江戸を伝えるかわいいデザイン

刺繍ブローチ
江戸の風俗、文化を復刻した、
しゃれた『江

戸デザインの刺繍ブローチ』が揃いました。

町火消しの纏（まとい）に袢纏（はんてん）、
江戸の手書き提灯、江戸張り子戌、花札・
・

など、どれも魅力あるデザインの

江戸っ子は粋でいなせで祭好き。

歌舞伎、浮世絵、町火消し・・江戸の風俗、文化

優れた技がひかる日本製ブローチです。

からエッセンスを取り入れた江戸の粋、エドセンスを
紹介する雑貨 Brand『

』登場。

江戸特有の美意識、心意気ある粋な色とデザイン

をお楽しみください。

江戸まとい（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）
ミニタオル

本体価格 ￥ 500

約25×25cm 0515019900 JAN4992272682618

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,000

約34×80cm 0515020000 JAN4992272682625

本体価格 ￥ 2,000

約60×120cm0515020100 JAN4992272682632

バスタオル

●カラー／ブルー

認定番号：第2018-2277号

日本製

はりこいぬ

めまとい

張子戌
（刺繍）

本体価格 ￥ 2,000
0515023200

まとい

め纏
（刺繍）

本体価格 ￥ 2,000

JAN4992272682946

刺繍ブローチ／H5×W4cm

0515023300

江戸まとい（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）

刺繍ブローチ／H6.3×W2cm

ミニタオル

本体価格 ￥ 500

約34×80cm 0515020300 JAN4992272682656

本体価格 ￥ 2,000

約60×120cm0515020400 JAN4992272682663

バスタオル

●カラー／ネイビー
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約25×25cm 0515020200 JAN4992272682649

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,000

認定番号：第2018-2277号

日本製

めはんてん

0515023600

刺繍ブローチ／H3.5×W4.3cm

日本製

0515023700

日本製

0515023800

日本製

えどちょうちん

江戸提灯
（刺繍）

本体価格 ￥ 2,000

刺繍ブローチ／H3.5×W4.3cm

JAN4992272682977

日本製

まといはんてん

JAN4992272682991

0515023500

刺繍ブローチ／H4.7×W5.3cm

纏袢纏
（刺繍）

本体価格 ￥ 2,000

JAN4992272682984

本体価格 ￥ 2,000

JAN4992272682960

日本製

江戸まる袢纏
（刺繍）

本体価格 ￥ 2,000

0515023400

刺繍ブローチ／H6.3×W2cm

はんてん

め袢纏
（刺繍）

江戸まる花札
（刺繍・チェーン・鈴付き）

本体価格 ￥ 2,000

JAN4992272682953

日本製

はなふだ

江戸まる纏
（刺繍）

本体価格 ￥ 2,000

JAN4992272683004

刺繍ブローチ／H3.5×W4.5cm

日本製

0515023900

JAN4992272683011

刺繍ブローチ／H4.3×W2.3cm

日本製
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祭り袢纏・町火消し袢纏（はんてん）に描かれた
背文字、『纏』
『睦』『め組』
・・

だるま組
（表：ガーゼ/裏：パイル・プリント・
今治タオルブランドネーム付き）

縁起物の紋様『雲龍』をくっきり染め抜いた粋なデザイン。
厚みがあり吸水性もある（三重ガーゼ織り）タオルです。

本体価格 ￥ 500
0515021200

JAN4992272682748

ミニタオル／約25×25cm

日本製

認定番号：第2018-2372号

いぬ丸
（表：ガーゼ/裏：パイル・プリント・
今治タオルブランドネーム付き）
江戸文字
（三重ガーゼ･抜染プリント）
本体価格 ￥ 500
0515020800

JAN4992272682700

日本製

0515021300

JAN4992272682755

ミニタオル／約25×25cm

本体価格 ￥ 1,000
0515020900

ミニタオル／約25×25cm

本体価格 ￥ 500

江戸文字
（三重ガーゼ･抜染プリント･
プリントネーム）

認定番号：第2018-2372号

日本製

まつりはんてん

祭袢纏
（表：ガーゼ/裏：パイル・プリント・
今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 500
0515021400

JAN4992272682762

ミニタオル／約25×25cm

認定番号：第2018-2372号

日本製

町火消し
（表：ガーゼ/裏：パイル・プリント・
今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 500
0515021500

JAN4992272682779

ミニタオル／約25×25cm

日本製

認定番号：第2018-2372号

祭文字
（表：ガーゼ/裏：パイル・プリント・
今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 500
0515021600

JAN4992272682786

ミニタオル／約25×25cm

日本製

認定番号：第2018-2372号

JAN4992272682717

フェイスタオル／約34×80cm

日本製

コットンマフラー

ちゃくしょくばっせん

染め抜き（着色抜染）プリント

染め抜き柄の綿素材マフラー。

フワッと巻いて楽しむ粋なおしゃれに役立つ一枚です。

抜染は抜染剤を使って生地の色を脱色します。
着抜は抜染剤をプリントした上に染め込みインクをプリントをするプリント技法です。
着抜をすることにより濃色生地でも染め込みインクで発色のいいプリントが出来ます。

りゅうず

龍図
（抜染プリント）
本体価格 ￥ 2,000
0515022900

JAN4992272682915

コットンマフラー／34×170cm
パッケージ

うんりゅう

雲龍
（三重ガーゼ･抜染プリント）
本体価格 ￥ 500
0515021000

JAN4992272682724

日本製
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日本製

うんりゅう

雲龍
（三重ガーゼ･抜染プリント･
プリントネーム）
本体価格 ￥ 1,000
0515021100

ミニタオル／約25×25cm

●綿100％

JAN4992272682731

フェイスタオル／約34×80cm

日本製

きりん

ふうじんらいじん

麒麟
（抜染プリント）

風神雷神
（抜染プリント）

本体価格 ￥ 2,000
0515023000

本体価格 ￥ 2,000

JAN4992272682922

0515023100

JAN4992272682939

コットンマフラー／34×170cm

コットンマフラー／34×170cm

●綿100％

●綿100％

日本製

日本製
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お風呂タオル

※今治透かし織り生地使用

パッケージ

すしの漢字
（プリント）

ゆ屋
（プリント）

本体価格 ￥ 700

まつりだましい

本体価格 ￥ 700

祭 魂（シャーリング・染料プリント）

0515020500

本体価格 ￥ 200
ハンドタオル 約30×30cm

お風呂タオル／約33×100cm

0515018600
JAN4992272682489

0515018700
本体価格 ￥ 800
ミニバスタオル 約50×100cm JAN4992272682496
0515018800
本体価格 ￥ 1,200
レジャーバスタオル 約70×140cm JAN4992272682502

てやんでぇ
（プリント）

JAN4992272682670

本体価格 ￥ 700

JAN4992272682687

お風呂タオル／約33×100cm

日本製

バスマット

0515020600

0515020700

JAN4992272682694

お風呂タオル／約33×100cm

日本製

日本製

いつものお風呂が、江戸の湯屋になる・・

ゆ
（先染め・タフティング）
本体価格 ￥ 1,500
0515024000

JAN4992272683028

バスマット／H45×W60cm
●パイル部分：ポリエステル100％
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花札あそび（シャーリング・染料プリント）

はりこ犬（シャーリング・染料プリント）

本体価格 ￥ 200
ハンドタオル 約30×30cm

本体価格 ￥ 200
ハンドタオル 約30×30cm

0515018900
JAN4992272682519

0515019200
JAN4992272682540

0515019000
本体価格 ￥ 800
ミニバスタオル 約50×100cm JAN4992272682526

0515019300
本体価格 ￥ 800
ミニバスタオル 約50×100cm JAN4992272682557

0515019100
本体価格 ￥ 1,200
レジャーバスタオル 約70×140cm JAN4992272682533

0515019400
本体価格 ￥ 1,200
レジャーバスタオル 約70×140cm JAN4992272682564

ゆけむり
（先染め・タフティング）
本体価格 ￥ 1,500
0515024100

JAN4992272683035

バスマット／H45×W60cm
●パイル部分：ポリエステル100％
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