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形状について

サイズについて

ミ ニ
サイズ

フラット

ロール

フラットなのでコンパクトに
ストックできます。

広げやすく布おしぼりに近い
使い心地です。

テイクアウトやファストフード、
お弁当に多く使われています。
コンパクトでも広げるとしっかりと手が拭ける大きさになります。

ミド ル
サイズ

もっとも一般的なサイズでレストランやコンビニエンスストア、

ビッグ
サイズ

布おしぼりの代わりになる程のボリューム感と大きさで、

居酒屋などで広く使われています。

寿司店や焼肉、
レストランなどで使われています。

素材について

不織布

紙エンボス

スパンレース
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不織布は、
ふんわりとボリュームがあり、
布のような柔らかな肌触りが特徴です。

強度があり伸縮性に優れています。
厚みがなく、
スペースを取りません。

原紙に凹凸加工を施してあり、
ボリュー
ム感アップ。

各種マークの説明

F S C ® は、
「 適 切に管 理された森 林 」からの製 品であると保 証された、

「 環 境 配 慮 型の商 品 」です。

F S C ® のロゴマークの付いた紙おしぼりを選ぶことで、

適 切な森 林 管 理を行なっている林 業 者を支 援することができ、
世 界の森 林 保 全に貢 献することになります。

（ 社 ）日本 衛 生 材 料 工 業 連 合 会が定めた抗 菌 性 能 試 験で、
第 三 者 機 関による試 験を行い基 準を満たしております。

日本 清 浄 紙 綿 類 工 業 会による安 全・衛 生自主 基 準 合 格のマークです。
厳しい安 全 検 査に合 格しており、安 心してご使用いただけます。

オレンジオイル配合で手に付いた油がさっと落
ちます。天然物を使用しておりますので安全です。

魚を触った後などの気になる臭いをすっきり落とします。
天然消臭成分（サトウキビ抽出物）
なので安全です。
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環境に配慮した紙おしぼり
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原紙に FSC®
森林認証紙を使用

フィルムに
PET ボトルを再生利用

この紙おしぼりを使用する事で
世界の森林保全につながります

回収された PET ボトルを
25% 以上使用したフィルムを使用

うら

おもて

商品名
外装素材
外装サイズ
原紙素材
原紙サイズ
入り数
JAN

クリーンクロス R
再生 PET フィルム
約 56mm 160mm
パルプ不織布
190mm 230mm
2,000 本 / ケース (100 本ポリ袋 20)
4993413084513

外装表示マーク
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柔らかな肌ざわりの不織布を使用した、人気シリーズ
【FSC® 認証紙 】使用で環境にもやさしい製品です。

丸型シリーズ
フロール ロイヤル

■入数／900本
（150×6）
■サイズ／27cm×29cm

★★★★★

フロール 匠

■入数／900本（150×6）
■サイズ／27cm×29cm

★★★★★

フロール プレミアム
■入数／900本
（150×6）
■サイズ／27cm×29cm

★★★★
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外装表示マーク

※フロールは匠のみ受注生産品となります。

平型シリーズ

匠

■入数／1,000本（100×10）
■サイズ／19cm×28cm

★★★★★

外装表示マーク

※ソフラは受注生産品となります。

MAKUNOUCHI

Vol. 紙おしぼり

ロール

ミド ル
サイズ

不織布

不織布

クリーンクロス【NE180】丸

クリーンクロス【NE180】平

サイズ／ 265 175mm
包 装／ 100 本ポリ入 入数／ 1,500 本

サイズ／ 190 235mm
包 装／ 100 本ポリ入 入数／ 1,500 本

外装表示マーク

外装表示マーク

フラット
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ミ ニ
サイズ

ロール

ビッグ
サイズ

不織布

不織布

エコクリーン

ハイクリーン

サイズ／ 190 140mm
包 装／ 200 本ポリ入 入数／ 2,000 本

サイズ／ 270 290mm
包 装／ 150 本ポリ入 入数／ 900 本

外装表示マーク

ミド ル
サイズ

フラット

外装表示マーク

シンプルな外装でシーンを選ばず御使用頂けます。

クリーンクロス【NE ホワイト】丸
サイズ／ 195 285mm
包 装／ 200 本ポリ入 入数／ 1,200 本
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機能付き紙おしぼり。用途に合わてお選びください。
外装の名入れ印刷も承ります。
油がサラっと
落ちる。
pap
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気になる臭い
スッキリ。
to w e
wet
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オレ ル
オイ
配合

スパンレース

フラット

オレンジオイル配合 「サララ」

スパンレース

ミド ル
サイズ

外装表示マーク

フラット

消臭成分配合 「鮮（せん）
」

外装表示マーク

サイズ／ 140 240mm
包 装／ 100 本ポリ入 入数／ 1,500 本

サイズ／ 180 220mm
包 装／ 100 本ポリ入 入数／ 1,500 本

オレンジオイル配合で手に付いた油がサッと落ちます。
天然物を使用しておりますので安全です。
お手拭き以外の用途では使用しないでください。
受注生産品となります。

魚を触った後などの気になる臭いをすっきり落とします。
天然消臭成分（サトウキビ抽出物）を使用しておりますので
安全にお使い頂けます。
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ポケット付おしぼり
［ポケウェット］

ポケウェット L
おしぼりサイズ／ 190 220mm
差し込み紙／ 130 50mm
包装／ 100 本ポリ入
入数／ 1,000 本
フラット

ミド ル
サイズ

不織布

フルカラーOK

実用新案登録
第3180575号

必要な分だけ作成

版代不要

アイデアを活かし様々なシーンで活躍。
お会計より

名刺/カード
ピッタリサイズ

小ロットでは作れない。 版代が高い。

ポケウェットが解決します！

※ご記入頂きました住所またはメールアドレスへ当店の扱うサービスに関するご案内をさせて頂く場合が御座います。

ポケウェット S
おしぼりサイズ／ 190 160mm
差し込み紙／ 95 50mm
包装／ 100 本ポリ入 入数／ 1,000 本
フラット

差し込み紙の制作・印刷・セット加工も承ります。

ミ ニ
サイズ

※割引上限3,000円まで
※クレジットカード併用不可

ご意見など

紙おしぼりの包装へ印刷すると・・・
フルカラーが難しい。 などなど・・

10%OFF

※合計金額からの割引となります。
※他クーポンとの併用不可

不織布

※セット加工後に長らく保管されますと、差し込み紙が紙おしぼりの水分によって、よれる場合が御座います。予めご了承ください。
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紙おしぼり Q & A
Q.紙おしぼりって清潔なの？
A.はい。当社の紙おしぼりは清潔です！

当社の紙おしぼりは衛生管理の整った日本国内の工場にて、厚生労働省の指導・協力のもとに、
日本清浄紙綿類工業会が定めた衛生自主基
ホルムアルデヒド、一般生菌数など6項目）
に合格した、清潔で安全な紙おしぼりで
準に基づき、年二回定期的に行われる品質試験（外観・性状、

す。
また、
月に一回、品質管理試験を第三者機関に依頼し、衛生管理に努めています。

Q.乾いた紙おしぼりが出てきた事があるのですが？
A.紙おしぼりには使用期限があります。
紙おしぼりには使用期限があり、
それを超えると水分が蒸発してしまい、
ただの乾いた紙になってしまいます。

当社の紙おしぼりは製造日から3ヶ月間がご使用の目安となっております。
お店には2ヶ月以内に使い切る数量をご注文頂くようにお願いして
おりますので、
水分のない乾いた紙おしぼりをお客様にお届けしないように努力しております。

Q.手以外に顔などをを拭いても大丈夫？
A.ご使用をお避け下さい。
お肌に刺激のない安全な薬品を使用しておりますが、手を拭く以外の用途には使用しないでください。
また、
お肌に合わない場合はご使用を
お避け下さい。

Q.紙に黒い点が付いていたのですが、
異物混入でしょうか？
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A.品質に全く問題はありません。
まれに黒または褐色の点がある場合がございますが、原料となるパルプの樹脂が炭化したものです。
（パルプ由来のために人体への有害性は
ありません。）
原紙はすべて、
日本国内の衛生管理された工場で、紙おしぼり用に抄造した原紙を使用しております。

Q.紙おしぼりから匂いがしましたが、何の匂いですか？
A.安全な消毒液です。
消毒液として使用している安定化二酸化塩素が、
包装を開けた時に匂う場合があります。
プールの消毒液のような匂いがしますが、
揮発しやすいため手を拭いた後に、
手に匂いが残ることはありません。
安定化二酸化塩素は紙おしぼりへの使用が認められており、水道水の消毒にも使用されている安全な消毒液です。

Q.紙おしぼりって、海外製造品もあるの？
A.はい。海外製品もあります。
最近では中国製の紙おしぼりもありますが、製造から皆様のお手元に届くまでに時間を要するために防腐剤を多く使う傾向があるようです。
防腐剤を多く使うことは手や肌荒れの原因となります。
当社の紙おしぼりは全て衛生管理の整った日本国内工場にて製造されている清潔で安全な紙おしぼりです。

オリジナル印刷承ります
店名・企業ブランドの浸透を高める別注名入れ印刷。
飲食店以外にもサービスステーションやイベント・
ギフト商品としてご利用ください。
小さな心配りが、
お店・企業の大きな未来へ繋がります。

MAKUNOUCHI
VOL. 紙おしぼり

※本カタログは 2016 年 10 月現在のものです。仕様、及び外観は改良のために予告無く変更する場合があります。
※色合いは現品と多少異なる場合がありますことをご了承ください。
※デザイン及び文言に関して、著作権はアオトプラス株式会社が保有致します。
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