※季節商品のため在庫に限りがあります。ご了承ください。

Leisure Bath Towel
レジャーバスタオル

大 好きなハワイ！楽しいトロピカルアイランド。
い つも太 陽が輝 いて、大きな青空が広がっている。
ビーチにタオルを敷 いて・
・
・楽園を楽しもう！

ミッキーマウス
「ウッドサーフ」
（シャーリング･染料プリント･
裏面カラーパイル）
本体価格 ￥ 1,000
2125013400

JAN4992272673906

レジャーバスタオル／約70×140cm

ミッキーマウス
「グレイトオーシャン」
（シャーリング･染料プリント･
裏面カラーパイル）

ミッキーマウス「ウェーブサイン」
（シャーリング･染料プリント･
裏面カラーパイル）
本体価格 ￥ 1,000

本体価格 ￥ 1,000

2125008200

2125013300

レジャーバスタオル／約70×140cm

JAN4992272673890

JAN4992272639247

レジャーバスタオル／約70×140cm

ミッキーマウス
「マリブビーチ」
（シャーリング･染料プリント･
裏面カラーパイル）
本体価格 ￥ 1,000
2125009100

JAN4992272639230

レジャーバスタオル／約70×140cm
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ミッキーマウス「クールサングラス」
（シャーリング･染料プリント･
裏面カラーパイル）
本体価格 ￥ 1,000
2125013200

JAN4992272673883

レジャーバスタオル／約70×140cm
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Leisure Bath Towel

紺碧の海、パウダーサンドの砂浜、夢のように

レジャーバスタオル

美しい『ラニカイ・ビーチ］はハワイ語で
『天国の海』というらしい！

「フラミンゴダンス」
（シャーリング・染料プリント･
裏面カラーパイル）
本体価格 ￥ 1,000

「ヘブン」
（シャーリング・染料プリント･
裏面カラーパイル）
本体価格 ￥ 1,000
0135017300

JAN4992272674095

レジャーバスタオル／約80×150cm

「スイカストライプ」
（シャーリング・染料プリント･
裏面カラーパイル）
本体価格 ￥ 1,000
0135017500

JAN4992272674118

レジャーバスタオル／約80×150cm
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「レインボーマーメイド」
（シャーリング・染料プリント･
裏面カラーパイル）

「サマーカクタス」
（シャーリング・染料プリント･
裏面カラーパイル）

本体価格 ￥ 1,000
0135017200

JAN4992272645347

本体価格 ￥ 1,000
0135024500

JAN4992272645354

レジャーバスタオル／約80×150cm

レジャーバスタオル／約80×150cm

「ハローバナナ」
（シャーリング・染料プリント･
裏面カラーパイル）

「トロピカルバード」
（シャーリング・染料プリント･
裏面カラーパイル）

本体価格 ￥ 1,000

JAN4992272674088

0135017400

レジャーバスタオル／約80×150cm

JAN4992272674101

レジャーバスタオル／約80×150cm

「スイートパイナップル」
（シャーリング・染料プリント･
裏面カラーパイル）
本体価格 ￥ 1,000
0135017600

0135011600

「ボタニカルバード」
（シャーリング・染料プリント･
裏面カラーパイル）

JAN4992272674125

レジャーバスタオル／約80×150cm

本体価格 ￥ 1,000
0135017700

JAN4992272674132

レジャーバスタオル／約80×150cm

本体価格 ￥ 1,000
0135017800

JAN4992272674149

レジャーバスタオル／約80×150cm
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ダイカットビーチタオル

D IE- C U T BE
EA
A C H TO W E L
ビーチを１２０％楽しめる！ NO.1ダイカットビーチタオル。

DIE -CUT
BE ACH TOWEL
ダイカット
ビーチタオル

Marushin

towel

インスタ映え
間違い無し！？
このように使えます！

写真映えする、インパクト大のデザイン
ダイカットビーチタオルで
ビーチの人気者間違い無し！？

https://www.instagram.com/
marushinonline_shop/

s
2019 Like
towel
Marushin
「レインボーウイング」
（染料プリント･マイクロファイバー）
本体価格 ￥ 1,000
0135021200

ウミガメの事をハワイ語で
「ホヌ」と言い、幸運を運ぶ
海の守り神と言われています。

JAN4992272674521

ダイカットビーチタオル／約165×87.5cm
●ポリエステル100%

「ピンクドーナツ」
（染料プリント･マイクロファイバー）
本体価格 ￥ 1,500
0135020300

JAN4992272674439

ダイカットビーチタオル／約148×148cm
●ポリエステル100%

251

マイクロファイバー

「トロピカルカクテル」
（染料プリント･マイクロファイバー）
本体価格 ￥ 1,500
0135021300

JAN4992272674538

ダイカットビーチタオル／約107×147cm
●ポリエステル100%

マイクロファイバー

マイクロファイバー

「ハイビスカスアロハシャツ」
（染料プリント･マイクロファイバー）
本体価格 ￥ 1,500
0135020900

JAN4992272674491

ダイカットビーチタオル／約150×146cm
●ポリエステル100%

マイクロファイバー

「ウミガメ」
（染料プリント･マイクロファイバー）
本体価格 ￥ 1,500
0135020800

JAN4992272674484

ダイカットビーチタオル／約145×147cm
●ポリエステル100%

マイクロファイバー
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Beach Bag

Round Poncho

シースルーデザインがおしゃれな
ビーチバッグが新登場！

ビーチバッグ

日除け、風対策にファッショナブルな新作です。

ラウンドポンチョ

「スイカ」
（PVC生地･プリント･持ち手ロープ）

「ピンクグレープフルーツ」
（PVC生地･プリント･持ち手ロープ）

「オレンジ」
（PVC生地･プリント･持ち手ロープ）

本体価格 ￥ 1,000

本体価格 ￥ 1,000
0135019700

フードが嬉しい！ラウンド型ポンチョ。

0135019900

JAN4992272674378

本体価格 ￥ 1,000

JAN4992272674392

0135019800

JAN4992272674385

ブライトネス
（表：平織り・染料プリント・刺繍／
裏：パイルジャカード）

ビーチバッグ／H24.5×W42×D10cm

ビーチバッグ／H24.5×W42×D10cm

ビーチバッグ／H24.5×W42×D10cm

本体価格￥ 4,800

●本体:ポリ塩化ビニル
持ち手部分:綿100%

●本体:ポリ塩化ビニル
持ち手部分:綿100%

●本体:ポリ塩化ビニル
持ち手部分:綿100%

0135013800

（持ち手含めず）

（持ち手含めず）

Beach Towel With Pillow

（持ち手含めず）

ビーチタオルに枕がついた

ボーダーロープ
（表：平織り・染料プリント・刺繍／
裏：パイルジャカード）
本体価格￥ 4,800

JAN4992272645798

0135013900

JAN4992272645804

ラウンドポンチョ／約φ140cm（フードとフリンジ含めず）

ラウンドポンチョ／約φ140cm（フードとフリンジ含めず）

●本体：綿100％
フリンジ部分：綿80%・ポリエステル20%

●本体：綿100％
フリンジ部分：綿80%・ポリエステル20%

便利でユニークなアイテムです。

枕付きビーチタオル

2

1

1 ビニール製のポケット付き
イヤホンを通せる穴が付いてい
るので携帯電話や携帯音楽プレ
イヤーを入れて使えます。

Hooded Poncho

吸水性・速乾性に優れた
マイクロファイバー生地使用。

き！
フード付

フード付きポンチョ

※ビニールポケットは防水仕様では
ありません。

3

2 枕付き

ファスナーで出し入れが
出来る枕がついています。

3 便利なチャック付きポケット
飲み物や化粧品等をいれるのに
とっても便利です♪

チックイエロー
（シャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥ 2,500
0135008300
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JAN4992272613261

チックブルー
（シャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥ 2,500
0135008500

JAN4992272613254

チックピンク
（シャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥ 2,500
0135008200

JAN4992272613278

チックレッド
（シャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥ 2,500
0135008400

JAN4992272613247

枕付きビーチタオル／約90×170cm

枕付きビーチタオル／約90×170cm

枕付きビーチタオル／約90×170cm

枕付きビーチタオル／約90×170cm

●タオル部分：綿100％
ビニール部分：塩化ビニル樹脂
枕部分：側生地 ポリエステル100％
詰め物 ウレタンフォーム

●タオル部分：綿100％
ビニール部分：塩化ビニル樹脂
枕部分：側生地 ポリエステル100％
詰め物 ウレタンフォーム

●タオル部分：綿100％
ビニール部分：塩化ビニル樹脂
枕部分：側生地 ポリエステル100％
詰め物 ウレタンフォーム

●タオル部分：綿100％
ビニール部分：塩化ビニル樹脂
枕部分：側生地 ポリエステル100％
詰め物 ウレタンフォーム

「リーフリピート」
（プリント･マイクロファイバー）
本体価格 ￥ 1,500
0135019400

JAN4992272674347

「パイナップルリピート」
（プリント･マイクロファイバー）
本体価格 ￥ 1,500
0135019500

JAN4992272674354

「モーレフ」
（プリント･マイクロファイバー）
本体価格 ￥ 1,500
0135019600

JAN4992272674361

フード付きポンチョ／
身丈約95cm身幅約65cm袖幅約35cm

フード付きポンチョ／
身丈約95cm身幅約65cm袖幅約35cm

フード付きポンチョ／
身丈約95cm身幅約65cm袖幅約35cm

●ポリエステル100%

●ポリエステル100%

●ポリエステル100%

マイクロファイバー

マイクロファイバー

マイクロファイバー
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