H29.12.20現在

「大阪製」ブランド認証製品の購入方法等について

年度

企業名 （所在地）

合資会社三和歯ブラシ工業所
（八尾市）

認証製品

まがるハブラシ

株式会社ダイドー(河内長野市） bloom

双葉塗装株式会社(東大阪市） PA Bottle

購入方法等
（購入リンク先 or 説明文へのリンク先 など）
こちらに記載がない場合は「自社HP」お問合せメールや電話等で各社にお問合せください。

自社ＨＰ

認証製品の購
「大阪製」認証製品紹 入に関する連
介ＨＰ
絡先（電話番
号）

価格（税込）

【ネット購入】
自社サイト

https://www.amazon.co.jp/d
p/B01M8GIY1A/ref=twister_
http://www.d-h-l.co.jp/
B01M3QY0RE?_encoding=UT
F8&th=1

http://www.d-hl.co.jp/

http://www.d-hl.co.jp/

http://daydo.jp/

0721-53-7201
http://hachimarket.jp
5,832円～6,372
（担当 営業部
http://hachimarket.jp/
/user_data/bloom.php
円
北山）

072-959-8211

オープン価格

【ネット購入】
通販（他社）サイト

http://wagasa.shop-pro.jp/

自社店舗

―

他社＜府内＞

https://ici.shoppro.jp/?mode=cate&cbid=1956689&csid=0

―

府外＜府外＞

東急ハンズ各店舗、歯科医院、コープ生活協同組
合

―

東京品川：建築倉庫https://archi-depot.com/
東京KITTEﾋﾞﾙ内：FREEPARK 東京
http://www.free-park.jp/
東京：Rigna
https://www.rigna.com/showroom/rtt
北海道：ﾋｼｶﾞﾀ文庫http://hishigatabunko.com
兵庫県：ONS

http://www.futabatoso.co.jp

http://papainter.com/

06-6788-4511

1,836円～
2,916円

―

―

―

072-999-1721

11,880円（S）
17,280円（M）
24,840円（L）

https://fwb-safro.com/

―

―

―

―

16,200～49,000 https://www.customize
円
bag-es-butterfly.com

―

大阪市住之江区
南港東３丁目４
番２０号

―

―

さくら精機株式会社(八尾市）

フレームレス・ライティングボード
METAPHYS safro

http://www.sakuraseiki.co.jp/

https://fwbsafro.com/

株式会社三陽鉄工所（大阪市
住之江区）

esu（エス）バッグ

http://www.santetu.jp

https://www.customiz
06-6612-3231
ebag-esbutterfly.com

株式会社シード（大阪市都島
区）

スレンディ＋（すれんでぃぷらす）

http://www.seedr.co.j
http://www.seedr.co.jp
p/premium/premium2 06-6956-2458
/
.html

各色5４0円

http://www.higuchiknit. http://www.higuchikni
072-858-8046
jp
t.jp/page/tsutsushita

1080円～

―

https://www.amazon.co.jp

高槻：SOF(移転の為3月OPEN予定)
http://sof-senseoffun.tumblr.com/

―

―

東急ハンズ各店舗

東急ハンズ各店舗

―

枚方T-site内 yuino NUプラス茶屋町 内
yuino

小田急百貨店新宿店

Ｈ２9
樋口メリヤス株式会社(枚方市） つつした

木村石鹸工業株式会社(八尾
市）

https://www.kimuraso
https://www.kimurasoa
０１２０－１１７
ap.co.jp/product/som
100％植物油から出来た洗剤SOMALI p.co.jp/
－８８３
ali-kitchen

山陽製紙株式会社（泉南市）

http://www.sanyopaper.co.jp/

PICNIC RUG（ピクニック ラグ）

http://www.sanyopaper.co.jp/crep/

http://www.sankei.fm/
http://eiji-o.jp/
company.html

神藤タオル株式会社(泉佐野
市）

2.5-PLY GAUZE TOWEL

http://www.shintotowel.jp/

天使のころもBaby

http://www.tenshihttp://takeda-sarashi.jp/
no-koromo.jp/

(FISHERMAN'S)COURT

http://hdc.co.jp/court
http://hdc.co.jp/court/ /collection/season/fi 0725-43-6464
shermans-court/

株式会社武田晒工場（堺市中
区）
堀田カーペット株式会社(和泉
市）

06-6371-0498

072-468-0777

072-271-0504

10,800円～

―

https://store.kimurasoa
p.co.jp/products/detail. https://www.rakuten.co.jp/ki
php?product_id=222&tp_ murasoap/
category_id=

http://www.kamide072-482-7201 600円～1,800円
eco.jp/

三恵メリヤス株式会社（大阪市
EIJI（エイジ）
北区）

http://www.shintotowel.jp/detail/dt1.ht
ml

1,296円

http://higuchiorder.jp/

http://eiji-o.jp/

1,512円・2,160 http://shinto円・3,456円 towel.shop-pro.jp/

3500円

―

10,000円～

https://www.nakagawamasashichi.jp/Form/Pro
duct/ProductList.aspx?
shop=0&cat=c07126&bi
d=court&sort=07&img=1

―

―

―

大阪府泉南市男
The ONOE FURNITURE 堀江本店、なんばパー
https://item.rakuten.co.jp/an 里6-4-25 山陽
東京都：ＡＬＬ（清澄白河）、新潟県：SEQEL
クス店、クラブエスタショップ 近鉄あべのハルカ
alostyle/c/0000001118/
製紙株式会社（1
design、神奈川県：ＥＩＭＥＫＵ
ス
Ｆギャラリー）
―

―

―

―

―

(株)武田晒工
場：大阪府堺市
中区毛穴町197
－2

https://stylestore.jp/

―

―

―
classico(東京) http://www.classico-life.com/
SEANT(名古屋)
http://seant.fc2web.com/index.html
sympa(北陸) http://sympa.co.jp/

http://23banchi.com

―
梅田：グランフロント大阪 南館５F IDEE
SHOP Umeda/Nu茶屋町プラス２F DOUBLE
DAY/難波：なんばパークス１F HUG/天王寺：
あべのハルカス近鉄本店 １０F W＆O

東京都：東京ミッドタウン内ジカバーニッポン

東京都：中川政七商店 東京本店、表参道店
IDEE SHOP自由が丘店、六本木店、二子玉川店、
新宿店
SEMPRE本店

H29.12.20現在

「大阪製」ブランド認証製品の購入方法等について

年度

企業名 （所在地）
株式会社電子技販 （吹田市）

認証製品
ＦＬＡＳＨ 関西回路線図 ｉＰｈｏｎｅ
ケース

中辻金型工業株式会社 （東大
ゆらり １/ｆ Ｉｎｃｅｎｓｅ Ｈｏｌｄｅｒ
阪市）
株式会社ノチダ （八尾市）

ＤＯＭＩＧＯ

藤田金属株式会社 （八尾市）

フライパン物語

購入方法等
（購入リンク先 or 説明文へのリンク先 など）
こちらに記載がない場合は「自社HP」お問合せメールや電話等で各社にお問合せください。

自社ＨＰ
http://www.denshigihan.co.jp/
http://www.nkk24.co.jp
http://www.nochida.co.
jp/
http://www.fujitakinzoku.jp/

認証製品の購
「大阪製」認証製品紹 入に関する連
介ＨＰ
絡先（電話番
号）
http://www.denshi06-6386-0401
gihan.co.jp/moeco/
http://yurari-1f.jp

http://ncd20001.wixsi
072-994-1921
te.com/domigo/domig
http://frying-pan.jp/

http://manri.jp/cart/
canon-0101/
http://murohttp://www.genstyle.com/yurikago.ht
ゲンクリエイティブ （大阪市）
ＹＵＲＩＫＡＧＯ（ユリカゴ）
creative.com
ml
有限会社種村建具木工所 （大 ｉｍａｄｏｃｏ（現在の床の間）シリーズ
http://tanemoku.com
http://tanemoku.com/
/okidoco.html
阪市）
「ｏｋｉｄｏｃｏ」
ＮＡＴＵＲＡＬＣＯＳＭＯ みだれ髪トリー http://ncosmo.kenko- http://www.organicco
Ｈ２８ 株式会社三上 （堺市）
smo.co.jp/SHOP/cos
mikami.com/
トメントシャンプー
006.html
http://www.cosme株式会社ウエダ美粧堂 （八尾
http://www.cosmebisyodo.com/products
ＢＩＳＹＯＤＯ ファンデーションブラシ
bisyodo.com/
/bisyodo/foundation0
市）
1.html
http://www.osakasuzuk
大阪錫器株式会社 （大阪市） 吉祥錫 タンブラー 中 朱・黒
i.co.jp/

ｍａｎｒｉ （吹田市）

ｃａｎｏｎ（カノン）

http://manri.jp/

株式会社ルカコ （豊中市）

http://lucacoh.com/

合同会社アルルカンプロダクト Business Card Holder 2Pockets シー http://arlequinproduct.com/
（大阪市）
ムレス名刺入れ２ポケット

株式会社大阪エース （摂津
Ｈ２７ 市）

ANSWERSOAP

トーヨー電子製作所 （枚方市） マサノヴァアート ＣＮ－１
有限会社ルネセイコウ （八尾
市）

ミス・ラフレシア

アルスコーポレーション株式会
手帳ばさみＰｏｃｋｅ
社 （堺市）
切子ガラス工芸研究所 たくみ
たくみ切子／盃「あじろ」
工房 （大阪市）
瀧芳株式会社 （泉大津市）

シルクリビングケット

森本刃物製作所 （堺市）

紙切包丁

http://cocoonsoap.com/
http://www.massanova.
com/

080-38182414

【ネット購入】
通販（他社）サイト

自社店舗

他社＜府内＞

14,040円～
15,120円

http://www.moeco.jp.ne
http://moeco.machi-ya.jp/
t/

―

7,560円～

http://yurari-1f.jp

―

―

―

https://www.amazon.co.jp/d
p/B013D38LHO

―

―

―

―

―

―

―

4,980円
3,240円～9,504
http://frying-pan.jp/
円
http://manri.jp/cart/ca
51,840円
non-0101/

http://store.shopping.yahoo.
co.jp/muro-style/

予約制
ｍａｎｒｉ@ｍａｎｒ
―

http://manri.jp/cart/canon-0101/

http://www.denshi-gihan.co.jp/moeco/shop.html

http://manri.jp/cart/canon-0101/

06-7898-6352

172,800円～
205,200円

072-224-0210

4,104円

http://www.organiccos
mo.co.jp/

http://www.organiccosmo.co.jp/hpgen/HPB/cat http://www.organiccosmo.co.jp/hpgen/HPB/categ
egories/7755.html
ories/7755.html

072-948-1034

10,800円

http://www.cosmebisyodo.com

化粧品店
HPにて近日公開

06-6628-6731

9,720円

072-262-0425

10,800円

0721-54-1630

1, 620円

072-654-4152

30,240円

0721-25-1111

2,500円

072-891-5515

1,404円

http://lucacoh.com/S
HOP/89690/234768/l 06-7505-2841
ist.html

3,580円

http://arlequinproduct.com/product
/business-cardholder-2-pockets/

http://muro-style.com/

―

http://www.denshigihan.co.jp/moeco/shop.html

府外＜府外＞

3,780円

堺和晒 優柔「纏」 ドビー織 作務衣 http://www.kadonosarashi.jp/
タイプ

抱っこひも収納カバー「ルカコ」

072-949-3221

【ネット購入】
自社サイト

06-6245-8873

http://yuju.jp/matoi.html
http://kikusuisangyo.
菊水産業株式会社 （河内長野
http://kikusuisangyo.co
純国産黒文字ようじ
co.jp/home/products
.jp/
市）
/
ｍｏｃｃａ＜杢花＞／らんま職人の花小 http://ranma木下らんま店 （摂津市）
ya.sakura.ne.jp/
皿セット
杉多製簾株式会社 （富田林
http://sugitaseiren.co.j
すだれブックカバー
p/
市）
ジュラロン工業株式会社 （交
http://hulscope.juraro
http://juraron.co.jp/
ＨＵＬＳＣＯＰＥ ／ハルスコープ
n-app.com/
野市）

角野晒染株式会社 （堺市）

06-6746-0056

価格（税込）

http://item.rakuten.co.jp/offer1999/t00093/

―

大阪市平野区

化粧品店
HPにて近日公開

大阪市東住吉区 百貨店等
http://shop.yuhttp://item.rakuten.co.jp/toy
ju.jp/products/list?cate
amawebshop/31000019/
gory_id
http://kikusuisangyo.co.
・ヤフーショッピング
jp/

なにわ名物いちびり庵道頓堀店

http://tonkira.jp/
http://hulscope.juraron 左記のURL内バナーよりアマ
-app.com/
ゾンへリンク
https://www.amazon.co.jp/s
/ref=nb_sb_noss_1?__mk_ja_J
P=%E3%82%AB%E3%82%BF%E 事務所（企画、
http://lucacoh.com/
3%82%AB%E3%83%8A&url=sea 製造、発送）の
rch-alias%3Daps&fieldみ
keywords=%E3%83%AB%E3%8
2%AB%E3%82%B3
http://www.monoshop.co.jp/
products/list.php?transactio
http://arlequin.shopnid=d48c277c565e28b1741a
pro.jp/
b0f192c80aca393e42e6&mod
e=search&name=ARLEQUIN
%E8%B2%A1%E5%B8%83&sear
ch.x=13&search.y=5

06-4860-6333

4,968円

http://cocoonsoap.com/products/a 072-636-8201
nswersoap.html

1,944円

http://cocoonsoap.com

072-844-4611

1,404円

http://www.massanova.
com/

http://lucacoh.com/shop.html

お店によりある商品・色などございますので、事
前に店舗へご確認頂けますと幸いです。
お店によりある商品・色などございますので、事前
万博公園：アクタスEXPOCITY店
に店舗へご確認頂けますと幸いです。
梅田：The Lobby
表参道：coto mono michi @ TOKYO
伊丹：GRiN store 伊丹店
神戸三宮：TRUSS103

梅田：阪急メンズ館3階 The Lobby
http://item.rakuten.co.jp/co 大阪府摂津市鶴
心斎橋大丸南館３階：CEMENTインバウンド
coon-select/c/0000000125/ 野2−9−19 1F
ショップ

http://www.runeseikou. http://www.runeseiko
ご希望の方はご
072-920-1020
com/
u.com/tws4.html
相談下さい
http://www.arshttp://www.arsedge.co.jp/product/lis
http://www.ars072-260-2127
918円
edge.co.jp/
t/product/index.html?
shop.net/fs/wani/SB9F
id=248
21,600～23,760 http://kiriko06-6717-9668
円
senka.com/
http://takiyoshi.jp/pr
http://www.rakuten.ne.jp/gol
http://takiyoshi.jp/
072-533-3401
39,960円
oduct/wares-nod/puresilk/
http://www.buneido.com/fs/
fountainpen/c/0000001096
24,840円～ http://www.morimotoha
072-238-5823
NOMADO1230
50,220円
mono.com
http://www.nomado1230.net
/item_list/?bc=728

阪急百貨店関西４店舗。九州二店舗
関東 代官山（パティスリーフラワー）、「こ・ど・
mono お・く・り mono」イオンモール3Fむさし村山店

兵庫県：イオンモール伊丹店 GRiN store 伊丹
店、東京都：東急ハンズ新宿店

東京ミッドタウンガレリア３F THE COVER NIPPON

H29.12.20現在

「大阪製」ブランド認証製品の購入方法等について

年度

企業名 （所在地）

認証製品

自社ＨＰ

有限会社シューズミニッシュ
（大阪市）

RegettaCanoe（リゲッタカヌー）（ﾋﾞｯｸ
ﾌｯﾄｽﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ）

株式会社中島重久堂 （松原
市）

想いをつなぐ鉛筆削り 「ＴSＵＮＡＧＯ」 brand.co.jp/

株式会社ナカニ （堺市）

SACUTONE（さくとね）

株式会社ペーパーワールド
Ｈ２６ （大阪市）

nene・チビnene

株式会社シンカテック （東大阪
ベジカップ
市）
株式会社ダイワトーイ （八尾
市）

ハシ鉄

株式会社鶴見屋 MUNEKAWA
ＥＮＣＡＳＥ（エンケース）
（大阪市）
合同会社ＢＯＴＡＮＩＳＴ （大阪
BOTTLE by BOTANIST
市）
株式会社オオウエ （大阪市）

http://nijiyura.com/
http://www.icidesign.co.jp/

折って つける 工作玩具 PAKI（パキ） http://paperworld.jp/

阪和ホーロー株式会社 （泉南
i-ru Pot
市）
うたたね （大阪市）

http://www.minishu.com/

http://www.njk-

有限会社アイ・シー・アイデザイ
nocilis（ノシリス）
ン研究所 (守口市)

Ｈ２５

購入方法等
（購入リンク先 or 説明文へのリンク先 など）
こちらに記載がない場合は「自社HP」お問合せメールや電話等で各社にお問合せください。

お札がぴったり入る和紙袋

価格（税込）

http://www.minishu.com/2015/04/po 06-6755-2430
st_16.php

5,980円～

http://www.njk072-339-5599
brand.co.jp/new/
http://www.nijiyura.jp
/SHOP/22704/12223 072-271-1294
4/list.html
http://www.nocilis.jp/ 06-6909-5095
http://www.pakipaki.j
p/

http://irohttp://hanwa-gr.com/ ri.com/?mode=grp&gi
d=122585
http://www.utatanehttp://www.utatanefurniture.com/isu.nen
furniture.com/
e.html
http://sinkatec.co.jp/in http://sinkatec.co.jp/
fo/
other/vegecup.html
http://www.daiwatoy.
http://www.daiwatoy.c
co.jp/products_hashi.h
o.jp/
tml

【ネット購入】
自社サイト

http://www.nijiyura.jp/S
HOP/22704/122234/lis
t.html

1,080円～10,800
http://ici.shop-pro.jp
円

06－6946－
0661

32,400円／
20,520円

06－6728－
0135

540円(3個入）

072－998－
2317

594円～756円

http://www.munekawa.j http://www.munekaw
p/
a.jp/?pid=71683399

06－6448－
5020

39,960円

http://www.botanistwe
b.jp/

06－6777－
7572

5,000円〜

06－6771－
7272

390円

06－6748－
0480

2,700円

http://helichrysumstore.com/

072-694-6441

25,596円

http://www.kakurashop.com/

06-6953-2582

648円～

http://www.ecoland.ne.j
p

06-6773-3090

1,944円

06-7898-6352

45,360円

06-6623-0666

2,052円～17,280
円

http://www.ooue.co.jp/
http://www.helichrysu
m-web.com/

株式会社KAKURA （高槻市）

A５システム手帳とレザーリフィル

http://www.kakura.in/

株式会社ウラノ （大阪市）

３D立体ペーパーパズル

http://www.urano.co.jp
/Company/Outline.htm

サンワード株式会社 （大阪市）

ハンドルブックカバーらうらうじ second hose-

http://www.sunwardbeban.co.jp/
http://tanemoku.com/
http://www.takeichi.org
/takeichi_co.,ltd/top.ht
ml

株式会社武市 （大阪市）

さをり織りくり手ＢＡＧ「Bloomin」（ブ
ルーミン）

堀内鏡工業株式会社 （大阪
市）

ナピュアミラー（プロモデル折立ミラー） horiuchi.co.jp/

http://www.cr-

06-6702-1987 410円～7020円

他社＜府内＞

http://iro-ri.com/

府外＜府外＞

http://regettacanoe.com/shop

府内東急ハンズ全店

全国の東急ハンズ

・大阪タカシマヤ 6F 玩具売場
・TSUTAYA BOOK STORE ららぽーと
EXPOCITY

・JR京都伊勢丹
・京都タカシマヤ

ＪＲ新大阪駅など主要駅売店

ＪＲ主要駅売店

http://nijiyura.co
m/shop/
・オムニ7
・ヨドバシカメラ
・Amazon
大阪本社（大阪
市中央区内久宝
寺町3-4-4 文友
社ビル3F）

各864円、全12
06-6937-5505
http://www.d-papa.jp/
色セット4,320円
20,304円
25,704円

http://www.offweb.jp/HP/PRODUC
TS/HTML/PRODUCT
S.html
http://helichrysumstore.com/?mode=cat
e&cbid=1790799&csid
http://www.kakurashop.com/fs/netshop
/c/pocketbookcover
http://www.ecoland.n
e.jp/
http://item.rakuten.co
.jp/joy-bu/shhahdle_book_cover/
http://tanemoku.com
/irodorisyouji.html
http://www.takeichi.o
rg/takeichi_co.,ltd/Blo
omin.html
http://www.crhoriuchi.co.jp/shohin_
new.html

自社店舗

http://henshu.com/index.html

1,620円
8,100円

【ネット購入】
通販（他社）サイト

RegettaCanoe南
船場店：
大阪市中央区南
船場3丁目5-25
LOIRE南船場1F
TEL 06-6251http://www.rakuten.ne.j http://www.rakuten.ne.jp/gol 7640
http://regettacanoe.com/shop
p/gold/mini-shu/
d/g-junction/
RegettaCanoe中
崎町店：大阪市
北区中崎西1丁
目2-13-1F：
TEL：06-61475553

072－484－
1500

Helichrysum[ヘリクリサム] （大
自分でつくるレザーのお守り袋
阪市）

有限会社種村建具木工所 （大
彩り障子
阪市）

認証製品の購
「大阪製」認証製品紹 入に関する連
介ＨＰ
絡先（電話番
号）

・Amazon

http://www.utatanefurniture.com

店舗有
http://item.rakuten.co.jp/sin
katec/vg_cup/
・アマゾン
・ヤフーショッピング
・楽天

http://www.munekawa.j
藤巻百貨店
p/?pid=71683399

http://www.mun
ekawa.jp/?mode http://www.munekawa.jp/?mode=f1
=f1

松屋 銀座

http://www.struct.biz/?pid=79347413
http://uruwashi.com/product/pro
ducts/off02

ならの実

amazon・楽天・yahooショッピ 高槻市富田町5ング・藤巻百貨店
1-20
大阪市旭区

日本橋丸善
東急ハンズ梅田店・大阪城売店他

キディランド原宿・福井恐竜館他水族館等

東急ハンズ・ロフト他

東急ハンズ・ロフト他

・楽天
大阪市平野区

http://www.kagaminet.jp/fs/mgkitade/c/oritate

H29.12.20現在

「大阪製」ブランド認証製品の購入方法等について

年度

企業名 （所在地）

認証製品

購入方法等
（購入リンク先 or 説明文へのリンク先 など）
こちらに記載がない場合は「自社HP」お問合せメールや電話等で各社にお問合せください。

自社ＨＰ

認証製品の購
「大阪製」認証製品紹 入に関する連
介ＨＰ
絡先（電話番
号）
050-1441-

クアトロガッツ[株式会社ガッツ]
極小革財布 小さいふ ポキート
（茨木市）

http://quatrogats.com/

http://quatrogats.com
/?mode=f2#poquito

協同組合オリセン （大阪市）

手染め注染日傘 [スレン仕様]

http://www.osakaorisen.com/

http://orisennet.com/products/list 06-6261-0468
?category_id=2

川端ネジ製作所 （東大阪市）

アートネジ クレヨンくん

http://www.artneji.com/

株式会社アドバンス （東大阪
市）

バイオ多目的洗剤 とれる・NO.1

株式会社アイソトープ （泉大津
絣（かすり）染め森林和紙ニット
市）
コーマ株式会社 （松原市）

高機能３Ｄソックス FOOTMAX（３
DSOX）

Ｈ２４ マツダ紙工業株式会社 （東大 ECOな段ボール製（幼児用）デスク
阪市）
セット おべんきょうごっこ
株式会社カナタ製作所 （富田
林市）

アニマルスツール Frien'zoo stool

06-6728-7570

8,424円

16,200円

http://www.cooma.co.j http://www.footmax.j
p/
p/

072-332-1563

1,944円

http://www.matsudasiko.com/

06-6728-8501

6,700円

http://www.switchhttp://www.switchofficialshop.com/prod
0721-24-3535
works.com/about.html ucts/detail.php?produ
ct_id=176

36,504円

捺染ふきん さらしふきん

http://www.matsuonassen.co.jp/

八内刃物製作所 （堺市）

コンパクト和包丁 -ＹＡＵＣＨＩ-

http://yauchihamono.com/
http://www.shinkotowel.co.jp/

http://www.simpleplus-style.jp/fukin

【ネット購入】
自社サイト

【ネット購入】
通販（他社）サイト

自社店舗

他社＜府内＞

各地で開催する
ポップアップ
ショップにてご覧
いただけます、 http://quatrogats.com/?tid=6&mode=f7
最新情報は自社
HPをご参照くだ

http://quatrogats.co
m/

http://www.osakaorisen.com/

府外＜府外＞

http://quatrogats.com/?tid=6&mode=f7

組合事務所

151円～540円

500ｍｌ：864円
http://toreru.com/adva http://toreru.com/fs/
2L詰替：1,836円
072-963-2717
nce/
araitai/c/toreru
10L業務用：
8,640円
http://www.isotopegro
4,298円～6,458
0725-21-5171
up.com/
円

松尾捺染株式会社 （東大阪
市）

新興タオル株式会社 （泉佐野
泉州こだわりタオル おぅ！えーやん
市）

7419

価格（税込）

通販 「地球洗いたい」 で検
索

https://www.cooma.co.j
amazon・楽天
p/shop/
https://danrism.com/pr
・アマゾン
oduct/desk_small/
http://www.switchofficialshop.com/produc
ts/detail.php?product_id
=176

大阪府松原市

大阪ショールー
ム、東京三鷹
ショウルーム
ご購入の場合は
弊社に電話or
メールorファック
スでお申込み頂
けたら、請求書
を添え出荷致し
ます。現物確認
は弊社東大阪工
場までお越しくだ

ｍ当たり：1,296
06-6782-6281 円（50cm以上10
㎝刻み可）

http://yauchiご希望の方はご
hamono.com/yauchi.h 072-320-8640
相談下さい
tml
http://www.shinkotowel.co.jp/product.ht 072-462-1256 432円～2,592円
ml

阪急百貨店,東急ハンズ,ロフト

http://www.senshutowel.jp/?pid=86552609

西宮阪急・ランウォークスタイル・ゼビオ・ミツハ
三越本店・アートスポーツ東京本店・ゼビオ
シ

