葛飾北斎：宝歴 10年〜嘉永２

江 戸 時 代から愛され続ける
北 斎の浪 裏、赤 富 士をデザインしたタオルシリーズです。

葛飾北斎（1760〜1849 年）は、世界一有名な日本の画家。江戸
後期の浮世絵師です。
『富嶽三十六景』
『北斎漫画』が特に有名
ですが、森羅万象あらゆるものを自在な筆で描き、浮世絵版画、
肉筆画など様々なジャンルを手掛けました。生涯に３万点を超
える作品を発表、世界中の芸術家に影響を与えました。

富嶽三十六景・
神奈川沖浪裏
富嶽三十六景・凱風快晴

ふがく
（パイル･ガーゼ･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

0515025100 JAN4992272684926

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 600

約34×36cm

0515025400 JAN4992272684957

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約34×80cm

0515025200 JAN4992272684933

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約34×80cm

0515025500 JAN4992272684964

バスタオル

本体価格 ￥ 2,800

約60×120cm 0515025300 JAN4992272684940

日本製

認定番号：第2018-2371号

なみうら
（無撚糸･パイルジャカード･刺繍･プリントネーム･今治タオルブランドネーム付き）

あかふじ
（無撚糸･パイルジャカード･刺繍･プリントネーム･今治タオルブランドネーム付き）

おきなみ

沖浪（ブルー）
（パイル・ガーゼ・プリントネーム・今治タオルブランドネーム付き）

バスタオル

本体価格 ￥ 2,800

約60×120cm 0515025600 JAN4992272684971

日本製

認定番号：第2018-2371号

おきなみ

沖浪（レッド）
（パイル・ガーゼ・プリントネーム・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

0515024500 JAN4992272684865

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 600

約34×36cm

0515024800 JAN4992272684896

ミニタオル

本体価格 ￥ 300

約25×25cm

0515016400 JAN4992272655018

ミニタオル

本体価格 ￥ 300

約25×25cm

0515016300 JAN4992272655001

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約34×80cm

0515024600 JAN4992272684872

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約34×80cm

0515024900 JAN4992272684902

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 500

約34×36cm

0515015100 JAN4992272652994

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 500

約34×36cm

0515015000 JAN4992272652987

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,000

約34×80cm

0515015300 JAN4992272653014

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,000

約34×80cm

0515015200 JAN4992272653007

バスタオル

本体価格 ￥ 2,800

認定番号：第2018-2275号

約60×120cm 0515024700 JAN4992272684889

無撚糸

日本製

バスタオル

本体価格 ￥ 2,800

認定番号：第2018-2276号

約60×120cm 0515025000 JAN4992272684919

無撚糸

日本製

バスタオル

本体価格 ￥ 2,000

認定番号：第2017-2375号
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おおなみ
（パイル･ガーゼ･今治タオルブランドネーム付き）

約60×120cm 0515015500 JAN4992272653038

日本製

バスタオル

本体価格 ￥ 2,000

認定番号：第2017-2375号

約60×120cm 0515015400 JAN4992272653021

日本製
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Five Colored Weaving Bath Towel 葛飾北斎が描いた 美しい日本を
《 五彩織りバスタオル 》

五彩織りタオルで再現。

富嶽三十六景・神奈川沖浪裏

神奈川沖浪裏 かながわおきなみうら
（五彩織り・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 10,000
0515002100

JAN4992272617191

大判バスタオル／約180×93cm

認定番号：第2016-1808号

日本製

富嶽三十六景・山下白雨

山下白雨 さんかはくう
（五彩織り・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 10,000
0515002300

JAN4992272617214

大判バスタオル／約180×93cm

認定番号：第2016-1809号
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日本製

五彩織り（ごさいおり）
先染めのジャカード織りタオル
で、世界初、
フルカラーの表現を
実現したアートタオルです。
パイル織りでのフルカラー表現
は、緻密なアート作品の魅力を
より深く、高級に見せます。

東京伝統
木版画工芸協同組合

今回の北斎JAPAN COLLECTION を
作成するにあたり経済産業大臣指
定伝統工芸品 江戸木版画 東京伝統
木版画工芸協同組合にご協力・ご
賛助いただきました。
東京伝統木版画工芸協同組合は浮
世絵版画復刻による技術の再興と
伝承を目指して組織されました。平
成5年に東京都の伝統工芸指定をう
け、平成25年には経済産業省より国
の伝統工芸品指定を受けました。

富嶽三十六景・凱風快晴

凱風快晴 がいふうかいせい
（五彩織り・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 10,000
0515002200

JAN4992272617207

大判バスタオル／約180×93cm

認定番号：第2016-1811号

日本製

富嶽三十六景・深川万年橋下

深川万年橋下 ふかがわまんねんばしした
（五彩織り・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 10,000
0515002400

JAN4992272617221

大判バスタオル／約180×93cm

認定番号：第2016-1810号

日本製
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Embroidery brooch

ボタンにつける刺 繍ブローチ

Die-cut Cushion & Cushion Cover

《 刺繍ブローチ 》

《 ダイカットクッション 》

《 ゴブラン織りクッションカバー 》

ダイナミックなシルエットが特徴の、ダイカットクッションです。

細密な北斎アートを織り描いた、お洒落なインテリア製品です。

お部屋に置けば、インテリアのアクセントになります。

葛飾北斎 神奈川沖浪裏
（ムカラ刺繍）

葛飾北斎 山下白雨
（ムカラ刺繍）

本体価格 ￥ 2,000
0515004600

本体価格 ￥ 2,000

JAN4992272617634

刺繍ブローチ／H5.5×W5cm

日本製

0515004700

《 風呂敷 》

日本製

凱風快晴
（麻生地風・プリント）

アートで包む
素 敵で便 利な
日本の風呂敷 。

Furoshiki

JAN4992272617641

刺繍ブローチ／H4×W6.5cm

本体価格 ￥ 2,800
0515002800

1 山下白雨

神奈川沖浪裏
（麻生地風・プリント）

神奈川沖浪裏
（表：ゴブラン織り／裏：モール糸）

本体価格 ￥ 2,800

JAN4992272617443

0515002700

本体価格 ￥ 2,000

JAN4992272617436

0515003100

JAN4992272617481

山下白雨
（表：ゴブラン織り／裏：モール糸）
本体価格 ￥ 2,000
0515003200

JAN4992272617498

ダイカットクッション／H45×W100cm

ダイカットクッション／H60×W60cm

クッションカバー／H45×W45cm

クッションカバー／H45×W45cm

●側生地：ポリエステル100%
詰め物：ポリエステル100%

●側生地：ポリエステル100%
詰め物：ポリエステル100%

●表生地：ポリエステル100%
裏生地：ポリエステル85%・綿9%・レーヨン6%

●表生地：ポリエステル83%・綿9%・レーヨン8%
裏生地：ポリエステル85%・綿9%・レーヨン6%

（染料プリント）

2

本体価格 ￥ 1,500
0515003800

3

1

JAN4992272617559

風呂敷／約90×90cm
●綿100％

日本製

Rug
《 ラグマット（ゴブラン織り）》

2 神奈川沖浪裏

（染料プリント）
本体価格 ￥ 1,500
0515003600

JAN4992272617535

風呂敷／約90×90cm
●綿100％

日本製

3 凱風快晴

（染料プリント）
本体価格 ￥ 1,500
0515003700

JAN4992272617542

風呂敷／約90×90cm
●綿100％

日本製

凱風快晴
（ゴブラン織り）

神奈川沖浪裏
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥ 3,000
0515011500

風呂敷は、古くから続く日本の包
み布です。奈良時代が始まりと言
われています。一枚の布が変化す
る『布のおりがみ』の様で包む物
の形や大きさに合わせて自在に変
化させる事が出来る、便利で美し
い布です。使わないときは、小さ
く折り畳みバッグに入れて持ち運
べるマイエコバッグに成ります。こ
の古くて新しい、日本の暮らしの
文化をお愉しみください。

本体価格 ￥ 3,000

JAN4992272653168

0515011400

ラグマット／H60×W90cm

JAN4992272653151

ラグマット／H60×W90cm

Duvet Cover Sets
《 カバーリング 》

超！かっこいい、
北斎・神奈川沖浪裏画カバーリングセットです。
グレートな夢が見れそうです。

〈合わせ包みのやり方〉
1

2

3

神奈川沖浪裏
（染料プリント）

4

本体価格 ￥ 6,800
0515013600

枕カバー
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JAN4992272653144

カバーリング／掛けカバー：H210×W150cm
枕カバー：H43×W63cm
巾着：H38×W32cm

巾着

●綿100％

174

