
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

キッチンパターン（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0366095000　JAN4992272674545

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366095100　JAN4992272674552

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366095200　JAN4992272674569

ポルトガル製

ハウスパターン（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0366096500　JAN4992272674699

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366096600　JAN4992272674705

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366096700　JAN4992272674712

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

か
わ
い
い
、北
欧
デ
ザ
イ
ン
。

ア
ー
ト
と
愛
ら
し
さ
が
共
存
す
る

カモメパターン（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0366096800　JAN4992272674729

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366096900　JAN4992272674736

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366097000　JAN4992272674743

ポルトガル製

バタフライパターン（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0366097100　JAN4992272674750

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366097200　JAN4992272674767

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366097300　JAN4992272674774

ポルトガル製
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ジャムパターン（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0366095600　JAN4992272674606

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366095700　JAN4992272674613

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366095800　JAN4992272674620

ポルトガル製

ピクルスパターン（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0366095900　JAN4992272674637

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366096000　JAN4992272674644

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366096100　JAN4992272674651

ポルトガル製

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
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PORTUGAL 暮らしを楽しくさせる、
おいしいデザインがいっぱい。

レモンパターン（パイルジャカード）
ミニタオル 本体価格 ￥300  約23×23cm 0366052700　JAN4992272659849

ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0366052400　JAN4992272659856

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366052500　JAN4992272659863

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366052600　JAN4992272659870

ポルトガル製

アップルパターン（パイルジャカード）
ミニタオル 本体価格 ￥300  約23×23cm 0366058400　JAN4992272659887

ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0366053600　JAN4992272659894

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366053700　JAN4992272659900

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366053800　JAN4992272659917

ポルトガル製

洋ナシパターン（パイルジャカード）
ミニタオル 本体価格 ￥300  約23×23cm 0366057600　JAN4992272659924

ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0366057700　JAN4992272659931

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366057800　JAN4992272659948

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366057900　JAN4992272659955

ポルトガル製

ザクロパターン（パイルジャカード）
ミニタオル 本体価格 ￥300  約23×23cm 0366053100　JAN4992272659962

ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約34×36cm 0366052800　JAN4992272659979

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366052900　JAN4992272659986

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366053000　JAN4992272659993

ポルトガル製
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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 0366074300　JAN4992272625929

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366074400　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 0366074500　JAN4992272625943

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366074600　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 0366092400　JAN4992272608007

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約34×80cm 0366092500　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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ソフトクリームパターン
（パイルジャカード）
本体価格 ￥400

0365093900　
JAN4992272625608

マフラータオル／約110×14cm
ポルトガル製

アイスキャンディーパターン
（パイルジャカード）
本体価格 ￥400

0365094000　
JAN4992272625615

マフラータオル／約110×14cm
ポルトガル製

パイナップルパターン
（パイルジャカード）
本体価格 ￥400

0365093800　
JAN4992272625622

マフラータオル／約110×14cm
ポルトガル製

オレンジパターン
（パイルジャカード）
本体価格 ￥400

0365093700　
JAN4992272625639

マフラータオル／約110×14cm
ポルトガル製

チューリップパターン
（パイルジャカード）
本体価格 ￥400

0365093200　
JAN4992272625646

マフラータオル／約110×14cm
ポルトガル製

フローラルイエロー
（パイルジャカード）
本体価格 ￥400

0365093300　
JAN4992272625653

マフラータオル／約110×14cm
ポルトガル製

パスタパターン
（パイルジャカード）
本体価格 ￥400

0365093400　
JAN4992272625660

マフラータオル／約110×14cm
ポルトガル製

マイルドドロップ
（パイルジャカード）
本体価格 ￥400

〈パープル〉 0366031100　JAN4992272637229

〈オレンジ〉 0366031200　JAN4992272637236

マフラータオル／約110×14cm ポルトガル製

ストライプサマー
（パイルジャカード）
本体価格 ￥400

〈ブルー〉 0366032800　JAN4992272637243

〈イエロー〉 0366032700　JAN4992272637250

マフラータオル／約110×14cm ポルトガル製

クラルテ
（パイルジャカード）
本体価格 ￥400

〈レッド〉 0366032100　JAN4992272637267

〈ブルー〉 0366032200　JAN4992272637274

マフラータオル／約110×14cm ポルトガル製

クールレイヤー
（パイルジャカード）
本体価格 ￥400

〈グリーン〉 0366031300　JAN4992272637281

〈ブルー〉 0366031400　JAN4992272637298

マフラータオル／約110×14cm ポルトガル製

アーガイルクラシック
（パイルジャカード）
本体価格 ￥400

〈ベージュ〉 0366032900　JAN4992272637304

〈ピンク〉 0366033000　JAN4992272637311

マフラータオル／約110×14cm ポルトガル製

エクレール
（パイルジャカード）
本体価格 ￥400

〈ピンク〉 0366031900　JAN4992272637328

〈ブルー〉 0366032000　JAN4992272637335

マフラータオル／約110×14cm ポルトガル製
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カラフルなロングサイズ、タオル
素材のマフラータオルです。
スポーツやウォーキング、アウトド
アに日よけ、汗取り、冬は防寒用
としてもご使用いただけます。

マフラータオル

Muffler
Towel



mundo t ex t i l /
モンズテキスタイル社

1975年に設立されたモンズテキスタ
イル社は、ポルトガルだけではなく、
アメリカ・ニューヨークにもショール
ームを持つ、ヨーロッパ最大の規模
を誇るタオル会社です。様々な認可
を取得した高品質な商品と、世界中
のお客様へ商品を届ける戦略的な物
流システムを兼ね備えています。

ビームストライプ ブルー（パイルジャカード・シャーリング）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約33×36cm 0365042200　JAN4992272593549

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約33×80cm 0365042300　JAN4992272593556

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0365042400　JAN4992272593563

ポルトガル製

ビームストライプ レッド（パイルジャカード・シャーリング）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥300  約33×36cm 0366040300　JAN4992272647518

フェイスタオル 本体価格 ￥500  約33×80cm 0366040400　JAN4992272647525

バスタオル 本体価格 ￥1,500  約60×120cm 0366040500　JAN4992272647532

ポルトガル製
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フルカラーが素敵な、
ポルトストライプ！
人気のビームストライプにレッドカラーが加わりました。
洗練と情熱を感じる配色と、滑らかボリューミィな手触りです。

トルコ製

バンブーチェック（パイルジャカード・バンブーレーヨン糸使用）
〈ブラウン〉 〈アイボリー〉

本体価格 ￥400
ウォッシュタオル 約34× 36cm

0355065800　
JAN4992272626971

0355066100　
JAN4992272626988

本体価格 ￥800
フェイスタオル 約34× 80cm

0355065900　
JAN4992272626995

0355066200　
JAN4992272627008

本体価格 ￥2,000
バスタオル 約60× 120cm

0355066000　
JAN4992272627015

0355066300　
JAN4992272627022

●綿55％・レーヨン45％　

トルコ製

バンブーストライプ（パイルジャカード・バンブーレーヨン糸使用・ループ付き）
〈ホワイト〉 〈グレー〉

本体価格 ￥400
ウォッシュタオル 約34×36cm

0355065000　
JAN4992272626896

0355065400　
JAN4992272626902

本体価格 ￥800
フェイスタオル 約34×80cm

0355065100　
JAN4992272626919

0355065500　
JAN4992272626926

本体価格 ￥2,000
バスタオル 約60×120cm

0355065200　
JAN4992272626933

0355065600　
JAN4992272626940

●綿55％・レーヨン45％　

トルコ製

ターキーパフべロア
〈ブルー〉 〈グレー〉

本体価格 ￥300
ウォッシュタオル 約34×36cm

0355069000　
JAN4992272627183

0355069300　
JAN4992272627213

本体価格 ￥500
フェイスタオル 約34×80cm

0355069100　
JAN4992272627190

0355069400　
JAN4992272627220

本体価格 ￥1,500
バスタオル 約60×120cm

0355069200　
JAN4992272627206

0355069500　
JAN4992272627237

（シャーリング）
ターキーパフ（パイルジャカード）

〈ブルー〉 〈グレー〉

本体価格 ￥400
ウォッシュタオル 約34×36cm

0355036900　
JAN4992272597516

0355037000　
JAN4992272597523

本体価格 ￥800
フェイスタオル 約34×80cm

0355037100　
JAN4992272597530

0355037200　
JAN4992272597547

本体価格 ￥2,000
バスタオル 約60×120cm

0355037300　
JAN4992272597554

0355037400　
JAN4992272597561

トルコ製
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トルコ製上質タオル。竹の天然繊維！
バンブーレーヨンの光沢と
なめらかな手触りを届けます。

ERTEKS/エルテクス社

エルテクス・テキスタイル社は1994年にホームテキスタイルの発祥地と言わ
れるトルコのデニズリに設立されました。工場ではトルコ綿、エジプト綿、オ
ーガニックコットンなど様々な素材を使用したタオルの生産をしています。
エルテクス・テキスタイル社はトルコデニズリ県のリーディングカンパニーと
してお客様のニーズに応え、人と環境にやさしい高品質なタオルを製造・販
売し、成長を続けています。

TURKEY



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
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担当のリカルド・レルヴァスさん

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

PORTUGAL 

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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®

Fabriqué en France
▲担当の
　フィリップさん

MIDIPY/ミディピ

「MIDIPY（ミディピ）」社は、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。

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。

Fabrigue èn France.

Corverture Laine.

優雅をまとう暖かさの極みピレネー産、
極上ウールのスローブランケット。

M A D E  I N

F R A N C E

M A D E  I N

I T A LY

※季節商品のため在庫に限りがあります。ご了承ください。

チョコレート アイボリー グレー
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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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。

SESL I  TEKSTIL  A . S . /セスリテキスタイル社

洗練されたデザイン性と滑らかな肌ざわり。
トルコ生まれの高品質ブランド。

洗練されたデザイン性と、滑らかな肌ざわり。
トルコ生まれのブランケット。

肌ざわりが優しい
アクリル製ショール。

ピンク

ホワイト

グレー

パープル

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

Modern border & stripe

Scotch blanket

Turkey soft shawl

アクリル素材は保温性に優れ肌ざわりが柔らかく、縮んだりしわになりにくい
のが特長です。虫食いの心配もないので保管が楽なのも嬉しい点です。

グリーン グレー

スコッチブランケットの魅力
スコットランドテイストのチェック柄。ワッフル織り
（ハチス織り）で、生地の表面に四角い凹凸を
作る織物です。サラッとした触り心地で吸水性
に優れ、糸が抜けにくいのが特長です。

※季節商品のため在庫に限りがあります。ご了承ください。

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

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／H200×W150cm（フリンジ含めず）
●アクリル100%
 

トルコ製

ターキーチェック （ジャカード）
本体価格 ￥3,800

〈ピンク〉
0355010300　JAN4992272565614

〈パープル〉
0355010600　JAN4992272565607

ブランケット／H200×W150cm（フリンジ含めず）
●綿60%・アクリル40%
 

トルコ製
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