
注⽂⽤紙 ご注⽂者　お名前 2020年　　　　　　⽉　　　　　　⽇

品名 品番 FLM02AS-0401
01、02、07、15(L,S)

FLM02AS-0401
05,06,04(L,S)

FLM02AS-020103、01
(L,S)

FLM02AS-020103、01D
　(L,S)

商品名 マスク型フェイスガード マスク型フェイスガード カットソーツーウェイマスク カットソーツーウェイマスク
（ダークみきゃん）

⾊ ⽩(01)、⿊(02)、シルバー（07）
ベージュ（15）

アイスピンク(05)、スレート(06)、
サックス（04） 紺（03）、New! ⽩（01） 紺（03）、New! ⽩（01）

⼤きさ ⼤(L)、⼩(S) ⼤(L)、⼩(S) ⼤(L)、⼩(S) ⼤(L)、⼩(S)

⽇本製 ⽇本製 ⽇本製 ⽇本製

写真

本体価格 ¥1,000 ¥1,000 ¥600 ¥650

税込価格 ¥1,100 ¥1,100 ¥660 ¥715

販売開始 2020年5⽉20⽇ 2020年5⽉20⽇ 2020年5⽉1⽇
（New! ⽩）2020年5⽉18⽇

2020年5⽉1⽇
（New! ⽩）2020年5⽉25⽇

注⽂数

在庫のみ対応

愛媛県縫製品⼯業組合
799-1513　愛媛県今治市松⽊233番地1
(Tel)0898-43-4122, (Fax)0898-43-4117
(email) e-housei@arrow.ocn.ne.jp

布マスク

注⽂⽤紙（No.1）



注⽂⽤紙 ご注⽂者　お名前 2020年　　　　　　⽉　　　　　　⽇

品名 品番 FLM02AS-020209(L,S) FLM02AS-020209M(L,S) FLM02AS-020202(L,S) FLM02AS-020202M(L,S)

商品名 デニムマスク（無地） デニムマスク（みきゃん） デニムマスク（無地） デニムマスク（みきゃん）

⾊ インディゴ(09) インディゴ(09) ⿊（02） ⿊（02）
柄 無地 ピンク線、⽩線、オーバーオール 無地 ピンク線、⽩線、オーバーオール

⼤きさ ⼤(L)、⼩(S) ⼤(L)、⼩(S) ⼤(L)、⼩(S) ⼤(L)、⼩(S)

⽇本製 ⽇本製 ⽇本製 ⽇本製

写真

本体価格 ¥950 ¥1,000 ¥950 ¥1,000

税込価格 ¥1,045 ¥1,100 ¥1,045 ¥1,100

販売開始 2020年5⽉1⽇ 2020年5⽉1⽇ 2020年5⽉1⽇ 2020年5⽉1⽇

注⽂数

布マスク

注⽂⽤紙（No.2） 



注⽂⽤紙 ご注⽂者　お名前 2020年　　　　　　⽉　　　　　　⽇
New!

品名 品番 FLM02AS-020201(L,S) FLM02AS-020201、16M(L,S) FLM02AS-020302(L,S) FLM02AS-02030201M(L,S)

商品名 ホワイトデニムマスク（無地） ホワイトデニムマスク（みきゃん） チノ製マスク（無地） チノ製マスク（みきゃん）

⾊ ⽩（02） ⽩（02） ⿊（02） ⿊（02）

柄 無地 ⿊線、New オーバーオール 無地 ⽩線

⼤きさ ⼤(L)、⼩(S) ⼤(L)、⼩(S) ⼤(L)、⼩(S) ⼤(L)、⼩(S)

⽇本製 ⽇本製 ⽇本製 ⽇本製

写真

　New!
　知事マスク

本体価格 ¥950 ¥1,000 ¥950 ¥1,000

税込価格 ¥1,045 ¥1,100 ¥1,045 ¥1,100

販売開始 2020年5⽉1⽇ 2020年5⽉1⽇
New!（知事マスク）5⽉25⽇ 2020年5⽉1⽇ 2020年5⽉1⽇

注⽂数

布マスク

注⽂⽤紙（No.3)



注⽂⽤紙 ご注⽂者　お名前 2020年　　　　　　⽉　　　　　　⽇

品名 品番 FLM02AS-030101AL,S

商品名 ビクトリーマスク（3D)

⾊ ⽩（01）

⼤きさ ⼤⼈⽤、⼦供⼥性⽤

⽇本製

写真

本体価格 ¥650

税込価格 ¥715

販売開始 2020年4⽉21⽇

注⽂数

布マスク

注⽂⽤紙（No.4)



注⽂⽤紙 ご注⽂者　お名前 2020年　　　　　　⽉　　　　　　⽇

品名 品番 FLM02AS-060112 FLM02AS-060113I FLM02AS-060111

商品名 まどんなマスク まどんなマスク まどんなマスク

⾊ 迷彩 絣-イゲタ(I) 星

⼤きさ Ｆ Ｆ Ｆ

⽇本製 ⽇本製 ⽇本製

写真

本体価格 ¥900 ¥900 ¥900

税込価格 ¥990 ¥990 ¥990

販売開始 2020年5⽉1⽇ 2020年5⽉1⽇ 2020年5⽉1⽇

注⽂数

布マスク

注⽂⽤紙（No.5)



ご注⽂者　お名前

品番

商品名

⾊

⼤きさ

写真

本体価格

税込価格

販売開始

注⽂数

2020年　　　　　　⽉　　　　　　⽇

FLM02AS-06010201 FLM02AS-060114 FLM02AS-060113F FLM02AS-06011001

まどんなマスク まどんなマスク まどんなマスク まどんなマスク

⽔⽟-⿊ ⼩花レース 絣-花(F) ⽔⽟-紫

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

⽇本製 ⽇本製 ⽇本製 ⽇本製

¥900 ¥900 ¥900 ¥900

¥990 ¥990 ¥990 ¥990

2020年5⽉1⽇ 2020年5⽉1⽇ 2020年5⽉1⽇ 2020年5⽉1⽇

在庫のみ

注⽂⽤紙（No.5)



ご注⽂者　お名前

品番

商品名

⾊

⼤きさ

写真

本体価格

税込価格

販売開始

注⽂数

2020年　　　　　　⽉　　　　　　⽇
New! New! New!

FLM02AS-0602 FLM02AS-060117 FLM02AS-060118 FLM02AS-060119

まどんな夏マスク まどんなマスク まどんなマスク まどんなマスク

⽩、ピンク、⽔⾊ 迷彩(G)（17） アクアブルー（18） ストライプ（19）

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

⽇本製 ⽇本製 ⽇本製 ⽇本製

¥900 ¥900 ¥900 ¥900

¥990 ¥990 ¥990 ¥990

2020年5⽉7⽇ New! 2020年5⽉26⽇ New! 2020年5⽉26⽇ New! 2020年5⽉26⽇

注⽂⽤紙（No.5)



注⽂⽤紙 ご注⽂者　お名前 2020年　　　　　　⽉　　　　　　⽇
New!

品名 品番 FLM02AS-010101L,M

商品名 オーガニックコットンガーゼマスク

⾊ ⽩（01）

⼤きさ ⼤（L)、⼩（M）

⽇本製

写真

本体価格 ¥1,000

税込価格 ¥1,100

販売開始 New! 2020年5⽉25⽇

注⽂数

布マスク

注⽂⽤紙（No.6)



注⽂⽤紙 ご注⽂者　お名前 2020年　　　　　　⽉　　　　　　⽇
New!

品名 品番 FLM02AS-020301L,M

商品名 3層構造ガーゼマスク　5枚セット

⾊ ⽩(01)

⼤きさ レギュラー,⼩さめ

⽇本製

写真

本体価格 ¥1,250

税込価格 ¥1,375

販売開始 New 2020年5⽉27⽇

注⽂数

布マスク

注⽂⽤紙（No.7)



デニムマスク みきゃん  品番、色、大きさ ご注文数 

 

デニムマスク 
（みきゃん  ピンク） 

 （色：黒） 
（大、小） 

FLM02AS-02020208ML,M 

 

 

デニムマスク 
（みきゃん 白線） 

 （色：黒） 
（大、小） 

FLM02AS-02020201L、M 

 

 

デニムマスク 
（みきゃん オーバーオール） 

（色：黒） 
（大、小） 

FLM02AS-02020201ML,M 

 

 
 愛媛県縫製品工業組合 
 山本 真里 
 Tel: 0898-43-4112 
 Fax: 0898-43-4117 
 Email: e-housei@arrow.ocn.ne.jp 



 
デニムマスク みきゃん 品番、色、大きさ ご注文数 

 

デニムマスク 
（みきゃん  ピンク） 
 （色：インディゴ） 

（大、小） 
FLM02AS-020209ML,M 

 

 

デニムマスク 
（みきゃん 白線） 
 （色：インディゴ） 

（大、小） 
FLM02AS-020209L、Ｍ 

 

 

デニムマスク 
（みきゃん オーバーオール） 

（色：インディゴ） 
（大、小） 

FLM02AS-02020901ML,M 

 

 
 愛媛県縫製品工業組合 
 山本 真里 
 Tel: 0898-43-4112 
 Fax: 0898-43-4117 
 Email: e-housei@arrow.ocn.ne.jp 



 
ホワイトデニムマスク みきゃん 品番、色、大きさ ご注文数 

 

ホワイトデニムマスク 
（みきゃん 黒線） 

 （色：白） 
（大、小） 

FLM02AS-020201ML 

 

 

New! 
(知事マスク) 

ホワイトデニムマスク 
（みきゃん オーバーオール） 

（色：白） 
（大、小） 

FLM02AS-020216ML 

 

 
 愛媛県縫製品工業組合 
 山本 真里 
 Tel: 0898-43-4112 
 Fax: 0898-43-4117 
 Email: e-housei@arrow.ocn.ne.jp 


