
No. 商品名 価格m No. 商品名 価格m

100 綿金巾　未シル 520 ｍ 600 ポリエステルトロピカル（帝人） 1,000 ｍ

127 綿金巾　電気洗濯機汚染布用其布 650 ｍ 622 ポリエステルアムンゼン 950 ｍ

105 綿ブロード　シル付 650 ｍ 616 ポリエステルジョーゼット 1,100 ｍ

120 綿ブロード　未シル 630 ｍ 603 ポリエステルクレープデシン 1,100 ｍ

126 綿ブロード　生機 500 ｍ 613 ポリエステル紗 1,350 ｍ

101 綿ツイル　シル付 1,550 ｍ 602 ポリエステルダブルピケ 1,200 ｍ

125 綿ツイル　生機 730 ｍ 623 ＣＤポリエステルニットスムース 1,450 ｍ

109 綿サテン 710 ｍ 701 ナイロン６タフタ 690 ｍ

111 綿ニットスムース　シル付 830 ｍ 703 ナイロン６紗 480 ｍ

112 綿ニットスムース　未シル 740 ｍ 709 ナイロン６ジャージー 1,550 ｍ

123 綿ニット　生機 670 ｍ 704 ナイロン６６ジャージー 1,550 ｍ

140 綿ネル　片面 890 ｍ 702 ナイロンジャージ帯電試験用 2,000 ｍ

137 綿ネル　両面 850 ｍ 803 アクリルモスリン 750 ｍ

148 綿帆布（6号) 1,560 ｍ 804 アクリルジャージー帯電試験用 920 ｍ

128 麻(ラミー)ブロード 2,200 ｍ 903 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ65/綿35ﾌﾞﾛｰﾄﾞ 690 ｍ

160 竹繊維(※在庫切れ） 2,000 ｍ 910 混紡ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ65/綿35ﾂｲﾙ　ｼﾙ付 1,320 ｍ

200 ウールモスリン 1,350 ｍ 904 混紡ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ50/綿50ﾆｯﾄｽﾑｰｽ　未ｼﾙ 1,750 ｍ

202 ウールトロピカル 4,500 ｍ 654 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ15/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ85混ﾆｯﾄ 1,200 ｍ

201 ウールサージ 4,900 ｍ 1004 AATCC交織布Style.10 4,600 ｍ

300 絹羽二重　6匁 1,220 ｍ 1001 AATCC交織布Style.10A 4,600 ｍ

307 絹羽二重　14匁 2,950 ｍ 1005 AATCC交織布Style.1 4,600 ｍ

301 絹　精華パレス 2,700 ｍ 1003 SDC交織布リボンDW 1,700 ｍ

403 レーヨンタフタ 980 ｍ 98 鑑別用染料カヤステインQA 5,500 個

401 レーヨンスフモスリン 820 ｍ 2001 綿糸未シル(900g) 4,300 個

410 キュプラタフタ(※在庫切れ） 580 ｍ 2201 ウール糸(1000g) 4,250 個

405 テンセルサテン 2,500 ｍ 2500 アクリル糸(1000g) 2,000 個

502 ジアセテートタフタ 580 ｍ

505 トリアセテートツイル 2,200 ｍ

606 ポリエステルタフタ 690 ｍ

601 ポリエステルトロピカル（東レ） 1,200 ｍ

ご注文 ご注文

送付先 〒

貴社名 ご所属

業　種

ＦＡＸ

ご芳名

ＴＥＬ

※保存版（このページをコピーしてお使い下さい。）ホームページからもご注文いただけます。

〒531-0041 大阪市北区天神橋 7-5-8 HATAビル

℡.06-6351-6915　℻.06-6351-6920
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