
リラックマ
（デニム・プリント・刺繍）
本体価格 ￥2,000
6465001000 JAN4992272617856

ルームシューズ／22〜24cm対応

リラックマ
（パイルジャカード・布帛プリント・刺繍）
本体価格 ￥1,200
6405004900 JAN4992272644807

ヘアバンド／約10×21cm
●綿100％ 

リラックマ
（タフティング）
本体価格 ￥2,000
6465000800 JAN4992272616897

ラウンドマット／φ60cm
●パイル部分：ポリエステル100％

リラックマ　
（プリント）
本体価格 ￥2,000
6465000900 JAN4992272617849

クッションカバー／H45×W45cm
●綿100％ 

リラックマ
（無撚糸・パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500
6405003800 JAN4992272622621

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
6405003900 JAN4992272622638

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
6405004000 JAN4992272622645

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

スタイリッシュでちょっと大人な

“リラックマ スタイル”シリーズ
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リラックマ
（表面：刺繍/裏面：プリント）
本体価格 ￥2,000
6465001100 JAN4992272622669

シートクッション／φ35×D3.5cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル100％
　詰め物：ウレタンフォーム 

リラックマ
（帆布生地・プリント・刺繍）
本体価格 ￥1,500
6465002000 JAN4992272644814

ダイカットクッション／H36×W42cm
●側生地：綿100％　
　詰め物：ポリエステル100％ 

〈背面〉

〈裏面〉
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〈背面〉

リラックマ
（帆布生地・プリント）
本体価格 ￥1,800
6505000100 JAN4992272622690

収納BOX／H25×W36×D24cm
●綿100％ 

リラックマ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
6505000400 JAN4992272644777

コースター／各H10×W10cm

リラックマ
（デニム・刺繍・織りネーム・ステッチ）
本体価格 ￥1,000
6505000500 JAN4992272644760

ランチョンマット／H38×W48cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％ 

リラックマ
（デニム・刺繍・織りネーム・ステッチ）
本体価格 ￥2,000
6505000800 JAN4992272644784

エプロン／H55×W89cm（紐含めず）
●綿100％ 

リラックマ
（デニム・刺繍・織りネーム・ステッチ）
本体価格 ￥1,500
6505000900 JAN4992272644791

トートバック／H42×W33cm（持ち手含めず）
●綿100％ 

リラックマ
（帆布生地・プリント）
本体価格 ￥1,800
6505000000 JAN4992272616880

トートバック／H32×W25×15ｃｍ
●綿100％ 
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豪華な全面刺繍から
“ふわふわ”無撚糸まで
「リラックマ」の魅力がつまった
ミニタオルシリーズ

リラックマ
（無撚糸・長短パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
6405006500 JAN4992272644319

ミニタオル／約26×26cm
無撚糸

リラックマ
（無撚糸・パイルジャカード・スカラップ・
アップリケ刺繍・耳は半立体）
本体価格 ￥500
6405007800 JAN4992272644302

ミニタオル／約30.6×26cm
無撚糸

リラックマ
（無撚糸・スチームシャーリング・はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
6405007400 JAN4992272644326

ミニタオル／約26×26cm
無撚糸

リラックマ
（無撚糸・長短パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥500
6405007100 JAN4992272644289

ミニタオル／約26×26cm
無撚糸

リラックマ
（無撚糸・パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
8405002100 JAN4992272583281

ミニタオル／約26×26cm

無撚糸

リラックマ
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
6405006200 JAN4992272644333

ミニタオル／約26×26cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％

リラックマ
（シャーリング・スカラップ・全面刺繍）
本体価格 ￥600
6405006900 JAN4992272644296

ミニタオル／約26×26cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％

リラックマ
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
6405006300 JAN4992272644265

ミニタオル／約26×26cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％

リラックマ
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
6405007500 JAN4992272644272

ミニタオル／約26×26cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％

リラックマ
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
6405009600 JAN4992272680065

ミニタオル／約26×26cm

リラックマ
（パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
6405009700 JAN4992272680072

ミニタオル／約26×26cm

リラックマ
（パイルジャカード・バイアステープ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
6405009800 JAN4992272680089

ミニタオル／約26×26cm
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いつもとちょっと違った
大人っぽくてオシャレな
デザインシリーズです。
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〈背面〉
リラックマ
（プリント）
本体価格 ￥2,000
6505001100 JAN4992272659825

ランドリーバック／H55×φ35cm
●綿100％
　裏：PVCコーティング

リラックマ
（プリント）
本体価格 ￥3,000
6505001200 JAN4992272658026

トートバック／H30×W35×D15cm（持ち手含めず）
●生地：綿100%

リラックマ
（帆布生地・プリント）
本体価格 ￥1,500
6465002100 JAN4992272659832

ダイカットクッション／H33×W23.8cm
●側生地：綿100%

詰め物：ポリエステル100%

リラックマ
（パイルジャカード・染料プリント）
本体価格 ￥500 6405008700 JAN4992272659795

ミニタオル／約26×26cm
本体価格 ￥500 6405008800 JAN4992272659801

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 6405008900 JAN4992272659818

フェイスタオル／約34×80cm



やさしい素材と肌ざわり！
表面はやさしい肌ざわりのガーゼ、
裏面はふわふわのパイル生地なので
赤ちゃんにも安心のやさしい素材です。

身長が測れるメモリ付き！
0cm〜100cmのメモリが
付いているので、お風呂上がりに
赤ちゃんの体を拭きながら
身長を測る事ができます。
※商品の特性上、伸縮性がある為
目盛りに多少の誤差が出る場合がございます。

赤ちゃんの

日々の成長がわかる！

メモリ付

リラックマ
（表：ガーゼ・裏：甘撚糸・染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥380
6405004100 JAN4992272623000

おでかけタオル／約47×25cm
●綿100％ 

無撚糸

リラックマ
（無撚糸・スチームシャーリング・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥880
6405007200 JAN4992272644586

ファスナー付きタオル／約23×23ｃｍ
●綿100％ 

リラックマ
（パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,500
6405006400 JAN4992272644616

マスコット付きドレスタオル／約20×43cm（ループ含めず）
●本体：綿100％
　詰め物：ポリエステル100% 

リラックマ
（無撚糸・スチームシャーリング）
本体価格 ￥600
6405007000 JAN4992272644579

マフラータオル／約110×18cm
 無撚糸

リラックマ　
（タフティング）
本体価格 ￥1,500
6465001500 JAN4992272644678

チェアシート／H38×W38cm
●パイル部分：ポリエステル100％

リラックマ
（タフティング）
本体価格 ￥1,500
6465001600 JAN4992272644685

チェアシート／H38×W38cm
●パイル部分：ポリエステル100％

（裏面）
（裏面）

こども用
children

大人用
adult

リラックマ
（パイルジャカード）
本体価格 ￥1,000
6405007700 JAN4992272644593

タオル枕カバー（子供用）／約39×25cm
●パイル部分：綿100％
　基布部分：綿95％・ポリウレタン5％ 

リラックマ
（パイルジャカード）
本体価格 ￥1,500
6405007300 JAN4992272644609

タオル枕カバー（大人用）／約64×34cm
●パイル部分：綿100％
　基布部分：綿95％・ポリウレタン5％ 

▶ポケット付きタオル ▶マフラータオル�

▶タオル枕カバー�

▶マスコット付きネックピロー�▶チェアシート�

▶ファスナー付きタオル�

▶おでかけタオル�

▶マスコット付きドレスタオル�

リラックマ
（染料プリント）
本体価格 ￥2,000
6505000300 JAN4992272644692

クッション／H23×W36×D１2cm
ネックピロー／H30×W34×D9cm

リラックマ
（パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
6405011100 JAN4992272681918

ポケット付きタオル／約12.5×12.5cm（折りたたみ時）
●綿100％

269Z09

マスコットクッションを裏返すと
ネックピローに早変わり！

身長が測れるメモリ付き！
表面はガーゼ、裏面は
ふわふわパイル生地です。

▶湯上げタオル�

リラックマ 
（表：ガーゼ・染料プリント 裏：無撚糸）
本体価格 ￥1,500
6405008600 JAN4992272661996

湯上げタオル／約90×90cm
●綿100% 無撚糸
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リラックマ　
（パイルジャカード・スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥500
6405000300 JAN4992272592450

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
6405000400 JAN4992272592467

フェイスタオル／約34×80cm

リラックマ
（パイルジャカード・スカラップヘム・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
6405009900 JAN4992272680096

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
6405010000 JAN4992272680102

フェイスタオル／約34×80cm

リラックマ
（パイルジャカード）
本体価格 ￥500
6405004300 JAN4992272644951

ウォッシュタオル／約33×36cm
本体価格 ￥1,000
6405004400 JAN4992272644968

フェイスタオル／約33×80cm

ポルトガル製

リラックマ
（先白プリント・ピンタックヘム）
本体価格 ￥400
6405010900 JAN4992272681079

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥700
6405011000 JAN4992272681086

フェイスタオル／約34×80cm

リラックマ
（無燃糸・スチームシャーリング）
本体価格 ￥400
6405010700 JAN4992272681031

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥700
6405010800 JAN4992272681048

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

リラックマ
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥500 6405001400 JAN4992272611694

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 6405001500 JAN4992272611700

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 6405001600 JAN4992272611717

フェイスタオル／約34×80cm 無撚糸
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リラックマ
（パイルジャカード・染料プリント）
本体価格 ￥500 6405010100 JAN4992272680119

ミニタオル／約26×26cm
本体価格 ￥500 6405010200 JAN4992272680126

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 6405010300 JAN4992272680133

フェイスタオル／約34×80cm


