Gosai Ori- Bath Towel
《 五彩織りバスタオル 》

五彩織り（ごさいおり）
先染めのジャカード織りタオル
で、世界初、
フルカラーの表現を
実現したアートタオルです。
パイル織りでのフルカラー表現
は、緻密なアート作品の魅力を
より深く、高級に見せます。

富嶽三十六景・深川万年橋下
江戸時代の深川の町。 隅田川に
掛かる万年橋の往来の人々の賑わ
いを、舟から万年橋を見上げた構
図で描いています。 拭き下げボカ
シの藍色が鮮やかな作品です。

葛飾北斎：宝歴 10年〜嘉永２
葛飾北斎（1760〜1849 年）は、世界
一有名な日本の画家。江戸後期の浮
世絵師です。
『 富嶽三十六景』
『 北斎
漫画』が特に有名ですが、森羅万象
あらゆるものを自在な筆で描き、浮
世絵版画、肉筆画など様々なジャン
ルを手掛けました。生涯に３万点を
超える作品を発表、世界中の芸術家
に影響を与えました。
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minamoto
ミナモト
岐阜在住

テキスタイル・タオル・雑貨のプロダクトデ
ザイン・ブランディングを手掛けるデザイナー
である。
「美の生活化」
を目指した民芸運動に参加し
た作家
（柳宗悦、濱田庄司、棟方志功）
等に
あこがれ、陶磁器や染織物に興味を抱き、中
でも藍染めの作品が好きで、布、糸を扱うこ
の道を志す。大手タオル会社デザイナーを経
てフリーランスとなる。様々なデザインを考え
る時、
いつも
「人に届くデザイン」
「 人に響く
プラン」
をと思い制作しています。

今回の北斎JAPAN COLLECTION
東京伝統
を作成するにあたり経済産業大臣指
木版画工芸協同組合

定伝統工芸品 江戸木版画 東京伝
統木版画工芸協同組合にご協力・
ご賛助いただきました。
東京伝統木版画工芸協同組合は
浮世絵版画復刻による技術の再興
と伝承を目指して組織されました。平
成5年に東京都の伝統工芸指定をう
け、平成25年には経済産業省より国
の伝統工芸品指定を受けました。

葛飾北斎が描いた 美しい日本を 五彩織りタオルで再現︒

ふがくさんじゅうろっけい・ふかがわまんねんばしした

富嶽三十六景・神奈川沖浪裏

葛飾北斎 神奈川沖浪裏
（五彩織り・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 10,000
0515002100 JAN4992272617191
大判バスタオル／約180×93cm

認定番号：第2016-1808号

日本製

富嶽三十六景・山下白雨

葛飾北斎 山下白雨
（五彩織り・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 10,000
0515002300 JAN4992272617214
大判バスタオル／約180×93cm

認定番号：第2016-1809号

日本製

富嶽三十六景・凱風快晴

葛飾北斎 凱風快晴
（五彩織り・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 10,000
0515002200 JAN4992272617207
大判バスタオル／約180×93cm

認定番号：第2016-1811号

日本製

富嶽三十六景・深川万年橋下

葛飾北斎 深川万年橋下
（五彩織り・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 10,000
0515002400 JAN4992272617221
大判バスタオル／約180×93cm

認定番号：第2016-1810号

日本製
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Print Face Towel

富嶽三十六景・神奈川沖浪裏
ふがくさんじゅうろっけい・かながわおきなみうら

The Great wave として世界中
に知られているダイナミックな作品
です。 現在の横浜本牧沖から冨
士を眺めた図です。 国内外の美
術館・博物館に収蔵され現代の
アーティストに今なお影響を与え続
ける世界的名画です。

富嶽三十六景・凱風快晴
ふがくさんじゅうろっけい・がいふうかいせい

赤冨士と呼ばれ、鱗雲が浮かぶ
快晴の空に、山肌が赤く染まった
冨士を描いています。シンプルな
配 色と大 胆な構 図 が 印 象 的な
北斎の最高傑作です。

《 プリントフェイスタオル 》
パッケージ

葛飾北斎 神奈川沖浪裏
（表：ガーゼ／裏：パイルジャカード・染料プリント・
プリントネーム・今治タオルブランドネーム付き）

本体価格 ￥ 1,000

本体価格 ￥ 1,000

の名作画をデザイン。

葛飾北斎 凱風快晴
（表：ガーゼ／裏：パイルジャカード・染料プリント・
プリントネーム・今治タオルブランドネーム付き）

0515008600 JAN4992272653045

0515008300 JAN4992272653052

フェイスタオル／約80×34cm

フェイスタオル／約80×34cm

認定番号：第2017-2352号

日本製

葛飾北斎 山下白雨
（表：ガーゼ／裏：パイルジャカード・染料プリント・
プリントネーム・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 1,000

認定番号：第2017-2352号

日本製

葛飾北斎 深川万年橋下
（表：ガーゼ／裏：パイルジャカード・染料プリント・
プリントネーム・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 1,000

0515008400 JAN4992272653069

0515008500 JAN4992272653076

フェイスタオル／約80×34cm

フェイスタオル／約80×34cm

認定番号：第2017-2352号

日本製

Leisure Bath Towel

認定番号：第2017-2352号

日本製

『神奈川沖浪裏』『凱風快晴』のアートをアレンジした、
美しい色彩の、大判サイズのバスタオルです。
ビーチに敷いたり、壁に飾ったり、柔らかい素材でとても使い易いです。

《 レジャーバスタオル 》

おきなみ

葛飾北斎 沖浪（パイル・ガーゼ・プリントネーム・今治タオルブランドネーム付き）
〈レッド〉

〈ブルー〉

本体価格 ￥ 300
ミニタオル 約25×25cm

0515016300
JAN4992272655001

0515016400
JAN4992272655018

本体価格 ￥ 500
ウォッシュタオル 約34×36cm

0515015000
JAN4992272652987

0515015100
JAN4992272652994

本体価格 ￥ 1,000
フェイスタオル 約34×80cm

0515015200
JAN4992272653007

0515015300
JAN4992272653014

本体価格 ￥ 2,000
バスタオル 約60×120cm

0515015400
JAN4992272653021

0515015500
JAN4992272653038

認定番号：第2017-2375号
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日本製

葛飾北斎 神奈川沖浪裏
（ジャカード・シャーリング・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 3,500

葛飾北斎 凱風快晴
（ジャカード・シャーリング・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 3,500

0515002500 JAN4992272617238

0515002600

レジャーバスタオル／約140×70cm

レジャーバスタオル／約140×70cm

認定番号：第2016-1953号

日本製

JAN4992272617245

認定番号：第2016-1952号

日本製
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Round Beach Towel
《 ラウンドビーチタオル 》

Duvet Cover Sets
《 カバーリング 》

超！かっこいい、
北斎・神奈川沖浪裏画カバーリングセットです。
グレートな夢が見れそうです。

ビーチでも インテリアとしても
北斎のモダンなアートを
楽しめるラウンドビーチタオルです。
円形のビーチタオルです。砂浜やプールサイドに敷いたり、
ポンチョのように羽織ったり、ソファやベッドに掛けたり、
枕カバー

ブランケットにしたり、新しい形のゴージャスなビーチタオルです。

巾着

葛飾北斎 神奈川沖浪裏
（染料プリント）
本体価格 ￥ 6,800
0515013600 JAN4992272653144
カバーリング／掛けカバー：H210×W150cm
枕カバー：H43×W63cm
巾着：H38×W32cm

〈モチーフにした原画〉

●綿100％

Print Towel
富嶽三十六景・神奈川沖浪裏

《 プリントタオル 》

葛飾北斎 神奈川沖浪裏B
（染料プリント・シャーリング）
本体価格 ￥ 5,800
0515000200 JAN4992272617184
ラウンドビーチタオル／φ約140cm（フリンジ含まず）
●本体：綿100%
フリンジ部分：綿60%・ポリエステル40%

葛飾北斎 神奈川沖浪裏A
（染料プリント・シャーリング）
本体価格 ￥ 5,800
0515000100 JAN4992272617177
ラウンドビーチタオル／φ約140cm（フリンジ含まず）
●本体：綿100%
フリンジ部分：綿60%・ポリエステル40%
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葛飾北斎 神奈川沖浪裏
（シャーリング・染料プリント）

葛飾北斎 凱風快晴
（シャーリング・染料プリント）

ハンドタオル 本体価格 ￥ 200

約30×30cm

0515013800 JAN4992272653083

ハンドタオル 本体価格 ￥ 200

約30×30cm

0515014100 JAN4992272653113

ミニバスタオル 本体価格 ￥ 800

約50×100cm

0515013900 JAN4992272653090

ミニバスタオル 本体価格 ￥ 800

約50×100cm

0515014200 JAN4992272653120

レジャーバスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約70×140cm

0515014000 JAN4992272653106

レジャーバスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約70×140cm

0515014300 JAN4992272653137
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モダンリビングのタペストリーに北斎を⁝

Multi Cover
《 マルチカバー（ゴブラン織り）》

の 名 作 画 を デ ザ イン。
Rug
《 ラグマット（ゴブラン織り）》

葛飾北斎 神奈川沖浪裏
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥ 3,000
0515011400 JAN4992272653151
ラグマット／H60×W90cm

葛飾北斎 凱風快晴
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥ 3,000
0515011500 JAN4992272653168
ラグマット／H60×W90cm

Die-cut Cushion &
Cushion Cover
『神奈川沖浪裏』『凱風快晴』のアートを織り描いた美しい色彩の大判サイズマルチカバーです。

《 ダイカットクッション 》

壁に飾ったり、ソファに掛けたり、ベッドに敷いたり、ダイナミックな北斎画をお楽しみ頂けます。
ダイナミックなシルエットが特徴の、ダイカットクッションです。
お部屋に置けば、インテリアのアクセントになります。

《 ゴブラン織りクッションカバー 》
細密な北斎アートを織り描いた、お洒落なインテリア製品です。

葛飾北斎 凱風快晴
（麻生地風・プリント）
本体価格 ￥ 2,800
0515002800

JAN4992272617443

ダイカットクッション／H45×W100cm
●側生地：ポリエステル100%
詰め物：ポリエステル100%

葛飾北斎 神奈川沖浪裏
（麻生地風・プリント）
葛飾北斎 神奈川沖浪裏
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥ 7,000

123

葛飾北斎 凱風快晴
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥ 7,000

0515003400 JAN4992272617511

0515003500 JAN4992272617528

マルチカバー／H145×W120cm

マルチカバー／H145×W120cm

●ポリエステル71%・綿21%・レーヨン8%

●ポリエステル75%・綿18%・レーヨン7%

本体価格 ￥ 2,800
0515002700

JAN4992272617436

葛飾北斎 神奈川沖浪裏
（表：ゴブラン織り／裏：モール糸）
本体価格 ￥ 2,000
0515003100

JAN4992272617481

葛飾北斎 山下白雨
（表：ゴブラン織り／裏：モール糸）
本体価格 ￥ 2,000
0515003200 JAN4992272617498

ダイカットクッション／H60×W60cm

クッションカバー／H45×W45cm

クッションカバー／H45×W45cm

●側生地：ポリエステル100%
詰め物：ポリエステル100%

●表生地：ポリエステル100%
裏生地：ポリエステル85%・綿9%・レーヨン6%

●表生地：ポリエステル83%・綿9%・レーヨン8%
裏生地：ポリエステル85%・綿9%・レーヨン6%
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