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商品カタログ



新品のメリヤス生地なので衛生的で水分、油分の吸収性に優れています。
白生地なので汚れ落ちがわかりやすく、使い勝手の良いウエスです。ただ
し中古製品に比べると繊維の伸縮性、吸収性は若干劣ります。

A-MN1：新品メリヤス
40kg梱包（漂白5kg×8個）

商品詳細

商品コード(SKU) A-MN1

商品名 A-MN1：新品メリヤス

商品名(下段) 40kg梱包（漂白5kg×8個）

最小梱包 5kg

寸法
横 約30cm

縦 約50cm

仕様

カット・圧縮 ✂

種別 新品

材質 綿100％

色 白



新品のメリヤス生地なので衛生的で水分、油分の吸収性に優れています。
ただし中古製品に比べると繊維の伸縮性、吸収性は若干劣ります。

A-ｂ：新品色メリヤス
10kg梱包

商品詳細

商品コード(SKU) A-b

商品名 A-ｂ：新品色メリヤス

商品名(下段) 10kg梱包

最小梱包 10kg

寸法

横 60~80cm

縦 60~80cm

仕様

カット・圧縮 ✂

種別 新品

材質 綿90％以上

色 色



家庭からでる古着からリサイクルで作られています。Tシャツを使いやすい
形にカットし、手軽につかえて吸水性が高いポピュラーな商品です。とて
も柔らかく吸水性に富んでいます。

C-2：白Tシャツ
10kg梱包（2㎏×5個）

商品詳細

商品コード(SKU) C-2

商品名 C-2：白Tシャツ

商品名(下段) 10kg梱包（2㎏×5個）

最小梱包 2kg

寸法

横 約40~60cm

縦 約30~40cm

仕様

カット・圧縮 ✂

種別 中古

材質 綿99％

色 白



家庭からでる古着からリサイクルで作られています。Tシャツを使いやすい
形にカットし、手軽につかえて吸水性が高いポピュラーな商品です。カ
ラーは淡色のみ、黒などの濃い色は入っていません。とても柔らかく吸水
性に富んでいます。作業時に目立ちやすい色物のＴシャツです。使用感は
白色中古Tシャツと変わらず、柔らかく吸水性が良い使いやすいウエスです。

H-5：淡色中古Tシャツ
20kg梱包（5㎏×4個）

商品コード(SKU) H-5

商品名 H-5：淡色中古Tシャツ

商品名(下段) 20kg梱包（5㎏×4個）

最小梱包 5kg

横 約30~60cm

縦 約30~40cm

カット・圧縮 ✂

種別 中古

材質 綿99％

色 淡色



家庭からでる古着からリサイクルで作られています。Tシャツを使いやすい
形にカットし、手軽につかえて吸水性が高いポピュラーな商品です。カ
ラーは黒や濃い色が入っておりますが、綿率が高く、汚れの吸収性は抜群
です。とても柔らかく吸水性に富んでいます。

I：濃色中古Tシャツ
10kg梱包

商品コード(SKU) I

商品名 I：濃色中古Tシャツ

商品名(下段) 10kg梱包

最小梱包 10kg

横 約30~60cm

縦 約30~60cm

カット・圧縮 ✂

種別 中古

材質 綿90％以上

色 濃色



家庭からでる古着からリサイクルで作られています。Tシャツを使いやすい
形にカットし、手軽につかえて吸水性が高いポピュラーな商品です。カ
ラーは黒や濃い色が入っておりますが、綿率が高く、汚れの吸収性は抜群
です。とても柔らかく吸水性に富んでいます。

I-G：濃色中古Tシャツ
20kg梱包(4kg×5個)

商品コード(SKU) I-G

商品名 I-G：濃色中古Tシャツ

商品名(下段) 20kg梱包(4kg×5個)

最小梱包 4kg

横 約30~60cm

縦 約30~60cm

カット・圧縮 ✂

種別 中古

材質 綿90％以上

色 濃色



非常に使いやすく、同じ寸法にカットしており新品でもあるため、作業時
でも本体を汚す事はありません。手軽につかえて、手間のかからない商品
です。

B：白シーツ（中古）
30㎏梱包（2kg×5個×3束）

商品コード(SKU) B

商品名 B：白シーツ（中古）

商品名(下段) 30㎏梱包（2kg×5個×3束）

最小梱包 2kg

横 約40~45cm

縦 約40~43cm

カット・圧縮 ✂

種別 中古

材質 綿99％

色 白



吸水性の良い中古バスタオルを使いやすい6枚（45cm角）に
カットした商品です。
白、および肌色生地で汚れ落ちがよくわかります。
タオル生地なので吸水性に富み、水や油もよく吸います。

K：バスタオル
15kg梱包

商品コード(SKU) K

商品名 K：バスタオル

商品名(下段) 15kg梱包

最小梱包 15kg

横 約40cm

縦 約30cm

カット・圧縮 ✂

種別 中古

材質 綿100％

色 白



バスタオルを9枚にカットして使いやすいサイズにし、縁を
縫い合わせた商品です。糸くずが比較的に出にくく、吸水
性に優れ、100％綿の素材です。ロングパイルのため、汚れ
を包み込み、手も汚れにくいです。

K-3：おしぼり代用品
20kg梱包（2kg×5個×2束）

商品コード(SKU) K-3

商品名 K-3：おしぼり代用品

商品名(下段) 20kg梱包（2kg×5個×2束）

最小梱包 2kg

横 約34cm

縦 約36cm

カット・圧縮 ✂

種別 中古

材質 綿100％

色 白



E：フェースタオル中古ノー
カット
5kg圧縮梱包

商品コード(SKU) E

商品名 E：フェースタオル中古ノーカット

商品名(下段) 5kg圧縮梱包

最小梱包 5kg

横 約80cm

縦 約30cm

カット・圧縮 圧縮

種別 中古

材質 綿100％

色 白

カットなしのフェイスタオルなので裁断箇所からの糸ホツレがありません。白、および肌色生地で
汚れ落ちがよくわかります。中古品なので吸水性に富み、油もよく吸います。



E-2：フェースタオル中古ノー
カット
20kg梱包（5kg×4個）手並べ

カットなしのフェイスタオルなので裁断箇所からの糸ホツレがありません。白、および肌色生地で
汚れ落ちがよくわかります。中古品なので吸水性に富み、油もよく吸います。

商品コード(SKU) E-2

商品名 E-2：フェースタオル中古ノーカット

商品名(下段) 20kg梱包（5kg×4個）手並べ

最小梱包 5kg

横 約80cm

縦 約30cm

カット・圧縮

種別 中古

材質 綿100％

色 白



G：厚手ガーゼ地クロス
10kg(2kg×5個)

100%のガーゼ生地。手に馴染んで、製品にもやさしい。吸水性に優れ、ご家庭での掃除用に最適で
す。また、大きいのでお子様がこぼした食べ物を一度に多く包めます。新品のため、布巾として
テーブルなどにもお使いいただけます（一度洗濯することをオススメいたします）。表面がガーゼ
生地で100%綿だからこそ拭き上げ用として製品や床にとてもやさしい。吸油性にも優れているため、
通常の工業用ウエスとしてもご利用いただけます。商品の縁はしっかりとミシンで縫製しているた
め、非常に丈夫で、破れにくいです。

商品コード(SKU) G

商品名 G：厚手ガーゼ地クロス

商品名(下段) 10kg(2kg×5個)

最小梱包 2kg

横 約35~70cm

縦 約35~70cm

カット・圧縮 ✂

種別 新品

材質 綿100%

色 白



G：厚手ガーゼ地クロス
10kg(2kg×5個)

100%のガーゼ生地。手に馴染んで、製品にもやさしい。吸水性に優れ、ご家庭での掃除用に最適で
す。また、大きいのでお子様がこぼした食べ物を一度に多く包めます。新品のため、布巾として
テーブルなどにもお使いいただけます（一度洗濯することをオススメいたします）。表面がガーゼ
生地で100%綿だからこそ拭き上げ用として製品や床にとてもやさしい。吸油性にも優れているため、
通常の工業用ウエスとしてもご利用いただけます。商品の縁はしっかりとミシンで縫製しているた
め、非常に丈夫で、破れにくいです。

商品コード(SKU) G

商品名 G：厚手ガーゼ地クロス

商品名(下段) 10kg(2kg×5個)

最小梱包 2kg

横 約35~70cm

縦 約35~70cm

カット・圧縮 ✂

種別 新品

材質 綿100%

色 白



OAS-2m-100：吸油パット2mm
(100枚入)

サイズ：400mm×500mm

吸油量：0.4L～0.6L/枚
厚み：2mm

原材料：ポリプロピレン
不織布入数：100枚入り

パンチ加工なしタイプ。吸油性に優れており、水はある程度はじく仕様となっております。

商品コード(SKU) OAS-2m100

商品名 OAS-2m-100：吸油シート2mm

商品名(下段) 100枚入

最小梱包 100枚

横 400mm

縦 500mm

カット・圧縮 ✂（ハサミで可）

種別 新品

材質 ポリプロピレン不織布

色 白

10枚入タイプはご相談ください



OAS-2m100P：吸油パット
2mmパンチ加工あり (100枚入)
サイズ：400mm×500mm

吸油量：0.4L～0.6L/枚
厚み：2mm

原材料：ポリプロピレン
不織布入数：100枚入り

パンチ加工ありタイプ。細かいパンチ加工で製品の密着度が上がりホツレ防止になります。

商品コード(SKU) OAS-2m100P

商品名 OAS-2m100P：吸油シート2mmパンチ

商品名(下段) 100枚入

最小梱包 100枚

横 400mm

縦 500mm

カット・圧縮 ✂（ハサミで可）

種別 新品

材質 ポリプロピレン不織布

色 白

10枚入タイプはご相談ください



OAS-4m100PM：吸油パット
4mmパンチ加工ミシン目あり
(100枚入)

サイズ：400mm×500mm

吸油量：0.8L～1.2L/枚
厚み：4mm

原材料：ポリプロピレン
不織布入数：100枚入り

パンチ・ミシン目加工あり。細かいパンチ加工で製品の密着度が上がりホツレ防止になります。

商品コード(SKU) OAS-4m100PM

商品名
OAS-4m100PM：吸油シート4mm

パンチミシン目あり

商品名(下段) 100枚入

最小梱包 100枚

横 400mm

縦 500mm

カット・圧縮 ✂（ミシン目あり）

種別 新品

材質 ポリプロピレン不織布

色 白

10枚入タイプはご相談ください


