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コットンを育てる人、製品を作る人、そして
その製品を使う人…
NOC コットンに係るすべての人々が笑顔で
つながる製品をお届けします。

特定非営利活動法人  
日本オーガニックコットン流通機構
受付時間：月～金 10：00～ 17：00
（土日祝・夏季及び年末年始休業日除く）
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町１-２山房ビル２F　
TEL：03-3526-6616　FAX：03-6206-4516
Email: info@noc-cotton.org　
ホームページ：www.noc-cotton.org
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水と空気のきれいな
富士北麓の地で古く
より続く絹織物の技
術を礎に生産してい
ます。
豊かな自然と伝統を
活かした「前田源商
店ならでは」のオー
ガニックコットンの
生地作り、製品づく
りに励んでいます。

株式会社 

前田源商店

山梨県 富士吉田市

犬吠埼灯台から西に
10キロ程、利根川の
ほとりでいつも心地よ
い風が吹いています。
化学物質過敏症の方々
のため、縫製加工、プ
レス仕上げまでオーガ
ニックコットン専用
ルームを作り、一点一
点丁寧に作っています。

有限会社 

マザーズ

千葉県 銚子市

有機栽培の原料を
使って、天然素材の
心地よい風合いや簡
素な質感にこだわっ
たものづくりに取り組
んでいます。毎日の
生活の中で、心地よ
いと思える時間をより
多く過ごしていただけ
るよう製品を企画し
ております。

株式会社

ありはた

東京都 世田谷区

すべて自社で企画、
裁断、縫製をしてい
ます。少人数で生産
していますので細部
まで目が行き届きま
す。工場は空気のき
れいな田園にありま
す。近くには桜の名
所武家屋敷角館、水
の透明度が高い田沢
湖があります。

株式会社

インタイム・ナユタ

秋田県 大仙市

有限会社 

生活アートクラブ

東京都 新宿区

「人にも環境にもやさ
しい」をテーマにエコ
ロジーグッズを販売
する生活アートクラブ
のオーガニックコッ
トン製品です。快適
な靴下や肌着をはじ
め、身につけて気持
ちよい生活必需品を
日本各地の工場で生産
していただいており
ます。

シンプルだからこそシル
エットの美しいカッティ
ングを。化学物質フリー
なオーガニックコットン
だからこそストレスフ
リーに着て頂きたい。
多くのファッションブラ
ンドを作り続けてきた経
験から生まれたオリジナ
ルブランド。ジュアナナ
オーガニックの商品は自
然豊かな山形県鶴岡市の
自社工場で 1 枚 1 枚
丁寧に作られています。

有限会社 

アイキュー

東京都 墨田区

大阪・豊中の閑静な
住宅地でオーガニッ
クコットンのみの縫
製 を し て い ま す。
様々なアイディアが
ここで生み出され、
和気あいあいと丹精
込めて縫製しており
ます。

株式会社 

キャナル

大阪府 豊中市

アゲインのものづく
りは、１３０年の歴史
ある毛布産地、大阪・
泉大津の織物メーカー
『日の出毛織』のこだ
わりの素材から生み
出されます。昔なが
らの低速織機を使い、
生地企画から１００％
オリジナル製品。“末
永く、心地良くお使い
いただけるように ”、 
心を込めてお届けし
ます。

有限会社 

アゲイン

大阪府 泉大津市

中綿の製綿加工から
裁断、縫製、仕立てまで
を自社で行っています。
商品は全て受注生産で、
中綿・生地・糸・紐の
無料サンプルを事前に
送付しています。
商品の完成までに
1 カ月ほどかかる場合
がございます。
ふとん職人が丁寧に仕
立てた商品は、外気に
触れないよう二重梱包
して発送しています。

自身のアトピー性皮膚
炎がきっかけで、縫製
する糸まで、すべて
オーガニックコットン
にしました。そして形
も「流れを遮らない」
ことを大切に、締めつ
けない肌着というポリ
シーで製造しています。
女性だけの会社で、一
枚一枚まごころを込め、
お客様のお役に立てる
よう運営しております。

20 年以上にわたり
世界各地からオーガ
ニックコットンを直
輸入し、国内の提携
工場でつくられた生地
をはじめ、衣服・衛生
用品など多岐にわたる
商品を販売しています。
有機農法によって育て
られたオーガニック
コットンの優しい柔ら
かさを皆さまにお届け
します。

ふとんのマスダ 株式会社

パノコトレーディング

茨城県 つくばみらい市

当社は 1928 年、タオ
ルの産地、今治に創業
しました。一片の綿花
を起点に、織機でタ
オルを織り、風合い
を左右する洗いの工
程は石けんと酵素だ
けで自然に仕上げま
す。伝統と革新のバ
ランスを活かして仕
立て、最高峰の国産
タオルをお届けしま
す。

壷内タオル
株式会社

愛媛県 今治市

株式会社

マアル

広島県 広島市 東京都 千代田区

商品掲載協力メンバー

オーガニックコットン 100％の
無漂白フェイシャルコットンです。
丁寧に手摘みされたオーガニック
コットンそのままのふんわりした
触感と、無漂白ならではのしっと
りとした肌触りが特徴です。

肌触りにこだわった使いきりタイ
プのオーガニックコットンマスク。
表面シートにオーガニックコット
ンを 100％使用したやわらかな肌
触りのマスクです。
化学繊維のマスクが肌に合わない
方や、においが気になる方にもお
すすめ。
オーガニックコットンを使用した
使いきりタイプのマスクは業界初
です。

株式会社 パノコトレーディング

P-9244  
フェイシャルコットン
価格 385円（税込）
サイズ : 5x8cm  60 枚入
生産地 : 日本 /鹿児島県　
NOC認定品・
エコテックス認証品
N-KEN01026

P-9245  
マスク
価格 550円（税込）
サイズ : 8x16.5 ㎝  5 枚入
生産地：中国　
※商品企画、最終検品及び包装は日本で行なっています。

NEW

NEW

＜ご注文について＞

商品が注文したものと異なる場合、汚れや破損がある場合
はお届け後 14日間以内にご連絡ください。
すぐに返品・交換させていただきます。送料は発送元が負担いたします。

お客様のご都合による返品・交換は 14 日間以内に返品希望の旨をご連絡
いただければお受け致しますが、この場合の送料・振込手数料はお客様の
ご負担とさせていただきます。
ただし、以下の場合による返品・交換のお申し出の場合はお受けできません。
・お届けから 14日以上経過した商品
・お客様が一度ご使用になられた商品（洗濯された商品）
・お客様の責任で汚損・破損が生じた商品
・布団類・特別注文品につきましては、返品はできません。
※使用される製品の材料をあらかじめお客様にお送りできますので、感作す
るかどうか試してからのご注文をお薦めしております。

※返品商品が各メーカーに到着しましたら、5 日以内にご指定の金融機関
（銀行・郵便局）に振込みます。
送金の手数料は返金総額より差し引かれます。ご了承ください。
※送料無料にてお届けした場合でも配送料+代引き手数料はご負担いただきます。

＜返品・交換＞

T E L F A X 封　書 mail

ご注文は、電話・FAX・封書・メールでお受けしております。

基本的に代金引換で、商品到着時に商品代金・代金引換え
手数料を運送会社にお支払いただきます。
（発送元の都合で、振り込みをお願いする場合もありますの
でご了承ください）

＜お支払い＞

通常、ご注文をいただいてから約一週間以内に各メーカーより
直接発送いたします。欠品など特別な事情がある場合はお知
らせします。送料は、大きさ、配送距離によって異なります。
送料は、各メ－カ－毎の商品の合計金額が１万円以上は無料で
す。（布団は、3万円以上は無料）
送料のサービス条件は、各メーカーごとに異なる場合があり
ます。
（別のメーカーの商品をご注文いただくと、発送元が異なり
ますので送料も別扱いになります）

＜配送・送料＞

＜服のサイズ表記について＞

トップス インナー パンツ スカート

裾幅

ズボン丈

股下

股上

肩幅

袖口幅

裄 丈
袖丈

着 丈 着 丈

身 幅身 幅

肩幅

スカート丈

裾幅

ウエスト

TEL :  03-3526-6616
FAX : 03-6206-4516
MAIL: info@noc-cotton.org

（10:00～17:00）

有限会社 アゲイン

A-5201  
オーガニックコットン綿毛布
（プロト、フラバゾン、アビアリア）
価格 18,700円（税込）
サイズ : 140×200cm 重さ：約1200g  

A-5203  
オーガニックコットン
ふんわりプチケット
(ネーネ、ボニータ)
価格 6,050円（税込）
サイズ : 70×100cm 

ネーネ

ボニータ

A-6103  
ふんわりガーゼ
プチケット
（ネーネ、くじら）
価格 5,500円（税込）
サイズ : 70×100cm 

ネーネ

くじら

アビアリア

Ａ-006  
オーガニックコットン
チビマフ各種
（アビアリア、バーゼル）
価格 2,750円（税込）
サイズ : 10×70cm  
色：ベ－ジュ

バーゼル

アビアリア

プロト

フラバゾン

壷内タオル 株式会社 

T-6107  ヘアーバンド
価格 1,100円（税込）
サイズ : 19×10cm 
重さ： 40g　色：生成り・茶

T-6108  
藍染ガーゼマフラー
価格 5,500円（税込）
サイズ : 33×180cm 重さ： 36g　
色：漆紺（無地）・薄暮（グラデーション）
専用パッケージ入り

T-9243  
リノラインフェイスタオル
価格 1,870円（税込）
サイズ : 33×80cm 
重さ： 100g　色：生成り（ボーダー 茶）
素材：綿 98％麻 2％

T-9242  
リノラインバスタオル
価格 770円（税込）
サイズ : 60×120cm 重さ： 260g　
色：生成り（ボーダー 茶）　
素材：綿 98・％麻 2％

Japan blue
伝統の本藍染

片面パイル片面ガーゼ地
のやや薄手でやわらかな
肌ざわりのタオルです。
インド綿のきなり生地に
麻の染め糸でボーダーを
入れています。在庫が１
色だけになったため在庫
限りの格安販売です。　
　　　　　　　　

T-9243T-9242

NEW

在庫処分セール
数には限りがあります。
在庫なくなり次第販売終了となります。

ふとんのマスダ

MS-9224  敷き布団
価格 44,660円（税込）
サイズ : 100×200cm 重さ：中綿 6㎏

ＭＳ-9231  敷き布団カバー
価格 9,680円（税込）
サイズ : 105×210cm　
カバーは紐タイプ

ＭＳ-9225  
掛け布団
価格 33,550円（税込）
サイズ: 150cm×200cm  
重さ：中綿3㎏　

カバーは紐タイプ

ＭＳ-9232  掛け布団カバー
価格 9,900円（税込）
サイズ : 155×210cm　

ＭＳ-9227  座布団
価格 8,250円（税込）
サイズ : 50cm×50cm　重さ：中綿 0.7kg　

カバーは紐タイプ

ＭＳ-9233  座布団カバー
価格 3,080円（税込）
サイズ : 52cm×52cm

MS-9222  セミシングル敷き布団
価格 39,600円（税込）
サイズ : 80×200cm　重さ：中綿 4.8kg　

MS-9230  
セミシングル敷き布団カバー
価格 9,680円（税込）
サイズ : 85×210cm

MS-9223  敷き布団
価格 34,320円（税込）
サイズ : 100×200cm　重さ：中綿 3.9kg　

ＭＳ-9229  枕
価格 8,360円（税込）
サイズ : 43×63cm 　
重さ：中綿 0.9kg　

封筒型カバー

ＭＳ-9235  枕カバー
価格 2,750円（税込）
サイズ : 45×90cm　

ＭＳ-9226  
肌掛け布団
価格 27,500円（税込）
サイズ : 150×200cm 重さ：中綿 1.5kg

ＭＳ-9236  シーツ　
価格 5,500円（税込）
サイズ : 150×250cm　

MS-9237  シーツ　
価格 9,900円（税込）
サイズ : 145×250cm　

※布団・カバーはロングサイズ（210 ㎝）
　対応可　価格 10％増

本体生地 カバー生地
ＭＳ-9228  座布団
価格 9,900円（税込）
サイズ : 55×59cm　重さ：中綿 1.2ｋｇ　

カバーは紐タイプ

ＭＳ-9234  座布団カバー
価格 3,190円（税込）
サイズ : 57×61cm

ゆったり座れる銘仙判サイズ

やわらかい掛け心地で体に馴染みます。
夏はこれ 1 枚で冬は毛布代わりとして、季節の変わり
目にあると便利です。

肌触りの柔らかいタイプ

狭い空間や保養先でも使いやすいコンパクトサイズ

2 枚重ねたり、ベッドやマットレスと併用できる
ライトタイプ

NEW

NEW

NEW

何層にも積み重ねたコットンが体をしっかり支えます。
保温性・吸湿性に優れ、四季を通じてお使いいただけます。

ふっくらとした風合いと適度な重みが、
掛けた時に暖かさと安心感を与えてくれます。

丈夫なシーチング生成りしなやかなブロード生成り

ナチュラルな波模様

山

山

山

谷

谷

表面


