,000 円）

busa13000（ダブル）

タテ210×ヨコ190cm

ふとん側　表地・裏地　綿100％

詰めもの　形状記憶絹わた　100％（1.4kg）

66,000 円（税別 60,000 円）
キルティング加工／布団カバー用紐穴付／ウォッシャブル仕様。受注生産品につき、ご注文後、１ヵ月以内でのお届け
になります。

キルティング加工／マットレス固定用ゴムベルト付／ウォッシャブル仕様。受注生産品につき、ご注文後、１ヵ月以内
でのお届けになります。

夢藍シルクわた枕
商品番号

サイズ

素材

価格

bmsa11000

タテ40×ヨコ 60cm

ふとん側　表地・裏地　綿100％

詰めもの　形状記憶絹わた　100％（0.8kg）

22,000 円（税別 20,000 円）
受注生産品につき、ご注文後、１ヵ月以内でのお届けになります。
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夢藍掛け布団カバー
商品番号

サイズ

素材

価格

bcu151000（シングル）

タテ210×ヨコ150cm

綿 100％

20,900 円（税別 19,000 円）

bcu152000（セミダブル）

タテ210×ヨコ170cm

綿 100％

25,300 円（税別 23,000 円）

夢藍シルクわたコクーンベビーパッド
商品番号

サイズ

素材

価格

bbsa12000

タテ120×ヨコ70cm

ふとん側　表地・裏地　綿100％

詰めもの　形状記憶絹わた　100％（0.5kg）

27,500 円（税別 25,000 円）
受注生産品につき、ご注文後、１ヵ月以内でのお届けになります。

夢藍シルクわたコクーンベビー肌掛け
商品番号

サイズ

素材

価格

bbsa13000

タテ120×ヨコ95cm

ふとん側　表地・裏地　綿100％

詰めもの　形状記憶絹わた　100％（0.5kg）

27,500 円（税別 25,000 円）
受注生産品につき、ご注文後、１ヵ月以内でのお届けになります。

夢藍シルクわたコクーンベビー枕
商品番号

サイズ

素材

価格

bbsa14000

タテ20×ヨコ30cm

ふとん側　表地・裏地　綿100％

詰めもの　形状記憶絹わた　100％（0.1kg）

3,300 円（税別 3,000 円）
受注生産品につき、ご注文後、１ヵ月以内でのお届けになります。

夢藍シルクわたコクーンベビー 3 点セット
商品番号

仕様

価格

bbsa11000

夢藍シルクわたコクーンベビーパッド×1

夢藍シルクわたコクーンベビー肌掛け×1

夢藍シルクわたコクーンベビー枕×1

55,000 円（税別 50,000 円）
受注生産品につき、ご注文後、１ヵ月以内でのお届けになります。
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たももシリーズ
http://www.nogawasenshoku.com

たももしゃつ（女性用）

【素材】綿 100％　【厚み】薄手　【ポケット】上左右各 1　【参考重量】M:240g　
【その他】ウエスト調節用背面紐

tms202200	 M（150 〜 160cm）	 65cm	 47cm	 24cm	 52cm	 8,800 円（税別 8,000 円）

tms203200	 L（160 〜 170cm）	 68cm	 51cm	 27cm	 55cm	 9,900 円（税別 9,000 円）

商品番号 着丈 裄丈 袖丈 身巾 価格サイズ（適応身長）

たももぱんつ（男性用）

【素材】綿 100％　【厚み】薄手　【ポケット】後ろ 1　【参考重量】L:300g　
【その他】ウエストゴム入り（ゴム取替口あり）、ベルト通し付、ファスナー付

tmp202100	 M（160 〜 170cm）	 101cm	 75 〜 85cm	 34cm	 6,050 円（税別 5,500 円）

tmp203100	 L（170 〜 180cm）	 106cm	 85 〜 95cm	 35cm	 6,050 円（税別 5,500 円）

tmp204100	 LL（180cm〜）	 ご指定ください	 95 〜 105cm	 40cm	 8,250 円（税別 7,500 円）

商品番号 ズボン丈 ウエスト 裾巾 価格サイズ（適応身長）

たももはーふ（男性用）

【素材】綿 100％　【厚み】薄手　【ポケット】後ろ 2　【参考重量】L:200g
【その他】ウエストゴム入り（ゴム取替口あり）、ファスナー付

tmh202100	 M	 73 〜 84cm	 56cm	 5,500 円（税別 5,000 円）

tmh203100	 L	 85 〜 94cm	 58cm	 5,500 円（税別 5,000 円）

tmh204100	 LL	 95 〜 104cm	 62cm	 7,700 円（税別 7,000 円）

商品番号 ウエスト ズボン丈 価格サイズ

たももぱんつ（女性用）

【素材】綿 100％　【厚み】薄手　【ポケット】左右各 1　【参考重量】M:250g　【その他】ウエストゴム入り（ゴム取替口あり）

tmp201200	 S（140 〜 150cm）	 93cm	 60 〜 65cm	 34cm	 5,500 円（税別 5,000 円）

tmp202200	 M（150 〜 160cm）	 97cm	 65 〜 75cm	 34cm	 5,500 円（税別 5,000 円）

tmp203200	 L（160 〜 170cm）	 100cm	 75 〜 85cm	 34cm	 5,500 円（税別 5,000 円）

tmp204200	 LL（170cm〜）	 ご指定ください	 85 〜 95cm	 39cm	 7,700 円（税別 7,000 円）

商品番号 ズボン丈 ウエスト 裾巾 価格サイズ（適応身長）

たももカバー

【素材】綿100％　　【厚み】薄手

商品番号

サイズ

重さ

価格

tmc200000

長さ 35cm×最大口径 37cm
（上腕回り34cm／手首回り30cm）

60g（1セット）

770 円（税別 700 円）

ＵＶカットアームカバー

【素材】綿100％　　【厚み】薄手

商品番号

サイズ

重さ

価格

acvmz0000

長さ 35cm×
腕回り17cm／手首回り14cm
80g（1セット）

1,320 円（税別1,200 円）

たももしゃつ（男性用）

【素材】綿 100％　【厚み】薄手　【ポケット】上左右各 1　【参考重量】L:280g

tms202100	 M（160 〜 170cm）	 70cm	 47cm	 23cm	 56cm	 9,900 円（税別 9,000 円）

tms203100	 L（170 〜 180cm）	 72cm	 50cm	 25cm	 59cm	 11,000 円（税別 10,000 円）

tms204100	 LL（180 〜 190cm）	 77cm	 53cm	 26cm	 64cm	 13,200 円（税別 12,000 円）

商品番号 着丈 裄丈 袖丈 身巾 価格サイズ（適応身長）
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セミオーダー
http://www.nogawasenshoku.com

納戸ジャケット
商品番号

素材

重量目安

価格

atj230000

表地　綿 100%

660g（総裏）

55,000円（税別50,000円）

浅葱ジャケット・夏用
商品番号

素材

重量目安

価格

atj2a0000

表地　綿 100%

500g（背抜き）

55,000円（税別50,000円）

姫刺しジャケット
商品番号

素材

重量目安

価格

atj130000

表地　綿 100%

1000g（総裏）

77,000円（税別70,000円）

姫刺しスラックス
商品番号

素材

重量目安

価格

ats130000

表地　綿 100%

600g

38,500円（税別35,000円）

納戸スラックス
商品番号

素材

重量目安

価格

ats230000

表地　綿 100%

430g

27,500円（税別25,000円）

平織りジャケット
商品番号

素材

重量目安

価格

atj300000

表地　綿 100%

820g（総裏）

66,000円（税別60,000円）

平織りスラックス
商品番号

素材

重量目安

価格

ats300000

表地　綿 100%

520g

33,000円（税別30,000円）
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グッズ／その他
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エコポシェット
商品番号

サイズ

材質

価格

bapmz2000

本体：タテ24×ヨコ20cm

（紐の長さ110cm）

綿100％

3,300 円（税別 3,000 円）

【ポケット】内側1

エコショルダーバッグ
商品番号

サイズ

材質

価格

basmz3000

本体：タテ35×ヨコ31×内マチ 6cm

（紐の長さ60 〜110cm	調節可）

綿 100％

6,600 円（税別 6,000 円）

大判スカーフ
商品番号

サイズ

素材

価格

sck000000

116×116cm

綿 100％

4,400 円（税別 4,000 円）

※生地の模様は一点ごとに異なります。

ロングスカーフ
商品番号

サイズ

素材

価格

sck003000

48×200cm

綿 100％

3,300 円（税別 3,000 円）

※生地の模様は一点ごとに異なります。

ハンカチ
商品番号

サイズ

素材

価格

hak000000

48×48cm

綿 100％

1,320 円（税別 1,200 円）

※生地の模様は一点ごとに異なります。

バンダナ
商品番号

サイズ

素材

価格

bak000000

58× 58cm

綿 100％

2,200 円（税別 2,000 円）

※生地の模様は一点ごとに異なります。

エコトートバッグ（布）
商品番号

サイズ

材質

価格

bat130000

本体：タテ34×ヨコ 42×

内マチ8cm（紐の高さ20cm）

綿 100％

5,500 円（税別 5,000 円）

【ポケット】内側3【重さ】200g

巾着（小）
商品番号

サイズ

材質

価格

bak302000

タテ18×ヨコ14cm

綿 100％

2,420 円（税別 2,200 円）

巾着（大）
商品番号

サイズ

材質

価格

bak303000

タテ33×ヨコ32cm

綿 100％

3,300 円（税別 3,000 円）

※エコショルダーバッグ、エコトートッバッグ（布）、エコポシェット、巾着（大）、巾着（小）
は、リサイクル素材を使用した企画商品ため、使用素材、サイズ及びデザインは商品に
より異なります（アソートでのお届けとなります）。ご了承ください。。

コースター 刺子

csssk0001

csssk0005

1枚セット（単品）：440 円（税別 400 円）

5 枚セット（化粧箱付）：2,200 円（税別 2,000 円）
10 × 10cm 綿 100%

商品番号 サイズ 材質 価格

コースター 姫刺

csshz0001

csshz0005

1枚セット（単品）：440 円（税別 400 円）

5 枚セット（化粧箱付）：2,200 円（税別 2,000 円）
10 × 10cm 綿 100%

商品番号 サイズ 材質 価格

【ポケット】内側1
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グッズ／その他
http://www.nogawasenshoku.com

コースター 五つ子ちゃん

css550005 5 枚セット（化粧箱付）：2,200 円（税別 2,000 円）10 × 10cm 綿 100%

商品番号 サイズ 材質 価格

コースター 菱形

csshg0001

csshg0005

1枚セット（単品）：440 円（税別 400 円）

5 枚セット（化粧箱付）：2,200 円（税別 2,000 円）
10 × 10cm 綿 100%

商品番号 サイズ 材質 価格

コースター 恋浅葱

cssag0001

cssag0005

1枚セット（単品）：440 円（税別 400 円）

5 枚セット（化粧箱付）：2,200 円（税別 2,000 円）
10 × 10cm 綿 100%

商品番号 サイズ 材質 価格

コースター 江戸刺

cssek0001

cssek0005

1枚セット（単品）：440 円（税別 400 円）

5 枚セット（化粧箱付）：2,200 円（税別 2,000 円）
10 × 10cm 綿 100%

商品番号 サイズ 材質 価格

江戸刺しランチョンマット
商品番号

サイズ

材質

価格

lomek0000

タテ26×ヨコ 40cm

綿 100％

2,200 円（税別 2,000 円）

※箸・箸置きは含まれておりません。

姫刺しランチョンマット
商品番号

サイズ

材質

価格

lom130000

タテ26×ヨコ 40cm

綿 100％

2,200 円（税別 2,000 円）

※箸・箸置きは含まれておりません。

花瓶敷き（大）
商品番号

サイズ

材質

価格

fvm3e3000

タテ22×ヨコ22cm

綿 100％

1,650 円（税別1,500 円）

※花器は含まれておりません。

花瓶敷き（小）
商品番号

サイズ

材質

価格

fvm3e2000

タテ17×ヨコ17cm

綿 100％

1,100 円（税別1,000 円）

※花器は含まれておりません。

テーブルランナー
商品番号

サイズ

材質

価格

tblek0000

タテ26×ヨコ120cm

綿 100％

6,600 円（税別 6,000 円）

紺足袋　浮き城
商品番号

サイズ

素材
価格

tbo4k0000

23.0cm〜28.0cm

0.5cm単位（27.5cmを除く）

綿100％、底地白

2,750 円（税別 2,500 円）
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グッズ／その他
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5 本指靴下

【素材】綿 89％、ポリエステル 10％、ポリウレタン 1％

sc5jk3000	 大	 25 〜 27cm	 1,980 円（税別 1,800 円）

sc5jk2000	 小	 22 〜 24cm	 1,980 円（税別 1,800 円）

商品番号 適応 価格サイズ

藍染ソックス（紺）

【素材】綿 83.7％、ポリエステル 14.6％、ポリウレタン 1.7％

sc1jk3000	 大	 25 〜 27cm	 1,980 円（税別 1,800 円）

sc1jk2000	 小	 22 〜 24cm	 1,980 円（税別 1,800 円）

商品番号 適応 価格サイズ

藍染ソックス（浅葱）

【素材】綿 83.7％、ポリエステル 14.6％、ポリウレタン 1.7％

sc1as3000	 大	 25 〜 27cm	 1,980 円（税別 1,800 円）

sc1as2000	 小	 22 〜 24cm	 1,980 円（税別 1,800 円）

商品番号 適応 価格サイズ

三布（みの）ふろしき
商品番号

サイズ
材質

価格

hu3230000

タテ110×ヨコ110cm

綿 100%	

4,400 円（税別 4,000 円）

藍染めトランクス「藍トラ君」

【素材】綿 100％　　【その他】前開き、ゴム取替口あり

trk152100	 M	 73 〜 84cm	 33cm	 2,750 円（税別 2,500 円）

trk153100	 L	 84 〜 94cm	 34cm	 2,750 円（税別 2,500 円）

trk154100	 LL	 94 〜 104cm	 35cm	 2,750 円（税別 2,500 円）

商品番号 適応ウエスト 丈 価格サイズ

なんど染めふんどし

【素材】綿 100％　　【厚み】薄手

hds150000	 32.5cm	 103cm（紐巾 3cm含む）	 左右各 59cm	 2,750 円（税別 2,500 円）

商品番号 長さ 紐長 価格巾

創立 100 周年記念写真集
「藍を謳う」
商品番号

装丁

価格

et0401010

A4	142 ページ

3,300 円（税別 3,000 円）

CD「Bushu Process」
商品番号

価格

et0302010

2,000 円	( 税込 )

竹の洗剤
商品番号

容量

価格

et0101010

1000ml

1,320 円（税別 1,200 円）
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FAXご注文書

ご連絡方法のご希望

電話 ファックス eメール（　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　）

ご注文受け付け後、正確な金額をお知らせしますので、ご希望の連絡方法をお知らせ下さい。

お客様情報

お名前

ふりがな

ご住所
〒 ー

電 話

FAX

野川染織工業株式会社FAX048-563-2323 までお送りください。

ご注文内容

商品名 品番サイズ／色 数量 金額（税込）

※1サイズや色が商品によって異なる場合にご記入ください（例：S／M／Lなど）
※2ご注文合計金額が税込11,000円未満の場合、別途、送料がかかります。ご注文内容等を確
認し、ご連絡いたしますので、ご注文の段階では空欄でかまいません。

※1

円

円

円

円

円

円

円円

円

計

送料

合計

※2

円

円

納品先

上記お客様情報のご住所に納品

それ以外のご住所に納品

お名前

ふりがな

ご住所
〒 ー

電 話
（　　　　　）

ー

お支払い

代金引換 銀行振込（前払い） 郵便振込（前払い）
※セミオーダー商品については、前払い（銀行振込・郵便振込）のみとなりますのでご注意ください。
※代金引換をお選びでご注文合計金額が税込11,000円未満の場合、別途、代引手数料がかかります。
※銀行振込、郵便振込をお選びの場合の振込手数料は、お客様のご負担となりますのでご了承ください。

日付　　　　　　年　　　　月　　　　日
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社名	 野川染織工業株式会社

	事業内容	 藍の天然発酵建てによる染織。剣道着や袴、作務衣などの製造・販売

本社・工場	 〒 348-0033	埼玉県羽生市須影 878

	 電話：048-561-0368　FAX：	048-563-2323

	直営ショップ	 Japan	Blue	Terrace（ジャパンブルーテラス）

	 〒 348-0033	埼玉県羽生市須影 470

	 電話＆ FAX	:	048-598-5050		

	創業	 1914 年（大正 3年）7月 1日

法人設立	 1950 年（昭和 25年）6月 1日

	資本金	 1,000 万円

	代表	 代表取締役　野川　雅敏

●会社概要


	作務衣（上下セット）
	刺し子作務衣（上下セット）
	姫刺し作務衣（上下セット）
	平織り作務衣（上下セット）
	喜之助紺屋
	藍シャツ　プレーン（無地青縞）　スタンドカラー
	藍シャツ　プレーン（無地青縞）　 レギュラーカラー
	藍シャツ　坂東縞（ストライプ）　スタンドカラー
	藍シャツ　坂東縞（ストライプ）　レギュラーカラー
	天然発酵建て　藍染めバスタオル
	天然発酵建て　藍染めフェイスタオル
	勝色Tシャツ　Uくび
	勝色Tシャツ　Vくび
	青縞ストール（紺）
	青縞ストール（浅葱）
	青縞ストール（白）
	Tシャツ
	刺子ポケットTシャツ（男性用）
	なんど染めTシャツ（男性用）
	なんど染めTシャツ（女性用）
	かぜはな染めTシャツ（男性用）
	かぜはな染めTシャツ（女性用）
	海風染めTシャツ（男性用）
	長袖なんど染めTシャツ（男性用）
	寝具
	藍染め綿シーツ　沙羅（さーら）
	藍染め麻シーツ　蒼草（そうそう）
	藍染め毛シーツ　陽羊（ようよう）
	ピロケース　夢沙羅（ゆめさーら）
	夢藍シルクわたパッド
	夢藍シルクわた合掛け
	夢藍シルクわた枕
	夢藍掛け布団カバー
	夢藍シルクわたコクーンベビー3点セット
	夢藍シルクわたコクーンベビーパッド
	夢藍シルクわたコクーンベビー肌掛け
	夢藍シルクわたコクーンベビー枕
	たももシリーズ
	たももしゃつ（男性用）
	たももしゃつ（女性用）
	たももぱんつ（男性用）
	たももぱんつ（女性用）
	たももはーふ（男性用）
	たももカバー
	ＵＶカットアームカバー
	セミオーダー
	姫刺しジャケット
	姫刺しスラックス
	納戸ジャケット
	納戸スラックス
	平織りジャケット
	平織りスラックス
	浅葱ジャケット・夏用
	グッズ／その他
	大判スカーフ
	ロングスカーフ
	バンダナ
	ハンカチ
	エコショルダーバック
	エコトートバック（布）
	エコポシェット
	巾着（大）
	巾着（小）
	コースター 刺子
	コースター 姫刺
	コースター 菱形
	コースター 恋浅葱
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