
良質なイギリス製ストール。
ブランケットとしてもお愉しみいただけます。

CHECK STOLES

180年の歴史を誇る
イギリス、名門ファブリックメーカー。

EST.1837

MADE  IN  ENGLAND

HERITAGE ・DESIGN ・QUALITY

EST.1837

MADE  IN  ENGLAND

HERITAGE ・DESIGN ・QUALITY

本体価格 ￥10,000
ストール ／

バックデン

70×185cm（フリンジ含む）
0385004700

英国製●ウール100％

本体価格 ￥10,000
ストール ／

セルビー

70×185cm（フリンジ含む）
0385004900

英国製●ウール100％

B R O N T E
B Y  M O O N
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MOON/ムーン

【伝統・デザイン・品質】
 1837 年の創業から、180 年もの間、最高のウール製品を作り続けています。築いてきた伝統に誇りを
 持つとともに、近代的で、革新的なデザインとの融合にも挑戦し染色から紡績、製織から仕上げまでを
 一手に担い、その品質の素晴らしさで、お客様からの信頼を勝ち得ています。
 1996 年にはバッキンガム宮殿にて表彰され、近年では、オバマ大統領がムーンを訪れた際に
 ホワイトハウスの椅子生地として選ばれています。ムーンの生地は歴史ある城、由緒ある名家だけでなく、
 五ツ星ホテルでも見受けられます。

MADE IN

UNITED 
KINGDOM



Pure Merino Wool

メリノウールは羊毛の中でも最高級
とされるウールで、メリノ種の羊から
とれます。他の種類の羊毛に比べて
繊維が細いのが特長で、とてもソフト
な肌触りのウールです。

マルチスポット

Pure Merino Wool

Shell Button
天然の貝をくり抜いて、
削り、磨磨きつくられた
オリジナルボタン。
（替えのボタン付きです）

CUSHION 

本体価格 ￥10,000
クッション ／

べージュマルチ

40×40cm
0385004300

英国製●ウール100％

本体価格 ￥10,000
クッション ／

マスタード

40×40cm
0385004400

英国製●ウール100％

本体価格 ￥10,000
クッション ／

アクア

40×40cm
0385004500

英国製●ウール100％

本体価格 ￥10,000
クッション ／

パッチワーク

40×40cm
0385004600

英国製●ウール100％

本体価格 ￥10,000
クッション ／

マルチスポット

40×40cm
0385004200

英国製●ウール100％

マスタード

パッチワーク

べージュマルチ

アクア

本体価格 ￥10,000
ストール ／

スレッシュフィールド

70×185cm（フリンジ含む）
0385004800

英国製●ウール100％

MOON / ムーンのロゴマーク
イギリスらしい素敵なデザインです。

158



100%pureWool /
一頭から25～30%の良質の羊毛を使用。
このブランケットは、ホワイトとチャコールの２種類の
原毛（カラー）を使い、その二種類を合わせてグレーカラーを
作りだしています。

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）〈ホワイト〉 〈グレー〉

●ウール100％
●カラー／ホワイト（ストラップ：レッド）・グレー（ストラップ：キャメル）・

チャコール（ストラップ：オレンジ）

ブランケット／ 0375000800120×180cm本体価格 ￥40,000 0375000700
〈チャコール〉

0375000900

フランス製

本体価格 ￥80,000
ブランケット

アルパカブランケット
（皮ネーム・牛革ハンディーベルト付き）

●アルパカ100％

／140×160cm（フリンジ含まず）
0375001000

フランス製
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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。

南アメリカ大陸原産の家畜の1種である、ラク
ダ科の「アルパカ」は極めて良質な体毛を具え
ており、古来より衣類を始めとする生活用品へ
加工利用されてきました。アルパカの毛は軽く
て柔らかく、丈夫な繊維です。「しっとりとし
た滑らかさ」「美しい光沢」を持ち、毛布のチ
クチク感が苦手な方にも安心してお使いいただ
けます。また、繊維内にあるごく微細な空気穴
により、アルパカ特有の保温性を備え持ってい
ます。この空気穴が寒い時には体の熱を保持し
暖かな時は空気穴を通して熱を発散する役目を
果たすので、冬は暖かく、夏は涼しく、四季を
通して気持ち良くお使いいただけます。

チャコールグレーホワイト

Fabrigue èn France.
Corverture Laine.

M A D E  I N

F R A N C E

M A D E  I N

I T A LY

軽くて柔らかく暖かい、アルパカのブランケット。



100%pureWool /
一頭から25～30%の良質の羊毛を使用。
このブランケットは、ホワイトとチャコールの２種類の
原毛（カラー）を使い、その二種類を合わせてグレーカラーを
作りだしています。

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）〈チョコレート〉 〈アイボリー〉

●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）

ブランケット ／ 029500820090×120cm本体価格 ￥20,000 0295008300
〈グレー〉

0295008400
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®  

Fabriqué en France  

フランス製

チョコレート アイボリー グレー

優
雅
を
ま
と
う

暖
か
さ
の
極
み

ピ
レ
ネ
ー
産
、
極
上
ウ
ー
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ス
ロ
ー
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ラ
ン
ケ
ッ
ト
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▲担当のフィリップさん

MIDIPY/ミディピ

「MIDIPY（ミディピ）」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。



フェイスタオル
バスタオル

／
／

0345001500

0345001600

ローズ
（パイルジャカード・パイピング）

約34×80cm

約60×120cm
本体価格 ￥1,500
本体価格 ￥3,000 

0345001300

0345001400

〈レッド〉 〈ブルー〉

●カラー／ホワイト×レッド・ホワイト×ブルー
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M A D E  I N

F R A N C E

M A D E  I N

I T A LY

S IMAND/シマンド

1985年にイタリア／フローレンスで伝統的なレースと刺繍
の優れたハンドメイドの技術と経験を持つ、Saliファミリ
ーによって設立されました。更に1990年にはベッド、バス
、テーブルラインのオリジナルデザインのコレクションをス
タート。受け継がれた技術で、上質でハイレベルなラグジ
ュアリー商品を展開しています。

La collezione Simand
è semple un prodotto artigiandle ben fatto.

Nelle lenzwola piü raffunate, nelle spugne piü morbide, e le 

è semple un prodotto artigiandle ben fatto.

Nelle lenzwola piü raffunate, nelle spugne piü morbide, e le 

è semple un prodotto artigiandle ben fatto.

tovaglie piü eleganti, domina l'alta qualità e i dettagli curati, 

Nelle lenzwola piü raffunate, nelle spugne piü morbide, e le 

tovaglie piü eleganti, domina l'alta qualità e i dettagli curati, 

Nelle lenzwola piü raffunate, nelle spugne piü morbide, e le 

che seguono lo spirito sartoriale, con bordi e funiture confezionate 

tovaglie piü eleganti, domina l'alta qualità e i dettagli curati, 

che seguono lo spirito sartoriale, con bordi e funiture confezionate 

tovaglie piü eleganti, domina l'alta qualità e i dettagli curati, 

a mano.

イタリア製



フェイスタオル
バスタオル

／
／

0345001100

0345001200

シャクナゲリボン
（パイルジャカード・パイピング）

約34×80cm

約60×120cm
本体価格 ￥1,500
本体価格 ￥3,000

0345000700

0345000800

〈レッド〉 〈ブルー〉

●カラー／ホワイト×レッド・ホワイト×ブルー

フェイスタオル
バスタオル

／
／

0345000900

0345001000

シャクナゲレース 
（パイルジャカード・レース）

約34×80cm

約60×120cm
本体価格 ￥1,500
本体価格 ￥3,000

0345000500

0345000600

〈レッド〉 〈ブルー〉

●カラー／ホワイト×レッド・ホワイト×ブルー
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洗練されたエレガント。
イタリアのエッセンスを
お愉しみください。

イタリア製

イタリア製



本体価格 ￥8,000
スカーフ／

プレスト

25×170cm（フリンジ含まず）
0385003700本体価格 ￥8,000

スカーフ／

クラリオン

25×170cm（フリンジ含まず）
0385003600本体価格 ￥8,000

スカーフ／

マンダリン

25×170cm（フリンジ含まず）
0385003500本体価格 ￥8,000

スカーフ／

カリプソ

25×170cm（フリンジ含まず）
0385003400

南アフリカ製 南アフリカ製 南アフリカ製 南アフリカ製●アルパカ60％・ウール20％・
シルク10％・ナイロン10％

●アルパカ60％・ウール20％・
シルク10％・ナイロン10％

●アルパカ60％・ウール20％・
シルク10％・ナイロン10％

●アルパカ60％・ウール20％・
シルク10％・ナイロン10％
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南アフリカで 150 年続く、
モヘアの老舗メーカー。

Hin t e rve l d /ヒンターフェルド

「繊維のダイヤモンド」と云われるモヘアのブランケット
やマフラーを製造するメーカーです。南アフリカはモヘア
の原料（アンゴラヤギ）の世界三大産地と云われ大規模
な飼育が行われており、ネルソン・マンデラ・ベイにあるこ
のメーカーの紡績工場では、古来からの方法で極上の繊
維が作られています。



アルパカとシルクのエキゾチックなブレンドは、
最高の肌ざわり。

マフラーは現代的なデザインで、
ナチュラルカラーは、土・雲や空を表しています。

肌ざわりは至福の柔らかさで、驚くほど。
繊細なフリンジも最高です。

RHAPSODY
A L P A C A  &  S I L K   S C A R F

An exotic blend of  Alpaca and Silk offers

a range that strikes just the right note.

本体価格 ￥8,000
スカーフ／

ソナタ

25×170cm（フリンジ含まず）
0385004100本体価格 ￥8,000

スカーフ／

ノクターン

25×170cm（フリンジ含まず）
0385004000本体価格 ￥8,000

スカーフ／

アルマンド

25×170cm（フリンジ含まず）
0385003900本体価格 ￥8,000

スカーフ／

バンジョー

25×170cm（フリンジ含まず）
0385003800

南アフリカ製 南アフリカ製 南アフリカ製 南アフリカ製●アルパカ60％・ウール20％・
シルク10％・ナイロン10％

●アルパカ60％・ウール20％・
シルク10％・ナイロン10％

●アルパカ60％・ウール20％・
シルク10％・ナイロン10％

●アルパカ60％・ウール20％・
シルク10％・ナイロン10％
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0385005000 0385005100 0385005200本体価格 ￥2,000

シンプリーチェック
（ニット） 〈イエロー〉 〈ピンク〉 〈ブルー〉

クッションカバー／45×45cm
●綿100％
●カラー／イエロー・ピンク・ブルー

0385005300 0385005400本体価格 ￥2,000

スティック
（ニット）

●綿100％
●カラー／イエロー・オレンジ

〈イエロー〉 〈オレンジ〉

クッションカバー／45×45cm
0385005500 0385005600本体価格 ￥2,000

ゼブラ
（ニット）

●綿100％
●カラー／グレー・チャコールグレー

〈グレー〉 〈チャコールグレー〉

クッションカバー／45×45cm

150

まるで、手編みのよう！
あたたかみのある、綿ニットカバーコレクション。

「思わず笑顔になってしまう」
作る人の温かみを感じる
ニットテキスタイルです。
季節や気分に応じて取り替えられる
のが、クッションカバーのいいところ。
くつろぎタイムがランクアップしそう！

カノディア社は1940年に創業した歴史
のある会社で、今日のニットホームテキ
スタイルのパイオニアです。現在は約
400人の従業員数と業界で必要とされ
る多くの認定証を保持しており、品質と
正確な納品を約束しています。

Kanod i a  G l oba l /
カノディア



〈グレー〉 〈ブルー〉

0385008200

0385007200

0385008300

0385007300

●レーヨン63%・ポリエステル24%・麻7%・綿6%
●カラー／グレー・ブルー

ポルトガル製

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥3,800
クッション

クッションカバー

ハウンドトゥース
（ベルベット）

／30×30cm

／45×45cm

〈グレー〉 〈パープル〉

0385008800

0385007800

0385008900

0385007900

●レーヨン58%・ポリエステル42%
●カラー／グレー・パープル

ポルトガル製

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥3,800
クッション

クッションカバー

メイズ
（ベルベット）

／30×30cm

／45×45cm

〈グレー〉 〈ブラック〉

0385008400

0385007400

0385008500

0385007500

●レーヨン60%・ポリエステル30%・麻7%・綿3%
●カラー／グレー・ブラック

ポルトガル製

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥3,800
クッション

クッションカバー

タングラム
（ベルベット）

／約30×30cm

／45×45cm

〈グリーン〉 〈ブルー〉

0385008600

0385007600

0385008700

0385007700

●レーヨン58%・ポリエステル42%
●カラー／グリーン・ブルー

ポルトガル製

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥3,800
クッション

クッションカバー

ストリーム
（ベルベット）

／約30×30cm

／45×45cm

〈イエロー〉 〈シルバー〉

0385009000

0385008000

0385009100

0385008100

●レーヨン77%・ポリエステル23%
●カラー／イエロー・シルバー

ポルトガル製

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥3,800
クッション

クッションカバー

グレース
（ベルベット）

／30×30cm

／45×45cm
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高級なソファやカーテンに使われるベルギーの
ベルベット生地をクッションに仕立てました。
大人のライフスタイルグッズです。

1951年にベルギーで設立。インテリア向けジャカードベル
ベット、ビスコースカーペットをメインに製作。トレンドに
敏感で現代的なものから伝統的なものまで、幅広い種類
の製品を提供しています。

VERSTRAETE & VERBAUWEDE  Fabrics/
ベルストラエテ

BELGIUM  Fablic Cushion 手触りと艶が美しい
品格あるベルギー産
ベルベット生地クッション。

ベルギー製生地使用

ベルギー製生地使用

ベルギー製生地使用ベルギー製生地使用ベルギー製生地使用



PORTUGAL Towel

ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

0365038900

0365039000

0365039100

トリリアント
（パイルジャカード）

約33× 36cm

約33× 80cm

約60×120cm

本体価格 ￥300
本体価格 ￥500
本体価格 ￥1,500

ポルトガル製

ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

シェブロン
（パイルジャカード）

約33× 36cm
約33× 80cm

約60×120cm

本体価格 ￥300
本体価格 ￥500
本体価格 ￥1,500

〈ピンク〉 〈ブルー〉

●カラー／ピンク・ブルー ポルトガル製

0365077700

0365077900

0365078100

0365077800

0365078000

0365078200

ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

ヤガスリ
（パイルジャカード）

約33× 36cm
約33× 80cm

約60×120cm

本体価格 ￥300
本体価格 ￥500
本体価格 ￥1,500

〈ベージュ〉 〈グレー〉

●カラー／ベージュ・グレー ポルトガル製

0365041300

0365041400

0365041500

0365051100

0365051200

0365051300

ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

ポルトメッコ
（パイルジャカード）

約34× 36cm
約34× 80cm

約60×120cm

本体価格 ￥300
本体価格 ￥500
本体価格 ￥1,500

〈ブルー〉 〈レッド〉

●カラー／ブルー・レッド ポルトガル製

0365027600

0365027800

0365028000

0365027700

0365027900

0365028100
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幾何学模様が魅せるモードなオシャレ。



ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

ラスター
（ジャカード・シャーリング）

約33× 36cm
約33× 80cm

約60×120cm

本体価格 ￥400
本体価格 ￥800
本体価格 ￥2,000

〈グリーン〉 〈イエロー〉

●カラー／グリーン・イエロー ポルトガル製

0365044300

0365044400

0365044500

0365044600

0365044700

0365044800

ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

ルイス
（ジャカード・シャーリング）

約33× 36cm
約33× 80cm

約60×120cm

本体価格 ￥400
本体価格 ￥800
本体価格 ￥2,000

〈ピンク〉 〈ブルー〉

●カラー／ピンク・ブルー ポルトガル製

0365078300

0365078500

0365078700

0365078400

0365078600

0365078800

ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

ジェーロ
（ジャカード・シャーリング）

約33× 36cm
約33× 80cm

約60×120cm

本体価格 ￥400
本体価格 ￥800
本体価格 ￥2,000

〈ピンク〉 〈ブルー〉

●カラー／ピンク・ブルー ポルトガル製

0365078900

0365079100

0365079300

0365079000

0365079200

0365079400

ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

レイヤード
（ジャカード・シャーリング）

約33× 36cm
約33× 80cm

約60×120cm

本体価格 ￥400
本体価格 ￥800
本体価格 ￥2,000

〈オレンジ〉 〈グリーン〉

●カラー／オレンジ・グリーン ポルトガル製

0365044900

0365045000

0365045100

0365045200

0365045300

0365045400
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それぞれ、光の点滅や斜光、色彩豊かな氷をモチーフに描かれた・・
ポルトガル特有の発色とパターンが織りなすスタイリッシュなタオルです。



PORTUGAL Towel

ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

0365081300

0365081400

0365081500

ビビッドサークル
（ジャカード・シャーリング）

約34× 36cm

約34× 80cm

約60×120cm

本体価格 ￥400
本体価格 ￥800
本体価格 ￥2,000

ポルトガル製

ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

0365080700

0365080800

0365080900

ビビッドシェブロン
（ジャカード・シャーリング）

約34× 36cm

約34× 80cm

約60×120cm

本体価格 ￥400
本体価格 ￥800
本体価格 ￥2,000

ポルトガル製

フレッシュなフルカラー。
白を基調にした、ジャカードシャーリングのタオルです。
鮮やかなカラーが新鮮に見える、リズム感豊かなデザインです。
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ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

ノルディックスノー
（パイルジャカード）

約34× 36cm

約34× 80cm

約60×120cm

本体価格 ￥300
本体価格 ￥500
本体価格 ￥1,500

〈ブルー〉 〈ピンク〉

●カラー／ブルー・ピンク ポルトガル製

0365081600

0365081700

0365081800

0365082000

0365082100

0365082200

ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

0365080400

0365080500

0365080600

ビビッドトゥイッグ
（ジャカード・シャーリング）

約34× 36cm

約34× 80cm

約60×120cm

本体価格 ￥400
本体価格 ￥800
本体価格 ￥2,000

ポルトガル製

ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

0365081000

0365081100

0365081200

ビビッドドット
（ジャカード・シャーリング）

約34× 36cm

約34× 80cm

約60×120cm

本体価格 ￥400
本体価格 ￥800
本体価格 ￥2,000

ポルトガル製

ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

0365055700

0365055800

0365055900

ジグストライプ
（ジャカード・シャーリング）

約34× 36cm

約34× 80cm

約60×120cm

本体価格 ￥400
本体価格 ￥800
本体価格 ￥2,000

ポルトガル製

1977年の設立以来、デザインと品
質にこだわったタオル製品を世界中
のお客様へ提供しています。すべて
の製造過程の中で高い品質を追求
し、大人向けから子供向けまで幅広
いデザインを取り扱っています。Ne ipe r /ネイパー社
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本体価格 ￥20,000
バスマット

イカット
（タフティング）

●パイル部分：綿100％

／80×160cm
0365095200

ポルトガル製

本体価格 ￥20,000
バスマット

ダマスク
（タフティング）

●パイル部分：綿100％

／80×160cm
0365095100

ポルトガル製
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PORTUGAL Mat

上品なカラー、エレガントなデザインの大判サイズ、バスマットです。
バスルームの他、様々なお部屋のインテリアとして、
豪華な魅力をお楽しみ頂けます。

プレミアム感触
ソレマ社製、
コットンバスマット。

グラッシオーザは世界中において存在感のある
ポルトガル発のラグジュアリーブランドです。
グラッシオーザの商品は最高基準の品質管理、
また、綿密に考え抜かれたモノづくりを誇る
商品です。
エレガントなヨーロッパのデザインや形、素材、
最高峰のテクノロジーを融合して作られました。



Bath Mat

Dispenser

Kitchen Mat

本体価格 ￥20,000
バスマット

マウンテンゼブラ
（タフティング）

●パイル部分：綿60％・ポリエステル40%

／90×150cm
0365095300

ポルトガル製

本体価格 ￥5,800
バスマット

アズレージョ
（タフティング）

●パイル部分：アクリル100％
●カラー／ブルー・パープル

〈ブルー〉 〈パープル〉

0365065800 0365066000

ポルトガル製

／60×100cm
本体価格 ￥6,800
キッチンマット

アズレージョ
（タフティング）

●パイル部分：アクリル100％
●カラー／ブルー・パープル

〈ブルー〉 〈パープル〉

0365065900 0365066100

ポルトガル製

／60×120cm

〈ブルー〉 〈パープル〉

0365066200

0365066300

0365066400

0365066500

0365066600

0365066700

●ドロマイト
●カラー／ブルー・パープル ポルトガル製

本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥1,200
石鹸皿

マルチスタンド

ディスペンサー 

／

／

／

アズレージョ
（プリント）

H9×W14×D2cm

H10.7×φ7cm

H19.1×φ7cm

本体価格 ￥1,500
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ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

0355037500

0355037600

0355037700

モダールアラベスク 
（ジャカード・シャーリング）

約34× 36cm
約34× 80cm

約60×120cm

●綿85％・レーヨン15％
●カラー／ブラウン

本体価格 ￥400
本体価格 ￥800
本体価格 ￥2,000

トルコ製

ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

0355037800

0355037900

0355038000

モダールアラベスク 
（ジャカード・シャーリング）

約34× 36cm
約34× 80cm

約60×120cm

●綿85％・レーヨン15％
●カラー／ホワイト

本体価格 ￥400
本体価格 ￥800
本体価格 ￥2,000

トルコ製
151

エキゾチック・モダーン
美しい艶と色のターキッシュタオル。 ※このタオルは高級モダール糸を使用しています。



ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

0355038100

0355038200

0355038300

モダールアラベスク 
（ジャカード・シャーリング）

約34× 36cm
約34× 80cm

約60×120cm

●綿85％・レーヨン15％
●カラー／ブラック

本体価格 ￥400
本体価格 ￥800
本体価格 ￥2,000

トルコ製

ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

0355038400

0355038500

0355038600

モダールアラベスク 
（ジャカード・シャーリング）

約34× 36cm
約34× 80cm

約60×120cm

●綿85％・レーヨン15％
●カラー／パープル

本体価格 ￥400
本体価格 ￥800
本体価格 ￥2,000

トルコ製

ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル

／
／
／

0355038700

0355038800

0355038900

モダールアラベスク 
（ジャカード・シャーリング）

約34× 36cm
約34× 80cm

約60×120cm

●綿85％・レーヨン15％
●カラー／レッド

本体価格 ￥400
本体価格 ￥800
本体価格 ￥2,000

トルコ製
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モダール繊維の特長 ： 高級モダール糸 使用のジャカード織りタオルです。
この糸は天然の木材パルプを原料とした再生繊維で吸湿性・放湿性に優れ
独特の光沢が魅力です。

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。



ターキーソフトブランケット
（ジャカード） 〈グリーン〉 〈グレー〉

●アクリル100％
●カラー／グリーン・グレー

ターキーソフトブランケット ／ 0355040800150×195cm（フリンジ含まず）本体価格 ￥3,800 0355040900

トルコ製

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

ターキーソフトブランケット

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。
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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。

▲セスリテキスタイル社の皆さん
　（セスリテキスタイル社展示室前にて）

SESL I  TEKSTIL  A . S . /セスリテキスタイル社



ターキーチェック
（ジャカード） 〈ピンク〉 〈レッド〉

●綿60％ アクリル40％
●カラー／ピンク・レッド・グリーン・パープル

スコッチブランケット／ 0355010300150×195cm（フリンジ含まず）本体価格 ￥4,800 0355010400
〈グリーン〉

0355010500
〈パープル〉

0355010600

トルコ製

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。

SCOTCH BLANKET

TURKEY SOFT SHAWL

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。

ターキーソフトショール
（ジャカード） 〈ホワイト〉 〈グレー〉

●アクリル100％
●カラー／ホワイト・グレー

ショール ／ 0355041000130×160cm（フリンジ含まず）本体価格 ￥2,800 0355041100

トルコ製
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