
〈裏面〉

リラックマ
（タフティング）
本体価格 ￥2,000
6465000800 JAN4992272616897

ラウンドマット／φ60cm
●パイル部分：ポリエステル100％

リラックマ　
（プリント）
本体価格 ￥2,000
6465000900 JAN4992272617849

クッションカバー／H45×W45cm
●綿100％ 

リラックマ
（表面：刺繍/裏面：プリント）
本体価格 ￥2,000
6465001100 JAN4992272622669

シートクッション／φ35×D3.5cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル100％
　詰め物：ウレタンフォーム 

リラックマ
（プリント・刺繍）
本体価格 ￥1,500
6465002000 JAN4992272644814

ダイカットクッション／H36×W42cm
●側生地：綿100％　
　詰め物：ポリエステル100％ 

リラックマ
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約25×25cm 6405003800 JAN4992272622621

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 6405003900 JAN4992272622638

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 6405004000 JAN4992272622645
〈背面〉
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〈背面〉

リラックマ
（プリント・刺繍）
本体価格 ￥2,000
6465001000 JAN4992272617856

ルームシューズ／22〜24cm対応

リラックマ
（プリント）
本体価格 ￥1,800
6505000100 JAN4992272622690

収納BOX／H25×W36×D24cm
●綿100％ 

リラックマ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
6505000400 JAN4992272644777

コースター／各H10×W10cm

リラックマ
（デニム・刺繍・織りネーム・ステッチ）
本体価格 ￥1,000
6505000500 JAN4992272644760

ランチョンマット／H38×W48cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％ 

リラックマ
（デニム・刺繍・織りネーム・ステッチ）
本体価格 ￥2,000
6505000800 JAN4992272644784

エプロン／H55×W89cm（紐含めず）
●綿100％ 

リラックマ
（デニム・刺繍・織りネーム・ステッチ）
本体価格 ￥1,500
6505000900 JAN4992272644791

トートバック／H42×W33cm（持ち手含めず）
●綿100％ 

リラックマ
（プリント）
本体価格 ￥1,800
6505000000 JAN4992272616880

トートバック／H32×W25×15ｃｍ
●綿100％ 

リラックマ
（パイルジャカード・布帛プリント・刺繍）
本体価格 ￥1,200
6405004900 JAN4992272644807

ヘアバンド／H10×W21cm
●綿100％ 
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無撚糸

リラックマ　
（無撚糸・パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約26×26cm 6405008200 JAN4992272644340

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 6405008300 JAN4992272644357

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 6405008400 JAN4992272644364

本体価格 ￥2,000 バスタオル／ 約60×120cm 6405008500 JAN4992272644371

リラックマ
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約26×26cm 6405004500 JAN4992272644388

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 6405004600 JAN4992272644395

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 6405004700 JAN4992272644401

本体価格 ￥2,000 バスタオル／ 約60×120cm 6405004800 JAN4992272644418

無撚糸

リラックマ　
（無撚糸・スチームシャーリング・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約26×26cm 6405005800 JAN4992272644500

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 6405005900 JAN4992272644517

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 6405006000 JAN4992272644524

本体価格 ￥2,000 バスタオル／ 約60×120cm 6405006100 JAN4992272644531

99

  

リ
ラ
ッ
ク
マ



リラックマ
（パイルジャカード・スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約26×26cm 6405005000 JAN4992272644463

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 6405005100 JAN4992272644470

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 6405005200 JAN4992272644487

本体価格 ￥2,000 バスタオル／ 約60×120cm 6405005300 JAN4992272644494

リラックマ　
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥500
6405001400 JAN4992272611694

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
6405001500 JAN4992272611700

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
6405001600 JAN4992272611717

フェイスタオル／約34×80cm

リラックマ　
（パイルジャカード・スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥500
6405000300 JAN4992272592450

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
6405000400 JAN4992272592467

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

リラックマ　
（無撚糸・パイルジャカード・スカラップ・織りネーム）
本体価格 ￥500
6405003300 JAN4992272611670

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
6405003400 JAN4992272611687

フェイスタオル／約34×80cm

リラックマ
（パイルジャカード・ヨコ織り・刺繍）
本体価格 ￥500
6405003100 JAN4992272611656

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
6405003200 JAN4992272611663

フェイスタオル／約34×80cm

リラックマ　
（パイルジャカード・染料プリント・織りネーム）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約26×26cm 6405005400 JAN4992272644425

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 6405005500 JAN4992272644432

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 6405005600 JAN4992272644449

本体価格 ￥2,000 バスタオル／ 約60×120cm 6405005700 JAN4992272644456

無撚糸
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豪華な全面刺繍の

ミニタオルシリーズ

リラックマ
（無撚糸・長短パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
6405006500 JAN4992272644319

ミニタオル／約26×26cm
無撚糸

リラックマ
（無撚糸パイルジャカード・スカラップ・
アップリケ刺繍・耳は半立体）
本体価格 ￥500
6405007800 JAN4992272644302

ミニタオル／約30.6×26cm
無撚糸

リラックマ
（無撚糸・スチームシャーリング・はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
6405007400 JAN4992272644326

ミニタオル／約26×26cm
無撚糸

リラックマ
（無撚糸・長短パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥500
6405007100 JAN4992272644289

ミニタオル／約26×26cm
無撚糸

リラックマ
（無撚糸・パイルジャカード・モール糸メロー・織りネーム）
本体価格 ￥500
6405001300 JAN4992272611632

ミニタオル／約26×26cm

無撚糸

リラックマ
（無撚糸・パイルジャカード・モール糸メロー・織りネーム）
本体価格 ￥500
6405001200 JAN4992272611649

ミニタオル／約26×26cm

無撚糸

リラックマ
（無撚糸・パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
8405002100 JAN4992272583281

ミニタオル／約26×26cm

無撚糸

2

4

3

1

リラックマ
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
6405007500 JAN4992272644272

ミニタオル／約26×26cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％

4

リラックマ
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
6405006300 JAN4992272644265

ミニタオル／約26×26cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％

3

リラックマ
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
6405006200 JAN4992272644333

ミニタオル／約26×26cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％

2

1 リラックマ
（シャーリング・スカラップ・全面刺繍）
本体価格 ￥600
6405006900 JAN4992272644296

ミニタオル／約26×26cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％
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とってもかわいい“枕付き”シュラフが新登場
リラックマと一緒に素敵な夢を。

シュラフ

チェアシート� キッチンタオル�

お風呂タオル�リラックマ　
（タフティング）
本体価格 ￥1,500
6465001500 JAN4992272644678

チェアシート／H38×W38cm
●パイル部分：ポリエステル100％

リラックマ
（タフティング）
本体価格 ￥1,500
6465001600 JAN4992272644685

チェアシート／H38×W38cm
●パイル部分：ポリエステル100％

リラックマ　
（刺繍・枕付き）
本体価格 ￥12,000
6485001500 JAN4992272644715

シュラフ／H160×W100cm
枕／H28×W39cm
●前面部　表生地：ポリエステル100％
　　　　　裏生地：ポリエステル80％・綿20％
　　　　　詰め物：ポリエステル100％
　背面部　表　側：ポリエステル100％
　　　　　裏　側：ポリエステル80％・綿20％
　　　　　詰め物：ポリエステル100％
　枕　　　側生地：ポリエステル100％
　　　　　詰め物：ポリエステル100％

Sleeping Bag

リラックマ
（染料プリント・オーバーロック）
本体価格 ￥600
8505000100 JAN4992272561593

キッチンタオル2枚組／約30×30cm

リラックマ
（染料プリント）
本体価格 ￥600
8505000000 JAN4992272561623

お風呂タオル／約20×60cm
●綿100％ 
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