
※鳥獣人物戯画の名シーンをジャカード織りで描いた『絵巻タオル』です。（全長約５m)

戯画
（ガーゼ織りパイルジャカード・備長炭繊維使用・プリント・
今治タオルブランドネーム付き・プリントネーム）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約34×36cm 0525001600　JAN4992272653410

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約34×80cm 0525001700　JAN4992272653427

バスタオル 本体価格 ￥2,800  約60×120cm 0525001800　JAN4992272653434

●綿98％・レーヨン2%

いまむかし
（パイルジャカード・プリントネーム・今治タオルブランドネーム付き）

〈アイボリー〉 〈グリーン〉

本体価格 ￥500
ミニタオル 約25×25cm

0525001900　
JAN4992272653441

0525002000　
JAN4992272653458

本体価格 ￥600
ウォッシュタオル 約34×36cm

0525002100　
JAN4992272653465

0525002200　
JAN4992272653472

本体価格 ￥1,200
フェイスタオル 約34×80cm

0525002300　
JAN4992272653489

0525002400　
JAN4992272653496

本体価格 ￥2,800
バスタオル 約60× 120cm

0525002500　
JAN4992272653502

0525002600　
JAN4992272653519

日本製認定番号：第2017-2378号

日本製認定番号：第2017-2377号
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ガーゼ部分に備長炭を練り込んだ糸を使
用していて、ガーゼ地が杢糸効果により
水墨画のような味わいです。備長炭の持
つ快適機能（消臭・サラサラ等）をご使用
のたび感じていただけます。

備長炭繊維使用

平安時代に描かれた、とてもユーモラスな絵巻、鳥獣人物戯画。

あの国宝の名シーンがいきいきとタオルに踊り出ています。

遊戯
（三重ガーゼ・プリント・今治タオルブランドネーム付き）

ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約34×36cm 0525006200　JAN4992272683905

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約34×80cm 0525006300　JAN4992272683912

バスタオル 本体価格 ￥2,800  約60×120cm0525006400　JAN4992272683929

●綿100% 日本製認定番号：第2017-2378号

161

鳥獣人物戯画（ちょうじゅうじんぶつぎが）は京都の高山寺（こう
さんじ）に伝わる紙本墨絵の絵巻物で日本の国宝です。
甲・乙・丙・丁4巻からなり、12世紀〜13世紀頃（平安時代
末期〜鎌倉時代初期）の作で今から約800年前の作品です。
特に有名な甲巻はウサギ・カエル・サルなどの動物が擬人化し
て描かれ、その場面にはいまの漫画にある手法が見られるため
「日本最古の漫画」と称されています。
作者は鳥羽僧正 覚猷（とばそうじょう かくゆう）という絵画に精
通した天台僧という説もありますが確かではなく作者不詳とされ
ています。
甲巻は様 な々動物による水遊び・賭け弓・相撲といった遊び
や法要・喧嘩などの場面が実にユーモラスにまるでひとの振る
舞いのようにリアルに楽しげに描かれています。
甲・丙巻は東京国立博物館に、乙・丁巻は京都国立博物
館にそれぞれ所蔵されています。

P161 〜166の製品は京都 栂尾 高山寺より認定を受け作られ
ています。



パッケージ

お相撲
（シャーリング・直線スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥2,500

0525000600　JAN4992272653588

ミニタオル／約32×32cm
●本体：綿100%
　刺繍部分：上糸 レーヨン100%
　　　　　 下糸 ポリエステル100%

日本製

追っかけっこ
（シャーリング・直線スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥2,500

0525000700　JAN4992272653595

ミニタオル／約32×32cm
●本体：綿100%
　刺繍部分：上糸 レーヨン100%
　　　　　 下糸 ポリエステル100%

日本製

弓大会
（シャーリング・直線スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥2,500

0525000800　JAN4992272653601

ミニタオル／約32×32cm
●本体：綿100%
　刺繍部分：上糸 レーヨン100%
　　　　　 下糸 ポリエステル100%

日本製

追いかけっこ（兎）
（シャーリング・ズブ染め・刺繍・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 ￥800

0525002700　JAN4992272653540

ミニタオル／約25×25cm

日本製認定番号：第2017-2285号

お相撲（カエル）
（シャーリング・ズブ染め・刺繍・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 ￥800

0525002800　JAN4992272653557

ミニタオル／約25×25cm

日本製認定番号：第2017-2285号

お相撲（兎）
（シャーリング・ズブ染め・刺繍・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 ￥800

0525002900　JAN4992272653564

ミニタオル／約25×25cm

日本製認定番号：第2017-2285号

追いかけっこ（おさる）
（シャーリング・ズブ染め・刺繍・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 ￥800

0525003000　JAN4992272653571

ミニタオル／約25×25cm

日本製認定番号：第2017-2285号
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鳥獣人物戯画のキャラクターをワンポイント刺繡した今治タオル製の無地染めミニタオルです。
ご挨拶や、お土産としてお使いいただけます。京都高山寺の認定ネーム付きです。

鳥獣人物戯画の名シーンを全面に刺繡した豪華なタオルです。
日本製刺繍の細やかな仕事と、上質なタオル生地が素晴らしいイッピンです。
インテリアとして、飾ったり、お膝掛けとして、大切な方への贈りものに。

刺しゅうミニタオル

パッケージ
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兎が猿を追いかける！ 笑い転げる兎！
痛快でユーモラスな鳥獣人物戯画の名シーンが日本てぬぐいになりました。

追っかけ（兎）
（染料プリント）
本体価格 ￥800

0525000900　JAN4992272653649

手ぬぐい／約35×90cm
●綿100％

日本製

追われ（猿）
（染料プリント）
本体価格 ￥800

0525001000　JAN4992272653656

手ぬぐい／約35×90cm
●綿100％

日本製

相撲（兎）
（染料プリント）
本体価格 ￥800

0525001100　JAN4992272653663

手ぬぐい／約35×90cm
●綿100％

日本製

相撲（蛙）
（染料プリント）
本体価格 ￥800

0525001200　JAN4992272653670

手ぬぐい／約35×90cm
●綿100％

日本製

てぬぐい

※てぬぐいの片方を縫い、のれんのように掛けたり、
　絵画のように飾っても、お楽しみ頂けます。
   （のれんは、イメージで、製品では有りません）

パッケージ

日本製認定番号：第2017-2354号

日本製認定番号：第2017-2354号

山
やまでら

寺
（表：ガーゼ／裏：パイルジャカード・
染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000

0525000400　JAN4992272653526

フェイスタオル／約80×34cm

石
せきすい

水
（表：ガーゼ／裏：パイルジャカード・
染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000

0525000500　JAN4992272653533

フェイスタオル／約80×34cm

ガーゼ＆パイルフェイスタオル



巻きもの
（和紙糸・プリントネーム）
本体価格 ￥2,000

〈ホワイト〉
0525005500　JAN4992272653618

〈グレー〉
0525005600　JAN4992272653625

〈グリーン〉
0525005700　JAN4992272653632

ストール／H146×W29cm（フリンジ含めず）
●分類外繊維（和紙）58％・
　ポリエステル38％・ナイロン4％
●カラー／ホワイト・グレー・グリーン

日本製

パッケージ

パッケージ

11

2

2

とがのお
（染料プリント・洗い処理）
本体価格 ￥3,800

0525006500　JAN4992272684841

ストール／H170×W45cm
●綿100%

日本製

里山
（天然草木染め（栗）・プリントネーム）
本体価格 ￥3,800

0525006600　JAN4992272684858

ストール／H170×W45cm
●綿100% 日本製

〈グリーン〉

〈グレー〉

〈ホワイト〉
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日本の昔からある紙「和紙」を使い織りました。
吸湿性、通気性に優れたサラサラした使い心地です。
フワリと巻いてご使用ください。

鳥獣たちを描いた、
軽やか『ぼかし染めストール』。

天然の色を纏う、
草木染めストール。

和紙糸のストール

パッケージ

パッケージ

兎とカエル （刺繍）
本体価格 ￥3,000

0525003800　JAN4992272653724

刺繍ブローチ／H5.2×W6.5cm

日本製

追っかけ兎 （刺繍）
本体価格 ￥3,000

0525003900　JAN4992272653731

刺繍ブローチ／H5.9×W5.8cm

日本製

追われる猿 （刺繍）
本体価格 ￥3,000

0525004000　JAN4992272653748

刺繍ブローチ／H4.1×W5.7cm

日本製

お出かけ兎 （刺繍）
本体価格 ￥3,000

0525004100　JAN4992272653755

刺繍ブローチ／H5.8×W3.8cm

日本製

野
の や ま

山 （染料プリント）
本体価格 ￥500

0525005800　JAN4992272653687

風呂敷／約50×50cm
●綿100％

日本製

絵
え ま き

巻 （染料プリント）
本体価格 ￥500

0525005900　JAN4992272653694

風呂敷／約50×50cm
●綿100％

日本製

楽
たの

し （染料プリント）
本体価格 ￥500

0525006000　JAN4992272653700

風呂敷／約50×50cm
●綿100％

日本製

平
へいあん

安 （染料プリント）
本体価格 ￥500

0525006100　JAN4992272653717

風呂敷／約50×50cm
●綿100％

日本製

166

お気に入りの服やバッグなどの小物に取り付けたり
親しい方への贈り物にオシャレな日本製刺繍ブローチです。

刺しゅうブローチ

BENTO
FUROSHIKI

お弁当包みやランチクロスとして、
ちょうどイイ！サイズの風呂敷です。

お弁当風呂敷


