
区分

【会社概要】 株式会社ジョンブル 会社URL： http://www.johnbull.co.jp/

所在地：〒711-0931　倉敷市児島赤崎1-11-3 TEL：086-472-2344　FAX：086-472-2379

区分

【会社概要】 横島被服有限会社 会社URL： https://sweetrose.co.jp/

所在地：〒714-0042　笠岡市美の浜28-18 TEL：0865-67-3623　FAX：0865-67-3623

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

【商品の特徴・使用例】
キッズサイズ　タテ11cm×ヨコ12.5cm×ゴム部分16ｃｍ
普通サイズ　　タテ12cm×ヨコ15cm×ゴム部分19ｃｍ
大きいサイズ　タテ13.5cm×ヨコ16.5cm×ゴム部分19ｃｍ
※かなり伸縮性があるので数値はだいたいの目安です

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□ 否

商品購入URL https://ws.formzu.net/fgen/s55319276

【商品の特徴・使用例】
岡山県・児島のジーンズブランド「ジョンブル」よりメイドインジャパンのオリジナルウォッシャブルマスクセットがリリース。新たな生地を使用し
た新作モデルとしてビジネスシーンでも使いやすい素材で仕上げています。表地・裏地ともに天然繊維100％の素材を使用しておりウォッ
シャブル仕様の為、洗濯することで繰り返し使用していただけます。コーディネートのアクセントにもなるファッションマスクとして2カラーをセッ
トにしていますので、その日のファッションや気分に合わせてお好みのカラーでご着用ください。裏地には綿100％ガーゼを使用しています。
またマスクを外した際に収納するマスクケースが付属として付いています。

マスク
【写真】

商品名
ウォッシャブル立体マスク

(2枚入)

希望小売価格
1,000円

(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://www.privatelabo.jp/item/53588773.html

新型コロナウイルス感染防止対策関連岡山県内企業製品情報

（令和3年2月26日現在）

マスク
【写真】

商品名 マスク
希望小売価格

2,200円
(税込)



区分

【会社概要】 株式会社山陽ハイクリーナー 会社URL： https://jeans-wash.co.jp/

所在地：〒719-0243　浅口市鴨方町鴨方935-1 TEL：0865-44-2665　FAX：0865-44-3179

区分

【会社概要】 株式会社笏本縫製 会社URL： https://shakumoto.co.jp/

所在地：〒709-4623　津山市桑下1333-6 TEL：0868-57-3577　FAX：0868-57-8416

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

【商品の特徴・使用例】
・縦11cm(鼻筋から顎まで)・横18cm(左頬から右頬)
・端部6cm(ゴム道)・深さ6cm(着用時の空間)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://shop.shakumoto.co.jp/

【商品の特徴・使用例】
Sサイズ 縦：約10.5cm 横：17.5cm　Mサイズ 縦：約12cm 横：約19cm　Lサイズ 縦：約13cm 横：20cm
着脱　ゴム式(結んでいない状態です) COLOR：098(ダンガリー)　099(インデイゴ)　※加工生地
QUALITY：コットン100%

マスク
【写真】

商品名 布マスク
希望小売価格

880円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL http://www.araiyan.jp/

（令和3年2月26日現在）

マスク
【写真】

商品名 デニムマスク
希望小売価格 880 円

（直営店販売　600円）(税込)



区分

【会社概要】 有限会社内田縫製 会社URL： https://uchida-factory.co.jp/

所在地：〒708-1226　津山市新野山形450 TEL：0868-36-2861　FAX：0868-36-2706

区分

【会社概要】 ブティック創株式会社 会社URL： https://www.sou-lab.co.jp/

所在地：〒710-0012　倉敷市鳥羽41 TEL：086-462-9781　FAX：086-462-3933

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

【商品の特徴・使用例】
弊社は全国の百貨店向け紳士服のＯＥＭ生産を請け負っております。
スーツを創る技術を活かしてプリーツのヒダ1枚1枚にミシンステッチを入れて、型崩れを防止し、両サイドの頬の部分にイセ込みの手法を取
り入れ、隙間ができにくくなっています。 内側はダブルガーゼを使用して肌に優しく、表生地は給水速乾性の生地を使用したので、洗っても
すぐに乾くので毎日使うことができます。
各カラー通常サイズのMサイズと、ひと回り小さいＳサイズをご用意しております。Mサイズ・Sサイズともに880円(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL お電話等でお問合せください

【商品の特徴・使用例】
弊社は創業1982年、岡山県津山市のジーンズ縫製工場です。深刻なマスク不足をうけ、微力ながらも「困っている
人を助けられる」と考え布マスクの生産をスタートしました。
＜布マスク3枚セット\1980(税・送料込み)＞
＜デニムマスク1枚\2400（税・送料込み）＞　詳細は販売ページよりご確認下さい。

マスク
【写真】

商品名 布プリーツマスク
希望小売価格

880円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://usf.thebase.in/

（令和3年2月26日現在）

マスク
【写真】

商品名
布マスク3枚セット

デニムマスク
希望小売価格

1,980円～
(税込)



区分

【会社概要】 有限会社ニイヨンイチ 会社URL： http://www.241co.com

所在地：〒711-0906　倉敷市児島下の町2-1576-93 TEL：086-474-2900　FAX：086-474-2901

区分

【会社概要】 株式会社ジャパンブルー 会社URL： https://www.japanblue.co.jp/

所在地：〒711-0913　倉敷市児島味野4047-8 TEL：086-476-8555　FAX：086-476-8558

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

【商品の特徴・使用例】
コットンガーゼに洗濯後も効果が持続する抗菌消臭加工を施した立体型マスク。KIDS、M、Lの3サイズ展開。耳ひも
は医療用マスクと同様のラテックスフリーのゴムバンドを使用。

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://collecttx.thebase.in/

【商品の特徴・使用例】
25年もの間、世界の有名ブランドの商品を生産してきたファクトリーが研究を重ね、ファションマスクを企画し生産をしています。表地はやわ
らかいコットン100％の児島デニム、裏はWガーゼを使用し、色はホワイト・インディゴ・ナチュラルベージュの3色、形は立体タイプとスクエアタ
イプの2種類です。M・Lサイズに加えkidsサイズもあります。立体マスクは表情が明るく見えるように、マスク上部の裏地のガーゼを表部分に
のぞかせたデザイン、スクエアタイプは上下に引っ張ると生地がアコーディオン式に伸び、折り返し部分を鼻に引っ掛ける仕様になっていま
す。

マスク
【写真】

商品名 ニッポン応援マスク
希望小売価格

660円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL http://www.241co.com

（令和3年2月26日現在）

マスク
【写真】

商品名
DENIMマスク

立体タイプ/スクエアタイプ
希望小売価格

1,100～1,430円
(税込)

立体タイプ スクエアタイプ



区分

【会社概要】 株式会社ジャパンブルー 会社URL： https://www.japanblue.co.jp/

所在地：〒711-0913　倉敷市児島味野4047-8 TEL：086-476-8555　FAX：086-476-8558

区分

【会社概要】 株式会社ジャパンブルー 会社URL： https://www.japanblue.co.jp/

所在地：〒711-0913　倉敷市児島味野4047-8 TEL：086-476-8555　FAX：086-476-8558

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

【商品の特徴・使用例】
本藍染めシャンブレーに洗濯後も効果が持続する抗菌消臭加工を施した立体型マスク。淡色と濃色の2色、各1サイ
ズ展開。右下にJB社の刺繍ロゴ入り。

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://www.momotarojeans.com/

【商品の特徴・使用例】
インディゴシャンブレー生地に洗濯後も効果が持続する抗菌消臭加工を施したプリーツ＋ノーズワイヤー付きマス
ク。1サイズ展開。

マスク
【写真】

商品名 藍染マスク
希望小売価格

2,640円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://www.japanbluejeans.com/

（令和3年2月26日現在）

マスク
【写真】

商品名 シャンブレーマスク
希望小売価格

2,200円
(税込)



区分

【会社概要】 株式会社晃立 会社URL： http://www.kouritsu.co.jp/index.htm

所在地：〒711-0911　倉敷市児島小川7-1-34 TEL：086-474-5500　FAX：086-472-0163

区分

【会社概要】 有限会社渋谷商店 会社URL： https://www.shibusho.com/

所在地：〒711-0906　倉敷市児島下の町4-9-33 TEL：086-472-6358　FAX：086-472-0054

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

【商品の特徴・使用例】
吸湿性・通気性に優れ肌触りの良い国産の絹を使用した、夏用のマスクになります。
ノーズフィッターや形状維持の為の芯材を入れ付け心地にも拘っております。
普通サイズ（13cm×21cm）

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://www.shibusho.com/blank

【商品の特徴・使用例】
抗菌・抗ウイルス加工を施したデニムマスク。素材には岡山のデニムを使用し、ホルムアルデヒトの数値を軽減させ、安
心して使用していただけるものです。レーザー加工によりワンポイントのロゴを入れています。サステナブルを意識した商
品でむやみやたらに生産するのではなく、残布を上手く再利用することでコストを抑えつつファッション性も追求しました。
ゴム紐も自分で調整できます。

マスク
【写真】

商品名 夏用マスク
希望小売価格

600円
(税込)

最低注文個数 10個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL お電話等でお問合せ下さい

（令和3年2月26日現在）

マスク
【写真】

商品名 鬼退治・デニムマスク
希望小売価格

880円
(税込)



区分

【会社概要】 株式会社松井被服 会社URL： http://matsui-clothing.co.jp/

所在地：〒715-0004　井原市木之子町3701-5 TEL：0866-63-0802　FAX：0866-63-0989

区分

【会社概要】 青木被服株式会社 会社URL： https://www.aokihifuku.co.jp/

所在地：〒715-0006　井原市西江原町501 TEL：086-662-1105　FAX：086-662-7366

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

【商品の特徴・使用例】
日本製
約17㎝×9㎝
反応染めデニムですので色落ち、色移りしにくいです（生地の段階で一度洗っています）

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://aokihifuku.base.shop/

【商品の特徴・使用例】
顔にフィットするように、3Ｄ裁断をおこない、立体的に縫製しています。
吸水性と速乾性に加え、肌からの熱量移動が大きく、優れた接触冷感でさらさらとしたクールな感触が体感できる素材を
使用し、とても肌触りの良い商品となっています。

マスク
【写真】

商品名 デニムマスク
希望小売価格

880円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL お電話等でお問合せ下さい

（令和3年2月26日現在）

マスク
【写真】

商品名 冷感マスク
希望小売価格

600円
(税込)



区分

【会社概要】 ダイヤ工業株式会社 会社URL： https://www.daiyak.co.jp

所在地：〒701-0203　岡山市南区古新田1125 TEL：086-282-1217　FAX：086-282-1246

区分

【会社概要】 株式会社徳永こいのぼり 会社URL： https://tokunagagoi.co.jp
所在地：709-0412　和気郡和気町藤野935-4 TEL：0869-93-1147　FAX：0869-93-1376
※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

【商品の特徴・使用例】
特長1
・呼吸もしゃべりも驚くほど楽なマスク。
・顎から口回りに風が抜け暑い中でも蒸れ知らず。くしゃみや咳による飛沫の軽減に役立てる目的のマスクです。
特長2
・ランニングなどのスポーツシーンでも使用できます。ビジネスマンやアスリートにもおすすめ。

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://item.rakuten.co.jp/fukushi-kobo/0008653-8654/?s-

商品購入URL https://tokunaga1947.thebase.in/
【商品の特徴・使用例】
こいのぼりの縫製技術を活かし、自社工場で一つ一つ丁寧に作りました。（日本製）
かわいいこいのぼり柄デザインや、あまびえこいのぼり柄の計１0種類。
おとな用サイズ 約17ｘ13cm　1,100円（税込）
こども用サイズ 約14ｘ9cm　1,045円（税込）
洗って繰り返しご使用いただけます。

マスク
【写真】

商品名 徳永のますく
希望小売価格

1,045円～
(税込)

マスク
【写真】

商品名 Muren Mask（ムレンマスク）
希望小売価格

990円
(税込)

（令和3年2月26日現在）

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否



区分

【会社概要】 株式会社LAPO 会社URL： http://lapo.co.jp/

所在地：〒706-0011　玉野市宇野8丁目30-12津国興産ビル3階 TEL：0863-33-3707　FAX：0863-33-3707

区分

【会社概要】 株式会社みつ印刷 会社URL： https://www.mitsu-p.co.jp

所在地：701-1154　岡山市北区田益1302-1 TEL：086-294-2302　FAX：086-294-3358
※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

（令和3年2月26日現在）

マスク
【写真】

商品名 抗菌消臭マスク
希望小売価格

1,500円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

最低注文個数 1,500個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://mitsu-p.co.jp/3981/

【商品の特徴・使用例】
高機能快適マスク、ロゴなどオリジナル印刷（1,500枚から可能）
オリジナル印刷のデザイン料は販売価格に含まれています（但、会社ロゴマーク等の作成等は別途お見積）
カラー: ホワイト、ベージュ、グレー、チャコールグレー、迷彩（迷彩のみ748円）
サイズ: S、M
用途：夏用マスク　ビジネスからスポーツまで

商品購入URL https://lapo.co.jp/products.html

【商品の特徴・使用例】
縦9ｃｍ　横18ｃｍ　真ん中広げて14ｃｍ

マスク
【写真】

商品名 高機能快適マスク
希望小売価格

693円～
(税込)



区分

【会社概要】 日本貿易産業株式会社 会社URL： http://www.ohinasama.jp/index.html

所在地：〒716－0011　高梁市本町58 TEL：0866-22-2850　FAX：0866-21-0118

区分

【会社概要】 日本貿易産業株式会社 会社URL： http://www.ohinasama.jp/index.html

所在地：〒716－0011　高梁市本町58 TEL：0866-22-2850　FAX：0866-21-0118
※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

（令和3年2月26日現在）

マスク

商品購入URL http://www.ohinasama.jp/mail/index.html

【商品の特徴・使用例】
眼鏡の曇りにくい衛生マスクとして特許取得しています。品物を送らせて頂く場合は送料を別途お願いいたします。

【写真】

商品名 絢爛雛マスク
希望小売価格

大800円 中700円 小450円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL http://www.ohinasama.jp/mail/index.html

【商品の特徴・使用例】
絢爛雛の方は雛人形を作った残り生地で作ったもので、色柄は数千種ありますが、残り生地なので数量に限りがあ
り、お問合せフォームからご注文の時は地色の希望と柄についても希望の柄を記載して下さい、できるだけ希望に
沿います。
品物を送らせて頂く場合は送料を別途お願いいたします。

【写真】

商品名 眼鏡の曇りにくいマスク
希望小売価格

140円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

マスク



区分

【会社概要】 内山工業株式会社 会社URL： http://www.umc-net.co.jp/

所在地：〒702-8004　岡山市中区江並338 TEL：086-277-7134　FAX：086-276-7794

区分

【会社概要】 横島被服有限会社 会社URL： https://sweetrose.co.jp/

所在地：〒714-0042　笠岡市美の浜28-18 TEL：0865-67-3623　FAX：0865-67-3623
※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

（令和3年2月26日現在）

マスク
【写真】

商品名
不織布入りマスク

TVA-20S20
希望小売価格

オープン
(税込)

最低注文個数 40箱（2,000枚） 個人への販売の可否 □可　／　☑否

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□ 否

商品購入URL https://ws.formzu.net/fgen/s55319276

【商品の特徴・使用例】
キッズサイズ　タテ11cm×ヨコ12.5cm×ゴム部分16ｃｍ
普通サイズ　　タテ12cm×ヨコ15cm×ゴム部分19ｃｍ
大きいサイズ　タテ13.5cm×ヨコ16.5cm×ゴム部分19ｃｍ
※かなり伸縮性があるので数値はだいたいの目安です

商品購入URL お電話等でお問合せください

【商品の特徴・使用例】
・日本製（全て国内メーカーより調達）・・・刻印：Made in Okayama、　約17.6㎝×9.5㎝
・荷姿数量：50枚入/箱、1個口に収容可能な箱数は40箱（2,000枚）です。

マスク
【写真】

商品名
夏用ウォッシャブル
立体マスク　(2枚組)

希望小売価格
1,000円

(税込)



区分

【会社概要】 株式会社リプロ 会社URL： https://www.ripro.co.jp/

所在地：〒701-0213　岡山市南区中畦1186 TEL：086-298-2281　FAX：086-298-2121

区分

【会社概要】 ファッション工房　藤

所在地：〒702-8032　岡山市南区福富中2丁目17番9号 TEL：090-9504-2706　FAX：086-264-9424

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

（令和3年2月26日現在）

マスク
【写真】

商品名 くしゃマスティック
希望小売価格

2,750円
(税込)

最低注文個数 1箱 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

最低注文個数
1個

※2個以上は送料無料
個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL FAXまたはお電話でお問合せください

【商品の特徴・使用例】
マスクをつけたままで、「飲食＆会話」が容易にでき、脱着の必要がありません。
内側の汚れ防止紙は交換することができ、マスク本体の汚れ防止になります。
色柄は多品種でメガネ着用もあり、サイズはM、L展開です。
2個以上で送料無料です。
お手持ちの生地でオーダーも可能です。(10枚以上から)

商品購入URL お電話等でお問合せください

【商品の特徴・使用例】
1箱25個入り、1個ずつ個包装しており衛生的です。

マスク
【写真】

商品名 工房 藤　美食マスク
希望小売価格 スタンダード　　 1個 2,200円

和服用,ちりめん 1個 2,500円(税込)


