
細糸・軽量タオル
パイルが長くふんわりと繊細で軽い柔らかさ 
吸水性も高く、乾きも速い、今治らしいタオルです。

波音（なみおと）（パイルジャカード40/1糸･ピンタック･今治ブランドネーム付き）
〈ピンク〉 〈ネイビー〉 〈ブルー〉

本体価格 ￥300
ウォッシュタオル／約33×35cm

0305087900　
JAN4992272684025

0305088200　
JAN4992272684056

0305088500　
JAN4992272684087

本体価格 ￥500
フェイスタオル／約33×80cm

0305088000　
JAN4992272684032

0305088300　
JAN4992272684063

0305088600　
JAN4992272684094

本体価格 ￥1,500
バスタオル／約60×120cm

0305088100　
JAN4992272684049

0305088400　
JAN4992272684070

0305088700　
JAN4992272684100

日本製認定番号：第2018-2409号
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質のいいタオル、確かな技、
ここでしかないモノ

愛媛・今治から、安心の日本製・地域ブランド
『今治くらふと』

今では、お馴染みとなった、今治タオルは
百十余年の歴史と伝統を受け継ぎ、多くの人々の努力により
世界に誇る最高品質のタオルを生む一大産地となりました。

素材選びから織り、染め、洗いに至るまで『手を抜かず丁寧にものづくりする』
を信念として、幾多のノウハウと卓越した職人技により造られています。

ガス焼きとは
織り糸をよった状態でガスの火ににくぐらせることで、糸の毛羽を焼きとる手法です。
この加工により毛羽落ちの少ない心地よいタオルになります。

認定番号：第2017-2349号

天使の眠り（ピマコットン4重ガーゼ・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35×35cm 0305056300　JAN4992272654004

フェイスタオル 本体価格 ￥1,500  約35×80cm 0305056400　JAN4992272654011

バスタオル 本体価格 ￥3,000  約70×140cm 0305056500　JAN4992272654028

日本製

豊（ゆたか）
（タンギス綿中空糸使用・エコモイスチャーミンク加工・ガス焼き・
今治タオルブランドネーム付き）

〈ブルー〉 〈グレー〉 〈ホワイト〉

本体価格 ￥1,000
フェイスタオル 約34×80cm

0305084100　
JAN4992272684186

0305083800　
JAN4992272684216

0305084400　
JAN4992272684247

本体価格 ￥2,500
ミニバスタオル 約50×100cm

0305084200　
JAN4992272684193

0305083900　
JAN4992272684223

0305084500　
JAN4992272684254

日本製

幸（しあわせ）
（サンホーキン綿中空糸使用・エコモイスチャーミンク加工・ガス焼き・
今治タオルブランドネーム付き）

〈アイボリー〉 〈ホワイト〉

本体価格 ￥1,000
フェイスタオル 約34×80cm

0305085000　
JAN4992272684308

0305085300　
JAN4992272684339

本体価格 ￥2,500
ミニバスタオル 約50×100cm

0305085100　
JAN4992272684315

0305085400　
JAN4992272684346

日本製認定番号：第2018-2606号

認定番号：第2018-2605号
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織りあがったタオルを天然の酵素と純石鹸、『うちぬ
きの水』と言われる名水でじっくり洗い晒

さら
す。

不純物を除き、化学薬品を使うことなく、綿本来の柔
らかさとボリューム感を作り出すエコ加工です。
生地を痩せさせることなく吸水性と柔らかさが洗濯し
ても質感が変わりにくい上質なタオルとなります。 『名水うちぬきの水』をタオルの仕上げに使う たっぷりの名水で丁寧にタオルを洗う

『エコモイスチャー・ミンク加工』の様子です。

名水で洗う
『エコモイスチャー・ミンク加工』のタオル。



ベリーベリー（アイボリー）
（表面ガーゼ・裏面パイル・ソフトプリント・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 ￥300 約33×35cm 0305086400　JAN4992272684445

フェイスタオル 本体価格 ￥500 約33×80cm 0305086500　JAN4992272684452

バスタオル 本体価格 ￥1,500 約60×120cm 0305086600　JAN4992272684469

日本製

ベリーベリー（ピンク）
（表面ガーゼ・裏面パイル・ソフトプリント・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 ￥300 約33×35cm 0305090400　JAN4992272685275

フェイスタオル 本体価格 ￥500 約33×80cm 0305090500　JAN4992272685282

バスタオル 本体価格 ￥1,500 約60×120cm 0305090600　JAN4992272685299

日本製

ベリーベリー（ブルー）
（表面ガーゼ・裏面パイル・ソフトプリント・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 ￥300 約33×35cm 0305090700　JAN4992272685305

フェイスタオル 本体価格 ￥500 約33×80cm 0305090800　JAN4992272685312

バスタオル 本体価格 ￥1,500 約60×120cm 0305090900　JAN4992272685329

日本製

認定番号：第2018-1907号

認定番号：第2018-1907号認定番号：第2018-1907号
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今治タオルは、独自の品質検査をしています。
たとえば「５秒ルール」。タオル片を水に浮か
べたとき、５秒以内に沈み始めるかどうか。
今治タオルの最大の特徴である「吸水性」を
保証するため、産地で独自に設けた品質基準
のひとつです。このような基準を満たしたもの
だけが、今治タオルのブランドマークをつける
ことができるのです。

イロドリ三角
（甘撚り・パイルジャカード・下縞チェック・プリントネーム付き・今治タオルブランドネーム付き）

〈ピンク〉 〈ブルー〉 〈アイボリー〉

本体価格 ￥400
ミニタオル 約25×25cm

0305007500　
JAN4992272575330

0305007600　
JAN4992272575347

0305007700　
JAN4992272575354

本体価格 ￥400
ウォッシュタオル 約34×36cm

0305007800　
JAN4992272575361

0305007900　
JAN4992272575378

0305008000　
JAN4992272575385

本体価格 ￥800
フェイスタオル 約34×80cm

0305008100　
JAN4992272575392

0305008200　
JAN4992272575408

0305008300　
JAN4992272575415

本体価格 ￥2,000
バスタオル 約60×120cm

0305008400　
JAN4992272575422

0305008500　
JAN4992272575439

0305008600　
JAN4992272575446

日本製

イロドリまるまる
（甘撚り・パイルジャカード・下縞チェック・プリントネーム付き・今治タオルブランドネーム付き）

〈ブラウン〉 〈グリーン〉 〈バイオレット〉

本体価格 ￥400
ミニタオル 約25×25cm

0305009900　
JAN4992272575576

0305010000　
JAN4992272575583

0305010100　
JAN4992272575590

本体価格 ￥400
ウォッシュタオル 約34×36cm

0305010200　
JAN4992272575606

0305010300　
JAN4992272575613

0305010400　
JAN4992272575620

本体価格 ￥800
フェイスタオル 約34×80cm

0305010500　
JAN4992272575637

0305010600　
JAN4992272575644

0305010700　
JAN4992272575651

本体価格 ￥2,000
バスタオル 約60×120cm

0305010800　
JAN4992272575668

0305010900　
JAN4992272575675

0305011000　
JAN4992272575682

日本製認定番号：第2015-1644号 認定番号：第2015-1598号
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フェルガナソフト（甘撚り糸）
中央アジアのウズベキスタン・キルギス・タジキスタンに広がるフェルガナ盆地で栽培された綿から
つくられ、繊維長が長く、ツヤ、光沢があり、洗っても固くなりにくい甘撚りの綿糸です。

情緒あふれる かわいい 和
軽やかに愛らしく 暮らしを彩るタオルです。



パッケージ

花みくじ
（片毛･裏パイル･プリント）
本体価格 ￥500

0315054000　JAN4992272684568

フェイスタオル／約34×80cm

日本製

福まねき
（片毛･裏パイル･プリント）
本体価格 ￥500

0315054100　JAN4992272684575

フェイスタオル／約34×80cm

日本製

トンボくるくる
（片毛･裏パイル･プリント）
本体価格 ￥500

0315054200　JAN4992272684582

フェイスタオル／約34×80cm

日本製

だるまさん
（片毛･裏パイル･プリント）
本体価格 ￥500

0315054300　JAN4992272684599

フェイスタオル／約34×80cm

日本製

すすきの兎さん
（片毛･裏パイル･プリント）
本体価格 ￥500

0315054400　JAN4992272684605

フェイスタオル／約34×80cm

日本製

お野菜
（片毛･裏パイル･プリント）
本体価格 ￥500

0315054500　JAN4992272684612

フェイスタオル／約34×80cm

日本製

オリガミ
（片毛･裏パイル･プリント）
本体価格 ￥500

0315054600　JAN4992272684629

フェイスタオル／約34×80cm

日本製
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大阪府 京都府

奈良県

大阪湾

和歌山県

田尻町

堺市

岬町
阪南市泉南市

貝塚市
和泉市

泉大津市
忠岡町

高石市

泉佐野市
岸和田市

熊取町

泉州地区

関西国際空港

SENSHU

泉州（せんしゅう）とは大阪府の南西部から和歌山
県に位置する、
９市４町から成る地域です。関西の空の玄関口、
関西国際空港を望み、古くから産業・文化の栄
えた資源豊富な地域です。

日本のタオル産業 発祥の地、
泉州で作られる泉州タオル。
大きな特長として『後晒し（あとざらし）』とい
う独自の製造方法が有ります。和泉山脈
のきれいな地下水を利用した伝統の製法
とこだわった職人の技がほど良い厚みで
使いやすく、よく水を吸う、日本の生活・
文化に合った、普段使いの万能タオルを
生み出しています。

いつものタオル、ここでしかない、使い易いモノ

日々の暮らしに役立つ安心の日本製・地域ブランド『泉州らいふ』

キャロル
（パイルジャカード） 〈ブルー〉 〈グリーン〉 〈レッド〉

本体価格 ￥200
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315039800　
JAN4992272655681

0315039900　
JAN4992272655698

0315040000　
JAN4992272655704

本体価格 ￥400
フェイスタオル 約34×80cm

0315040100　
JAN4992272655711

0315040200　
JAN4992272655728

0315040300　
JAN4992272655735

本体価格 ￥1,000
バスタオル 約60×120cm

0315040400　
JAN4992272655742

0315040500　
JAN4992272655759

0315040600　
JAN4992272655766

日本製

アルペジオ
（パイルジャカード） 〈ピンク〉 〈イエロー〉

本体価格 ￥300
ウォッシュタオル 約34×37cm

0315022100　
JAN4992272614022

0315022200　
JAN4992272614039

本体価格 ￥500
フェイスタオル 約34×85cm

0315022300　
JAN4992272614046

0315022400　
JAN4992272614053

本体価格 ￥1,500
バスタオル 約60×120cm

0315016900　
JAN4992272616781

0315017000　
JAN4992272616798

日本製

ソフライン
（ピマスーパーソフト） 〈ピンク〉 〈ブルー〉

本体価格 ￥300
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315013100　
JAN4992272614589

0315013200　
JAN4992272614596

本体価格 ￥500
フェイスタオル 約34×80cm

0315013300　
JAN4992272614602

0315013400　
JAN4992272614619

本体価格 ￥1,500
バスタオル 約60×120cm

0315013500　
JAN4992272614626

0315013600　
JAN4992272614633

日本製

サンライズ
（パイルジャカード） 〈ブルー〉 〈ピンク〉

本体価格 ￥200
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315041600　
JAN4992272655865

0315041700　
JAN4992272655872

本体価格 ￥400
フェイスタオル 約34×80cm

0315041800　
JAN4992272655889

0315041900　
JAN4992272655896

本体価格 ￥1,000
バスタオル 約60×120cm

0315042000　
JAN4992272655902

0315042100　
JAN4992272655919

日本製

ピマスーパーソフト
エコロジー製法で作る究極の柔らかさ。高級ピマコットンを
使用し、化学物質の使用を出来るだけ削減。極甘撚りのよ
うなしなやかな糸をつくりました。無撚糸のようなふんわり感、
毛羽落ちが少なく使いやすいです。繰り返しお洗濯してもや
わらかさが持続します。
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泉州タオル産地では「後ざらし」と呼ばれる製法を一貫して守り通してきました。

“さらし”とは、糸に付いた不純物を取り除き、白くする工程のことです。

タオルを織る際の糸切れを防ぐため、糸につけた糊や、原料である綿糸に

もともと付着している油分や不純物をきれいに全て取り除き、

漂白・水洗いをすることで、“綿”本来の特性を最大限に活かします。

生地が織り上がった後で“さらし”を行うことにより、一般のタオルに比べて、

吸水性に優れ、清潔で肌ざわりの良いタオルが生まれます。made in Senshu, Japan

Senshu 
Daily Towel



テイスティ 
（パイル部分：オーガニックコットン）

〈ネイビー〉 〈ブルー〉 〈レッド〉

本体価格 ￥300
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315037800　
JAN4992272655483

0315043500　
JAN4992272656978

0315043400　
JAN4992272656961

本体価格 ￥500
フェイスタオル 約34×80cm

0315038000　
JAN4992272655506

0315043700　
JAN4992272656992

0315043600　
JAN4992272656985

本体価格 ￥1,500
バスタオル 約60×120cm

0315038200　
JAN4992272655520

0315043900　
JAN4992272657012

0315043800　
JAN4992272657005

フラム 
（パイル部分：オーガニックコットン）

〈ネイビー〉 〈ブルー〉 〈レッド〉

本体価格 ￥300
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315038400　
JAN4992272655544

0315044100　
JAN4992272657036

0315044000　
JAN4992272657029

本体価格 ￥500
フェイスタオル 約34×80cm

0315038600　
JAN4992272655568

0315044300　
JAN4992272657050

0315044200　
JAN4992272657043

本体価格 ￥1,500
バスタオル 約60×120cm

0315038800　
JAN4992272655582

0315044500　
JAN4992272657074

0315044400　
JAN4992272657067

日本製 日本製

ナチュレボーダー（パイル部分：オーガニックコットン）
〈レッド〉 〈ネイビー〉

本体価格 ￥300
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315056200　
JAN4992272684780

0315056500　
JAN4992272684810

本体価格 ￥500
フェイスタオル 約34×80cm

0315056300　
JAN4992272684797

0315056600　
JAN4992272684827

本体価格 ￥1,500
バスタオル 約60×120cm

0315056400　
JAN4992272684803

0315056700　
JAN4992272684834

日本製
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お肌に優しい地球に優しい安心の国産

泉州オーガニックタオル。

ラインライフ
本体価格 ￥4,000

〈ブルー〉
0245001100　JAN4992272655926

〈ベージュ〉
0245001200　JAN4992272655933

タオルケット／約140×190cm
●綿100％ 日本製

オーガニックライン
〈ベージュ〉 〈ブルー〉

本体価格 ￥300
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315012500　
JAN4992272614527

0315012600　
JAN4992272614534

本体価格 ￥500
フェイスタオル 約34×80cm

0315012700　
JAN4992272614541

0315012800　
JAN4992272614558

本体価格 ￥1,500
バスタオル 約60×120cm

0315012900　
JAN4992272614565

0315013000　
JAN4992272614572

日本製

（オーガニックコットン）

オーガニックむく
〈ホワイト〉 〈ベージュ〉

本体価格 ￥300
ウォッシュタオル 約34×36cm

0315016300　
JAN4992272615371

0315016400　
JAN4992272615388

本体価格 ￥500
フェイスタオル 約34×80cm

0315016500　
JAN4992272615395

0315016600　
JAN4992272615401

本体価格 ￥1,500
バスタオル 約60×120cm

0315016700　
JAN4992272615418

0315016800　
JAN4992272615425

日本製

（オーガニックコットン）

タオルケット
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３年以上化学肥料を使っていない畑で、無農薬で栽培されたオー
ガニックコットンを使っています。化学薬品の使用を出来るだけ削
減してお肌にも環境にも配慮して作りました。吸水力のある、使い
やすいナチュラルなタオルです。

Organic cotton made in Senshu, Japan
泉 州  オ ー ガ ニ ッ ク コ ッ ト ン


