サンハート ビーチシリーズ

Hawaii, Florida, Gold Coast...
“Sun Heart” is a brand of beach towel, with the image of worldwide beach cultures.
It provides hige quality and various designs of towel items for any beach lifestyle.
It is a fashionable towel brand that can be used in beach, pool ,camp, or as an interior.

∅100cmサイズ登場！
従来より少し小さいサイズのラウンドビーチタオルです。

すでに国内でも大人気の ラウンドビーチタオル は
オーストラリア発の丸形タオルです。

ラウンドビーチタオル

オルテガボーダー
（シャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥ 2,000

肩に羽織ったり、
お子様でも使いやすいサイズです。

ラウンドカモフラージュ
（シャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥ 2,000

0135009600 JAN4992272645613

0135009800 JAN4992272645590

ラウンドビーチタオル／約φ100cm（フリンジ含めず）

ラウンドビーチタオル／約φ100cm（フリンジ含めず）

●本体：綿100％
フリンジ部分：綿50％・ポリエステル45％・
レーヨン5%
※バッグはつきません。

●本体：綿100％
フリンジ部分：綿70％・ポリエステル30％
※バッグはつきません。

ビーチマットにして砂浜やプールサイドに敷いたり、 羽織って日除けやパレオの様に巻くなど
ビーチスタイルがよりオシャレになります。
お部屋のソファやベットに掛けたり、タオルブランケットとしてもお使いいただけます。

コーラルリーフ
（シャーリング・染料プリント・バック付き）
本体価格 ￥ 3,800
0135013700 JAN4992272645835
ラウンドビーチタオル／約φ140cm（フリンジ含めず）
●本体：綿100％
フリンジ部分：綿50％・ポリエステル45％・
レーヨン5%

裏面

スパークルブルー
（染料プリント・麻生地風）

シーホース
（プリント）

セーリングデイ
（シャーリング・染料プリント）

本体価格 ￥ 1,500

本体価格 ￥ 2,300

0275007900 JAN4992272645866

0275007800 JAN4992272645873

0135009900 JAN4992272645606

0135009700 JAN4992272645620

クッションカバー／H45×W45cm

ダイカットクッション／H52×W33cm

ラウンドビーチタオル／約φ100cm（フリンジ含めず）

ラウンドビーチタオル／約φ100cm（フリンジ含めず）

●ポリエステル83％・綿9％・レーヨン8%

●側生地：綿100％
詰め物：ポリエステル100％

●本体：綿100％
フリンジ部分：綿70％・ポリエステル30％

●本体：綿100％
フリンジ部分：綿50％・ポリエステル45％・
レーヨン5%
※バッグはつきません。

本体価格 ￥ 2,000

※バッグはつきません。
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ネイティブサワー
（シャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥ 2,000
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ワイキキビーチにもオススメ！
きっと注目の的です。

持ち
持ち運びに
持
便利
便利な
バ
バッグ付き

ラウンドビーチタオル

トライバルサークル
（シャーリング・染料プリント・専用バッグ付き）
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ブルーシャワー
（シャーリング・染料プリント・専用バッグ付き）

マカラプア
（パイルジャカード・専用バッグ付き）

マカレア
（パイルジャカード・専用バッグ付き）

本体価格 ￥ 3,800

本体価格 ￥ 3,800

0135011700 JAN4992272645569

0135011400 JAN4992272645552

ラウンドビーチタオル／約φ140cm（フリンジ含めず）

ラウンドビーチタオル／約φ140cm（フリンジ含めず）

●本体：綿100％
フリンジ部分：ポリエステル 70％・
綿27％・レーヨン3%

●本体：綿100％
フリンジ部分：綿70％・ポリエステル30％

ツイスティー
（パイルジャカード・専用バッグ付き）

マルチカラー
（パイルジャカード・専用バッグ付き）

本体価格 ￥ 3,800

本体価格 ￥ 3,800

本体価格 ￥ 3,800

0135011300 JAN4992272645514

0135012300 JAN4992272645521

0135013000 JAN4992272645576

本体価格 ￥ 3,800
0135013100 JAN4992272645583

ラウンドビーチタオル／約φ140cm（フリンジ含めず）

ラウンドビーチタオル／約φ140cm（フリンジ含めず）

ラウンドビーチタオル／約φ140cm（フリンジ含めず）

ラウンドビーチタオル／約φ140cm（フリンジ含めず）

●本体：綿100％
フリンジ部分：綿70％・ポリエステル30％

●本体：綿100％
フリンジ部分：綿50％・ポリエステル45％・
レーヨン5%

●本体：綿100％
フリンジ部分：綿70％・ポリエステル30％

●本体：綿100％
フリンジ部分：綿70％・ポリエステル30％

ボヘミアンダーク
（シャーリング・染料プリント・専用バッグ付き）

パイナップルパーム
（シャーリング・染料プリント・専用バッグ付き）

ポコポコカラー
（パイルジャカード）

ポコポコグレー
（パイルジャカード）

本体価格 ￥ 3,800

本体価格 ￥ 3,800

本体価格 ￥ 3,800

0135012200 JAN4992272645538

0135012100 JAN4992272645545

0355048600 JAN4992272608526

本体価格 ￥ 3,800

ラウンドビーチタオル／約φ140cm（フリンジ含めず）

ラウンドビーチタオル／約φ140cm（フリンジ含めず）

ラウンドビーチタオル／約φ140cm（フリンジ含めず）

●本体：綿100％
フリンジ部分：ポリエステル 70％・
綿27％・レーヨン3%

●本体：綿100％
フリンジ部分：綿70％・ポリエステル30％

●本体：綿100％
フリンジ部分：綿100％
※バッグはつきません。

トルコ製

ポコポコした
生地が可愛く、
肌触りも
気持ちいい。

0355048500

JAN4992272608519

ラウンドビーチタオル／約φ140cm（フリンジ含めず）
●本体：綿100％
フリンジ部分：綿100％
※バッグはつきません。

トルコ製
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フードが嬉しい！
ラウンド型ポンチョ。
日除け、風対策に
ファッショナブルな

フード付きマイクロポンチョ

新作です。

吸水性が高く、乾きも速いマイクロファイバー
生地を使用したフード付きポンチョです。

枕付きビーチタオル

実用新案 登録番号2016-6276

枕がついた便利なビーチタオル。
ビーチ・プールサイド等レジャーのお供に最適。 両サイドには小物等が入る便利なポケット付き

パイナップルポンチョ
（染料プリント・マイクロファイバー）
本体価格 ￥ 2,000

枕付き

0135008700 JAN4992272613193

タオルの上部に
ファスナーで
出し入れ出来る枕が
付いています。

フード付きマイクロポンチョ／身丈約95cm／
身幅約76cm／袖幅約63cm

ブライトネス

●ポリエステル100％

ビニール製のポケット付き

マイクロファイバー

ラウンドポンチョ

イヤホンを通せる穴が
ついているので携帯電話や
携帯音楽プレイヤーを
入れて使えます。

ブライトネス
（表：平織り・染料プリント・刺繍／
裏：パイルジャカード）
本体価格 ￥ 4,800

※ビニールポケットは防水仕様では
ありません。

0135013800

JAN4992272645798

ラウンドポンチョ／約φ140cm（フードとフリンジ含めず）
●本体：綿100％
フリンジ部分：綿80%・ポリエステル20%

ボーダーロープ
（表：平織り・染料プリント・刺繍／
裏：パイルジャカード）
本体価格 ￥ 4,800
0135013900

JAN4992272645804

ラウンドポンチョ／約φ140cm（フードとフリンジ含めず）

ボーダーロープ

ソフトクリームポンチョ
（染料プリント・マイクロファイバー）

チックレッド
（シャーリング・染料プリント）

便利なチャック付きポケット

●本体：綿100％
フリンジ部分：綿80%・ポリエステル20%

本体価格 ￥ 2,000

本体価格 ￥ 2,500

0135008600

0135008400 JAN4992272613247
枕付きビーチタオル／約90×170cm
●タオル部分：綿100％
ビニール部分：塩化ビニル樹脂
枕部分：側地 ポリエステル100％
詰め物 ウレタンフォーム

スイカポンチョ
（染料プリント・マイクロファイバー）
本体価格 ￥ 2,000

JAN4992272613209

0135008100 JAN4992272613216

フード付きマイクロポンチョ／身丈約95cm／
身幅約76cm／袖幅約63cm

フード付きマイクロポンチョ／身丈約95cm／
身幅約76cm／袖幅約63cm

●ポリエステル100％

●ポリエステル100％

マイクロファイバー

マイクロファイバー

リュックバスタオル
クルッと裏返すと、
変身！
あっという間にバッグに変身！
海水浴やプールの際の

リュックになって持ち運びできるカラフルボーダーバスタオル！
濡れた水着も一緒に挟んでしまえば快適です。

持ち運びに
とっても便利です。

チックイエロー
（シャーリング・染料プリント）
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チックブルー
（シャーリング・染料プリント）

チックピンク
（シャーリング・染料プリント）

本体価格 ￥ 2,500

本体価格 ￥ 2,500

本体価格 ￥ 2,500

0135008300 JAN4992272613261

0135008500 JAN4992272613254

0135008200 JAN4992272613278

枕付きビーチタオル／約90×170cm

枕付きビーチタオル／約90×170cm

枕付きビーチタオル／約90×170cm

●タオル部分：綿100％
ビニール部分：塩化ビニル樹脂
枕部分：側地 ポリエステル100％
詰め物 ウレタンフォーム

●タオル部分：綿100％
ビニール部分：塩化ビニル樹脂
枕部分：側地 ポリエステル100％
詰め物 ウレタンフォーム

●タオル部分：綿100％
ビニール部分：塩化ビニル樹脂
枕部分：側地 ポリエステル100％
詰め物 ウレタンフォーム

バックパックタオル
（パイルジャカード）
本体価格 ￥ 2,800
〈ブルー〉
0355054100

JAN4992272608557

〈ピンク〉
0355054200

JAN4992272608564

リュックバスタオル／約75×120cm
●綿100％
●カラー／ブルー・ピンク

トルコ製
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ビーチでもプールでも、インスタジェニックになれる！
！
大判サイズでゆったりカワイイタオルです。

レジャーバスタオル

サマーバード
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）
本体価格 ￥ 1,000

ラウレア
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

本体価格 ￥ 1,000

0135004000 JAN4992272604870

0135011000 JAN4992272645415

レジャーバスタオル／約80×150cm

レジャーバスタオル／約80×150cm

カメハメハ大王
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

レジャーガール
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

本体価格 ￥ 1,000

本体価格 ￥ 1,000

本体価格 ￥ 1,000

0135011100 JAN4992272645460

0135014200 JAN4992272645477

0135010700 JAN4992272645422

0135010100 JAN4992272645446

レジャーバスタオル／約80×150cm

レジャーバスタオル／約80×150cm

レジャーバスタオル／約80×150cm

レジャーバスタオル／約80×150cm

サン アンド サーフ
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）
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プレイ フォー サーフ
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

スカイオーシャン
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

サマーグラス
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

ビーチサイド
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

本体価格 ￥ 1,000

ウキワガール
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

本体価格 ￥ 1,000

本体価格 ￥ 1,000

本体価格 ￥ 1,000

0135014300 JAN4992272645484

0135010000 JAN4992272645491

0135011500 JAN4992272645439

本体価格 ￥ 1,000
0135010900 JAN4992272645453

レジャーバスタオル／約80×150cm

レジャーバスタオル／約150×80cm

レジャーバスタオル／約150×80cm

レジャーバスタオル／約150×80cm
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レジャーバスタオル

ハローパイナップル
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）
本体価格 ￥ 1,000
0135010600 JAN4992272645385
レジャーバスタオル／約80×150cm

カラフル！楽しい！大人気のレジャーバスタオルです。
おしゃれなデザインとプチプラが嬉しい！
！

トロピカルフルーツ
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）
本体価格 ￥ 1,000
0135010300 JAN4992272645392
レジャーバスタオル／約150×80cm

裏パイル色

ウェルカム
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）
本体価格 ￥ 1,000
0135010400 JAN4992272645408

フラミンゴダンス
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

クラブインザシー
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

本体価格 ￥ 1,000

本体価格 ￥ 1,000

0135011600 JAN4992272645347

0135010500 JAN4992272645354

0135003900 JAN4992272604887

レジャーバスタオル／約80×150cm

レジャーバスタオル／約80×150cm

レジャーバスタオル／約150×80cm

ロードトリップ
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）
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ボタニカルバード
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

サマーサンセット
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

レジャーバスタオル／約80×150cm

本体価格 ￥ 1,000

ビーチパーティ
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

フレッシュロブスター
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

本体価格 ￥ 1,000

本体価格 ￥ 1,000

本体価格 ￥ 1,000

0135004400 JAN4992272604856

0135012700 JAN4992272645507

0135010800 JAN4992272645378

本体価格 ￥ 1,000
0135010200 JAN4992272645361

レジャーバスタオル／約80×150cm

レジャーバスタオル／約150×80cm

レジャーバスタオル／約80×150cm

レジャーバスタオル／約150×80cm
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こんなタオル見たことない〜

2

ビーサン！ ガチャガチャ！ ワゴンバス！

1

Die-cut Beach
Towel
ダイカットビーチタオル

スター・ウォーズ アップブルー
（シャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥ 4,800
2535021400

JAN4992272639926

ダイカットビーチタオル／約120×130cm

3

4
ダイカットビーチタオル
ダイカ
トビーチタオル

スター・ウォーズ アップホワイト
（シャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥ 4,800

スター・ウォーズ アップブラック
（シャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥ 4,800

2535021300 JAN4992272639919

2535021200 JAN4992272639902

ダイカットビーチタオル／約120×130cm

ダイカットビーチタオル／約140×130cm

5

ガチャガチャ
1 （シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）
本体価格 ￥ 3,800
0135013400 JAN4992272645736
ダイカットビーチタオル／約90×150cm

カラフルハイビスカス
レッドバス
4 （シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）
2 （シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）
本体価格 ￥ 3,800

3
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本体価格 ￥ 3,800

0135012900 JAN4992272645712

0135013600 JAN4992272645682

ダイカットビーチタオル／約64×150cm

ダイカットビーチタオル／約134×148cm

チョコレートフォーム
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

5

ブルーバス
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

スター・ウォーズ アップライド
（シャーリング・染料プリント）

スター・ウォーズ アップスター
（シャーリング・染料プリント）

本体価格 ￥ 3,800

本体価格 ￥ 3,800

0135012800 JAN4992272645743

0135011200 JAN4992272645675

2535021500 JAN4992272639933

2535021600 JAN4992272639940

ダイカットビーチタオル／約92×150cm

ダイカットビーチタオル／約134×148cm

ダイカットビーチタオル／約113×150cm

ダイカットビーチタオル／約φ130cm

本体価格 ￥ 4,800

本体価格 ￥ 4,800
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ダイカットビーチタオル

ミニオン フレッシュスマイル
（シャーリング・染料プリント）

スパイダーマン ラウンド／スパイダーマン
（シャーリング・染料プリント）

リトル・マーメイド オンザシェル
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

リトル・マーメイド ミラージュシェル
（シャーリング・染料プリント・裏面カラーパイル）

本体価格 ￥ 4,800

本体価格 ￥ 4,800

4805014600 JAN4992272639988

2125007600 JAN4992272645811

2125007700 JAN4992272645828

ダイカットビーチタオル／約99×130cm

ダイカットビーチタオル／約150×150cm

ダイカットビーチタオル／約150×150cm

リラックマ
（シャーリング・染料プリント）

ミッキーマウス ファンバーガー
（シャーリング・染料プリント）

本体価格 ￥ 4,800

ミッキーマウス ファンポテト
（シャーリング・染料プリント）

本体価格 ￥ 4,800

本体価格 ￥ 4,800

本体価格 ￥ 4,800

2505008700 JAN4992272639872

6445002400 JAN4992272639971

2125008100 JAN4992272639858

2125011200 JAN4992272639865

ダイカットビーチタオル／約130×120cm

ダイカットビーチタオル／約150×113.5cm

ダイカットビーチタオル／約128×140cm

ダイカットビーチタオル／約116×140cm

アイアンマン ラウンド／アイアンマン
（シャーリング・染料プリント）

キャプテンアメリカ ラウンド／シールド
（シャーリング・染料プリント）

ハローキティ キューティービーチ
（シャーリング・染料プリント）

本体価格 ￥ 4,800

マイメロディ メロメロビーチ
（シャーリング・染料プリント）

本体価格 ￥ 4,800

本体価格 ￥ 4,800

本体価格 ￥ 4,800

2505008800 JAN4992272639889

2505008900 JAN4992272639896

3125004500 JAN4992272639957

本体価格 ￥ 4,800
3125004600 JAN4992272639964

ダイカットビーチタオル／約130×120cm

ダイカットビーチタオル／約φ130cm

ダイカットビーチタオル／約143×120cm

ダイカットビーチタオル／約150×85cm
584444
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