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リラックマ
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毎日
使いたくなる♪

かわいい”リラックマ”タオルシリーズ

アップリケ
刺繍付き

アップリケ
刺繍付き

リラックマ 
（無撚糸･パイルジャカード･刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約26×26cm　 
6405013400　JAN4992272700565

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405013500　JAN4992272700572

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405013600　JAN4992272700589

無撚糸

リラックマ 
（MT：刺繍   
 WT･FT：無撚糸･スチームシャーリング･染料プリント）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約26×26cm　 
6405014000　JAN4992272700626

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405014100　JAN4992272700633

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405014200　JAN4992272700640

無撚糸

リラックマ 
（甘撚り･パイルジャカード･スカラップ･刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約26×26cm　 
6405013100　JAN4992272700534

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405013200　JAN4992272700541

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405013300　JAN4992272700558

リラックマ 
（パイルジャカード･スカラップ･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約26×26cm　 
6405013700　JAN4992272700596

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405013800　JAN4992272700602

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405013900　JAN4992272700619

リラックマ 
（パイルジャカード･スカラップ･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405009900　JAN4992272680096

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405010000　JAN4992272680102

リラックマ 
（無撚糸･スチームシャーリング･染料プリント）

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405012300　JAN4992272689020

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405012400　JAN4992272689037

無撚糸
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ポルトガル製高品質タオル

リラックマ 
（シャーリング･ジャカード･染料プリント･シェルメロー･刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約26×26cm　 
6405011300　JAN4992272686289

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405011400　JAN4992272686296

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405011500　JAN4992272686302

リラックマ 
（シャーリング･ジャカード･染料プリント･シェルメロー･刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約26×26cm　 
6405011600　JAN4992272686319

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405011700　JAN4992272686326

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405011800　JAN4992272686333

リラックマ 
（パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約33×36cm　 
6405011900　JAN4992272689044

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約33×80cm　 
6405012000　JAN4992272689051

ポルトガル製 リラックマ 
（パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約33×36cm　 
6405012100　JAN4992272689068

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約33×80cm　 
6405012200　JAN4992272689075

ポルトガル製



小物を
まとめて
収納！

サニタリー
用品をさりげ
なく持ち運び !

デンタル
セットの
持ち運びに

折り畳み傘
の収納に

ペットボトル
の収納に
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タオル枕カバー

マフラータオル

ファスナー付きタオル

背面

普段使いはもちろん、
旅行など様々なシーンで
ご利用いただけます。

のびのび素材で着脱もカンタン
パイル地だから肌触りも気持ちいい

ふわ
ふわ

無撚
糸タ
オル

スポーツや

野外活動に
最適

リラックマ 
（無撚糸･スチームシャーリング･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥880　
ファスナー付きタオル/約23×23cm（広げ時）　 
綿100%　
6405007200　 
JAN4992272644586　

無撚糸

リラックマ 
（無撚糸･スチームシャーリング）

本体価格 ￥600　
マフラータオル/約110×18cm　
6405007000　 
JAN4992272644579　

無撚糸

リラックマ 
（パイルジャカード･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥1,500　
タオル枕カバー（大人用）/約64×34cm　 
パイル部分:綿100%  
綿95%･ポリウレタン5%　
6405014300　 
JAN4992272700657　

リラックマ 
（無撚糸･パイルジャカード）

本体価格 ￥300　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405006600　JAN4992272644548

本体価格 ￥500　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405006700　JAN4992272644555

本体価格 ￥1,500　バスタオル/約60×120cm　 
6405006800　JAN4992272644562

無撚糸
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ミニタオル

豪華な全面刺繍から

“ふわふわ”無撚糸まで

「リラックマ」の魅力がつまった

ミニタオルシリーズ

リラックマ 
（シャーリング･スカラップ･全面刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約26×26cm　 
本体：綿１００％ 
刺繍部分:ポリエステル100%
6405006900　 
JAN4992272644296　

リラックマ 
（シャーリング･全面刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約26×26cm　 
本体：綿１００％ 
刺繍部分:ポリエステル100%
6405006200　 
JAN4992272644333　

リラックマ 
（シャーリング･全面刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約26×26cm　 
本体：綿１００％ 
刺繍部分:ポリエステル100%
6405006300　 
JAN4992272644265　

リラックマ 
（シャーリング･全面刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約26×26cm　 
本体：綿１００％ 
刺繍部分:ポリエステル100%
6405007500　 
JAN4992272644272　

リラックマ 
（パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約26×26cm　
6405012900　 
JAN4992272700510　

リラックマ 
（パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約26×26cm　
6405013000　 
JAN4992272700527　

リラックマ 
（甘撚り･パイルジャカード･スカラップ･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約26×26cm　
6405013100　 
JAN4992272700534　

リラックマ 
（パイルジャカード･スカラップ･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約26×26cm　
6405013700　 
JAN4992272700596　

リラックマ 
（無撚糸･パイルジャカード･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約26×26cm　
6405013400　 
JAN4992272700565　

無撚糸

リラックマ 
（無撚糸･スチームシャーリング･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約26×26cm　
6405014000　 
JAN4992272700626　

無撚糸

リラックマ 
（シャーリング･ジャカード･染料プリント･シェルメロー･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約26×26cm　
6405011300　 
JAN4992272686289　

リラックマ 
（シャーリング･ジャカード･染料プリント･シェルメロー･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約26×26cm　
6405011600　 
JAN4992272686319　



140cm

200cm
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（折りたたみ時）

やさしい素材と肌ざわり！
表面はやさしい肌ざわりのガーゼ、
裏面はふわふわのパイル生地なので
赤ちゃんにも安心のやさしい素材です。

身長が測れるメモリ付き！
0cm〜100cmのメモリが
付いているので、お風呂上がりに
赤ちゃんの体を拭きながら
身長を測る事ができます。
※商品の特性上、伸縮性がある為
目盛りに多少の誤差が出る場合がございます。

赤ちゃんの

日々の成長がわかる！

メモリ付
マスコット付き
ネックピロー

ティッシュ
ボックスカバー

湯上げタオル

ピクニックシート

269Z09

おでかけタオル ボタンをとめれば
「前掛け」に大変身 !

２人で寝転がるのに
ちょうどいいサイズ。
丸めて持ち運びができる

バンド付です。

マ
ス
コ
ッ
ト

クッ
ショ
ンを
裏返す

と

ネ
ッ
ク

ピロ
ーに
早変
わり！

ぬいぐるみみたいなティッ
シュボックスカバー。
紐付きだからお部屋の壁にか
けても使えます。

身長が測れるメモリ付き！
表面はガーゼ、裏面は

ふわふわパイル生地です。

リラックマ 
（プリント）

本体価格 ￥2,800　
ピクニックシート/広げ時:H200×W140cm  
収納時:W38×φ16cm　 
表生地：ポリエステル100%　 
裏生地：ポリ塩化ビニル 
詰め物：ウレタンフォーム
6465002200　 
JAN4992272662412　

リラックマ 
（ソフトボア･刺繍）

本体価格 ￥2,000　
ティッシュBOXカバー/H50×W23cm　 
側生地：ポリエステル100% 
詰め物：ポリエステル100%　
6405014400　 
JAN4992272700664　

リラックマ 
（染料プリント）

本体価格 ￥2,000　
クッション/H23×W36×D12cm  
ネックピロー/H30×W34×D9cm　 
生地：ポリエステル92％ 
　　 ポリウレタン8％ 
詰め物：ポリエチレン
6505000300　 
JAN4992272644692　

リラックマ 
（表:ガーゼ･染料プリント･裏:甘撚り･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥380　
おでかけタオル/約47×25cm 
           （ループ部分含めず）　 
綿100%　
6405004100　 
JAN4992272623000　

リラックマ 
（表:ガーセ･染料プリンド･裏:無撚糸）

本体価格 ￥1,500　
湯上げタオル/約90×90cm　
6405008600　 
JAN4992272661996　

無撚糸


