
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　JAN4992272708486

本体価格 ￥500　	 フェイスタオル/約33×80cm　 0306001900　JAN4992272708493

本体価格 ￥1,500　バスタオル/約60×120cm　 0306002000　JAN4992272708509

日本製認定番号:第2019-2564号

185

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.

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。

菱なみ

丁寧なものづくり、選ばれるタオル。

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。

Series.

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



波音（なみおと）（ピンク）	
（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　 0305087900　JAN4992272684025

本体価格 ￥500　	 フェイスタオル/約33×80cm　 0305088000　JAN4992272684032

本体価格 ￥1,500　バスタオル/約60×120cm　 0305088100　JAN4992272684049

日本製認定番号:第2018-2409号

波音（なみおと）（ブルー）	
（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　 0305088500　JAN4992272684087

本体価格 ￥500　	 フェイスタオル/約33×80cm　 0305088600　JAN4992272684094

本体価格 ￥1,500　バスタオル/約60×120cm　 0305088700　JAN4992272684100

日本製認定番号:第2018-2409号

波音（なみおと）（ネイビー）	
（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　 0305088200　JAN4992272684056

本体価格 ￥500　	 フェイスタオル/約33×80cm　 0305088300　JAN4992272684063

本体価格 ￥1,500　バスタオル/約60×120cm　 0305088400　JAN4992272684070

日本製認定番号:第2018-2409号

186

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

瀬戸内の静かな波の音を、

ぼかし染めでイメージしたタオルです。

使いやすく、ふんわりとやさしい肌ざわりです。

Series.



日本製

本体価格 ￥500　	
ウォッシュタオル/約34×36cm
本体価格 ￥1,000　	
フェイスタオル/約34×80cm
本体価格 ￥2,500　	
バスタオル/約60×120cm

月あかり	
（甘撚り糸･ガーゼ･今治タオルブランドネーム）	
	

0306003900　 
JAN4992272708691

0306004200　 
JAN4992272708721

0306004500　 
JAN4992272708752

0306004000　 
JAN4992272708707

0306004300　 
JAN4992272708738

0306004600　 
JAN4992272708769

0306004100　 
JAN4992272708714

0306004400　 
JAN4992272708745

0306004700　 
JAN4992272708776

（ホワイト） （ピンク） （ブルー）

日本製

本体価格 ￥500　	
ウォッシュタオル/約34×36cm
本体価格 ￥1,000　	
フェイスタオル/約34×80cm
本体価格 ￥2,500　	
バスタオル/約60×120cm

花ごろも	
（甘撚り糸･ガーゼ･今治ブランドネーム）	

0306003000　 
JAN4992272708608

0306003300　 
JAN4992272708639

0306003600　 
JAN4992272708660

0306003100　 
JAN4992272708615

0306003400　 
JAN4992272708646

0306003700　 
JAN4992272708677

0306003200　 
JAN4992272708622

0306003500　 
JAN4992272708653

0306003800　 
JAN4992272708684

（アイボリー） （ピンク） （グリーン）

認定番号:第2019-2232号

認定番号:第2019-2231号

187

月あかり 

花ごろも

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。

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。

Series.

Series.

B l u e

G r e e n

P i n k

W h 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。



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　JAN4992272684308

本体価格 ￥2,500　ミニバスタオル/約50×100cm 
0305085100　JAN4992272684315

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　JAN4992272684216

本体価格 ￥2,500　ミニバスタオル/約50×100cm 
0305083900　JAN4992272684223

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　JAN4992272684247

本体価格 ￥2,500　ミニバスタオル/約50×100cm 
0305084500　JAN4992272684254

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　JAN4992272684186

本体価格 ￥2,500　ミニバスタオル/約50×100cm 
0305084200　JAN4992272684193

日本製カラー/ネイビー
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　JAN4992272684339

本体価格 ￥2,500　ミニバスタオル/約50×100cm 
0305085400　JAN4992272684346

日本製カラー/ホワイト
認定番号:第2018-2606号

188

『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.



日本製

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）	

本体価格 ￥400　	
ミニタオル/約25×25cm

0306005600　 
JAN4992272710397

0306006000　 
JAN4992272710434

本体価格 ￥400　	
ウォッシュタオル/約34×36cm

0306005700　 
JAN4992272710403

0306006100　 
JAN4992272710441

本体価格 ￥800　	
フェイスタオル/約34×80cm

0306005800　 
JAN4992272710410

0306006200　 
JAN4992272710458

本体価格 ￥2,000　	
バスタオル/約60×120cm

0306005900　 
JAN4992272710427

0306006300　 
JAN4992272710465

（生成色） （桜色）

日本製

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）	

本体価格 ￥400　	
ミニタオル/約25×25cm

0306004800　 
JAN4992272708783

0306005200　 
JAN4992272708820

本体価格 ￥400　	
ウォッシュタオル/約34×36cm

0306004900　 
JAN4992272708790

0306005300　 
JAN4992272708837

本体価格 ￥800　	
フェイスタオル/約34×80cm

0306005000　 
JAN4992272708806

0306005400　 
JAN4992272708844

本体価格 ￥2,000　	
バスタオル/約60×120cm

0306005100　 
JAN4992272708813

0306005500　 
JAN4992272708851

（生成色） （桜色）

認定番号:第2019-2355号 認定番号:第2019-2356号

189

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。

Point.

情
緒
あ
ふ
れ
る
か
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和

軽
や
か
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く

暮
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を
彩
る
タ
オ
ル
で
す



日本製認定番号:第2015-1598号

イロドリまるまる	
（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）	

本体価格 ￥400　	
ミニタオル/約25×25cm

0305010000　 
JAN4992272575583

0305010100　 
JAN4992272575590

本体価格 ￥400　	
ウォッシュタオル/約34×36cm

0305010300　 
JAN4992272575613

0305010400　 
JAN4992272575620

本体価格 ￥800　	
フェイスタオル/約34×80cm

0305010600　 
JAN4992272575644

0305010700　 
JAN4992272575651

本体価格 ￥2,000　	
バスタオル/約60×120cm

0305010900　 
JAN4992272575675

0305011000　 
JAN4992272575682

（グリーン） （バイオレット）

日本製認定番号:第2015-1644号

イロドリ三角	
（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）	

本体価格 ￥400　	
ミニタオル/約25×25cm

0305007500　 
JAN4992272575330

0305007700　 
JAN4992272575354

本体価格 ￥400　	
ウォッシュタオル/約34×36cm

0305007800　 
JAN4992272575361

0305008000　 
JAN4992272575385

本体価格 ￥800　	
フェイスタオル/約34×80cm

0305008100　 
JAN4992272575392

0305008300　 
JAN4992272575415

本体価格 ￥2,000　	
バスタオル/約60×120cm

0305008400　 
JAN4992272575422

0305008600　 
JAN4992272575446

（ピンク） （アイボリー）

190

フェルガナソフト（甘撚り糸）使用

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。

Point.


