キュアテックス・和紙繊維商品 FAX注文用簡易カタログ
ストール/ハンカチ

品番 ZA36
品番 FZA065
品番 FST081
品名 先染めグラデーション ストール 品名 先染め2WAYストール
品名 和紙・綿 ガーゼストール
定価 ¥11,000 (税抜） ¥11,880 (税込） 定価 ¥8,800 (税抜） ¥9,504 (税込） 定価 ¥8,000 (税抜） ¥8,640 (税込）
サイズ 70cm幅X180cm長
サイズ 55cm幅X160cm長
サイズ 70cm幅X180cm長
カラー ①サーモンピンク②グリーン
カラー ①ブルー②ッド
カラー ①ピンク②アクア③ベージュ
品質 指定外繊維（和紙）100%
品質 指定外繊維（和紙）100%
品質 指定外繊維（和紙）58% 綿42%
＜商品説明＞縞のデザインをグラデー ＜商品説明＞二つ折りにして規則的 ＜商品説明＞和紙のサラッとした肌触
ションにした凝った意匠のストールで
なストライプにも、広げてアシンメトリー りと綿の保湿性で春から秋口にかけて
す。旧式の織機で織り、両脇が無縫製 のストライプにも出来る遊び心あるデ 長くお使い頂けます。女性に人気の淡
で美しい仕上がりのストールです。
ザインのストールです。
い色調。

品番 ZA40
品番 ZA11
品番
FZA074
品名 プリントストール
品名 あぶらとりハンカチ
品名
無地染め ハンカチ
定価 ¥6,000 (税抜） ¥6,480 (税込） 定価
¥900 (税抜） ¥972 (税込） 定価 ¥1,200 (税抜） ¥1,296 (税込）
サイズ 34cm幅X160cm長
サイズ 23cmX23cm
サイズ 43cmX43cm
カラー ①ライトグレー②ピンク③ベージュカラー ①薄紫②ピンク③水色④群青 カラー ①アクア②ピンク③レモン④ネイビー
⑤レンガ⑥グレー⑦モスグリーン、
色⑤濃ピンク⑥濃紫
品質 指定外繊維（和紙）100%
＜商品説明＞一見、アニマルプリント 品質 指定外繊維（和紙）100%
品質 指定外繊維（和紙）46%
のような小石柄。癖がなく合わせやす ＜商品説明＞和紙100%生地でできた
綿38% 麻16%
いストールです。小ぶりなので首元の あぶらとりハンカチ。使い捨てせず洗っ ＜商品説明＞四季に応じてまた、男女
アクセントになります。
て繰り返し使えます。
兼用にも使える7色のバリエーション。

品番 FZA075
品番 FZA077
品番 FZA076
品名 先染めボーダー ハンカチ
品名 先染めシャンブレー ハンカチ 品名 先染めピンボーダー ハンカチ
定価 ¥1,200 (税抜） ¥1,296 (税込） 定価 ¥1,200 (税抜） ¥1,296 (税込） 定価 ¥1,200 (税抜） ¥1,296 (税込）
サイズ 46cmX46cm
サイズ 46cmX46cm
サイズ 46cmX46cm
カラー ①イエロー②ライトブルー
カラー ①ピンク②マリンブルー③ブルー カラー ①ピンク②マリンブルー③ブルー
品質 指定外繊維（和紙）46%
品質 指定外繊維（和紙）46%
品質 指定外繊維（和紙）46%
綿38% 麻16%
綿38% 麻16%
綿38% 麻16%
＜商品説明＞
＜商品説明＞明るい2色展開でさわや ＜商品説明＞
かなデザインのハンカチ。薄くて使いや ベーシックカラーで男女兼用としてもお オーソドックスなデザインで男女兼用と
すいサイズです。
使いいただける便利なハンカチ。
してお使いいただけるハンカチ。

キュアテックス・和紙繊維商品 FAX注文用簡易カタログ
ソックス メンズ/レディース

品番 FKN058
品番
レディース
品名 パイルアンクルソックス
品名
定価 ¥1,600 (税抜） ¥1,728 (税込） 定価
サイズ 22-24cm
サイズ
カラー ①ライムイエロー②グレー
カラー
指定外繊維（和紙）40% 綿32%
品質
品質
ナイロン23% ポリウレタン5%

＜商品説明＞和紙糸と綿をミックスし
た糸で編んだ底パイルがしっかりクッ
ションになっています。

KN39
レディース
ルームソックス
¥2,300 (税抜） ¥2,484 (税込）
22-24cm
①グレー②生成③ピンク
指定外繊維（和紙）50% 綿45%
ポリエステル10% ナイロン5% ポリウレタン2%
ナイロン5%
＜商品説明＞和紙糸と綿をミックスし ＜商品説明＞和紙の保温性とモコモコ
た糸で編んだむれにくいフットカバー。 した綿スラブ糸でざっくり編んだリラック
履き口はごろつきのない無縫製です。 スタイムのソックスです。

品番 FKN059
品番
メンズ
品名 パイルアンクルソックス
品名
定価 ¥1,600 (税抜） ¥1,728 (税込） 定価
サイズ 25-27cm
サイズ
カラー ①ネイビー②チャコールグレー カラー
指定外繊維（和紙）40% 綿32%
品質
品質
ナイロン23% ポリウレタン5%

＜商品説明＞和紙糸と綿をミックスし
た糸で編んだ底パイルがしっかりクッ
ションになっています。

品番
FKN070
レディース
品名
和紙綿メランジフットカバー
¥1,600 (税抜） ¥1,728 (税込） 定価
サイズ
22-24cm
カラー
①サックス②ライトグレー
指定外繊維（和紙）46% 綿37% 品質

品番
FKN069
メンズ
品名
表糸・和紙100%フットカバー
¥1,600 (税抜） ¥1,728 (税込） 定価
サイズ
25-27cm
カラー
①ブラック系にブルー系
指定外繊維(和紙）83% ポリエステル10% 品質
ナイロン5% ポリウレタン2%

FKN066
レディース
カラークルーソックス
¥1,600 (税抜） ¥1,728 (税込）
22-24cm
①ピンク②ベージュ③ライトグレー
指定外繊維（和紙）47% 綿32%
ポリウレタン21%

＜商品説明＞表糸が和紙100%のサ
＜商品説明＞和紙と綿の肌触りが心
ラッとしたフットカバー。履き口はごろつ
地よい柔らかな色調の定番ソックス。
かない無縫製です。

品番 FKN044
品番 KN22
品番 FKN063
メンズ
メンズ
メンズ
品名 ビジネスソックス 先丸
品名 ビジネスソックス 5本指
品名 ボーダーソックス
定価 ¥1,800 (税抜） ¥1,944 (税込） 定価 ¥2,300 (税抜） ¥2,484 (税込） 定価 ¥1,600 (税抜） ¥1,728 (税込）
サイズ 25-27cm
サイズ 25-27cm
サイズ 25-27cm
カラー ①ブラック②ダークグレー
カラー ①ブラック②ダークグレー
カラー
①ブルー系②グリーン系
品質 綿52% 指定外繊維(和紙）43% 品質 指定外繊維(和紙）48% 綿46% 品質 指定外繊維(和紙）52% 綿39%
ポリウレタン5%
ポリウレタン6%
ナイロン7% ポリウレタン2%
＜商品説明＞内側が和紙、外側に綿 ＜商品説明＞内側が和紙、外側が綿 ＜商品説明＞和紙と綿の肌触り良いカ
を使用しているので一日中はいてもむ の快適ビジネスソックス。5本指なので ジュアルなボーダー柄。レディースも同価
格でご用意しています。（FKN062）
れにくい快適なビジネスソックスです。 フィット感は抜群です。

キュアテックス・和紙繊維商品 FAX注文用簡易カタログ
バス＆ビューティー
生地ズーム画

ワッフル生地
ズーム画像

ニット面

ワッフル面

品番 FZA048
品番 FZA049
品番 FZA080
品名 洗顔クロス(両面ワッフル）
品名 洗顔クロス（ニット＆ワッフル） 品名 和紙・綿ウォッシュタオル
定価
¥570 (税抜） ¥616 (税込） 定価
¥800 (税抜） ¥864 (税込） 定価 ¥1,800 (税抜） ¥1,944 (税込）
サイズ 8cm幅Ｘ9cm高さ
サイズ 8cm幅Ｘ9cm高さ
サイズ 23cmX110cm
カラー 生成
カラー 生成
カラー 生成
品質 指定外繊維（和紙）60% シルク40% 品質 ワッフル：指定外繊維(和紙）60% シルク40% 品質 指定外繊維(和紙）56% 綿44%
ニット：指定外繊維(和紙）65% シルク35% ＜商品説明＞和紙糸の吸着効果で汚
＜商品説明＞
和紙糸の吸着力で皮脂や汚れをきれ ＜商品説明＞ワッフル面で表面の汚れを れをキレイに洗い落とせます。サラッと
いに落とします。シルクが入っているの 洗い落とし、ニット面に抜けたきめ細かい した和紙と柔らかな綿の感触がお肌に
泡で毛穴の汚れもすっきり洗えます。
優しい浴用タオルです。
で柔らかい感触です。
ソックス素材
ズーム画像

グローブ素材
ズーム画像

片面：和紙/片面：綿のパイル素材

品切れ中
入荷待ち

品番 CU3
品番
品名 おやすみソックス 先丸
品名
定価 ¥2,380 (税抜） ¥2,570 (税込） 定価
サイズ レディース 22-24cm
サイズ
カラー 生成
カラー
品質 シルク50% 指定外繊維(和紙）46% 品質

品番 FZA062
FZA047
おやすみグローブ（親指立体） 品名 パイル ハンカチタオル
¥2,380 (税抜） ¥2,570 (税込） 定価
¥800 (税抜） ¥864 (税込）
サイズ 25cmX25cm
フリーサイズ
カラー 生成
生成
指定外繊維(和紙）45% シルク41% 品質 綿74% 指定外繊維(和紙）26%
ポリウレタン4%
ポリウレタン14%
＜商品説明＞
＜商品説明＞外側がシルク、内側が ＜商品説明＞外側がシルク、内側が 片面和紙のサラッとした肌触り、もう一
和紙の糸で編まれた保湿性・調質性を 和紙の糸で編まれた保湿性・調質性を 方が綿の柔らかなパイルで出来たハ
備えたムレにくいソックスです。
兼ね備えたグローブです。
ンカチタオルです。

品番 FZA061
品番 FZA060
品番 FZA063
品名 パイル ゲストタオル
品名 パイル フェイスタオル
品名 パイル バスタオル
定価 ¥1,200 (税抜） ¥1,296 (税込） 定価 ¥2,200 (税抜） ¥2,376 (税込） 定価 ¥5,800 (税抜） ¥6,264 (税込）
サイズ 34cmX 40cm
サイズ 34cmX80cm
サイズ 64cmX120cm
カラー 生成
カラー 生成
カラー 生成
品質 綿73% 指定外繊維(和紙）27% 品質 綿71% 指定外繊維(和紙）29% 品質 綿70% 指定外繊維(和紙）30%
＜商品説明＞
＜商品説明＞
＜商品説明＞
柔らかな綿とサラッとした和紙の肌触り 柔らかな綿とサラッとした和紙の肌触 柔らかな綿とサラッとした和紙の肌触
がボーダーになった心地よいタオル。 りがボーダーになった心地よいタオ
りがボーダーになった心地よいタオ
パイル部分の和紙は40%。
ル。パイル部分の和紙は40%。
ル。パイル部分の和紙は40%。

