
菱なみ	
（パイルジャカード･ピンタック･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥300　	 ウォッシュタオル/約33×35cm　 0306001800　4992272708486 

ZV9J22HCURKSOSQV本体価格 ￥500　	 フェイスタオル/約33×80cm　 0306001900　4992272708493 

ZV9J22HCURKSOTNV本体価格 ￥1,500　バスタオル/約60×120cm　 0306002000　4992272708509 

ZV9J22HCURKSPKTV日本製認定番号:第2019-2564号
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菱文様は、繁殖力の強い水草
のひしの実と葉をモチーフに
している吉祥紋様です。

丁寧なものづくり、選ばれるタオル。

菱なみ

日本の伝統文様である「菱文様」と波間の透き通る

ブルーをグラデーションで表現しました。

細糸のやさしい手触り、さわやかなタオルです。

今では、お馴染みとなった、今治タオルは百二十余年
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。

Brand.

本州と今治市を結ぶ「しまなみ海道」 タオルの製織（織り） 糸の準備



本体価格 ￥500　	
ウォッシュタオル/約34×36cm

0306003900　 
4992272708691

ZV9J22HCURKSQTLV
0306004200　 
4992272708721

ZV9J22HCURKSRMLV
0306004500　 
4992272708752

ZV9J22HCURKSRPMV本体価格 ￥1,000　	
フェイスタオル/約34×80cm

0306004000　 
4992272708707

ZV9J22HCURKSRKRV
0306004300　 
4992272708738

ZV9J22HCURKSRNSV
0306004600　 
4992272708769

ZV9J22HCURKSRQTV本体価格 ￥2,500　	
バスタオル/約60×120cm

0306004100　 
4992272708714

ZV9J22HCURKSRLOV
0306004400　 
4992272708745

ZV9J22HCURKSROPV
0306004700　 
4992272708776

ZV9J22HCURKSRRQV

月あかり	
（甘撚り糸･ガーゼ･今治タオルブランドネーム）	
	 （ホワイト） （ピンク） （ブルー）

日本製認定番号:第2019-2232号

花ごろも	
（甘撚り糸･ガーゼ･今治ブランドネーム）	

（アイボリー） （ピンク） （グリーン）

本体価格 ￥500　	
ウォッシュタオル/約34×36cm

0306003000　 
4992272708608

ZV9J22HCURKSQKSV
0306003300　 
4992272708639

ZV9J22HCURKSQNTV
0306003600　 
4992272708660

ZV9J22HCURKSQQKV本体価格 ￥1,000　	
フェイスタオル/約34×80cm

0306003100　 
4992272708615

ZV9J22HCURKSQLPV
0306003400　 
4992272708646

ZV9J22HCURKSQOQV
0306003700　 
4992272708677

ZV9J22HCURKSQRRV本体価格 ￥2,500　	
バスタオル/約60×120cm

0306003200　 
4992272708622

ZV9J22HCURKSQMMV
0306003500　 
4992272708653

ZV9J22HCURKSQPNV
0306003800　 
4992272708684

ZV9J22HCURKSQSOV日本製認定番号:第2019-2231号
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花ごろも

甘撚り糸（パイル）・ガーゼタオルを

ズブ染めしたタオル。花の装飾紋が品良く、

吸水性の良さが特徴です。

月あかり 

甘撚り糸（パイル）とラフな織り方の

ガーゼタオル。弾力ある柔らかさ、

月をイメージしたパターンです。

B l u e

G r e e n

P i n k

Wh i t e

P i n kI v o r y

“甘
あまより

撚り糸”とは
糸の撚りの回数が平均的な回数よりも少
ない撚糸のことで、撚りが甘いほど、柔らか
い感触になります。

今
治
く
ら
ふ
と



『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。

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。

名水で洗う『エコモイスチャー・

ミンク加工』のタオル。

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。

Point.

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）

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm 
0305085000　4992272684308 

ZV9J22HCUQSONKSV本体価格 ￥2,500　ミニバスタオル/約50×100cm 
0305085100　4992272684315 

ZV9J22HCUQSONLPV日本製カラー/アイボリー
認定番号:第2018-2606号

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）

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm 
0305083800　4992272684216 

ZV9J22HCUQSOMLQV本体価格 ￥2,500　ミニバスタオル/約50×100cm 
0305083900　4992272684223 

ZV9J22HCUQSOMMNV日本製カラー/グレー
認定番号:第2018-2605号

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）

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm 
0305084400　4992272684247 

ZV9J22HCUQSOMORV本体価格 ￥2,500　ミニバスタオル/約50×100cm 
0305084500　4992272684254 

ZV9J22HCUQSOMPOV日本製カラー/ホワイト
認定番号:第2018-2605号

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）

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm 
0305084100　4992272684186 

ZV9J22HCUQSOLSQV本体価格 ￥2,500　ミニバスタオル/約50×100cm 
0305084200　4992272684193 

ZV9J22HCUQSOLTNV日本製カラー/ブルー
認定番号:第2018-2605号

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）

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm 
0305085300　4992272684339 

ZV9J22HCUQSONNTV本体価格 ￥2,500　ミニバスタオル/約50×100cm 
0305085400　4992272684346 

ZV9J22HCUQSONOQV日本製カラー/ホワイト
認定番号:第2018-2606号
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スタープラス
厳選された無撚糸（撚りのない糸）を使い、

ジャカード織りの技術でウェーブのような、

凹凸を表現しました。圧倒的なやわらかさ、

繊細なグラデーションカラーです。

今
治
く
ら
ふ
と

スタープラスブルー	
（無撚糸･パイルジャカード･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥400　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
0306002100　4992272708516 

ZV9J22HCURKSPLQV本体価格 ￥700　フェイスタオル/約34×80cm　 
0306002200　4992272708523 

ZV9J22HCURKSPMNV本体価格 ￥2,000　バスタオル/約70×120cm　 
0306002300　4992272708530 

ZV9J22HCURKSPNKV無撚糸 日本製認定番号:第2019-1884号

スタープラスシャイン	
（無撚糸･パイルジャカード･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥400　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
0306002400　4992272708547 

ZV9J22HCURKSPORV本体価格 ￥700　フェイスタオル/約34×80cm　 
0306002500　4992272708554 

ZV9J22HCURKSPPOV本体価格 ￥2,000　バスタオル/約70×120cm　 
0306002600　4992272708561 

ZV9J22HCURKSPQLV無撚糸 日本製認定番号:第2019-1883号

スタープラスフロー	
（無撚糸･パイルジャカード･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥400　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
0306002700　4992272708578 

ZV9J22HCURKSPRSV本体価格 ￥700　フェイスタオル/約34×80cm　 
0306002800　4992272708585 

ZV9J22HCURKSPSPV本体価格 ￥2,000　バスタオル/約70×120cm　 
0306002900　4992272708592 

ZV9J22HCURKSPTMV無撚糸 日本製認定番号:第2019-1882号

今治	ピュアホワイト	
（パイルジャカード･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥300　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 0305000300　4992272576757 

ZV9J22HCUPRQRPRV本体価格 ￥500　	 フェイスタオル/約34×80cm　 0305000400　4992272576764 

ZV9J22HCUPRQRQOV本体価格 ￥1,500　バスタオル/約60×120cm　 0305000500　4992272576771 

ZV9J22HCUPRQRRLV本体価格 ￥800　	 スポーツタオル/約40×110cm　 0305000600　4992272576788 

ZV9J22HCUPRQRSSV日本製認定番号:第2013-786号
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わ
わ
わ

日本製

本体価格 ￥400　 
ミニタオル/約25×25cm

0306005600　 
4992272710397

ZV9J22HCURLKNTRV
0306006000　 
4992272710434

ZV9J22HCURLKONOV本体価格 ￥400　 
ウォッシュタオル/約34×36cm

0306005700　 
4992272710403

ZV9J22HCURLKOKNV
0306006100　 
4992272710441

ZV9J22HCURLKOOLV本体価格 ￥800　 
フェイスタオル/約34×80cm

0306005800　 
4992272710410

ZV9J22HCURLKOLKV
0306006200　 
4992272710458

ZV9J22HCURLKOPSV本体価格 ￥2,000　 
バスタオル/約60×120cm

0306005900　 
4992272710427

ZV9J22HCURLKOMRV
0306006300　 
4992272710465

ZV9J22HCURLKOQPV

イロドリ小
こまちやがすり

町矢絣 
（甘撚り糸･パイルジャカード･下縞ストライプ･プリントネーム･今治タオルブランドネーム） 

（生成色） （桜色）

0306004800　 
4992272708783

ZV9J22HCURKSRSNV
0306005200　 
4992272708820

ZV9J22HCURKSSMKV0306004900　 
4992272708790

ZV9J22HCURKSRTKV
0306005300　 
4992272708837

ZV9J22HCURKSSNRV0306005000　 
4992272708806

ZV9J22HCURKSSKQV
0306005400　 
4992272708844

ZV9J22HCURKSSOOV0306005100　 
4992272708813

ZV9J22HCURKSSLNV
0306005500　 
4992272708851

ZV9J22HCURKSSPLV

イロドリ小
こ ま ち

町麻
あさ

の葉
は

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

（生成色） （桜色）
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認定番号:第2019-2355号 日本製

本体価格 ￥400　 
ミニタオル/約25×25cm

本体価格 ￥400　 
ウォッシュタオル/約34×36cm

本体価格 ￥800　 
フェイスタオル/約34×80cm

本体価格 ￥2,000　 
バスタオル/約60×120cm

認定番号:第2019-2356号

ほたか（甘撚り糸）使用

厳選されたオーストラリア綿を使い、特殊な紡績技術に

より出来た糸「ほたか」。超甘撚りで、繊維間に空気を

含みボリューム、吸水性のあるタオルに最適な素材で

す。毛羽落ちも少なく、耐洗濯性にも優れています。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



今治	無漂白ジャカード	畦織り	
（パイルジャカード･無漂白マーク･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥300　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 0305019800　4992272576566 

ZV9J22HCUPRQPQQV本体価格 ￥500　	 フェイスタオル/約34×80cm　 0305019900　4992272576573 

ZV9J22HCUPRQPRNV本体価格 ￥1,500　バスタオル/約60×120cm　 0305020000　4992272576580 

ZV9J22HCUPRQPSKV日本製認定番号:第2015-2008号

今治	無漂白ジャカード	ヘリンボーン	
（パイルジャカード･無漂白マーク･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥300　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 0305020100　4992272576597 

ZV9J22HCUPRQPTRV本体価格 ￥500　	 フェイスタオル/約34×80cm　 0305020200　4992272576603 

ZV9J22HCUPRQQKNV本体価格 ￥1,500　バスタオル/約60×120cm　 0305020300　4992272576610 

ZV9J22HCUPRQQLKV日本製認定番号:第2015-2010号

今治	無漂白ジャカード	ワッフル	
（パイルジャカード･無漂白マーク･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥300　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 0305019500　4992272576535 

ZV9J22HCUPRQPNPV本体価格 ￥500　	 フェイスタオル/約34×80cm　 0305019600　4992272576542 

ZV9J22HCUPRQPOMV本体価格 ￥1,500　バスタオル/約60×120cm　 0305019700　4992272576559 

ZV9J22HCUPRQPPTV日本製認定番号:第2015-2009号
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ECO
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エコロジータオル

認定番号:第2015-2010号 認定番号:第2015-2009号

地球に優しいエコマーク（無漂白）を認定された環境保全型商品
「人と地球にやさしい」にとことんこだわり人工的な染色も一切し
ていないため、自然のままのタオルの風合いがいかされています。

安心と信頼のエコマーク認定無漂白タオル

ECOLOGY
TOWEL

「今治タオルブランド」と「エコマークブランド」。

 両方の基準に合格したタオルです。




