JAL

フライトライン

（パイルジャカード･織りネーム）

ZV9J2 HCUQMOSLQV
ZV9J2 HCUQMOSMNV
ZV9J2 HCUQMOSNKV

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
6205000500 4992272624816

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
6205000600 4992272624823

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
6205000700 4992272624830

ナイトフライト

フライトアイコン

フライトプラン

（パイルジャカード･織りネーム）

（パイルジャカード･刺繍･今治タオルブランドネーム）

（無撚糸･パイルジャカード･刺繍）

ZV9J2 HCUQRTSMNV
ZV9J2 HCUQRTSNKV
ZV9J2 HCUQRTSORV

今治タオル
ブランドネーム
付き

ZV9J2 HCURKPK NV
ZV9J2 HCURKPKLKV
ZV9J2 HCURKPKMRV

ZV9J2 HCUPSKLPKV
ZV9J2 HCUPSKLQRV
ZV9J2 HCUPSKLROV

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
6205001300 4992272679823

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
6205002000 4992272705003

本体価格 ￥400 ウォッシュタオル/約34×36cm
8205001000 4992272580150

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
6205001400 4992272679830

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
6205002100 4992272705010

本体価格 ￥800 フェイスタオル/約34×80cm
8205001100 4992272580167

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
6205001500 4992272679847

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
6205002200 4992272705027

本体価格 ￥2,000 バスタオル/約60×120cm
8205001200 4992272580174

無撚糸

認定番号:第2015-1997号

日本製
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ポーチ 付 き ミニタオル

ビニールポーチ &
チケットファイル
付き

カラフルトリップ

ビニールポーチ &
チケットファイル
付き

エアートラベル

（パイルジャカード･織りネーム･
チケットファイル･透明ポーチ付き･
抗菌防臭加工）

（パイルジャカード･織りネーム･
チケットファイル･透明ポーチ付き･
抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

ポーチ付きミニタオル/
本体:約25×25cm
ポーチサイズ:W14.5×H30cm

ポーチ付きミニタオル/
本体:約25×25cm
ポーチサイズ:W14.5×H30cm

6205002700
4992272734225

6205002400
4992272734195

ZV9J2 HCURNOM PV

ZV9J2 HCURNOLTPV

ビニールポーチ &
チケットファイル
付き

ポーチ &
チケット
ファイル

ハートスカイ

付き

269Z09

｢抗菌防臭加工｣とは臭いの
原因となる繊維上の細菌の増
殖を抑えて防臭する加工です。

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

ポーチ付きミニタオル/
本体:約25×25cm
ポーチサイズ:W14.5×H30cm

6205002600
4992272734218

6205002500
4992272734201

ZV9J2 HCURNOMLSV

青空フライト

本体価格 ￥500

ZV9J2 HCUQMOSKTV

6205001600
4992272624809

フライングプレイン

（無撚糸･スチームシャーリング･刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm
本体:綿100%
刺繍部分:ポリエステル100%

6205001800
4992272704983

6205001900
4992272704990

ZV9J2 HCURKOTSNV

電光掲示板

（シャーリング･織りネーム）

サイレントナイト

（シャーリング･染料プリント･全面刺繍･織りネーム）

ミニタオル/約25×25cm
本体:綿100%
刺繍部分:ポリエステル100%

ZV9J2 HCURNOMKLV

（パイルジャカード･刺繍･織りネーム･
抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCURKOT KV

フライトライン

（パイルジャカード･織りネーム）

ZV9J2 HCURNOLS V

6205002300
4992272734188

ナイトフライト

（パイルジャカード･織りネーム）

フライトプラン

（無撚糸･パイルジャカード･刺繍）

本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

6205000900
4992272640328

6205001700
4992272704976

6205000500
4992272624816

6205001300
4992272679823

6205002000
4992272705003

ZV9J2 HCUQOKNMSV

無撚糸
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夜間飛行

（シャーリング･染料プリント･全面刺繍･織りネーム）

ミニタオル/約25×25cm

（パイルジャカード･織りネーム･刺繍・
チケットファイル･透明ポーチ付き･
抗菌防臭加工）

ポーチ付きミニタオル/
本体:約25×25cm
ポーチサイズ:W14.5×H30cm

ミニタオル
フライトルート

（シャーリング･全面刺繍･織りネーム）

エモーショナルスカイ

（パイルジャカード･織りネーム･
チケットファイル･透明ポーチ付き･
抗菌防臭加工）

抗菌防臭加工

ビニールポーチ &
チケットファイル
付き

ZV9J2 HCURKOTRQV

ZV9J2 HCUQMOSLQV

ZV9J2 HCUQRTSMNV

ZV9J2 HCURKPK NV

無撚糸

収納袋

収納袋

収納袋

JAL

エコバッグ

収納袋

再生
ポリエステル
再
｢ 生ポリエステル と
｣は回 収したペットボトル

から作られたポリエステル繊 維です ｡｢
再 生ポ
リエステル素 材 の｣使 用は石 油の使 用 量や 使
､
用 済みペットボトルの廃 棄 物の量 も 削 減でき

ます。近 年 、環 境への関 心が高まる中で 再
｢生
ポリエステル繊 維 製 品 が｣注 目されています。

パターンストライプ

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

ストリートワッペン

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

ネイビーフライト

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

プレインズルート

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥1,200

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%

6305000000
4992272734232

6305000100
4992272734249

6305000200
4992272734256

6305000300
4992272734263

ポーチ

ポーチ

エコリュック

本体価格 ￥1,200

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%

ZV9J2 HCURNOMNMV

ZV9J2 HCURNOMOTV

ポーチ

ZV9J2 HCURNOMPQV

ポーチ

ZV9J2 HCURNOMQNV

ポケットに全体をしまい
ポーチとして持ち運び
できます♪

パターンストライプ

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

ストリートワッペン

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

ネイビーフライト

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

プレインズルート

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

エコリュック/
H45×W30×D8cm
収納時:H15.1×W23.1×D2cm
ポリエステル100%

エコリュック/
H45×W30×D8cm
収納時:H15.1×W23.1×D2cm
ポリエステル100%

エコリュック/
H45×W30×D8cm
収納時:H15.1×W23.1×D2cm
ポリエステル100%

エコリュック/
H45×W30×D8cm
収納時:H15.1×W23.1×D2cm
ポリエステル100%

6305000400
4992272734270

6305000500
4992272734287

6305000600
4992272734294

6305000700
4992272734300

エコボストンバッグ

ポーチ

ZV9J2 HCURNOMRKV

ポケットに全体をしまい
ポーチとして持ち運び
できます♪

パターンストライプ

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

ポーチ

ZV9J2 HCURNOMSRV

ストリートワッペン

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

ポーチ

ZV9J2 HCURNOMTOV

ネイビーフライト

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

ポーチ

ZV9J2 HCURNONK V

プレインズルート

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥2,000

本体価格 ￥2,000

本体価格 ￥2,000

本体価格 ￥2,000

エコボストンバッグ/
H32×W40×D15cm
収納時:H19×W23×D2cm
ポリエステル100%

エコボストンバッグ/
H32×W40×D15cm
収納時:H19×W23×D2cm
ポリエステル100%

エコボストンバッグ/
H32×W40×D15cm
収納時:H19×W23×D2cm
ポリエステル100%

エコボストンバッグ/
H32×W40×D15cm
収納時:H19×W23×D2cm
ポリエステル100%

6305000800
4992272734317

6305000900
4992272734324

6305001000
4992272734331

6305001100
4992272734348

ZV9J2 HCURNONLRV

ZV9J2 HCURNONMOV

ZV9J2 HCURNON LV

ZV9J2 HCURNONOSV
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