
お得意先名 お得意先様コード TEL
FAX

ご住所 〒
年 日

E-mail ＠

■ キルト綿

○ 厚さ 約6mm ○ 目付 120g/㎡ ○ 厚さ 約6mm ○ 目付 120g/㎡ ○ 厚さ 約5mm ○ 素材 ポリエステル100%

○ 素材 ポリエステル100% ○ 素材 ポリエステル100% 薄手タイプのキルト綿です。

一般的なキルト綿です。 片面接着タイプのキルト綿です。 ※ KSP80（厚さ約4mm）キルト綿は廃番になりました

サイズ 枚 サイズ 枚 サイズ 枚

サイズ 巻 サイズ 巻 サイズ 巻

● 広巾タイプ

サイズ 枚 ○ 厚さ 約4mm ○ 目付 170g/㎡ ○ 厚さ 約2mm

○ 素材 ポリエステル100% ○ 素材 ポリエステル100%

両面接着タイプのキルト綿です。 薄手タイプの片面接着キルト綿です。

サイズ 巻

● ベッドカバー用シングル

サイズ 枚 サイズ 枚
サイズ 袋

● ベッドカバー用ダブル
サイズ 巻 サイズ 巻

サイズ 袋

■ スプレーボンド505 250ml ○ 素材 ポリエステル100%

布用仮止めスプレー。 ｷﾙﾄ綿のつなぎ合わせが簡単にできます。

嫌な匂いがなく、針にのりが付着しにくいです。 余ったｷﾙﾄ綿を無駄なく使えます。 サイズ 巻
単位

サイズ 巻 サイズ 巻

お得意先名 お得意先様コード TEL
FAX

ご住所 〒
年 日

E-mail ＠

■ その他特殊なキルト綿 ■ 真空クッション ■ つめ綿類

□ ドミット芯 □ 難燃キルト綿 ○ 素材 ポリエステル100% □ テトロン綿

○ 厚さ 約4～5mm ○ 厚さ 約10mm 手洗い可・持ち運びに便利 ○ 素材 ポリエステル100%

○ 素材 ポリエステル100% ○ 素材 ポリエステル50%・モノアクリル50% 人形など手芸全般のつめ綿に最適です。

片面にネットが貼ってあるキルト綿です。 点火しても火が燃え広がりにくく、

ソフトでやや厚めの高品質キルト綿です。

サイズ 枚 ｾｯﾄ

□ ペレット 人形を座らせたりする際、

サイズ 枚 サイズ 枚 重しとして使える粉状の詰め物です。

サイズ 枚

サイズ 巻 サイズ 巻 袋

□ ニードルパンチ黒綿 □ カルトナージュ用弾力綿 サイズ 枚 □ つや綿 針が錆びにくいｼﾘｺﾝ加工

○ 厚さ 約6mm ○ 厚さ 約14mm 繊維を使用。ピンクッションに最適です。

○ 素材 ポリエステル60%・レーヨン40% ○ 素材 ポリエステル100% ○ 素材 ポリエステル100%

黒いキルト綿です。 フェザータイプ綿で弾力が強く サイズ 枚
カルトナージュの蓋に最適です。

袋

サイズ 枚

サイズ 枚 サイズ 枚 □ エステル綿 □ 口金用ふっくらシート

サイズ 巻 サイズ 巻

□ ログキャビン専用キルト綿 □ 針通りの良いキルト綿 サイズ 枚 サイズ 枚

○ 素材 ポリエステル100% ○ 厚さ 約4mm ■ アルミ保冷保温クロス

ログキャビン専用のラインがプリント ○ 素材 ポリエステル100% ○ 素材 ポリエステル綿＋不織布＋アルミシート＋メッシュ地

されているキルト綿です。 針通りが非常に良く、 ※ ALH1・・・・白色 ※ ALH2・・・・紺色

ハリとコシのあるキルト綿です。

8822 OKS500 ¥690 2020 P4-26 ¥460

ｾｰﾙ番号 品　番 特別価格 数量

600ｇ

ｾｰﾙ番号ｾｰﾙ番号 品　番 特別価格 数量

8821 MH14-BKR
¥10,400

8832

P4-25

MH14-BKP ¥550 8826 P4-24 ¥2508820

¥400

品　番

巾100cm×1m 巾125cm×50cm

¥2,000
巾100cm×20m巻 巾125cm×5m巻 CN3

8827

¥200

8831 VPSK45

ｾｰﾙ番号 品　番

内容量 1袋100g入
VPSK50 ¥1,320
50cm角

8836 MT100

約巾50×50cm

ｾｰﾙ番号 品　番

8819 P2-4 ¥4,070 8825 P4-23

内容量 1袋300g入×5袋

巾100cm×10m巻 巾100cm×5m巻

¥540

¥1,800 8835 CN5
内容量

CN48828 VPSK30

1袋1kg入

全枚数     のうち     枚目 ※お掛け間違いの無い様お願いいたします。

59本 ¥360 8817 WT25

P2-3 ¥900 8824 P4-22 ¥480
巾100cm×2m 巾100cm×1m

ｾｰﾙ番号 品　番 特別価格 数量

8818

★綿大集合★② FAX月

1本 ¥850

2017 FINAL BARGAIN
申込

受付期間

2022 P4-1

番号 品番・サイズ 入数 ｶﾀﾛｸﾞ頁

8805 KSP120C-25P ¥2,530

8806 KSP120-NWP ¥2,900
巾250cm×2.5m

特別価格 数量

巾192cm×2.5m

8803 KSP120-NP ¥690 厚さ標準タイプ 両面接着あり 厚さ薄手タイプ

ｾｰﾙ番号 品　番

片面接着あり

数量

巾125cm×1.5m

8804 KSP120-NM ¥10,000
巾125cm×20m巻 ｾｰﾙ番号 品　番 特別価格 数量 特別価格

巾96cm×20m巻 巾100cm×20m巻 巾96cm×20m巻

8802 KSP120-20R ¥8,400 8808 MKM1 ¥10,800 8812 KSP100-20R

巾96cm×2m 巾100cm×2m 巾96cm×2m

8801 KSP120-2P ¥880 8807 MKM2P ¥1,160 8811 KSP100-2P

ｾｰﾙ番号 品　番 特別価格 数量 ｾｰﾙ番号 品　番 特別価格 数量 ｾｰﾙ番号

MRM1 ¥10,800 8814 VF8250
巾100cm×20m巻 巾92cm×25m巻

特別価格 数量ｾｰﾙ番号 品　番

巾15mm×25m巻 巾25mm×25m巻

8816 WT20

¥480

06-6271-0059

¥420
巾20mm×25m巻

8815 WT15

2017 FINAL BARGAIN
申込 ▸受付期間

厚さ標準タイプ 接着なし 厚さ標準タイプ

★綿大集合★① FAX 06-6271-0059月
全枚数     のうち     枚目 ※お掛け間違いの無い様お願いいたします。

厚さ薄手タイプ 接着なし

品　番 特別価格 数量

キリトリ線　（FAXのサイズがＡ4までの方は切り取ってご使用下さい。）

8834

本状到着日
より

本状到着日
より

▸

¥1,050

¥980

¥11,000

MRM1P ¥600 8813 CN8000-2P
巾100cm×1m

8809

巾92cm×2m

¥8,400

¥2,000

キルト綿つなぎテープ

8810

卸価格特別価格 数量

¥360

特別価格特別価格 数量 ｾｰﾙ番号 品　番 数量

8840 ALH2-1P
¥1,180

214 P4-33

数量

ALH1-1P
¥1,180

8838

11/27

11/27

30cm角

8829 VPSK35 ¥770
35cm角

8830 VPSK40 ¥830
40cm角

¥1,000
45cm角

8833 ¥700

片面接着あり

月

月

サイズ 枚 サイズ 枚 サイズ 枚 サイズ 枚

サイズ 巻 サイズ 巻 サイズ 巻 サイズ 巻

OKS500 ¥690 P4-26 ¥460

8823 OKS900 ¥6,700
2021 P4-27 ¥3,900

巾100cm×10m巻 巾100cm×10m巻

巾100cm×1m 巾100cm×1m

8841 ALH2-10R
¥10,800

巾120cm×10m

¥1,180
巾120cm×1m巾120cm×1m

8839 ALH1-10R
¥10,800

巾120cm×10m

¥1,180


