●

浮世絵（うきよえ）
江戸時代に流行した庶民的な絵画、

フェイスタオル ●

浮世絵のプリントタオルです。

浮世絵

じゃポップ 浮世絵
（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
0515008700 JAN4992272653182
フェイスタオル／約80×34cm

認定番号：第2017-2353号

日本製
パッケージ

ビックサイズだから迫力満点
粋なダイカットクッション。

●

●

タオルセット ●

浮世絵

当時の人気絵師、東洲斎写楽（とうしゅうさ
いしゃらく）の三世大谷鬼次の奴江戸兵衛と、
同じく人気絵師の歌川歌麿のビードロを吹く女
を共演させた、豪華共演浮世絵風アートです。

まねき猫

招き猫とは、座って右、
または左の前足を上げ、
人を招く格好をした猫の置物です。顧客や財
宝を招くという縁起から、客商売の家で飾る
風習が有る、幸せを招く猫のデザインです。

ダイカットクッション ●

今、世界中で人気の『まねき猫』と、歌麿、
写楽の浮世絵師の作品を愉快なクッション
に仕上げました。お部屋のアクセントに、
江戸のアイドル達が揃いました。

じゃポップ まねきねこ
（帆布生地・プリント）
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じゃポップ 三世大谷鬼次の奴江戸兵衛
（麻風生地・プリント）

じゃポップ ビードロを吹く女
（麻風生地・プリント）

本体価格 ￥ 3,500

本体価格 ￥ 3,500

本体価格 ￥ 3,500

0515002900 JAN4992272617450

0515000000 JAN4992272617467

0515003000 JAN4992272617474

ダイカットクッション／H66×W44cm

ダイカットクッション／H66×W44cm

ダイカットクッション／H66×W44cm

●ポリエステル100%

●ポリエステル100%

●ポリエステル100%

じゃポップ 浮世絵
（シャーリング・染料プリント）

じゃポップ まねきねこ
（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

0515012700 JAN4992272653328

ハンドタオル 本体価格 ￥ 200

約30×30cm

0515000600 JAN4992272617283

ミニバスタオル 本体価格 ￥ 800

約50×100cm

0515012800 JAN4992272653335

ミニバスタオル 本体価格 ￥ 800

約50×100cm

0515000700 JAN4992272617290

レジャーバスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約70×140cm

0515012900 JAN4992272653342

レジャーバスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約70×140cm

0515000800 JAN4992272617306
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日本の将棋ゲーム：日本の伝統文化である

将棋ゲーム

将棋は、2人で行われるボードゲームの一
種で一般的に「将棋（しょうぎ）」とよばれま
す。 大勝負、魂の名勝負、究極の対局、
名勝負など、迫真を伝える言葉が並びます。

じゃポップ 将棋ゲーム
（シャーリング・染料プリント）

京都の
舞妓はん

舞妓はん：伝統としきたりの中、華やかで
可愛い舞妓は、町の人気者で舞妓さん、
舞妓はんと親しみを持って呼ばれます。桜
や梅、アヤメ、紅葉など四季折々の衣装
も目を引く京都のシンボル的存在です。

じゃポップ 京都の舞妓はん
（シャーリング・染料プリント）
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日本の獅子舞とは、お正月やお祭りに行われる、

獅子舞い

獅子頭を頭にかぶって舞う民族芸能の事です。
疫病退治、悪魔払いをするものとして、
広く大衆に信じられているデザインです。

じゃポップ 獅子舞い
（シャーリング・染料プリント）

大漁

大漁旗とは、漁船が大漁で帰還する
際に掲げる旗のことです。
めでたい日本の風習をデザインしました。

じゃポップ 大漁
（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

0515014400 JAN4992272653267

ハンドタオル 本体価格 ￥ 200

約30×30cm

0515000300 JAN4992272617252

ハンドタオル 本体価格 ￥ 200

約30× 30cm

0515001200 JAN4992272617344

ミニバスタオル 本体価格 ￥ 800

約50×100cm

0515014500 JAN4992272653274

ミニバスタオル 本体価格 ￥ 800

約50×100cm

0515000400 JAN4992272617269

ミニバスタオル 本体価格 ￥ 800

約50×100cm

0515001300 JAN4992272617351

レジャーバスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約70×140cm

0515014600 JAN4992272653281

レジャーバスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約70×140cm

0515000500 JAN4992272617276

レジャーバスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約70×140cm

0515001400 JAN4992272617368

日本の祭 / お面の屋台／市松模様：

日本の祭

日本各地で開かれるお祭で、誰もが懐
かしさを感じるお面の屋台を、日本の
伝統文様の市松文様（チェック）
をベー
スに描きました。

じゃポップ 日本の祭
（シャーリング・染料プリント）

七転八起

ダルマ／七転八起（ななころびやおき）
：七
回転んでも八回起き上がる、諦めない縁起物
として、開店や入学、選挙の当選時などに目
を入れて、目的の成就を祝う日本の風習です。

じゃポップ 七転八起
（シャーリング・染料プリント）

氷旗

氷旗とは、日本の夏にかき氷屋の店先に飾る旗の事
です。 伝統的な日本のデザイン「浪千鳥」 に漢字
の氷をはめ込み、氷の冷たさと浪の清涼感を結びつ
けた日本の夏を表現する人気のデザインです。

じゃポップ 氷旗
（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

0515013300 JAN4992272653298

ハンドタオル 本体価格 ￥ 200

約30×30cm

0515012400 JAN4992272653236

ハンドタオル 本体価格 ￥ 200

約30×30cm

0515013000 JAN4992272653205

ハンドタオル 本体価格 ￥ 200

約30×30cm

0515000900 JAN4992272617313

ミニバスタオル 本体価格 ￥ 800

約50×100cm

0515013400 JAN4992272653304

ミニバスタオル 本体価格 ￥ 800

約50×100cm

0515012500 JAN4992272653243

ミニバスタオル 本体価格 ￥ 800

約50×100cm

0515013100 JAN4992272653212

ミニバスタオル 本体価格 ￥ 800

約50×100cm

0515001000 JAN4992272617320

レジャーバスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約70×140cm

0515013500 JAN4992272653311

レジャーバスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約70×140cm

0515012600 JAN4992272653250

レジャーバスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約70×140cm

0515013200 JAN4992272653229

レジャーバスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約70×140cm

0515001100 JAN4992272617337
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額縁にいれて飾る粋も愉しい︒

風呂敷は、古くから続く日本
の包み布です。奈良時代が始
まりと言われています。一枚の
布が変化する『布のおりがみ』
の様で包む物の形や大きさに
合わせて自在に変化させる事
が出来る、便利で美しい布で
す。使わないときは、小さく
折り畳みバッグに入れて持ち
運べるマイエコバッグに成りま
す。この古くて新しい、日本
の暮らしの文化をお愉しみく
ださい。

〈合わせ包みのやり方〉
1

2

3

●

手ぬぐい ●

手ぬぐいは、顔や手を洗ったあとの水を拭ったり、汗を拭いたり入浴時に体を洗ったり
する為の木綿の平織りの布です。日本では古来より、この手拭いを重宝してきました。
薄く乾きが早いので、清潔です。頭に巻いたり首に掛けたり、入浴の時も手ぬぐい一
枚で体を洗い、水を絞り、体を拭くなど日本のお風呂習慣に無くては成らないものでし
た。また、美しい絵柄のてぬぐいは、額に入れて飾るなど様々な愉しみ方が出来ます。

4
葛飾北斎 神奈川沖浪裏
（染料プリント）

葛飾北斎 凱風快晴
（染料プリント）

葛飾北斎 山下白雨
（染料プリント）

本体価格 ￥ 600

本体価格 ￥ 600

本体価格 ￥ 600

0515004100
JAN4992272617580

0515004200
JAN4992272617597

0515004300
JAN4992272617603

手ぬぐい／約35×90cm
●綿100％

手ぬぐい／約35×90cm

日本製

●綿100％

手ぬぐい／約35×90cm

日本製

●綿100％

日本製

2

アートで包む
素敵で便利な日本の風呂敷︒

3
1

じゃポップ 相撲レスラー
（染料プリント）

●

4
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本体価格 ￥ 600

本体価格 ￥ 600

本体価格 ￥ 600

本体価格 ￥ 600

0515004500
JAN4992272617627

0515015600
JAN4992272653359

0515015700
JAN4992272653366

0515015800
JAN4992272653373

手ぬぐい／約35×90cm

日本製

●綿100％

手ぬぐい／約35×90cm
●綿100％

日本製

手ぬぐい／約35×90cm

日本製

●綿100％

手ぬぐい／約35×90cm

日本製

●綿100％

日本製

（染料プリント）

本体価格 ￥ 1,500

本体価格 ￥ 1,500

0515003800 JAN4992272617559

0515003600 JAN4992272617535

風呂敷／約90×90cm

風呂敷／約90×90cm

日本製

3 葛飾北斎 凱風快晴

●綿100％

●

日本
（パイルジャカード）

日本 ●

本体価格 ￥ 400

日本製

4 じゃポップ まねきねこ

（染料プリント）

（染料プリント）

本体価格 ￥ 1,500

本体価格 ￥ 1,500

0515003700 JAN4992272617542

0515004000 JAN4992272617573

風呂敷／約90×90cm

風呂敷／約90×90cm

●綿100％

じゃポップ ザ 富士山
（染料プリント）

2 葛飾北斎 神奈川沖浪裏

（染料プリント）

●綿100％

じゃポップ ザ 京都
（染料プリント）

0515004400
JAN4992272617610
●綿100％

1 葛飾北斎 山下白雨

じゃポップ ザ 東京
（染料プリント）

本体価格 ￥ 600

手ぬぐい／約35×90cm

風呂敷 ●

じゃポップ まねきねこ
（染料プリント）

日本製

●綿100％

日本製

塔
富士山

鳥居

鯛
城

〈富士山〉
0075018600

JAN4992272623314

〈鳥居〉
0075018700

JAN4992272623321

〈塔〉
0075018800

JAN4992272623338

〈鯛〉
0075018900

JAN4992272623345

〈城〉
0075019000

JAN4992272623352

ミニタオル／約25×25cm

日本製
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