背面

東京2020オリンピック
エンブレムウォッシュタオル
（染料プリント）

東京2020オリンピック
エンブレムフード付きバスタオル
（染料プリント）

本体価格 ￥ 600

本体価格 ￥ 3,500

1905001600 JAN4992272628043

1905002800 JAN4992272633870

ウォッシュタオル／約34×36cm

フード付きバスタオル／約50×100cm

日本製

東京2020オリンピック
エンブレムフェイスタオル
（染料プリント）

東京 2020
オリンピックエンブレムタオル

東京2020オリンピック
エンブレム手ぬぐい
（染料プリント）

本体価格 ￥ 1,200

本体価格 ￥ 800

1905001700 JAN4992272628050

1905003400 JAN4992272633955

フェイスタオル／約34×80cm

手ぬぐい／約34×90cm
●綿100%

日本製

日本製

東京2020オリンピック
エンブレムミニバスタオル
（染料プリント）
本体価格 ￥ 2,000
1905003700 JAN4992272633993
ミニバスタオル／約50×100cm

東京2020オリンピック
エンブレム織ネームミニタオル
（無撚糸パイルジャカード・織ネーム）
本体価格 ￥ 600
1905000000 JAN4992272627886
ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

日本製

東京2020オリンピック
エンブレム織ネームフェイスタオル
（無撚糸パイルジャカード・織ネーム）
本体価格 ￥ 1,200
1905000200 JAN4992272627909
フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

東京2020オリンピック
エンブレム織ネームウォッシュタオル
（無撚糸パイルジャカード・織ネーム）
本体価格 ￥ 600
1905000100 JAN4992272627893
ウォッシュタオル／約34×36cm

無撚糸
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日本製

日本製

東京2020オリンピック
エンブレム織ネームバスタオル
（無撚糸パイルジャカード・織ネーム）

東京2020オリンピック
エンブレムマフラータオル
（染料プリント）

東京2020オリンピック
エンブレムバスタオル
（染料プリント）

本体価格 ￥ 2,800

本体価格 ￥ 1,300

本体価格 ￥ 2,800

1905000300 JAN4992272627916

1905001900 JAN4992272628074

1905001800

バスタオル／約60×120cm

マフラータオル／約19×110cm

バスタオル／約60×120cm

無撚糸

日本製

日本製

東京2020オリンピック
エンブレムレジャーバスタオル
（染料プリント）
本体価格 ￥ 3,000

JAN4992272628067

日本製

1905003100 JAN4992272633917
レジャーバスタオル／約70×140cm
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東京 2020
パラリンピックエンブレムタオル
背面

東京2020パラリンピック
エンブレムウォッシュタオル
（染料プリント）

東京2020パラリンピック
エンブレムフード付きバスタオル
（染料プリント）

本体価格 ￥ 600

本体価格 ￥ 3,500

1925000800 JAN4992272628081

1925001600 JAN4992272633887

ウォッシュタオル／約34×36cm

フード付きバスタオル／約50×100cm

日本製

東京2020パラリンピック
エンブレムフェイスタオル
（染料プリント）

東京2020パラリンピック
エンブレム手ぬぐい
（染料プリント）

本体価格 ￥ 1,200

本体価格 ￥ 800

1925000900 JAN4992272628098

1925001800

フェイスタオル／約34×80cm

手ぬぐい／約34×90cm

JAN4992272633962

●綿100%

日本製

日本製

東京2020パラリンピック
エンブレムミニバスタオル
（染料プリント）
本体価格 ￥ 2,000
1925001900 JAN4992272634006
ミニバスタオル／約50×100cm

東京2020パラリンピック
エンブレム織ネームミニタオル
（無撚糸パイルジャカード・織ネーム）
本体価格 ￥ 600
1925000000 JAN4992272627923
ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

日本製

東京2020パラリンピック
エンブレム織ネームフェイスタオル
（無撚糸パイルジャカード・織ネーム）
本体価格 ￥ 1,200
1925000200 JAN4992272627947
フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

東京2020パラリンピック
エンブレム織ネームウォッシュタオル
（無撚糸パイルジャカード・織ネーム）

東京2020パラリンピック
エンブレム織ネームバスタオル
（無撚糸パイルジャカード・織ネーム）

東京2020パラリンピック
エンブレムマフラータオル
（染料プリント）

東京2020パラリンピック
エンブレムバスタオル
（染料プリント）

東京2020パラリンピック
エンブレムレジャーバスタオル
（染料プリント）

本体価格 ￥ 600

本体価格 ￥ 2,800

本体価格 ￥ 1,300

本体価格 ￥ 2,800

1925000100 JAN4992272627930

1925000300 JAN4992272627954

1925001100 JAN4992272628111

1925001000 JAN4992272628104

1925001700 JAN4992272633924

ウォッシュタオル／約34×36cm

バスタオル／約60×120cm

マフラータオル／約19×110cm

バスタオル／約60×120cm

レジャーバスタオル／約70×140cm

無撚糸
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日本製

日本製

無撚糸

日本製

本体価格 ￥ 3,000

日本製

日本製
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JOC エンブレムタオル

JOC がんばれ！ニッポン！タオル
JOCエンブレム ウォッシュタオル
（染料プリント）
本体価格 ￥ 600
1905002000

JAN4992272628128

ウォッシュタオル／約34×36cm

JOCエンブレム
織ネームミニタオル
（無撚糸パイルジャカード・織ネーム）

JOCエンブレムマフラータオル
（染料プリント）

JOCがんばれ！ニッポン！
ウォッシュタオル
（染料プリント）

本体価格 ￥ 1,300

本体価格 ￥ 600

1905002300

1905000800 JAN4992272627961

JAN4992272628159

本体価格 ￥ 600

マフラータオル／約19×110cm

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

日本製

1905002400

日本製

日本製

JOCがんばれ！ニッポン！
フェイスタオル
（染料プリント）
本体価格 ￥ 1,200

JAN4992272628203

ウォッシュタオル／約34×36cm

日本製

1905002500

JAN4992272628210

フェイスタオル／約34×80cm

日本製

背面

JOCがんばれ！ニッポン！
バスタオル
（染料プリント）

JOCエンブレム
織ネームウォッシュタオル
（無撚糸パイルジャカード・織ネーム）

本体価格 ￥ 2,800

本体価格 ￥ 600
1905000900

1905002600

JAN4992272627978

JOCエンブレムフェイスタオル
（染料プリント）

ウォッシュタオル／約34×36cm

無撚糸

日本製

JAN4992272628227

バスタオル／約60×120cm

日本製

本体価格 ￥ 1,200

JOCエンブレム
フード付きバスタオル
（染料プリント）

1905002100 JAN4992272628135
フェイスタオル／約34×80cm

日本製

本体価格 ￥ 3,500
1905002900 JAN4992272633894
フード付きバスタオル／約50×100cm

JOCエンブレム
織ネームフェイスタオル
（無撚糸パイルジャカード・織ネーム）
本体価格 ￥ 1,200

JOCエンブレムバスタオル
（染料プリント）

1905001000 JAN4992272627985

無撚糸

背面

本体価格 ￥ 2,800

フェイスタオル／約34×80cm

JOCがんばれ！ニッポン！
フード付きバスタオル
（染料プリント）

1905002200 JAN4992272628142

日本製

バスタオル／約60×120cm 日本製

本体価格 ￥ 3,500

JOCエンブレム
織ネームバスタオル
（無撚糸パイルジャカード・織ネーム）

JOCエンブレムミニバスタオル
（染料プリント）

本体価格 ￥ 2,800
1905001100 JAN4992272627992
バスタオル／約60×120cm

無撚糸

1905003000

手ぬぐいパッケージ

日本製

JOCエンブレムレジャーバスタオル
（染料プリント）

JOCエンブレム手ぬぐい
（染料プリント）

本体価格 ￥ 2,000

本体価格 ￥ 3,000

本体価格 ￥ 800

1905003800

1905003200 JAN4992272633931

1905003500

レジャーバスタオル／約70×140cm

手ぬぐい／約34×90cm

JAN4992272634013

ミニバスタオル／約50×100cm

●綿100％

JAN4992272633900

フード付きバスタオル／約50×100cm

JAN4992272633979

JOCがんばれ！ニッポン！
マフラータオル
（染料プリント）

日本製

本体価格 ￥ 1,300
1905002700 JAN4992272628234
マフラータオル／約19×110cm

JPC エンブレムタオル

日本製

JOCがんばれ！ニッポン！
ミニバスタオル
（染料プリント）

JPCエンブレム
織ネームウォッシュタオル
（無撚糸パイルジャカード・織ネーム）

本体価格 ￥ 2,000

本体価格 ￥ 600
1925000500 JAN4992272628012

1905003900 JAN4992272634020

ウォッシュタオル／約34×36cm

ミニバスタオル／約50×100cm

無撚糸

JPCエンブレムウォッシュタオル
（染料プリント）

日本製

本体価格 ￥ 600
1925001200

JAN4992272628166

ウォッシュタオル／約34×36cm

日本製

JPCエンブレムフェイスタオル
（染料プリント）

JOCがんばれ！ニッポン！
レジャーバスタオル
（染料プリント）

本体価格 ￥ 1,200
1925001300

JPCエンブレム織ネームミニタオル
（無撚糸パイルジャカード・織ネーム）

JAN4992272628173

本体価格 ￥ 3,000

フェイスタオル／約34×80cm

本体価格 ￥ 600

1905003300

日本製

1925000400 JAN4992272628005

JAN4992272633948

レジャーバスタオル／約70×140cm

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

日本製

JPCエンブレム織ネームバスタオル
（無撚糸パイルジャカード・織ネーム）
本体価格 ￥ 2,800

JPCエンブレム
織ネームフェイスタオル
（無撚糸パイルジャカード・織ネーム）

JPCエンブレムマフラータオル
（染料プリント）

バスタオル／約60×120cm

1925001500

バスタオル／約60×120cm

1925000600 JAN4992272628029

マフラータオル／約19×110cm

無撚糸

日本製

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

日本製

本体価格 ￥ 800

1925001400 JAN4992272628180

本体価格 ￥ 1,200
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本体価格 ￥ 2,800

本体価格 ￥ 1,300

1925000700 JAN4992272628036

JAN4992272628197

日本製

JOCがんばれ！ニッポン！
手ぬぐい
（染料プリント）

JPCエンブレムバスタオル
（染料プリント）

1905003600 JAN4992272633986
手ぬぐい／約34×90cm

日本製

●綿100％

日本製

手ぬぐいパッケージ
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