
●色のくすみ 写真参照

●シミ・シワ・破れの度合い 端から３５ｃｍ以内のシミ・シワ・ピンホールはOK（写真参照）

破れは１ｃｍ以内であればOK

上記以外の破れは廃品

シワは洗い直し

シミはシミ洗いヘ

●製造年数 6年以内の製品を使用

●補足 中央部のシミ・破れなどはウルトラアイの設定値に準ずる

（下記に記載）

ヘム部

耳

部

※補足（ウルトラアイ設定値）

１号 ２号

シミ 薄 ６ｍｍ ６ｍｍ

濃 ６ｍｍ ６ｍｍ

破れ 黒 ４ｍｍ ４ｍｍ

端 ３５ｃｍ ２０ｃｍ

Standard Card 適合品（準適合品）

社内標準及び準適合品基準

品名：シーツ

パイル： 経糸：24/S 緯糸：24/S 備考：68/63

分類：寝具関係

製作寸法： 収縮寸法： 色柄：白無地 目付：

35cm以内

35cm以内

基準：色のくすみ、シワ、シミや破れ（その位置）

許容範囲

廃品（納品不可）

概概概略

中央部	

ピンホール	

ピンホール	 破れ	

35cm	

35cm	



●色のくすみ 写真参照

●シミ・シワ・破れの度合い 端から30ｃｍ以内のシミ・シワ・ピンホールはOK（写真参照）

破れは１ｃｍ以内であればOK

上記以外の破れは廃品

シワは洗い直し

シミはシミ洗いヘ

●製造年数 6年以内の製品を使用

●補足 中央部のシミ・破れなどはウルトラアイの設定値に準ずる

（下記に記載）

ヘム部

耳

部

※補足（ウルトラアイ設定値）

１号 ２号

シミ 薄 ６ｍｍ ６ｍｍ

濃 ４ｍｍ ６ｍｍ

破れ 黒 ４ｍｍ ２ｍｍ

端 ３０ｃｍ ２５ｃｍ

30cm以内

30cm以内

基準：色のくすみ、シワ、シミや破れ（その位置）

許容範囲

廃品（納品不可）

概概概略

パイル： 経糸：40/S 緯糸：34/S 備考：130/70

Standard Card 適合品（準適合品）

社内標準及び準適合品基準

品名：TOPシーツ

分類：寝具関係

製作寸法： 収縮寸法： 色柄：白無地 目付：

中央部	

30cm	

30cm	



●シミ・シワ・破れの度合い 端から２５ｃｍ以内のシミ・シワ・ピンホールはOK（写真参照）

破れは１ｃｍ以内であればOK

上記以外の破れは廃品

シワは洗い直し

シミはシミ洗いヘ

●補足 中央部のシミ・破れなどはウルトラアイの設定値に準ずる

（下記に記載）

●補足 中央部のシミ・破れなどはウルトラアイの設定値に準ずる

（下記に記載）

ヘム部

耳

部

※補足（ウルトラアイ設定値）

１号 ２号

シミ 薄 ６ｍｍ ８ｍｍ

濃 ６ｍｍ ８ｍｍ

破れ 黒 ６ｍｍ ４ｍｍ

端 ２５ｃｍ ２５ｃｍ

Standard Card 適合品（準適合品）

社内標準及び準適合品基準

品名：羽毛カバー

パイル： 経糸：40/S 緯糸：34/S 備考：TC70/30

分類：寝具関係

製作寸法： 収縮寸法： 色柄：ランダムストライプ 目付：

25cm以内

25cm以内

基準：シワ、シミや破れ（その位置）

許容範囲

廃品（納品不可）

概概概略

中央部	

25cm	

25cm	



●色のくすみ 全て廃品

●シミ・シワの度合い A部（開口側）から15cm以内のシミ・シワはOK（概略参照）

上記以外の破れは廃品

シワは洗い直し
シミはシミ洗いへ

●破れ 袋側の角が破れている物は廃品

15ｃｍ

収縮寸法：50*90 色柄：白無地 目付：121g

Standard Card
社内標準及び準適合品基準

品名：ピロケース

基準：色のくすみ、シワ、シミや破れ（その位置）

許容範囲

廃品（納品不可）

概概概略

パイル： 経糸：24/S 緯糸：24/S 備考：68/63

分類：寝具関係

製作寸法：55*96

ヤブレはNG	

A部	

シワあり（洗い直し）	

破れ	



●色のくすみ 写真参照

●シミ 全て洗い直し、もしくは廃品

●シワ 写真参照

●破れ 全て廃品

●ほつれ 糸のほつれはハサミで切る

縫い目のほつれは修理

適合品（準適合品）

社内標準及び準適合品基準

品名：浴衣（東京・扇柄）

分類：寝具関係

製作寸法：148丈 収縮寸法： 色柄：指定柄 目付：

Standard Card

基準：色のくすみ、シワ、シミや破れ（その位置）

許容範囲

廃品（納品不可）

概概概略

パイル： 経糸： 緯糸： 備考：ディクセルプリント

東京柄	 扇柄	

破れ	

色落ち(準適合品）	

右（色抜け）	
左（適製品）	

シワ	

左（納品可）	
右（洗い直し）	



●襟 洗い直しても、戻らない物は廃品

●シミ シミ洗い終了後、シミの度合いが1/3以内であればOK

それ以上の物は廃品

●破れ ①2～3mmの穴・破れはOK

②3mm～2cmまでの穴・破れは修理

前×4箇所 （それ以上は廃品）

後×4箇所

袖（一方）×2箇所

●ボタン 破損しているものは修理（１つでもなければ）

内側はなくてもOK

●ほつれ 縫い目のほつれは修理（キレイに修理できるもののみ）

●補足 綿が無くなり生地が痩せたものは廃品（全体の1/3）

適合品（準適合品）

社内標準及び準適合品基準

品名：T/C白衣

分類：調理関係

製作寸法： 収縮寸法： 色柄： 目付：

Standard Card

基準：シワ、シミや破れ（その位置）

許容範囲

廃品（納品不可）

概概概略

パイル： 経糸： 緯糸： 備考：オータニ型

オータニ型	

襟の折れ	

穴あき（修理もしくは廃品）	

前ボタン（修理もしくは廃
品）	

シミ：廃品（左）	
      納品可（右）	



●シミ 洗い直し（シミ洗い）

●破れ ①5mm以下は使用可

②5mm～2cmまでの穴・破れは修理

前×4箇所 （それ以上は修理）

後×4箇所

袖（一方）×2箇所

●焦げ 2cm四方以内の物は修理、それ以上は廃品

●ボタン 破損しているものは修理（１つでもなければ）

●補足 袖、襟など前面部分の擦り切れた物は修理

（キレイに修理できる物のみ）

概略図参照（赤線部分）

収縮寸法： 色柄： 目付：

Standard Card
社内標準及び準適合品基準

品名：綿白衣

基準：シワ、シミや破れ（その位置）

許容範囲

廃品（納品不可）

概概概略

パイル： 経糸： 緯糸： 備考：オータニ型

分類：調理関係

製作寸法：

焦げ	 破れ	

破れ（1箇所に集中）	

擦り切れ（概略図赤線
部分）	



●裾 5ｃｍ以下は使用可（5ｃｍ以上は１度だけ修理）

ほつれはハサミで切る

●破れ 2cm以下は修理（前２箇所、後2箇所）

それ以上は廃品
股の破れはキレイに修理出来る物のみ

●ボタン 破損は修理

●ファスナー 破損は交換修理

●ポケット 内側の破れは修理

●ベルト通し ベルト通しのほつれは修理

基準：シワ、シミや破れ（その位置）

許容範囲

廃品（納品不可）

概概概略

パイル： 経糸： 緯糸： 備考：オータニ型

分類：調理関係

製作寸法： 収縮寸法： 色柄： 目付：

Standard Card
社内標準及び準適合品基準

品名：T/C白ズボン

ベルト通し	 ファスナー	

ボタン欠け	 ポケット	

裾破れ	 裾ほつれ	



●シミ 目立つシミは全て洗い直し

薄いシミは下部であればOK（5mm四方で1箇所）

（概略図の矢印より下側）

●シワ 全て洗い直し

●破れ 2mm程度の穴であれば使用可

他は修理して一般用に

●ボタン 1個でもなければ修理

●補足 概略図赤線部分の縫い目のほつれはキレイ修理できる

物のみ使用可

廃品（納品不可）

概概概略

パイル： 経糸： 緯糸： 備考：オータニ型

基準：シワ、シミや破れ（その位置）

許容範囲

Standard Card 適合品(準適合品）

社内標準及び準適合品基準

品名：迎者白衣

分類：調理関係

製作寸法： 収縮寸法： 色柄： 目付：

シワ	

シミ	

穴	



●シミ 全て洗い直し、もしくは廃品

●破れ 1ｃｍまでの破れは修理（ただし4箇所まで）

それ以上は廃品　写真参照

●ほつれ ヘム部のほつれは修理（キレイに出来る物のみ）

写真参照

●補足 縮みの許容範囲は-10ｃｍまで

縦方向276～266ｃｍまで使用可

適合品（準適合品）

社内標準及び準適合品基準

品名：BCクロス

分類：飲食関係

製作寸法：162*298 収縮寸法：152*276 色柄：白/オータニ柄 目付：950ｇ

Standard Card

基準：色のくすみ、シワ、シミや破れ（その位置）、色落ち、ゴミの混入

許容範囲

廃品（納品不可）

概概概略

パイル： 経糸：40/2 緯糸：40/2 備考：90/90

耳部	

部

三
巻
	

修理後	

オータニ柄	

破れ	

ヘム部ほつれ	



●シミ 全て洗い直し、もしくは廃品

●シワ 全て洗い直し

●破れ 全て廃品

●ほつれ ヘム部（三巻）のほつれは修理（キレイに出来る物のみ）

写真参照

Standard Card
社内標準及び準適合品基準

品名：ナプキン

備考：80/80

分類：飲食関係

製作寸法：56*57 収縮寸法：54*54 色柄：白/オータニ柄 目付：62ｇ

形状不良

仕上不良

シミ有り

基準：シワ、シミや破れ（その位置）

許容範囲

廃品（納品不可）

概概概略

パイル： 経糸：40/2 緯糸：40/2



●シミ 全て洗い直し、もしくは廃品

●破れ 全て廃品（穴も含む）

●シワ 大抵のシワはOK

●色落ち 入れ替え検討（もしくは廃品検討）

写真参照

●ほつれ ほつれた糸はハサミで切る

●補足 襟部分の折れはプレスで修復

襟部分の色の抜けた物は廃品

●男性（丈）Ｍ 丈 73～78cm ●女性（丈）Ｓ 丈 60～65cm ●子供（丈）Ｓ 丈 40～45cm

●男性（丈）Ｌ 丈 75～80cm ●女性（丈）Ｍ 丈 65～70cm ●子供（丈）Ｍ 丈 48～53cm

●男性（丈）LL 丈 78～83cm ●女性（丈）Ｌ 丈 78～73cm ●子供（丈）Ｌ 丈 60～65cm

●男性（丈）特大 丈 80～85cm ●女性（丈）LL 丈 73～78cm

概概概略

廃品（納品不可）

パイル： 経糸： 緯糸： 備考：T/C65/35

基準：シミや破れ、色落ち、縮み、ほつれ

許容範囲

Standard Card 適合品（準適合品）

社内標準及び準適合品基準

品名：甚平（男性・女性・子供）

分類：遊戯関係

製作寸法： 収縮寸法： 色柄： 目付：

丈	

女性のみ胸に釦	

男性用	 女性用	 子供用	

色落ち見本	適正品	

襟部分の折れ	 襟部分の色抜け	



●色落ち 入れ替え検討（もしくは廃品検討）

白みがかった製品（写真参照）

●シミ 全て洗い直し、もしく廃品

●破れ 全て廃品（ヘム部、耳部も含む）

●ほつれ 多少のほつれ糸はハサミで切る

ひどい糸ひきは廃品

●目付け 痩せた品(1000匁以下、310ｇ以下)

●補足 目立つ風綿は廃品

Standard Card 適合品（準適合品）

社内標準及び準適合品基準

品名：まつり湯バスタオル

パイル：20/S 経糸：32/2 緯糸：32/2 備考：

分類：遊戯関係

製作寸法：65*140 収縮寸法：62*130 色柄：イエロー 目付：1100匁

耳　部

ヘ
ム
部
(
三
巻
)

基準：シミや破れ、目付、ほつれ（ヘム・耳部）、風綿、色落ち、肌触り、縮み

許容範囲

廃品（納品不可）

概概概略

適正品	 色落ち見本	



●色落ち 入れ替え検討（もしくは廃品検討）

白みがかった製品（写真参照）

●シミ 全て洗い直し、もしく廃品

●破れ 全て廃品（ヘム部、耳部も含む）

●ほつれ 多少のほつれ糸はハサミで切る

ひどい糸ひきは廃品

●目付け 痩せた品(250匁以下、80ｇ以下)

●補足 目立つ風綿は廃品

Standard Card 適合品（準適合品）

社内標準及び準適合品基準

品名：フェイスタオル

パイル：20/S 経糸：32/2 緯糸：20/S 備考：

分類：遊戯関係

製作寸法：34*94 収縮寸法：32*88 色柄：イエロー 目付：270匁

耳　部

ヘ
ム
部
(
三
巻
)

基準：シミや破れ、目付、ほつれ（ヘム・耳部）、風綿、色落ち、肌触り、縮み

許容範囲

廃品（納品不可）

概概概略

適正品	 色落ち見本	



●色落ち 入れ替え検討（もしくは廃品検討）

白みがかった製品（写真参照）

●シミ 全て洗い直し、もしく廃品

●破れ 全て廃品（ヘム部、耳部も含む）

●ほつれ 多少のほつれ糸はハサミで切る

ひどい糸ひきは廃品

●目付け 痩せた品(1100匁以下、340ｇ以下)

●補足 ヘム部のほつれは修理

Standard Card 適合品（準適合品）

社内標準及び準適合品基準

品名：まつり湯バスタオル

パイル： 経糸： 緯糸： 備考：

分類：遊戯関係

製作寸法：60*70 収縮寸法：62*130 色柄：イエロー 目付：1200匁

耳　部

ヘ
ム
部
(
三
巻
)

基準：シミや破れ、目付、ほつれ（ヘム・耳部）、風綿、色落ち、肌触り、縮み

許容範囲

廃品（納品不可）

概概概略

適正品	 色落ち見本	

ヘム部のほつれ	



●シミ 全て洗い直し、もしくは廃品

●破れ 全て廃品（ヘム部、耳部も含む）

●ほつれ 糸のほつれはハサミで切る

ロゴ周辺10cm以内は廃品（それ以外の箇所は3箇所まで）

●目付け ２０００匁以下（６２０ｇ）は廃品

●補足 目立つ風綿は廃品

基準：シミや破れ、目付、ほつれ（ヘム・耳部）、風綿

許容範囲

廃品（納品不可）

概概概略

パイル：16/S 経糸：30/2 緯糸：16/S 備考：

分類：宿泊関係

製作寸法：80*165 収縮寸法：77*160 色柄：白/ジャガード 目付：2280匁

Standard Card
社内標準及び準適合品基準

品名：バスタオル

10cm	

10cm	 10cm	

この範囲内のほつれは廃品	

The New Otani 



●シミ 全て洗い直し、もしくは廃品

●破れ 全て廃品（ヘム部、耳部も含む）

●ほつれ 糸のほつれはハサミで切る

ヘム部、耳部のほつれは廃品

●目付け ３６０匁以下（１１０ｇ）は廃品

●補足 目立つ風綿は廃品

製作寸法：34*95 収縮寸法： 色柄：白/ジャガード 目付：400匁

Standard Card
社内標準及び準適合品基準

品名：フェイスタオル

分類：宿泊関係

ヘ
ム
部
(
三
巻
)

廃品（納品不可）

基準：シミや破れ、目付、ほつれ（ヘム・耳部）、風綿

許容範囲

概概概略

耳　部

パイル：16/S 経糸：32/2 緯糸：16/S 備考：

Th
e 

N
ew

 O
ta

ni
 



●シミ 全て洗い直し、もしくは廃品

●破れ 全て廃品（ヘム部、耳部も含む）

●補足 目立つ風綿は廃品

基準：シミや破れ、目付、ほつれ（ヘム・耳部）

許容範囲

概概概略

パイル：21/4 経糸：21/2 緯糸：16/S 備考：

Standard Card 廃品（納品不可）

社内標準及び準適合品基準

品名：バスマット

分類：宿泊関係

製作寸法：48*80 収縮寸法：46/78 色柄：白/ジャガード 目付：1200匁

The New Otani 

シミ汚れ	



●シミ 全て洗い直し、もしくは廃品

●破れ 全て廃品（穴も含む）

●シワ 大抵のシワはOK

●ほつれ ほつれた糸はハサミで切る

●擦り切れ（襟） 襟部分の擦り切れは廃品（写真参照）

●糸引き ひどい物は廃品（写真参照）

　 　 　

襟部分の擦り切れ

糸引き・穴 穴

廃品（納品不可）

社内標準及び準適合品基準

品名：ガウン（バスローブ）

分類：遊戯関係

製作寸法： 収縮寸法： 色柄： 目付：

Standard Card

基準：シミや破れ、ほつれ

許容範囲

概概概略

パイル： 経糸： 緯糸： 備考：



●シミ 全て洗い直し、もしくは廃品

●破れ 全て廃品（穴も含む）

●シワ 大抵のシワはOK

●ほつれ ほつれた糸はハサミで切る

●糸引き 引いた糸はハサミで切る

●脱色 全て廃品（写真参考）

　 　 　

脱色例

目付：

基準：シミや破れ、ほつれ

許容範囲

色柄：

概概概略

パイル： 経糸： 緯糸： 備考：

破れ・ほつれ例

女性用

男性用

Standard Card 廃品（納品不可）

社内標準及び準適合品基準

品名：あかすり（男女）

分類：遊戯関係

製作寸法： 収縮寸法：
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