
design of kitchan

ティーポットパターン
MT/WT/FT/BT

ポットパターン
MT/WT/FT/BT

ポットにティーカップ…暮らしのモチーフを
楽しむかわいいポルトガルデザインです。

ポットパターン（パイルジャカード）
ミニタオル 本体価格 ￥300  約23×23cm 0366035100　JAN4992272647136

ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0366035200　JAN4992272647143

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366035300　JAN4992272647150

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366035400　JAN4992272647167

ポルトガル製

ティーポットパターン（パイルジャカード）
ミニタオル 本体価格 ￥300  約23×23cm 0366030100　JAN4992272647075

ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0365096900　JAN4992272625738

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0365097000　JAN4992272625745

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0365097100　JAN4992272625752

ポルトガル製

ティーカップパターン（パイルジャカード）
ミニタオル 本体価格 ￥300  約23×23cm 0366030000　JAN4992272647082

ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0365096600　JAN4992272625769

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0365096700　JAN4992272625776

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0365096800　JAN4992272625783

ポルトガル製
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 日本とは昔から繋がりある国で、天ぷら、カステラ、
鉄砲など様々な文化を伝えてくれました。
いまではタオルの生産が著しく、ポルトガルは世界有数のタオル生産国です。
色彩のセンス、織りのテクニック、すべてが上質でステキです。

ポルトガルはスペインのお隣の国

SPAIN
PORTUGAL

ハーブパターン（パイルジャカード）
ミニタオル 本体価格 ￥300  約23×23cm 0366034700　JAN4992272647228

ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0366034800　JAN4992272647235

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366034900　JAN4992272647242

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366035000　JAN4992272647259

ポルトガル製

タンブラーパターン（パイルジャカード）
ミニタオル 本体価格 ￥300  約23×23cm 0366033900　JAN4992272647099

ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0366034000　JAN4992272647105

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366034100　JAN4992272647112

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366034200　JAN4992272647129

ポルトガル製

ミトンパターン（パイルジャカード）
ミニタオル 本体価格 ￥300  約23×23cm 0366034300　JAN4992272647174

ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0366034400　JAN4992272647181

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366034500　JAN4992272647198

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366034600　JAN4992272647204

ポルトガル製

パスタパターン（パイルジャカード）
ミニタオル 本体価格 ￥300  約23×23cm 0366030300　JAN4992272647211

ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0365070200　JAN4992272607918

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0365070300　JAN4992272607925

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0365070400　JAN4992272607932

ポルトガル製
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ボンディア社は1933年に設立され、リネンシーツの生産を始めました。バス、キッチン、ホ
テル、子供、ビーチ向けタオルの生産を行っています。ボンディア社は、世界25か国に顧客
を持ち、お客様との長期に渡る関係性を大切にし、信頼の獲得に努めています。

BOMDIA/ボンディア社

担当のルイ・ファリアさん



delicious!

アイスキャンディーパターン（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0365070000　JAN4992272608069

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0365070100　JAN4992272608076

ポルトガル製

スイーツパターン（パイルジャカード）
ミニタオル 本体価格 ￥300  約23×23cm 0366033500　JAN4992272647266

ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0366033600　JAN4992272647273

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366033700　JAN4992272647280

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366033800　JAN4992272647297

ポルトガル製

ポルトガル製

キャンディーパターン（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0365098600　JAN4992272625929

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0365098700　JAN4992272625936

ポルトガル製

ドーナツパターン（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0365098800　JAN4992272625943

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0365098900　JAN4992272625950

ソフトクリームパターン（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0365073500　JAN4992272608007

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0365073600　JAN4992272608014

ポルトガル製

スイーツ好きにはたまらない、
あま～いデザインのタオルです。
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ラインアップストロベリー（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0365069800　JAN4992272608106

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0365069900　JAN4992272608113

ポルトガル製

スイカパターン（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0365070500　JAN4992272608045

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0365070600　JAN4992272608052

ポルトガル製

パイナップルパターン（パイルジャカード）
ミニタオル 本体価格 ￥300  約23×23cm 0365093600　JAN4992272625691

ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0365071000　JAN4992272608021

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0365071100　JAN4992272608038

ポルトガル製

オレンジパターン（パイルジャカード）
ミニタオル 本体価格 ￥300  約23×23cm 0365093500　JAN4992272625707

ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0365072100　JAN4992272608083

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0365072200　JAN4992272608090

ポルトガル製

ポルトガル製

ブドウパターン（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0365095600　JAN4992272625905

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0365095700　JAN4992272625912
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ポルトガル製

リンゴパターン（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0365095800　JAN4992272625882

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0365095900　JAN4992272625899



色彩！ デザイン！ ボリューム！
三拍子そろいのポルトガルタオルです。

キャンディストライプ ブラウン（パイルジャカード・部分シャーリング）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約33×36cm 0366006900　JAN4992272626414

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約33×80cm 0366007000　JAN4992272626421

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366007100　JAN4992272626438

ポルトガル製

キャンディストライプ ピンク（パイルジャカード・部分シャーリング）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約33×36cm 0366007200　JAN4992272626445

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約33×80cm 0366007300　JAN4992272626452

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366007400　JAN4992272626469

ポルトガル製

キャンディストライプ ブルー（パイルジャカード・部分シャーリング）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約33×36cm 0366007500　JAN4992272626476

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約33×80cm 0366007600　JAN4992272626483

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366007700　JAN4992272626490

ポルトガル製
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レインボードライブ
（パイルジャカード） 〈オレンジ〉 〈ブルー〉

本体価格 ￥300
ウォッシュタオル 約33×36cm

0366004200　
JAN4992272625967

0366004500　
JAN4992272625974

本体価格 ￥500
フェイスタオル 約33×80cm

0366004300　
JAN4992272625981

0366004600　
JAN4992272625998

本体価格 ￥1,500
バスタオル 約60×120cm

0366004400　
JAN4992272626001

0366004700　
JAN4992272626018

ポルトガル製

シェルパターン（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0365094500　JAN4992272625578

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0365094600　JAN4992272625585

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0365094700　JAN4992272625592

ポルトガル製

ブロックバリー
（パイルジャカード） 〈ブルー〉 〈イエロー〉

本体価格 ￥300
ウォッシュタオル 約33×36cm

0366004800　
JAN4992272626025

0366005100　
JAN4992272626032

本体価格 ￥500
フェイスタオル 約33×80cm

0366004900　
JAN4992272626049

0366005200　
JAN4992272626056

本体価格 ￥1,500
バスタオル 約60×120cm

0366005000　
JAN4992272626063

0366005300　
JAN4992272626070

ポルトガル製

ナンバーシルエット（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0366003900　JAN4992272625523

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366004000　JAN4992272625547

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366004100　JAN4992272625561

ポルトガル製
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トイレタリー

キッチンマット

〈ピンク〉〈ブラック〉

〈ブルー〉
〈ピンク〉

〈ブラウン〉

〈ブラック〉 〈ブルー〉

バスマット

バスマット

〈ブラウン〉

ウェーブカラー
（タフティング・裏ラテックス）
本体価格 ￥3,800

〈ピンク〉
0365015300　JAN4992272567045

〈ブラウン〉
0365015400　JAN4992272567052

〈ブラック〉
0365026400　JAN4992272570366

〈ブルー〉
0365026500　JAN4992272570373

バスマット／H50×W70cm
●アクリル100％

ポルトガル製

アズレージョ（タフティング）
本体価格 ￥5,800

〈ブルー〉
0365065800　JAN4992272601015

〈パープル〉
0365066000　JAN4992272601039

バスマット／H60×W100cm
●アクリル100％

ポルトガル製

アズレージョ（タフティング）
本体価格 ￥6,800

〈ブルー〉
0365065900　JAN4992272601022

〈パープル〉
0365066100　JAN4992272601046

キッチンマット／H60×W120cm
●アクリル100％

ポルトガル製

ウェーブカラー
（タフティング・裏ラテックス）
本体価格 ￥3,800

〈ピンク〉
0365026600　JAN4992272570380

〈ブラウン〉
0365026700　JAN4992272570397

〈ブラック〉
0365026800　JAN4992272570403

〈ブルー〉
0365026900　JAN4992272570410

トイレマット／H60×W60cm
●アクリル100％

ポルトガル製

担当のリカルド・レルヴァスさん
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SOREMA/
ソレマ社

ソレマは1974年に設立された、ヨーロッパ製バ
スマットのメーカーです。現在はバスマットに限
らずバスタオルなどの洗面用品を取り扱ってい
ます。デザインと快適さの両方を兼ね備えた、高
品質でユニークな製品を提供しています。

毛足が長く肌触りの良いポルトガル製バスマット＆トイレマットです。

WAVE COLOR
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トイレタリー

バスマット

〈パープル〉 〈パープル〉 〈パープル〉

〈パープル〉 〈パープル〉 〈パープル〉

〈ブラウン〉 〈ブラウン〉 〈ブラウン〉

〈ブラウン〉 〈ブラウン〉 〈ブラウン〉

ポルトバンプ（タフティング）
本体価格 ￥3,800

〈パープル〉
0365014900　JAN4992272567007

〈ブラウン〉
0365015000　JAN4992272567014

バスマット／H50×W70cm

〈パープル〉
0365026100　JAN4992272570335

〈ブラウン〉
0365026200　JAN4992272570342

トイレマット／H60×W60cm
●パイル部分：綿100％ ポルトガル製

ポルトオーバル（タフティング）
本体価格 ￥3,800

〈パープル〉
0365025300　JAN4992272570250

〈ブラウン〉
0365025400　JAN4992272570267

バスマット／H50×W70cm

〈パープル〉
0365025500　JAN4992272570274

〈ブラウン〉
0365025600　JAN4992272570281

トイレマット／H60×W60cm
●パイル部分：綿100％ ポルトガル製

ポルトアロー（タフティング）
本体価格 ￥3,800

〈パープル〉
0365025700　JAN4992272570298

〈ブラウン〉
0365025800　JAN4992272570304

バスマット／H50×W70cm

〈パープル〉
0365025900　JAN4992272570311

〈ブラウン〉
0365026000　JAN4992272570328

トイレマット／H60×W60cm
●パイル部分：綿100％ ポルトガル製
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グレー

レッド

モダンストライプ
本体価格 ￥3,800
0355070200　JAN4992272627626

ブランケット／H200×W150cm
●綿50%・アクリル32%・ポリエステル12%・
　レーヨン6% トルコ製

モダンボーダー
本体価格 ￥3,800
0355070100　JAN4992272627619

ブランケット／H200×W150cm
●綿50%・アクリル32%・ポリエステル12%・
　レーヨン6% トルコ製

ターキーソフトショール（ジャカード）
本体価格 ￥2,800

〈ホワイト〉
0355041000　JAN4992272597783

〈グレー〉
0355041100　JAN4992272597790

ショール／H160×W130cm（フリンジ含めず）
●アクリル100%

トルコ製

グレー

ホワイト

ターキーソフトブランケット（ジャカード）
本体価格 ￥3,800

〈グリーン〉
0355040800　JAN4992272597769

〈グレー〉
0355040900　JAN4992272597776

ブランケット／H195×W150cm（フリンジ含めず）
●アクリル100%
 

トルコ製

ブ カ ド）

グリーン グレー

丈夫で柔らかな肌ざわりのアクリル製ブランケット。

TURKEY SOFT BLANKET

BLANKET

TURKEY SOFT SHAWL
肌ざわりが優しいアクリル製ショール。
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セスリテキスタイル社は、1９６７年にトルコ西部
の町ウシャックに設立された中東・ヨーロッパ最
大のブランケットメーカーです。1969年に繊維
製品の生産を始めてから、現在まで繊維業界
でのリーディングカンパニーとして、高品質、洗
練された商品の開発に取り組んでいます。▲セスリテキスタイル社の皆さん

　（セスリテキスタイル社展示室前にて）

SESL I  TEKSTIL  A . S . /セスリテキスタイル社

洗
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た
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性
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100%PureWool
一頭から25～30%の良質の羊毛を使用。
このブランケットは、ホワイトとチャコールの２種類の
原毛（カラー）を使い、その二種類を合わせてグレーカラー
を作りだしています。

ウールブランケット（ブランケットステッチ・皮ネーム・牛革ハンディーベルト付き）
本体価格 ￥20,000

〈チョコレート〉
0295008200  JAN4992272579154

〈アイボリー〉
0295008300  JAN4992272579161

〈グレー〉
0295008400  JAN4992272579178

ブランケット／H120×W90cm
●ウール100%
●カラー／チョコレート（ストラップ：オレンジ）・アイボリー（ストラップ：キャメル）・グレー（ストラップ：チョコレート）

フランス製
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フランスの南西部、ピレネー山脈（バスク地方）は羊の移牧（遊牧）の発祥の
地とも云われています。厳しい寒さに耐えて育つ羊の毛は、暖かで上質です。

       

®  

Fabriqué en France  

チョコレート アイボリー グレー

▲担当のフィリップさん

MIDIPY/ミディピ

「MIDIPY（ミディピ）」は、1988年にフランスで
設立。ピレネー山脈で放牧された羊からとれる、上
質な羊毛を使用し、伝統的な技術と知識によってつ
くられた製品は、柔らかく上品な仕上がりです。

Fabrigu
e èn F

rance.

Corvert
ure Lain

e.

M A D E  I N

F R A N C E
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