さくら

「今治の織り」
「草木染め」「洗い」の
技が出会い、四季を感じる
タオルが生まれました。
味わい深い色、風合いの優しい
日本のタオルです。

樫の枝葉で
染めました。
森からの贈り物…

さくらの
ほのかな優しさが
伝わります

ブナ 科 の 常 緑 高 木
の樫
（かし）の枝葉を
材料にズブ染めしま
した。媒染剤は酢酸
アルミです。緑系の
やさしいアイボリー
色 に 染 まりました。
ガ ー ゼ タ オル の モ
チーフはドングリの
実を付けた樫の枝葉
を描いています。

日本の花「さくら」
のチップを材料にズ
ブ染めしました。
媒染剤は䦢酸ナトリ
ウムです。ほんのり
優しい色合いに染ま
りました。
タオルの織りはスラ
ブ糸を緯糸に使うこ
とで 自 然 に 描 か れ
る、さざ波模様です。

樫の
樫の木

自然から色をいただき
染める︑草木染め︒

わそめ 草木
（そうもく）
（先染めパイルガーゼ・草木ズブ染め）

わそめ 風土
（ふうど）
（地織りスラブ・草木ズブ染め）

〈ブラウン〉

〈グリーン〉

〈ピンク〉

〈ブルー〉

〈グリーン〉

本体価格 ￥ 600
ウォッシュタオル 約34×36cm

0305000700
JAN4992272574654

0305000800
JAN4992272574661

本体価格 ￥ 600
ウォッシュタオル 約34×36cm

0305001300
JAN4992272574715

0305001400
JAN4992272574722

0305001500
JAN4992272574739

本体価格 ￥ 1,200
フェイスタオル 約34×80cm

0305000900
JAN4992272574678

0305001000
JAN4992272574685

本体価格 ￥ 1,200
フェイスタオル 約34×80cm

0305001600
JAN4992272574746

0305001700
JAN4992272574753

0305001800
JAN4992272574760

本体価格 ￥ 2,800
バスタオル 約60×120cm

0305001100
JAN4992272574692

0305001200
JAN4992272574708

本体価格 ￥ 2,800
バスタオル 約60×120cm

0305001900
JAN4992272574777

0305002000
JAN4992272574784

0305002100
JAN4992272574791

日本製

日本製

※紙包みPP袋入りパッケージ

西洋アカネ
（ピンク）

ヤマモモ
（イエロー）

ラックダイ

西洋アカネ
（ピンク）
西洋アカネ

西洋アカネ

クチナシ
（ブルー）
ザクロ

al
r
tu
Na

minamoto

安心安全の

ミナモト

今治 こだわりの
職人技

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。
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天然の草木材料から染め液
を作り、丁寧に染めていま
す。染めに適した愛媛の良
質な うちぬきの水 を使い、
じっくり時間をかけ、洗い仕
上げました。

ヤマモモ

天然染料の
型染め。
穏やかな
色合いです。

ing
e
Dy
ラックダイ
（グレー）
ザクロ
（イエロー）

岐阜在住

クチナシ

本体価格 ￥ 1,200
フェイスタオル 約34×80cm
本体価格 ￥ 2,500
バスタオル 約60×120cm

わそめ 種子
（しゅし）
（パイルジャカード・草木ズブ染め）

〈ピンク〉

〈イエロー〉

〈グレー〉

0305002200
JAN4992272574807

0305002300
JAN4992272574814

0305002400
JAN4992272574821

0305002500
JAN4992272574838

本体価格 ￥ 600
ウォッシュタオル 約34×36cm

クチナシの実
（食用の
色 素としても使う）
。
赤い根が名前の由来
でもある、 西 洋アカ
ネ。 庭木や食用果実
でもあるヤマモモの枝
葉を材料に草木染め
しました。 媒 染 剤は
酢酸アルミです。 身
近な植物の自然な色
合いが魅力です。

ラックダイ
（グレー）
、
西洋アカネ（ピンク）
、
ザクロ
（イエロー）
を使
い、天然の草木染料
で型染め
（プリント）
し
ました。スローな線画
がやさしい、手織り木
綿の様な布 織りタオ
ルです。

わそめ 木の花
（きのはな）
（二重ガーゼ・草木型染め）
本体価格 ￥ 500
ミニタオル 約25×25cm

身近な自然に
魅せられる

0305002600
JAN4992272574845
0305002700
JAN4992272574852

日本製

〈ピンク〉

〈ブルー〉

〈イエロー〉

本体価格 ￥ 500
ミニタオル 約25×25cm

0305002800
JAN4992272574869

0305002900
JAN4992272574876

0305003000
JAN4992272574883

本体価格 ￥ 600
ウォッシュタオル 約34×36cm

0305003100
JAN4992272574890

0305003200
JAN4992272574906

0305003300
JAN4992272574913

本体価格 ￥ 1,200
フェイスタオル 約34×80cm

0305003400
JAN4992272574920

0305003500
JAN4992272574937

0305003600
JAN4992272574944

本体価格 ￥ 2,800
バスタオル 約60×120cm

0305003700
JAN4992272574951

0305003800
JAN4992272574968

0305003900
JAN4992272574975

日本製
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ふんわり爽やかかる〜い麻混ガーゼ＆パイル。
ふわっと、しなやかで軽いロングパイルタオルです。
細い麻糸のガーゼ織りのベースが爽やかで通気性、速乾性に優れ、
コンパクトにたためるので持ち運びにもかさばらず、様々なシーンで使えます。

高品質であることの証
今治タオルのブランドマーク＆
ロゴは「四国タオル工業組合」
が付与致します。独自の認定基
準に合格した高品質のタオル製
品であることを保証するもので
す。今治タオルは安心してお使

プレミアム コットン タオル

フワリネン
（今治タオルブランドネーム付き）

い頂ける優しさあふれる日本製

本体価格 ￥ 800
フェイスタオル
約35×80cm

タオルです。

〈ブルー〉
〈ピンク〉
0305057500 JAN4992272654127 0305057600 JAN4992272654134
〈グレー〉
〈グリーン〉
0305057700 JAN4992272654141 0305057800 JAN4992272654158

〈ブルー〉
〈ピンク〉
本体価格 ￥ 2,500 0305057900 JAN4992272654165 0305058000 JAN4992272654172
バスタオル
〈グレー〉
〈グリーン〉
約70×140cm
0305058100 JAN4992272654189 0305058200 JAN4992272654196
●綿85％・麻15%

日本製

認定番号：第2017-2508号

高級超長綿「ピマコットン」使用！
なめらかで絹のような光沢の４重ガーゼタオル。

「ブラッシングシャーリングタオル」登場！
ふんわり柔らかくボリュームたっぷり！！

繊維が細く滑らかで絹のような光沢があります。吸湿・速乾性に優れた超長綿
「ピマコットン」を使ったジャカード織りの４重ガーゼです。織りの工夫により生地
の間に空気が保たれ、ふんわりした優しいやわらかさを実現しました。
まさに日本製プレミアムタオルです。

丁寧にブラシをかけながらシャーリング（パイルを刈り上げた）したタオルです。
オーストラリアの高級綿糸 AUSCOTT PREMIUM COTTON// BMP コットンを
使用しています。BMP コットンとはベスト・マネジメント・プラクティスの略。
環境問題に配慮し、自然環境との調和を意識したとても安心感のあるコットンです。

オーストラリア 綿
（アップランド綿）
は輝く白さと軽く
柔らかな特徴で吸
水性や発色性に優
れています。

天使の眠り
（ピマコットン4重ガーゼ・今治タオルブランドネーム付き）

ミルクの糸から生まれた！安心の柔らかさ、プレミアム ホワイトタオル。
牛乳の動物性タンパク質を原料にレーヨンに練り込んだ繊維を使用しています。
動物性タンパク質（プロテイン）は牛乳に含まれていて、
ミルク繊維と呼ばれています。

オーストラリア は
大自然の保護に積
極 的に取り組み環
境に配慮した政 策
を 進 め る『 環 境 先
進国』です。

ブラッシングシャーリング（オーストラリア綿ブラッシングシャーリング・今治タオルブランドネーム付き）

ミルクパイル
（ミルクパイル・今治タオルブランドネーム付き）

約35×35cm

0305056300

JAN4992272654004

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 500

約34×36cm

0305056600

JAN4992272654035

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 600

約34×36cm

0305056000

JAN4992272653977

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,500

約35×80cm

0305056400

JAN4992272654011

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,000

約35×80cm

0305056700

JAN4992272654042

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約34×80cm

0305056100

JAN4992272653984

約70×140cm

0305056500

JAN4992272654028

バスタオル

約70×140cm

0305056800

JAN4992272654059

バスタオル

約70×140cm

0305056200

JAN4992272653991

本体価格 ￥ 3,000

認定番号：第2017-2349号

日本製

本体価格 ￥ 2,500

認定番号：第2017-2507号

日本製

本体価格 ￥ 2,800

●綿89％・レーヨン11％

認定番号：第2017-2506号
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かわいい水玉柄、優しい風合いとカラーは赤ちゃんや大切なかたへの
贈りものに最適です。

ポワポワ
（ピマコットン・今治タオルブランドネーム付き）

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 600

バスタオル

高級超長綿「ピマコットン」使用！
細い糸を甘撚りにすることで究極の肌触りを実現しました。

日本製

〈ピンク〉

〈ブルー〉

本体価格 ￥ 500
ウォッシュタオル 約34×36cm

0305056900
JAN4992272654066

0305057000
JAN4992272654073

本体価格 ￥ 1,000
フェイスタオル 約34×80cm

0305057100
JAN4992272654080

0305057200
JAN4992272654097

本体価格 ￥ 2,500
バスタオル 約70×140cm

0305057300
JAN4992272654103

0305057400
JAN4992272654110

認定番号：第2015-424号

日本製
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フェルガナソフト（甘撚り糸）
中央アジアのウズベキスタン・キルギス・タジキ

100

スタンに広がるフェルガナ盆地で栽培された綿か

cm のロング丈なので、
お風呂で使ったり首に巻いてウォーキングに！頭に縛ったり、
はちまきにしたり、手拭いのように使い方色々！愉しい、
「タオルのてぬぐい」です！

らつくられ、
繊維長が長く、ツヤ、
光沢があり、洗っ
ても固くなりにくい甘撚りの綿糸です。

今治・透かし織り
オリジナル開発の「今治・透かし織り」は片面パイル織りです。
透かしを入れた生地は軽く、柔らか、サッパリ感があります。
かすり染めの糸がアクセントになりポップなカラーとかわい
い和柄が魅力です。

金魚

今治・透かし織り

わわわ イロドリしましま
（甘撚り・パイルジャカード・下縞チェック・プリントネーム付き・今治タオルブランドネーム付き）
〈ピンク〉

〈ブルー〉

〈アイボリー〉

本体価格 ￥ 400
ミニタオル 約25×25cm

0305008700
JAN4992272575453

0305008800
JAN4992272575460

0305008900
JAN4992272575477

本体価格 ￥ 400
ウォッシュタオル 約34×36cm

0305009000
JAN4992272575484

0305009100
JAN4992272575491

0305009200
JAN4992272575507

本体価格 ￥ 800
フェイスタオル 約34×80cm

0305009300
JAN4992272575514

0305009400
JAN4992272575521

0305009500
JAN4992272575538

本体価格 ￥ 2,000
バスタオル 約60×120cm

0305009600
JAN4992272575545

0305009700
JAN4992272575552

0305009800
JAN4992272575569

日本製

認定番号：第2015-1493号

金太郎あめ

めでためでた
みずたま

あさがお

カメリア

市松

わわわ今治すかし織り 金魚
（絣糸・すかし織り・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 700
〈レッド〉
0305006200 JAN4992272575200

わわわ イロドリ三角
（甘撚り・パイルジャカード・下縞チェック・プリントネーム付き・今治タオルブランドネーム付き）

わわわ イロドリまるまる
（甘撚り・パイルジャカード・下縞チェック・プリントネーム付き・今治タオルブランドネーム付き）

〈ピンク〉

〈ブルー〉

〈アイボリー〉

〈ブラウン〉

〈グリーン〉

〈バイオレット〉

本体価格 ￥ 400
ミニタオル 約25×25cm

0305007500
JAN4992272575330

0305007600
JAN4992272575347

0305007700
JAN4992272575354

本体価格 ￥ 400
ミニタオル 約25×25cm

0305009900
JAN4992272575576

0305010000
JAN4992272575583

0305010100
JAN4992272575590

本体価格 ￥ 400
ウォッシュタオル 約34×36cm

0305007800
JAN4992272575361

0305007900
JAN4992272575378

0305008000
JAN4992272575385

本体価格 ￥ 400
ウォッシュタオル 約34×36cm

0305010200
JAN4992272575606

0305010300
JAN4992272575613

0305010400
JAN4992272575620

本体価格 ￥ 800
フェイスタオル 約34×80cm

0305008100
JAN4992272575392

0305008200
JAN4992272575408

0305008300
JAN4992272575415

本体価格 ￥ 800
フェイスタオル 約34×80cm

0305010500
JAN4992272575637

0305010600
JAN4992272575644

0305010700
JAN4992272575651

本体価格 ￥ 2,000
バスタオル 約60×120cm

0305008400
JAN4992272575422

0305008500
JAN4992272575439

0305008600
JAN4992272575446

本体価格 ￥ 2,000
バスタオル 約60×120cm

0305010800
JAN4992272575668

0305010900
JAN4992272575675

0305011000
JAN4992272575682

認定番号：第2015-1644号

日本製

認定番号：第2015-1598号

日本製

〈ブルー〉
0305006300 JAN4992272575217
ロングフェイスタオル／約33×100cm

認定番号：第2015-1572号

わわわ今治すかし織り みずたま
（絣糸・すかし織り・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 700

本体価格 ￥ 700
0305006400

認定番号：第2015-1632号

日本製

わわわ今治すかし織り あさがお
（絣糸・すかし織り・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 700
〈レッド〉
0305006800

〈ブルー〉
0305006700 JAN4992272575255

〈ブルー〉
0305006900

ロングフェイスタオル／約33×100cm

日本製

わわわ今治すかし織り めでためでた
（絣糸・すかし織り・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 700

JAN4992272575224

ロングフェイスタオル／約33×100cm

〈レッド〉
0305006600 JAN4992272575248

認定番号：第2015-1633号
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日本製

わわわ今治すかし織り 金太郎あめ
（絣糸・すかし織り・今治タオルブランドネーム付き）

0305007000

JAN4992272575286

ロングフェイスタオル／約33×100cm

認定番号：第2015-1634号

日本製

わわわ今治すかし織り カメリア
（絣糸・すかし織り・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 700

わわわ今治すかし織り 市松
（絣糸・すかし織り・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 700

JAN4992272575262

〈レッド〉
0305007100

JAN4992272575293

〈レッド〉
0305007300 JAN4992272575316

JAN4992272575279

〈ブルー〉
0305007200

JAN4992272575309

〈ブルー〉
0305007400 JAN4992272575323

ロングフェイスタオル／約33×100cm

認定番号：第2015-1631号

日本製

ロングフェイスタオル／約33×100cm

認定番号：第2015-1636号

日本製

ロングフェイスタオル／約33×100cm

認定番号：第2015-1637号

日本製
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お肌に優し い 地 球 に 優 し い 安 心 の 国 産
泉州オーガ ニ ッ ク タ オ ル 。

オーガニックむく
（オーガニック）

〈ホワイト〉

〈ベージュ〉

本体価格 ￥ 300
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315016300
JAN4992272615371

0315016400
JAN4992272615388

本体価格 ￥ 500
フェイスタオル 約34×80cm

0315016500
JAN4992272615395

0315016600
JAN4992272615401

本体価格 ￥ 1,500
バスタオル 約60×120cm

0315016700
JAN4992272615418

0315016800
JAN4992272615425

日本製

泉州 オーガニックコットン
Organic cotton made in Senshu, Japan

３年以上化学肥料を使っていない畑で、無農薬で栽培されたオーガニックコッ
トンを使っています。化学薬品の使用を出来るだけ削減してお肌にも環境に
も配慮して作りました。吸水力のある、使いやすいナチュラルなタオルです。

オーガニックライン
（オーガニック）

〈ベージュ〉

〈ブルー〉

本体価格 ￥ 300
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315012500
JAN4992272614527

0315012600
JAN4992272614534

本体価格 ￥ 500
フェイスタオル 約34×80cm

0315012700
JAN4992272614541

0315012800
JAN4992272614558

本体価格 ￥ 1,500
バスタオル 約60×120cm

0315012900
JAN4992272614565

0315013000
JAN4992272614572

日本製

《 タオルケット 》
スタイル
（パイル部分：オーガニックコットン使用）

テイスティ
（パイル部分：オーガニックコットン使用）
〈ネイビー〉

〈ブルー〉

フラム
（パイル部分：オーガニックコットン使用）
〈レッド〉

〈ネイビー〉

〈ブルー〉

〈レッド〉

本体価格 ￥ 300
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315037800
0315043500
0315043400
JAN4992272655483 JAN4992272656978 JAN4992272656961

本体価格 ￥ 300
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315038400
0315044100
0315044000
JAN4992272655544 JAN4992272657036 JAN4992272657029

本体価格 ￥ 500
フェイスタオル 約34×80cm

0315038000
0315043700
0315043600
JAN4992272655506 JAN4992272656992 JAN4992272656985

本体価格 ￥ 500
フェイスタオル 約34×80cm

0315038600
0315044300
0315044200
JAN4992272655568 JAN4992272657050 JAN4992272657043

本体価格 ￥ 1,500
バスタオル 約60×120cm

0315038200
0315043900
0315043800
JAN4992272655520 JAN4992272657012 JAN4992272657005

本体価格 ￥ 1,500
バスタオル 約60×120cm

0315038800
0315043500
0315044400
JAN4992272655582 JAN4992272656978 JAN4992272657067

日本製

日本製

〈グレー〉

〈ネイビー〉

〈レッド〉

本体価格 ￥ 300
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315038900
JAN4992272655599

0315039000
JAN4992272655605

0315039100
JAN4992272655612

本体価格 ￥ 500
フェイスタオル 約34×80cm

0315039200
JAN4992272655629

0315039300
JAN4992272655636

0315039400
JAN4992272655643

本体価格 ￥ 1,500
バスタオル 約60×120cm

0315039500
JAN4992272655650

0315039600
JAN4992272655667

0315039700
JAN4992272655674

日本製

ラインライフ
本体価格 ￥ 4,000
〈ブルー〉
0245001100

〈ベージュ〉
0245001200 JAN4992272655933

タオルケット／約140×190cm
●綿100％
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JAN4992272655926

日本製
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ピマスーパーソフト
エコロジー製法で作る究極の柔らかさ。高級ピマコットン
を使用し、化学物質の使用を出来るだけ削減。極甘撚り

Senshu
Daily Towel

のようなしなやかな糸をつくりました。無撚糸のようなふん
わり感、毛羽落ちが少なく使いやすいです。繰り返しお洗
濯してもやわらかさが持続します。

made in Senshu, Japan

サンライズ

シンプ ルで使いやすく心地よいデイリータオル。
泉州タオル。

〈ブルー〉

〈ピンク〉

本体価格 ￥ 200
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315041600
JAN4992272655865

0315041700
JAN4992272655872

本体価格 ￥ 400
フェイスタオル 約34×80cm

0315041800
JAN4992272655889

0315041900
JAN4992272655896

本体価格 ￥ 1,000
バスタオル 約60×120cm

0315042000
JAN4992272655902

0315042100
JAN4992272655919

ソフライン
（ピマスーパーソフト）

日本製

〈ピンク〉

〈ブルー〉

本体価格 ￥ 300
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315013100
JAN4992272614589

0315013200
JAN4992272614596

本体価格 ￥ 500
フェイスタオル 約34×80cm

0315013300
JAN4992272614602

0315013400
JAN4992272614619

本体価格 ￥ 1,500
バスタオル 約60×120cm

0315013500
JAN4992272614626

0315013600
JAN4992272614633

日本製

《 タオルケット 》

キャロル

デイズ

Se.ボーダー

〈ブルー〉

〈グリーン〉

〈レッド〉

〈ブルー〉

〈ベージュ〉

〈レッド〉

〈ネイビー〉

〈ベージュ〉

〈ブルー〉

本体価格 ￥ 200
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315039800
JAN4992272655681

0315039900
JAN4992272655698

0315040000
JAN4992272655704

本体価格 ￥ 200
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315040700
JAN4992272655773

0315040800
JAN4992272655780

0315040900
JAN4992272655797

本体価格 ￥ 400
ウォッシュタオル 約34×35cm

0315033700
JAN4992272655070

0315033800
JAN4992272655087

0315033900
JAN4992272655094

本体価格 ￥ 400
フェイスタオル 約34×80cm

0315040100
JAN4992272655711

0315040200
JAN4992272655728

0315040300
JAN4992272655735

本体価格 ￥ 400
フェイスタオル 約34×80cm

0315041000
JAN4992272655803

0315041100
JAN4992272655810

0315041200
JAN4992272655827

本体価格 ￥ 800
フェイスタオル 約34×80cm

0315034000
JAN4992272655100

0315034100
JAN4992272655117

0315034200
JAN4992272655124

本体価格 ￥ 1,000
バスタオル 約60×120cm

0315040400
JAN4992272655742

0315040500
JAN4992272655759

0315040600
JAN4992272655766

本体価格 ￥ 1,000
バスタオル 約60×120cm

0315041300
JAN4992272655834

0315041400
JAN4992272655841

0315041500
JAN4992272655858

本体価格 ￥ 2,000
バスタオル 約60×120cm

0315034300
JAN4992272655131

0315034400
JAN4992272655148

0315034500
JAN4992272655155

日本製
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日本製

レインボー
本体価格 ￥ 3,000
〈ブルー〉
0245001300

JAN4992272655940

タオルケット／約140×190cm
●綿100％

〈ピンク〉
0245001400 JAN4992272655957

日本製

日本製
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目 指 す の は ︑毎 日 使 え て

飽きのこない長く愛される

デイリータオル︒

Senshu
Daily Towel

日本のタオル産業 発祥の地、
泉州で作られる泉州タオル。

京都府

大阪府

大きな特長として
『後晒し（あとざらし）』
という独自の製造方

made in Senshu, Japan

法が有ります。和泉山脈のきれいな地下水を利用した伝
統の製法とこだわった職人の技がほど良い厚みで使いやす
く、よく水を吸う、日本の生活・文化に合った、普段使い

『泉州こだわりタオル』は大阪・泉州（せんしゅう）の大阪タオル工業組合が原料の
こだわり・織りのこだわり・風合いのこだわり等信念を持って作られた

の万能タオルを生み出しています。

高石市
泉大津市
忠岡町

泉州（せんしゅう）
とは大阪府の南西部から和歌山県に位置する、
９市４町から成る地域です。関西の空の玄関口、関西国際空港
を望み、古くから産業・文化の栄えた資源豊富な地域です。

ジャパンブランドです。

大阪湾
堺市

奈良県

岸和田市

関西国際空港 泉佐野市

和泉市
田尻町 熊取町
貝塚市

阪南市 泉南市

泉州のタオルの特長は、
『 後晒し』
と言われる製法にあります。

岬町

和歌山県

使い初めからよく水を吸い程よい厚みで肌に優しい安心の国産タオルです。

泉州地区

ソナータ
（アップリケ刺繍）

SENSHU

本体価格 ￥ 2,500

甘撚り糸は、通常の綿糸よりも、
繊維の撚り回数を少なくした糸です。

甘撚り /
ボーダータオル

〈ピンク〉
〈ホワイト〉
0315035500 JAN4992272655254 0315035700 JAN4992272655278

化学薬品を使用せず、ふんわり柔らかで吸水力に優れた糸になります。
ボーダータオルは、捺染タオル同様、白いパイルの下にカラーボーダー
が見え隠れする優しいデザインのタオルです。

〈ブルー〉
〈イエロー〉
0315035600 JAN4992272655261 0315035800 JAN4992272655285
レジャーバスタオル／約90×140cm

日本製

甘撚り / 捺染（なせん）タオル
甘撚り糸使用の柔らかなタオルに
明治生まれの伝統技法
『捺染（なせん）
』で
柄を付けたタオルです。
捺染とは、ナフトール染料を使用して文字や柄を発色
させる方法です。ナフトール染料をあらかじめ媒染剤
を付けて織り込んだタオル地の緯糸（下糸部分）に
柄を刷り込み発色させます。

セレナソフト
（甘撚り）

パイルに直接プリントするよりも色落ちが少なく洗濯耐
久に優れています。 別名「おぼろ染め」とも言われ
パイルの下に柄が見え隠れする、特殊な技法です。
水に濡らすと柄が鮮明に見えます。

〈ピンク〉

〈イエロー〉

アルペジオ
（甘撚り）

〈ピンク〉

〈ネイビー〉

ポルカ
（甘撚り・捺染）

〈レッド〉

〈ブルー〉

〈ピンク〉

〈イエロー〉

0315022100
0315022200
本体価格 ￥ 300
ウォッシュタオル 約34×37cm JAN4992272614022 JAN4992272614039

0315022500
0315022600
本体価格 ￥ 200
ウォッシュタオル 約34×37cm JAN4992272614169 JAN4992272614176

0315036100
0315036200
本体価格 ￥ 500
フェイスタオル 約34×85cm JAN4992272655315 JAN4992272655322

0315022300
0315022400
本体価格 ￥ 500
フェイスタオル 約34×85cm JAN4992272614046 JAN4992272614053

0315022700
0315022800
本体価格 ￥ 400
フェイスタオル 約34×85cm JAN4992272614183 JAN4992272614190

本体価格 ￥ 1,500
バスタオル 約65×130cm

フロル
（甘撚り・段織り・捺染） 〈レッド〉

アモーレ
（甘撚り）

0315035900
0315036000
本体価格 ￥ 300
ウォッシュタオル 約34×37cm JAN4992272655292 JAN4992272655308

0315036300
0315036400
JAN4992272655339 JAN4992272655346

本体価格 ￥ 1,500
バスタオル 約60×120cm

0315016900
0315017000
JAN4992272616781 JAN4992272616798

日本製

ペン
（甘撚り・片毛・捺染）

〈イエロー〉

マシェリーヌ

〈ピンク〉

〈ブルー〉

本体価格 ￥ 1,200
バスタオル 約60×120cm

0315017100
0315017200
JAN4992272616804 JAN4992272616811

日本製

シンフォニー
（甘撚り）

〈レッド〉

〈ブルー〉

日本製

フォルテ
（甘撚り）

〈ブルー〉

〈ピンク〉

本体価格 ￥ 200
ウォッシュタオル 約34×37cm

0315023500
JAN4992272614268

0315023700
0315023800
本体価格 ￥ 200
ウォッシュタオル 約34×37cm JAN4992272614312 JAN4992272616828

0315022900
0315023000
本体価格 ￥ 150
ウォッシュタオル 約34×37cm JAN4992272616859 JAN4992272614343

0315037100
0315037200
本体価格 ￥ 150
ウォッシュタオル 約34×35cm JAN4992272655414 JAN4992272655421

0315024300
0315024400
本体価格 ￥ 300
ウォッシュタオル 約34×37cm JAN4992272614060 JAN4992272614077

0315024700
0315024800
本体価格 ￥ 200
ウォッシュタオル 約34×37cm JAN4992272614121 JAN4992272614138

本体価格 ￥ 400
フェイスタオル 約34×84cm

0315023600
JAN4992272614275

0315023900
0315024000
本体価格 ￥ 400
フェイスタオル 約34×88cm JAN4992272614329 JAN4992272616835

0315023100
0315023200
本体価格 ￥ 300
フェイスタオル 約34×84cm JAN4992272616866 JAN4992272614350

0315037300
0315037400
本体価格 ￥ 300
フェイスタオル 約34×83cm JAN4992272655438 JAN4992272655445

0315024500
0315024600
本体価格 ￥ 500
フェイスタオル 約34×85cm JAN4992272614091 JAN4992272614107

0315024900
0315025000
本体価格 ￥ 400
フェイスタオル 約34×85cm JAN4992272614145 JAN4992272614152

0315037500
0315037600
JAN4992272655452 JAN4992272655469

日本製

日本製

日本製

本体価格 ￥ 1,200
バスタオル 約65×120cm

0315024100
0315024200
JAN4992272614336 JAN4992272616842

日本製
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本体価格 ￥ 1,200
バスタオル 約65×120cm

0315023300
0315023400
JAN4992272616873 JAN4992272614367

日本製

本体価格 ￥ 800
バスタオル 約65×120cm

日本製
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