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F/T 1枚
22744-02610-107 (P)・992 (WH)

バスタオル

F/T

フェイスタオル

T/H

タオルハンカチ

22744-02820-100 (P)

29

● 箱サイズ

F/T 3枚セット

32

● 綿100％

本体価格 ¥3,000 ＋税

パイル糸：甘撚り糸使用
／ 34 × 75cm
／ 24 × 36 × 5cm
● 総重量 ／ 460g ● C/S 40ケ ● 日本製 (今治)
● フェイスタオル
● 箱サイズ

The Gift
TheCollection
Gift Collection

33

22744-03030-102 (P)

Suvin Gold

洗濯によっても効果が劣化しにくいスウェーデン
発の抗菌テクノロジー。バクテリアの増殖を抑える
Ag+イ オ ン テ ク ノ ロ ジーの 高 い 効 果 と 安 全 性 で
毎日清潔、いつでも安心。

パイル糸：甘撚り糸使用
／ 34 × 75cm
／ 20 × 30 × 4cm
● 総重量 ／ 310g ● C/S 60ケ ● 日本製 (今治)
● フェイスタオル

30

ポリジン加工を施した商品には

このマークが付いています。

本体価格 ¥2,000 ＋税

● 綿100％

ITOYORI

ウォッシュタオル

F/T 2枚セット

竺 仙

W/T

28

● 箱サイズ

imabari
imabari wana-ori
wana-ori
monyou

B/T

25

本体価格 ¥

パイル糸：甘撚り糸使用
／ 34 × 75cm
／ 24 × 17 × 4cm
● 総重量 ／ 175g ● C/S 80ケ ● 日本製 (今治)
● フェイスタオル

JAPAN MEIFU

● 綿100％

カタログ表記の見方

LANVIN
COLLECTION
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DAKS LONDON

DAKS LONDON

さかのぼ

『ダックス』の歴史は、
シメオン・シンプソン氏がロンドンに小さなテイラーを創業した1894年に遡ります。
英国王室御用達にも指名されており、1956年にエジンバラ公、1962年にエリザベス女王、
1982年にチャールズ皇太子からロイヤル・ウォラント（王室御用達認定書）
を授与され、
現在3つの紋章を掲げることを許されているブランドです。
PANTONE
181C

PANTONE
181C

PANTONE
181C

PANTONE
181C

PANTONE
465C

PANTONE
465C

PANTONE
181C

PANTONE
465C

PANTONE
465C

PANTONE
465C

タオルケット/ D8250

タオルケット/ D1180

22304-04150/201（BE） 本体価格 ¥5,000 ＋税

22304-10480/231（BE） 本体価格 ¥8,000 ＋税

◦綿100% ◦150 × 190cm
◦箱サイズ ／ 38×44×8cm ◦総重量 ／ 1,500g

◦綿100% ◦145 × 190cm
◦箱サイズ ／ 38×44×8cm ◦総重量 ／ 1,300g

◦C/S 14ケ ◦日本製

P

P

2

PANTONE
181C

◦C/S 14ケ ◦日本製

BE

シール織・ガーゼリバーシブル綿毛布（毛羽部分）
/ D1210

シール織・ガーゼリバーシブル綿毛布（毛羽部分）2枚セット/ D12102

22302-01310/105（P）
・235（BE） 本体価格 ¥10,000 ＋税

22302-19420/001（P+BE set） 本体価格 ¥20,000 ＋税

◦パイル糸（毛羽部分）
：綿100% 地糸：たて糸・ポリエステル65% レーヨン35%
よこ糸・綿100% ガーゼ：綿100% ◦140 × 200cm
◦箱サイズ ／ 38×44×11cm ◦総重量 ／ 1,700g ◦C/S 10ケ ◦日本製

◦パイル糸（毛羽部分）
：綿100% 地糸：たて糸・ポリエステル65% レーヨン35%
よこ糸・綿100% ガーゼ：綿100% ◦140 × 200cm
◦箱サイズ ／ 38×47×17cm ◦総重量 ／ 3,200g ◦C/S 6ケ ◦日本製

BE

タオルケット/ D6150

タオルケット2枚セット/ D61502

シール織綿毛布（毛羽部分）/ D4010

シール織・ガーゼリバーシブル毛布/ D4780

22304-05250/108（P）
・207（BE） 本体価格 ¥5,000 ＋税

22304-05610/001（P+BE set） 本体価格 ¥10,000 ＋税

22302-20210/998（IV） 本体価格 ¥10,000 ＋税

22302-20080/201（BE） 本体価格 ¥8,000 ＋税

◦綿100% ◦150 × 190cm
◦箱サイズ ／ 38×44×8cm ◦総重量 ／ 1,400g

◦綿100% ◦150 × 190cm
◦箱サイズ ／ 38×47×13cm ◦総重量 ／ 2,600g

◦パイル糸（毛羽部分）
：綿100% 地糸：ポリエステル65% レーヨン35%
◦140 × 200cm
◦箱サイズ ／ 38×44×11cm ◦総重量 ／ 1,800g ◦C/S 10ケ ◦日本製

◦パイル糸（毛羽部分）
：ポリエステル100% 地糸：たて糸・ポリエステル65%
レーヨン35% よこ糸・綿100% ガーゼ：綿100% ◦140 × 200cm
◦箱サイズ ／ 38×44×11cm ◦総重量 ／ 1,700g ◦C/S 10ケ ◦日本製

◦C/S 14ケ ◦日本製

◦C/S 8ケ ◦日本製
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DAKS LONDON
PANTONE
181C

PANTONE
181C

PANTONE
181C

PANTONE
465C

PANTONE
465C

PANTONE
465C

PANTONE
181C

PANTONE
181C

PANTONE
181C

PANTONE
465C

PANTONE
465C

羽毛肌掛けふとん/ DS2025
22120-06825/237（BE） 本体価格 ¥25,000 ＋税
◦側地：綿100% 詰めもの：ダウン70% フェザー30% 0.25kg
◦150 × 210cm
◦箱サイズ ／ 38×47×17cm ◦総重量 ／ 1,750g ◦C/S 6ケ ◦日本製

RE

BR

P

BR

ウール毛布（毛羽部分）/ D4615

ひざ掛け/ D0530

22308-03715/100（RE）
・209（BR） 本体価格 ¥15,000 ＋税

22310-01430/109（P）
・208（BR） 本体価格 ¥3,000 ＋税

◦よこ糸（毛羽部分）
：ウール100% たて糸：綿100% ◦140 × 200cm
◦箱サイズ ／ 38×44×11cm ◦総重量 ／ 1,800g ◦C/S 10ケ ◦日本製

◦パイル糸：綿100% 地糸：たて糸・ポリエステル65% レーヨン35%
よこ糸・綿100% ガーゼ部分：綿100% ◦70 × 100cm
◦箱サイズ ／ 27×38×6cm ◦総重量 ／ 630g ◦C/S 20ケ ◦日本製

P

BR

BE

羽毛掛けふとん/ DS2050

羽毛掛けふとん2枚セット/ DS20502P

22120-06950/236（BE） 本体価格 ¥50,000 ＋税

22120-07010/236（BE） 本体価格 ¥100,000 ＋税

◦側地：綿100% 詰めもの：ダウン85% フェザー15% 1.1kg
◦150 × 210cm
◦不織布バッグ入り ◦総重量 ／ 3,600g ◦C/S 1ケ ◦日本製

◦側地：綿100% 詰めもの：ダウン85% フェザー15% 1.1kg
◦150 × 210cm
◦不織布バッグ入り×2 ◦総重量 ／ 7,200g ◦C/S 1ケ ◦日本製

BK

ひざ掛け/ D3905

ひざ掛け/ D3805

22308-03650/104（P）
・203（BR） 本体価格 ¥5,000 ＋税

22308-03550/237（BE）
・909（BK） 本体価格 ¥5,000 ＋税

◦パイル糸：アクリル100% 地糸：たて糸・ポリエステル65% レーヨン35%
よこ糸・綿100% ガーゼ部分：綿100% ◦70 × 120cm
◦箱サイズ ／ 32×37×7cm ◦総重量 ／ 800g ◦C/S 20ケ ◦日本製

◦よこ糸：ウール100% たて糸：綿100% ◦70 × 120cm（房込み）
◦箱サイズ ／ 27×38×6cm ◦総重量 ／ 600g ◦C/S 20ケ ◦日本製

パッドシーツ/ D4005
22414-66950/104（P）
・203（BR） 本体価格 ¥5,000 ＋税
◦ポリエステル100%
◦100 × 205cm
◦箱サイズ ／ 38×44×8cm
P

P

4

◦総重量 ／ 1,180g

◦C/S 14ケ ◦日本製

BR

BE

羽毛肌掛けふとん/ D8015

羽毛肌掛けふとん2枚セット/ D80152

22120-04215/108（P）
・238（BE） 本体価格 ¥15,000 ＋税

22120-04230/019（P+BE set） 本体価格 ¥30,000 ＋税

◦側地：ポリエステル100% 詰めもの：ダウン50% フェザー50% 0.3kg
◦150 × 210cm
◦箱サイズ ／ 38×44×11cm ◦総重量 ／ 1,795g ◦C/S 10ケ ◦日本製

◦側地：ポリエステル100% 詰めもの：ダウン50% フェザー50% 0.3kg
◦150 × 210cm
◦箱サイズ ／ 38×47×17cm ◦総重量 ／ 2,600g ◦C/S 6ケ ◦日本製

コットンボアシーツ/ D43051

綿ボア敷きパッド/ D43081

22407-60550/201（BE） 本体価格 ¥5,000 ＋税

22414-60280/207（BE） 本体価格 ¥8,000 ＋税

◦パイル糸：綿100% 地糸：アクリル55% ポリエステル45%
◦140 × 240cm
◦箱サイズ ／ 38×44×8cm ◦総重量 ／ 1,500g ◦C/S 16ケ ◦日本製

◦表側：パイル糸・綿100% 地糸・アクリル55% ポリエステル45%
裏側：ポリエステル65% 綿35% 詰めもの：ポリエステル100% 0.16kg
◦100 × 205cm
◦箱サイズ ／ 38×44×11cm ◦総重量 ／ 1,700g ◦C/S 10ケ ◦日本製
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エドワード
PANTONE
181C

PANTONE
181C

PANTONE
181C

PANTONE
465C

PANTONE
465C

ハウスチェックをベースのデザインとして使用し、
テディベアの刺繍をアクセントとした可愛らしい色使いのタオルギフトです。

PANTONE
465C

PANTONE
181C

P

22709-74515/017（MIX） 本体価格 ¥1,500 ＋税

◦綿100％
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 17×23×4cm ◦総重量 ／ 175g

◦綿100％
◦タオルハンカチ ／ 25 × 25cm
◦箱サイズ ／ 17×23×4cm ◦総重量 ／ 140g

◦C/S 80ケ ◦日本製

PANTONE
465C

◦C/S 80ケ ◦日本製

P

BE

BE

F/T 1枚、T/H 1枚セット

F/T 1枚、T/H 2枚セット

22709-74620/100（P）
・230（BE） 本体価格 ¥2,000 ＋税

22709-74725/102（P）
・232（BE） 本体価格 ¥2,500 ＋税

◦綿100％
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm タオルハンカチ ／ 25 × 25cm
◦箱サイズ ／ 23×31×5cm ◦総重量 ／ 305g ◦C/S 50ケ ◦日本製

◦綿100％
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm タオルハンカチ ／ 25 × 25cm
◦箱サイズ ／ 23×31×5cm ◦総重量 ／ 335g ◦C/S 50ケ ◦日本製

BE

羽毛肩当て/ D20105

羽毛肩当てセット/ D20105MIX

22506-76050/108（P）
・238（BE） 本体価格 ¥5,000 ＋税

22506-76110/017（P+BE set） 本体価格 ¥10,000 ＋税

◦側地：ポリエステル100% チェック部分：綿100％
詰めもの：ダウン50％ フェザー50％ 40g
◦M〜Lサイズ（男女兼用）
◦箱サイズ ／ 26.1×40.7×5.5cm
◦総重量 ／ 440g ◦C/S 30ケ ◦日本製

◦側地：ポリエステル100% チェック部分：綿100％
詰めもの：ダウン50％ フェザー50％ 40g
◦M〜Lサイズ（男女兼用）
◦箱サイズ ／ 35×44×6.3cm
◦総重量 ／ 800g ◦C/S 20ケ ◦日本製

P
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PANTONE
465C

T/H 2枚、MIX

22709-74410/107（P）
・237（BE） 本体価格 ¥1,000 ＋税

P

P

PANTONE
181C

BE

F/T 1枚

P

PANTONE
181C

P

BE

F/T 2枚、T/H 1枚セット

B/T 1枚、F/T 1枚セット

22709-74830/103（P）
・233（BE） 本体価格 ¥3,000 ＋税

22709-74940/109（P）
・239（BE） 本体価格 ¥4,000 ＋税

◦綿100％
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm タオルハンカチ ／ 25 × 25cm
◦箱サイズ ／ 23×31×5cm ◦総重量 ／ 395g ◦C/S 50ケ ◦日本製

◦綿100％
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 26×41×6cm ◦総重量 ／ 650g ◦C/S 30ケ ◦日本製

BE

羽毛ポンチョ/ D20110

羽毛ポンチョセット/ D20110MIX

22501-76410/105（P）
・235（BE） 本体価格 ¥10,000 ＋税

22501-76520/019（P+BE set） 本体価格 ¥20,000 ＋税

◦側地：ポリエステル100% チェック部分：綿100％
詰めもの：ダウン50％ フェザー50％ 70g
◦Mサイズ（男女兼用）
◦箱サイズ ／ 26.1×40.7×7.3cm
◦総重量 ／ 590g ◦C/S 20ケ ◦日本製

◦側地：ポリエステル100% チェック部分：綿100％
詰めもの：ダウン50％ フェザー50％ 70g
◦Mサイズ（男女兼用）
◦箱サイズ ／ 35×44×6.3cm
◦総重量 ／ 995g ◦C/S 20ケ ◦日本製

BE

B/T 1枚、F/T 1枚、T/H 1枚セット
22709-75050/104（P）
・234（BE） 本体価格 ¥5,000 ＋税
◦綿100％
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
タオルハンカチ ／ 25 × 25cm
◦箱サイズ ／ 26×41×6cm ◦総重量 ／ 665g ◦C/S 30ケ ◦日本製
P

BE
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NODNOL SKAD

DAKS LONDON

DAKS LONDON

ドットドックⅡ
PANTONE
181C

PANTONE
181C

PANTONE
181C

PANTONE
465C

PANTONE
465C

ブライトン

ハウスチェックをベースに、
ドットを織り出した女性にも人気のカラフルなタオルです。

ハウスチェックの綾目を活かしたデザインです。ブルー配色が加わり、奥行きのある展開です。

PANTONE
465C

P

PANTONE
181C

BE

P

BE

BE

B

BE

PANTONE
181C

F/T 2枚セット/ C60201

F/T 1枚

F/T 1枚、W/T 1枚セット

22709-61315/101（P）
・231（BE） 本体価格 ¥1,500 ＋税

22709-61420/102（P）
・232（BE） 本体価格 ¥2,000 ＋税

22709-71610/234（BE）
・302（B） 本体価格 ¥1,000 ＋税

22709-71715/236（BE）
・304（B） 本体価格 ¥1,500 ＋税

◦綿100%
◦フェイスタオル ／ 34 × 80cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 23×31×5cm ◦総重量 ／ 305g ◦C/S 50ケ ◦日本製

◦綿100%
◦フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 23×31×5cm ◦総重量 ／ 365g

◦綿100%
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 17×23×4cm ◦総重量 ／ 180g

◦綿100%
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 23×31×5cm ◦総重量 ／ 305g ◦C/S 50ケ ◦日本製

BE

◦C/S 50ケ ◦日本製

P

BE

◦C/S 80ケ ◦日本製

BE

B

BE

F/T 3枚セット/ C60311

F/T 2枚セット

F/T 2枚、W/T 1枚セット

22709-61525/104（P）
・234（BE） 本体価格 ¥2,500 ＋税

22709-61630/105（P）
・235（BE） 本体価格 ¥3,000 ＋税

22709-71820/237（BE）
・305（B） 本体価格 ¥2,000 ＋税

22709-71925/239（BE）
・307（B） 本体価格 ¥2,500 ＋税

◦綿100%
◦フェイスタオル ／ 34 × 80cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 25×35×5cm ◦総重量 ／ 435g ◦C/S 40ケ ◦日本製

◦綿100%
◦フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 25×35×5cm ◦総重量 ／ 505g

◦綿100%
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 23×31×5cm ◦総重量 ／ 345g

◦綿100%
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 25×35×5cm ◦総重量 ／ 455g ◦C/S 40ケ ◦日本製

P

P

BE

BE

◦C/S 50ケ ◦日本製

BE

B

BE

B/T 1枚、F/T 1枚セット/ C60401

B/T 1枚、F/T 2枚セット/ C60501

F/T 3枚セット

B/T 1枚、F/T 1枚セット

22709-61740/101（P）
・231（BE） 本体価格 ¥4,000 ＋税

22709-61850/107（P）
・237（BE） 本体価格 ¥5,000 ＋税

22709-72030/239（BE）
・307（B） 本体価格 ¥3,000 ＋税

22709-72140/235（BE）
・303（B） 本体価格 ¥4,000 ＋税

◦綿100%
◦バスタオル ／ 70 × 130cm フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 26×41×6cm ◦総重量 ／ 700g ◦C/S 30ケ ◦日本製

◦綿100%
◦バスタオル ／ 70 × 130cm フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 26×41×7cm ◦総重量 ／ 830g ◦C/S 20ケ ◦日本製

◦綿100%
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 25×35×5cm ◦総重量 ／ 490g

◦綿100%
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 26×41×6cm ◦総重量 ／ 610g ◦C/S 30ケ ◦日本製

◦C/S 40ケ ◦日本製

B/T 1枚、F/T 3枚、W/T 2枚セット/ C60701

B

B/T 1枚、F/T 2枚セット

22709-62670/100（P）
・230（BE） 本体価格 ¥7,000 ＋税

22709-72250/231（BE）
・309（B） 本体価格 ¥5,000 ＋税

◦綿100%
◦バスタオル ／ 70 × 130cm フェイスタオル ／ 34 × 80cm
ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 38×44×8cm ◦総重量 ／ 1,300g ◦C/S 14ケ ◦日本製

◦綿100%
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 26×41×7cm ◦総重量 ／ 745g ◦C/S 20ケ ◦日本製
BE

P

PANTONE
465C

B

F/T 2枚、W/T 1枚セット/ C60251

◦C/S 40ケ ◦日本製

PANTONE
465C

B

F/T 1枚、W/T 1枚セット/ C60151

P

8

PANTONE
181C

B

BE

9

PANTONE
465C

フレンチクラシック＆エレガンスを表現する、
ランバン コレクション。
クチュールからのインスピレーションをもとに、
ラグジュアリーな世界を展開します。
LANVIN
COLLECTION

バラをアクセントに、白を基調としたエレガントなギフトセット。
品質の高さにこだわった今治産のタオルです。

LANVIN
COLLECTION

シュリー

ノスタルジックな様式のモチーフとトレンドを融合した、新鮮で華やかなギフトです。

認定番号：第2018-1021号

P

B

タオルケット

タオルケット2枚セット

22304-08950/104（P）
・302（B） 本体価格 ¥5,000 ＋税

22304-09010/135（P＋B set） 本体価格 ¥10,000 ＋税

◦綿100% ◦140 × 190cm
◦箱サイズ ／ 33×43×10cm ◦総重量 ／ 1,400g

◦綿100% ◦140 × 190cm
◦箱サイズ ／ 37×49×13.5cm

◦C/S 10ケ ◦中国製

P

◦総重量 ／ 2,700g

◦C/S 8ケ ◦中国製

P

B

B

ニューマイヤー毛布

シール織綿毛布

22306-06550/106（P）
・304（B） 本体価格 ¥5,000 ＋税

22306-06710/104（P）
・302（B） 本体価格 ¥10,000 ＋税

◦ポリエステル100% ◦140 × 200cm
◦箱サイズ ／ 37×49×16cm ◦総重量 ／ 2,000g

◦パイル糸（毛羽部分）
：綿100%
地糸：たて糸・ポリエステル65% レーヨン35% よこ糸・ポリエステル100%
◦140 × 200cm
◦箱サイズ ／ 37×49×13.5cm ◦総重量 ／ 2,000g ◦C/S 10ケ ◦日本製

◦C/S 8ケ ◦中国製

BE

パッドシーツ

パッドシーツ2枚セット

22414-15540/103（P）
・301（B） 本体価格 ¥4,000 ＋税

22414-15680/137（P＋B set） 本体価格 ¥8,000 ＋税

◦表側：ポリエステル100% 裏側：ポリエステル80% 綿20%
詰めもの：ポリエステル100% 0.3kg ◦100 × 205cm
◦箱サイズ ／ 37×49×13.5cm ◦総重量 ／ 1,625g ◦C/S 8ケ ◦中国製

◦表側：ポリエステル100% 裏側：ポリエステル80% 綿20%
詰めもの：ポリエステル100% 0.3kg ◦100 × 205cm
◦箱サイズ ／ 40×57×15cm ◦総重量 ／ 3,000g ◦C/S 6ケ ◦中国製

P
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B

F/T 2枚セット

22709-22415/239（BE）
・307（B） 本体価格 ¥1,500 ＋税

22709-22520/230（BE）
・308（B） 本体価格 ¥2,000 ＋税

◦綿100％（スリット糸使用）
◦フェイスタオル／34×75cm ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／23.5×29×5cm ◦総重量／335g ◦C/S40ケ
◦日本製（今治）

◦綿100％（スリット糸使用）
◦フェイスタオル／34×75cm
◦箱サイズ／23.5×29×5cm ◦総重量／380g
◦日本製（今治）

B

綿シンカーパイルパッドシーツ

綿シンカーパイルパッドシーツ2枚セット

22414-15740/107（P）
・305（B） 本体価格 ¥4,000 ＋税

22414-15880/131（P＋B set） 本体価格 ¥8,000 ＋税

◦表側：パイル糸・綿100% 地糸・ポリエステル100%
裏側：ポリエステル80% 綿20% 詰めもの：ポリエステル100% 0.3kg
◦100 × 205cm
◦箱サイズ ／ 37×49×13.5cm ◦総重量 ／ 1,600g ◦C/S 8ケ ◦中国製

◦表側：パイル糸・綿100% 地糸・ポリエステル100%
裏側：ポリエステル80% 綿20% 詰めもの：ポリエステル100% 0.3kg
◦100 × 205cm
◦箱サイズ ／ 40×57×15cm ◦総重量 ／ 3,000g ◦C/S 6ケ ◦中国製

◦C/S40ケ

BE

B

F/T 2枚、W/T 1枚セット

F/T 2枚、W/T 2枚セット

22709-22625/232（BE）
・300（B） 本体価格 ¥2,500 ＋税

22709-22730/233（BE）
・301（B） 本体価格 ¥3,000 ＋税

◦綿100％（スリット糸使用）
◦フェイスタオル／34×75cm ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／23.5×29×8cm ◦総重量／485g ◦C/S40ケ
◦日本製（今治）

◦綿100％（スリット糸使用）
◦フェイスタオル／34×75cm ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／23.5×29×8cm ◦総重量／530g ◦C/S40ケ
◦日本製（今治）

BE

B

B

BE

F/T 1枚、W/T 1枚セット

BE
P

B

B

BE

B/T 1枚、F/T 1枚セット

B/T 1枚、F/T 1枚、W/T 2枚セット

22709-22840/239（BE）
・307（B） 本体価格 ¥4,000 ＋税

22709-22950/235（BE）
・303（B） 本体価格 ¥5,000＋税

◦綿100％（スリット糸使用）
◦バスタオル／60×120cm フェイスタオル／34×75cm
◦箱サイズ／27.5×37.5×8cm ◦総重量／675g ◦C/S20ケ
◦日本製（今治）

◦綿100％（スリット糸使用）
◦バ
 スタオル／60×120cm フェイスタオル／34×75cm
ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／27.5×37.5×8cm ◦総重量／775g ◦C/S20ケ
◦日本製（今治）

B
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飽きのこないシンプルなデザインと素材へのこだわりがベースのコムサホーム。
さり気ないモード感と、
より上質なリラックス感を大切にしたギフトです。

シャンタル

表面変化をつけたドットとシンプルなストライプをナチュラルカラーでまとめた、
優しい雰囲気のタオルギフトです。

COMME ÇA
Home

COMME ÇA
Home

認定番号：第2018-933号

タオルケット
22304-09650/201（BR） 本体価格 ¥5,000 ＋税
◦綿100% ◦140 × 190cm
◦箱サイズ ／ 33×43×10cm ◦総重量 ／ 1,200g

◦C/S 10ケ ◦中国製

綿毛布（毛羽部分）

シンカーパイル パッドシーツ

22302-25350/200（BR） 本体価格 ¥5,000 ＋税

22414-12640/202（BR） 本体価格 ¥4,000 ＋税

◦よこ糸（毛羽部分）
：綿100% たて糸：ポリエステル100%
◦140 × 200cm
◦箱サイズ ／ 33×43×10cm ◦総重量 ／ 1,400g ◦C/S 10ケ ◦中国製

◦表側：パイル糸・綿100% 地糸・ポリエステル100%
裏側：ポリエステル80% 綿20% 詰めもの：ポリエステル100% 0.2kg
◦100 × 205cm
◦箱サイズ ／ 33×43×10cm ◦総重量 ／ 1,300g ◦C/S 10ケ ◦中国製

スムースタッチ毛布

F/T 1枚、W/T 1枚セット

F/T 2枚セット

22709-54015/230（BE） 本体価格 ¥1,500 ＋税

22709-54120/231（BE） 本体価格 ¥2,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：テキサスホワイト使用）
◦フェイスタオル／34×75cm ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／23.5×28.5×5.5cm
◦総重量／320g ◦C/S40ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：テキサスホワイト使用）
◦フェイスタオル／34×75cm
◦箱サイズ／23.5×28.5×5.5cm
◦総重量／355g ◦C/S40ケ ◦日本製（今治）

F/T 2枚、W/T 1枚セット

B/T 1枚、W/T 1枚セット

22709-54225/233（BE） 本体価格 ¥2,500 ＋税

22709-54330/234（BE） 本体価格 ¥3,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：テキサスホワイト使用）
◦フェイスタオル／34×75cm ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／24.5×34.5×5.5cm
◦総重量／430g ◦C/S40ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：テキサスホワイト使用）
◦バスタオル／60×120cm ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／24.5×34.5×5.5cm
◦総重量／500g ◦C/S40ケ ◦日本製（今治）

B/T 1枚、F/T 1枚、W/T 1枚セット

B/T 1枚、F/T 2枚、W/T 1枚セット

22709-54440/230（BE） 本体価格 ¥4,000 ＋税

22709-54550/236（BE） 本体価格 ¥5,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：テキサスホワイト使用）
◦バスタオル／60×120cm フェイスタオル／34×75cm
ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／32×44×5.5cm
◦総重量／755g ◦C/S20ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：テキサスホワイト使用）
◦バスタオル／60×120cm フェイスタオル／34×75cm
ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／32×44×5.5cm
◦総重量／850g ◦C/S20ケ ◦日本製（今治）

22306-07250/203（BR） 本体価格 ¥5,000 ＋税
◦ポリエステル100% ◦140 × 200cm
◦箱サイズ ／ 33×43×10cm ◦総重量 ／ 1,600g

12

◦C/S 10ケ ◦中国製

スムースタッチハーフケット

スムースタッチひざ掛け

22306-07335/207（BR） 本体価格 ¥3,500 ＋税

22306-07425/205（BR） 本体価格 ¥2,500 ＋税

◦ポリエステル100% ◦140 × 100cm
◦箱サイズ ／ 32×44×5.5cm ◦総重量 ／ 850g

◦ポリエステル100% ◦100 × 70cm
◦箱サイズ ／ 24.5×34.5×5.5cm ◦総重量 ／ 550g
◦中国製

◦C/S 18ケ ◦中国製

◦C/S 24ケ
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セシルマクビーは若い女性から圧倒的人気のファッションブランド。

フルール

トレンドに敏感で都会的なフェミニンベースのMIXスタイルを

シルエットで表現した花柄と、
ブルー＆ホワイトのコントラストが華やかな
タオルギフトです。

ブランドマスコットのセシルベアや華やかなフラワーモチーフで提案します。

COMME ÇA
Home

ジェマ

F/T 1枚、W/T 1枚セット

22709-54610/312（NB） 本体価格 ¥1,000 ＋税

22709-54715/314（NB） 本体価格 ¥1,500 ＋税

◦綿100％
◦ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／20.5×22.5×5cm
◦総重量／225g ◦C/S60ケ
◦中国製

◦綿100％
◦フェイスタオル／34×75cm ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／23.5×28.5×5.5cm
◦総重量／335g ◦C/S40ケ
◦中国製

F/T 2枚セット

F/T 2枚、W/T 1枚セット

22709-54820/315（NB） 本体価格 ¥2,000 ＋税

22709-54925/317（NB） 本体価格 ¥2,500 ＋税

◦綿100％
◦フェイスタオル／34×75cm
◦箱サイズ／23.5×28.5×5.5cm
◦総重量／375g ◦C/S40ケ
◦中国製

◦綿100％
◦フェイスタオル／34×75cm ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／24.5×34.5×5.5cm
◦総重量／475g ◦C/S40ケ
◦中国製

B/T 1枚、W/T 1枚セット

B/T 1枚、F/T 1枚、W/T 1枚セット

22709-55030/317（NB） 本体価格 ¥3,000 ＋税

22709-55140/313（NB） 本体価格 ¥4,000 ＋税

◦綿100％
◦バスタオル／60×120cm ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／24.5×34.5×5.5cm
◦総重量／540g ◦C/S40ケ
◦中国製

◦綿100％
◦バスタオル／60×120cm フェイスタオル／34×75cm
ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／32×44×5.5cm
◦総重量／800g ◦C/S20ケ
◦中国製

CECIL McBEE

W/T 2枚セット

ブランドマスコットのセシルベアやフラワーモチーフなど華やかなMIXスタイルのタオルギフトをご提案します。

T/H 1枚 /マーガレット

T/H 1枚 /レオパード

T/H 1枚 /プチレース

22709-44650/304（B） 本体価格 ¥500 ＋税

22709-44750/233（BＥ） 本体価格 ¥500 ＋税

22709-44850/605（PU） 本体価格 ¥500 ＋税

◦綿100％
◦タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／13×13×1.8cm
◦総重量／40g ◦C/S240ケ ◦中国製

◦綿100％
◦タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／13×13×1.8cm
◦総重量／40g ◦C/S240ケ ◦中国製

◦綿100％
◦タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／13×13×1.8cm
◦総重量／40g ◦C/S240ケ ◦中国製

T/H 1枚 /ローズ

T/H 1枚 /プチベア

F/T 1枚 /セシルベア

22709-44950/107（P） 本体価格 ¥500 ＋税

22709-45050/998（WH） 本体価格 ¥500 ＋税

22709-45110/104（P） 本体価格 ¥1,000 ＋税

◦綿100％
◦タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／13×13×1.8cm
◦総重量／40g ◦C/S240ケ ◦中国製

◦綿100％
◦タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／13×13×1.8cm
◦総重量／40g ◦C/S240ケ ◦中国製

◦綿100％（スリット糸使用）
◦フェイスタオル／34×75cm
◦箱サイズ／15×21×5cm
◦総重量／190g ◦C/S90ケ
◦中国製

F/T 1枚 /セシルレース

F/T 1枚、T/H 1枚セット

F/T 1枚、T/H 1枚セット

22709-45210/996（WH） 本体価格 ¥1,000 ＋税

22709-45315/103（MIX） 本体価格 ¥1,500 ＋税

22709-45415/995（MIX） 本体価格 ¥1,500 ＋税

◦綿100％（スリット糸使用）
◦フェイスタオル／34×75cm
◦箱サイズ／15×21×5cm
◦総重量／190g ◦C/S90ケ
◦中国製

◦綿100％（スリット糸使用）
◦フェイスタオル／34×75cm 
タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／15×21×5cm
◦総重量／220g ◦C/S90ケ
◦中国製

◦綿100％（スリット糸使用）
◦フェイスタオル／34×75cm
タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／15×21×5cm
◦総重量／220g ◦C/S90ケ
◦中国製

F/T 2枚セット

F/T 2枚、T/H 1枚セット

F/T 2枚、T/H 2枚セット

22709-45520/019（MIX） 本体価格 ¥2,000 ＋税

22709-45625/011（MIX） 本体価格 ¥2,500 ＋税

22709-45730/012（MIX） 本体価格 ¥3,000 ＋税

◦綿100％（スリット糸使用）
◦フェイスタオル／34×75cm
◦箱サイズ／23×28×5cm
◦総重量／355g ◦C/S42ケ
◦中国製

◦綿100％（スリット糸使用）
◦フェイスタオル／34×75cm
タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／23×28×5cm
◦総重量／375g ◦C/S42ケ
◦中国製

◦綿100％（スリット糸使用）
◦フェイスタオル／34×75cm
タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／23×28×5cm
◦総重量／395g ◦C/S42ケ
◦中国製

B/T 1枚、F/T 2枚、W/T 1枚セット
22709-55250/319（NB） 本体価格 ¥5,000 ＋税
◦綿100％
◦バスタオル／60×120cm フェイスタオル／34×75cm
ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／32×44×5.5cm
◦総重量／915g ◦C/S20ケ
◦中国製
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アロマとハーブのある暮らし「ハーバルライフ」
をお届けする生活の木。
選りすぐりの天然素材で、自然・健康・楽しさのあるライフスタイルをお届けします。
「生活の木」が厳選した貴重な天然のアルガンオイルを糸に練りこみ、オリジナルの糸を開発。
吸放湿性に優れ、
さらっとした使い心地の良いタオルギフトです。

ソフィー

生活の木社の石鹸とヘアケア製品を白と基調にしたタオルと組ませたヘアケア賑やかなギフトセットです。
タオルはパイルの一部にアルガンレーヨン糸を使用。
生活の木ヘアケアはローズとネロリの2種類の香りを楽しめます。

認定番号：第2018-2617号
認定番号：第2019-034号

アルガンオイルとは？

アルガンオイルをレーヨン糸に

北アフリカ・モロッコ王 国の

練り込んだオリジナル糸による

厳しい気候で育つアルガンの樹。

製品は、綿よりも吸 放湿性が

オレイン酸とビタミン E を含有

高くサラッとした 快 適な 使い

したアルガンオイルは、肌の

心地です。

活性化に優れています。

ナチュール

ベージュを基調にしたタオルギフトセットです。
アルガンレーヨン糸をパイルの一部に使用した、
ふっくらとしたリーフ柄と無地調のタオルです。

F/T 1枚、ヘアケアセット

F/T 1枚、W/T 1枚ヘアケアセット

22709-17715/993（WH） 本体価格 ¥1,500 ＋税

22709-17820/994（WH） 本体価格 ¥2,000 ＋税

◦綿90％ レーヨン10％（アルガンレーヨン使用）
ビューティオイルシャンプー＆トリートメント：ネロリ、
ローズ各1
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 20×23×5cm
◦総重量 ／ 265g ◦C/S 60ケ ◦日本製

◦綿90％ レーヨン10％（アルガンレーヨン使用）
ビューティオイルシャンプー＆トリートメント：ネロリ、
ローズ各1
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 23.5×29×5cm
◦総重量 ／ 360g ◦C/S 40ケ ◦日本製

F/T 2枚、ヘアケアセット

F/T 1枚、W/T 2枚、ソープセット

22709-17925/996（WH） 本体価格 ¥2,500 ＋税

22709-18030/996（WH） 本体価格 ¥3,000 ＋税

◦綿90％ レーヨン10％（アルガンレーヨン使用）
ビューティオイルシャンプー＆トリートメント：ネロリ、
ローズ各1
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 23.5×29×8cm
◦総重量 ／ 450g ◦C/S 40ケ ◦日本製

◦綿90％ レーヨン10％（アルガンレーヨン使用）
パーソナルソープ：85g
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 23.5×29×8cm
◦総重量 ／ 530g ◦C/S 40ケ ◦日本製

F/T 2枚、W/T 2枚、ソープセット

B/T 1枚、F/T 1枚、ヘアケア、ソープセット

22709-18140/992（WH） 本体価格 ¥4,000 ＋税

22709-18250/998（WH） 本体価格 ¥5,000 ＋税

◦綿90％ レーヨン10％（アルガンレーヨン使用）
パーソナルソープ：85g
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 37.5×27.5×8cm
◦総重量 ／ 755g ◦C/S 20ケ ◦日本製

◦綿90％ レーヨン10％（アルガンレーヨン使用）
パーソナルソープ：85g
ビューティオイルシャンプー＆トリートメント：ネロリ、
ローズ各1
◦バスタオル ／ 60 × 110cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 37.5×27.5×8cm
◦総重量 ／ 840g ◦C/S 20ケ ◦日本製

生活の木

生活の木

アルガンオイルを練り込んだ糸使用

認定番号：第2018-2617号
認定番号：第2019-034号
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F/T 1枚、W/T 1枚セット

F/T 2枚セット

22709-17115/205（BR） 本体価格 ¥1,500 ＋税

22709-17220/206（BR） 本体価格 ¥2,000 ＋税

◦綿90％ レーヨン10％（アルガンレーヨン使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 23.5×29×5cm
◦総重量 ／ 310g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

◦綿90％ レーヨン10％（アルガンレーヨン使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 23.5×29×5cm
◦総重量 ／ 355g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

F/T 2枚、W/T 1枚セット

F/T 3枚セット

22709-17325/208（BR） 本体価格 ¥2,500 ＋税

22709-17430/209（BR） 本体価格 ¥3,000 ＋税

◦綿90％ レーヨン10％（アルガンレーヨン使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 23.5×29×8cm
◦総重量 ／ 440g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

◦綿90％ レーヨン10％（アルガンレーヨン使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 23.5×29×8cm
◦総重量 ／ 425g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

B/T 1枚、F/T 1枚セット

B/T 1枚、F/T 1枚、W/T 2枚セット

22709-17540/205（BR） 本体価格 ¥4,000 ＋税

22709-17650/201（BR） 本体価格 ¥5,000 ＋税

◦綿90％ レーヨン10％（アルガンレーヨン使用）
◦バスタオル ／ 60 × 110cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 37.5×27.5×8cm
◦総重量 ／ 630g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

◦綿90％ レーヨン10％（アルガンレーヨン使用）
◦バスタオル ／ 60 × 110cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 37.5×27.5×8cm
◦総重量 ／ 740g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）
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フレンチシックのスタイリッシュなスタイルに旬なモード感やフォルムを乗せて、
今の気分をお届けします。親子で楽しめるカジュアルな服を中心に、様々なシーン、
オケージョンでも活躍するアイテムを揃えています。
雑貨を含めたトータルなスタイル ｢any FAM/エニィファム｣と一緒に楽しみませんか。
おしゃれなママとキュートなキッズ（女の子）のハッピーなライフスタイルブランドです。

－エニィファム－

T/H 2枚セット
22709-43910/102（P）
・997（WH） 本体価格 ¥1,000 ＋税

P

to use
how

WH

WH

P

any FAM

any FAM

MAF yna

P

◦綿100％(スリット糸使用)、
リボン部分：ポリエステル100％
◦タオルハンカチ／23×23cm
◦箱サイズ／21×15×5cm
◦総重量／163g ◦C/S90ケ
◦中国製

WH

F/T 1枚、T/H 1枚セット

F/T 1枚、T/H 2枚セット

22709-44015/103（P）
・998（WH） 本体価格 ¥1,500 ＋税

22709-44120/104（P）
・999（WH） 本体価格 ¥2,000 ＋税

◦綿100％(スリット糸使用)、
リボン部分：ポリエステル100％
◦フ
 ェイスタオル／34×75cm タオルハンカチ／23×23cm
◦箱サイズ／23×28×5cm
◦総重量／315g ◦C/S42ケ
◦中国製

◦綿100％(スリット糸使用)、
リボン部分：ポリエステル100％
◦フ
 ェイスタオル／34×75cm タオルハンカチ／23×23cm
◦箱サイズ／23×28×5cm
◦総重量／340g ◦C/S42ケ
◦中国製

開け閉め簡単マジックテープ
フタ部分ティッシュケース

取り付け可能なクリップ

パチン

P
▲FRONT

WH

P

WH

▲BACK

大切なお友達や家族、自分へのプレゼント。
ハッピーで楽しいシーンを素敵に演出する幸せを運ぶギフトです。

to use
how

to use
how

ろ入れて持ち運ぼ
ろい
う
い

F/T 2枚、T/H 1枚セット

F/T 2枚、T/H 2枚セット

22709-44225/106（P）
・991（WH） 本体価格 ¥2,500 ＋税

22709-44330/107（P）
・992（WH） 本体価格 ¥3,000 ＋税

◦綿100％(スリット糸使用)、
リボン部分：ポリエステル100％
◦フェイスタオル／34×75cm タオルハンカチ／23×23cm
◦箱サイズ／24×34×5cm
◦総重量／437g ◦C/S36ケ
◦中国製

◦綿100％(スリット糸使用)、
リボン部分：ポリエステル100％
◦フ
 ェイスタオル／34×75cm タオルハンカチ／23×23cm
◦箱サイズ／24×34×5cm
◦総重量／476g ◦C/S36ケ
◦中国製

開け閉め簡単マジックテープ
フタ部分ティッシュケース
ティッシュ

ハンカチ

取り付け可能なクリップ

コップ

P

アクセサリー

パチン

P

B

B

P
▲FRONT

▲BACK

巾着

移動ポッケ

22709-43790/100（P）
・308（B） 本体価格 ¥900 ＋税

22709-43813/106（P）
・304（B） 本体価格 ¥1,300 ＋税

◦表地：綿100％

◦表側：綿100％

裏地：ポリエステル100％ ヒモ部分：ポリプロピレン100％
リボン：ポリエステル100％
◦約18 × 21cm ◦パッケージサイズ ／ 26×15×5cm
◦総重量 ／ 65g

◦C/S 120ケ

◦中国製

裏側：ポリエステル100％ 裏地：ポリエステル100％
リボン：ポリエステル100％
◦約12 × 12.5cm ◦パッケージサイズ ／ 26×15×5cm
◦総重量 ／ 55g

◦C/S 120ケ

◦中国製

to use
how

WH

P

B/T 1枚、F/T 1枚、T/H 1枚セット

B/T 1枚、F/T 2枚、T/H 1枚セット

22709-44440/103（P）
・998（WH） 本体価格 ¥4,000 ＋税

22709-44550/109（P）
・994（WH） 本体価格 ¥5,000 ＋税

◦綿100％(スリット糸使用)、
リボン部分：ポリエステル100％
◦バ
 スタオル／60×120cm フェイスタオル／34×75cm
タオルハンカチ／23×23cm
◦箱サイズ／27×37×8cm
◦総重量／715g ◦C/S16ケ
◦中国製

◦綿100％(スリット糸使用)、
リボン部分：ポリエステル100％
◦バ
 スタオル／60×120cm フェイスタオル／34×75cm
タオルハンカチ／23×23cm
◦箱サイズ／27×37×8cm
◦総重量／804g ◦C/S16ケ
◦中国製

WH

ろ入れて持ち運ぼ
ろい
う
い

18

19

日常での ｢ご挨拶｣｢お祝い｣｢お礼｣など思いを込めて・・・さり気なく、

日々の暮らしに“真の贅沢・豊かさ”
を

そしてちょっとお洒落に贈りたい。日本ならではの礼節を、
カジュアルに伝える。

触り心地の良さは、心身のリラックスに繋がる大切なポイント。

縁起の良い文様、文字をアレンジしたカラフルなデザイン。

糸や素材にこだわり、デイリーのハイクオリティーをご提案する昭和西川オリジナルタオルギフトです。

“ことば”
と箱・hacoで遊ぶ、
あなたらしさが伝わる新感覚の ｢今治タオルギフト｣
認定番号：第2019-2625号

魔法のタオル

認定番号：第2018-1404号

特殊撚糸工法で作られた“スーパーゼロ”
の糸を使用。吸水速乾性に優れ、
タオル独特の毛羽落ちも少なく
優れた機能性とソフトな風合いで軽くてボリュームのあるタオルギフトです。

単品でもスリーブでも自由自在に組み合わせて相手に合わせた
オリジナルのギフトです。

ベーシック

Big

Small

単品でもスリーブでも組み合わせは自由自在

ocah otoK
irabami

Prime prime

F/T 1枚

F/T 2枚セット

22709-56015/993（WH） 本体価格 ¥1,500 ＋税

22709-56130/993（WH） 本体価格 ¥3,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：スーパーゼロ使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 20×23×5cm
◦総重量 ／ 225g ◦C/S 60ケ
◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：スーパーゼロ使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 23×29×5.5cm
◦総重量 ／ 400g ◦C/S 40ケ
◦日本製（今治）

スリーブ 大

22728-32700/009

22728-32800/006

◦箱サイズ／10×20×5.5cm

◦箱サイズ／20×20×5.5cm

本体価格 ¥100 ＋税
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B/T 1枚

F/T 3枚セット

22709-56235/995（WH） 本体価格 ¥3,500 ＋税

22709-56345/991（WH） 本体価格 ¥4,500 ＋税

◦綿100％（パイル糸：スーパーゼロ使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm
◦箱サイズ ／ 24×35×5.5cm
◦総重量 ／ 500g ◦C/S 30ケ
◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：スーパーゼロ使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 24×35×5.5cm
◦総重量 ／ 530g ◦C/S 30ケ
◦日本製（今治）

B/T 1枚、F/T 1枚セット

B/T 2枚セット

22709-56450/992（WH） 本体価格 ¥5,000 ＋税

22709-56570/997（WH） 本体価格 ¥7,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：スーパーゼロ使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 31×43×5.5cm
◦総重量 ／ 715g ◦C/S 20ケ
◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：スーパーゼロ使用）
◦バスタオル／ 60 × 120cm
◦箱サイズ ／ 31×43×5.5cm
◦総重量 ／ 900g ◦C/S 20ケ
◦日本製（今治）

P

B

YE

PU

P

本体価格 ¥150 ＋税

B

YE

PU

T/H 1枚

F/T 1枚

22709-83250/107（P）
・305（B）
・503（YE）
・602（PU）

22709-83310/108（P）
・306（B）
・504（YE）
・603（PU）

◦綿100％
◦タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／10×10×5.5cm ◦総重量／50g
◦日本製（今治）

◦綿100％
◦フェイスタオル／34×75cm
◦箱サイズ／20×10×5.5cm ◦総重量／120g
◦日本製（今治）

本体価格 ¥500 ＋税

◦C/S150ケ

Koto haco
imabari

スリーブ 小

本体価格 ¥1,000 ＋税

◦C/S75ケ

B/T 1枚、F/T 1枚セット

B/T 1枚、F/T 1枚、T/H 2枚セット

22709-83435/016（MIX） 本体価格 ¥3,500 ＋税

22709-83545/012（MIX） 本体価格 ¥4,500 ＋税

◦綿100％
◦バスタオル／60×120cm フェイスタオル／34×75cm
◦箱サイズ／23×37×6cm
◦総重量／570g ◦C/S21ケ
◦日本製（今治）

◦綿100％
◦バ
 スタオル／60×120cm フェイスタオル／34×75cm
タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／27×44×6cm
◦総重量／740g ◦C/S16ケ
◦日本製（今治）
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プッチタオルのシリーズに新しいデザインが登場。

晴れの日やお祝い事のおつかいものとしてふさわしい、

北欧をイメージしたシンプルでモダンなデザインとポップで可愛らしいカラーが特徴。

華やかでおめでたいタオルギフトです。

ボリュームがあり、吸水性に優れた今治産のタオルハンカチです。
認定番号：第2018-1362号

認定番号：第2019-1357号

P

WH

F/T 1枚

F/T 1枚、W/T 1枚セット

22744-02610/107（P）
・992（WH） 本体価格 ¥1,000 ＋税

22744-02715/109（P） 本体価格 ¥1,500 ＋税

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 24×17×4cm
◦総重量 ／ 175g ◦C/S 120ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 20×30×4cm
◦総重量 ／ 270g ◦C/S 60ケ ◦日本製（今治）

今治招福

F/T 2枚、W/T 1枚セット

22744-02820/100（P） 本体価格 ¥2,000 ＋税

22744-02925/102（P） 本体価格 ¥2,500 ＋税

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 20×30×4cm
◦総重量 ／310g ◦C/S 60ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 24×36×5cm
◦総重量 ／420g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

F/T 3枚セット

B/T 1枚、F/T 1枚、W/T 1枚セット

22744-03030/102（P） 本体価格 ¥3,000 ＋税

22744-03140/108（P） 本体価格 ¥4,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 24×36×5cm
◦総重量 ／460g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 30×40×6cm
◦総重量 ／635g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

T/H 1枚 /ナチュール

T/H 1枚 /ヒンメル

22728-32150/231（BE） 本体価格 ¥500 ＋税

22728-32250/108（P）
・306（B） 本体価格 ¥500 ＋税

◦綿100％
◦タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／16×11×2cm ◦総重量／40g
◦日本製（今治）

◦綿100％
◦タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／16×11×2cm ◦総重量／40g
◦日本製（今治）

◦C/S200ケ

P

B

22744-33250/104（P） 本体価格 ¥5,000 ＋税
◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 30×40×6cm
◦総重量 ／ 730g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）
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◦C/S200ケ

P

B

T/H 1枚 /ルンド

T/H 2枚セット

22728-32350/105（P）
・303（B） 本体価格 ¥500 ＋税

22728-32410/106（P）
・304（B） 本体価格 ¥1,000 ＋税

◦綿100％
◦タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／16×11×2cm ◦総重量／40g
◦日本製（今治）

◦綿100％
◦タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／15×21×4cm ◦総重量／135g
◦日本製（今治）

◦C/S200ケ

P

B/T 1枚、F/T 2 枚、W/T 1枚セット

B

imabari
products

F/T 2枚セット

P

◦C/S60ケ

B

T/H 3枚セット

T/H 4枚セット

22728-32515/108（P）
・306（B） 本体価格 ¥1,500 ＋税

22728-32620/017（MIX） 本体価格 ¥2,000 ＋税

◦綿100％
◦タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／15×21×4cm ◦総重量／175g
◦日本製（今治）

◦綿100％
◦タオルハンカチ／25×25cm
◦箱サイズ／20×30×4cm ◦総重量／255g
◦日本製（今治）

◦C/S60ケ

◦C/S40ケ
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やさしいわた、やさしい色、やさしい肌ざわり。
｢すずかさね｣という名は、軽くて薄いガーゼ織りの古語 ｢紗｣から転じて生まれた

四国今治は澄んだ空気ときれいな水のあるタオル産地。

｢すず｣と、幾層にも ｢かさなる｣織物に由来しています。

百年以上織機の音を自然の奏とともに響かせています。

優れた職人が開発した ｢三紋体技法｣のガーゼ織りは、
こだわりの逸品です。

これがこの街のごくごく日常の風景。この街で生まれ、
この街で育った
純今治産タオルを「昭和西川」がお届けいたします。

認定番号：第2018-2401号
認定番号：第2018-2402号

花衣（はなごろも）

W/T 2枚セット

日本文化の様々なところで人々に愛される気品ある菊、
その菊紋様を今治の確かな技術と品質で織り上げました。
長い歴史の中から生まれた技と技術が融合し紡がれた優しい風合いのタオルをお届けします。

F/T 1枚、W/T 1枚セット

22744-01815/305（B） 本体価格 ¥1,500 ＋税

22744-01920/306（B） 本体価格 ¥2,000 ＋税

◦綿100％
◦ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／20.5×28.5×5cm
◦総重量／265g ◦C/S60ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％
◦フェイスタオル／34×80cm ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／22.5×32.5×5cm
◦総重量／350g ◦C/S40ケ ◦日本製（今治）

B/T 1枚
22744-02130/308（B） 本体価格 ¥3,000 ＋税

◦綿100％
◦フェイスタオル／34×80cm
◦箱サイズ／22.5×32.5×5cm
◦総重量／400g ◦C/S40ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％
◦バスタオル／60×120cm
◦箱サイズ／26×36×5cm
◦総重量／470g ◦C/S30ケ ◦日本製（今治）

F/T 2枚、W/T 2枚セット

B/T 1枚、F/T 1枚、W/T 1枚セット

22744-02240/304（B） 本体価格 ¥4,000 ＋税

22744-02350/300（B） 本体価格 ¥5,000 ＋税

◦綿100％
◦フェイスタオル／34×80cm ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／26×36×5cm
◦総重量／530g ◦C/S30ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％
◦バスタオル／60×120cm フェイスタオル／34×80cm
ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／31×41×6cm
◦総重量／715g ◦C/S18ケ ◦日本製（今治）

すずかさね

F/T 2枚セット
22744-02025/307（B） 本体価格 ¥2,500 ＋税

P

B

P

F/T 1枚

F/T 1枚、W/T 1枚セット

22743-02410/104（P）
・302（B） 本体価格 ¥1,000 ＋税

22743-02515/106（P）
・304（B） 本体価格 ¥1,500 ＋税

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 15×21×5cm
◦総重量 ／ 200g ◦C/S 80ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 22×32×5cm
◦総重量 ／ 355g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

P

B

P

F/T 2枚セット

B/T 1枚

22743-02620/107（P）
・305（B） 本体価格 ¥2,000 ＋税

22743-02725/109（P）
・307（B） 本体価格 ¥2,500 ＋税

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 22×32×5cm
◦総重量 ／ 395g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm
◦箱サイズ ／ 25.5×36×5cm
◦総重量 ／ 475g ◦C/S 30ケ ◦日本製（今治）

B

B

JAPAN MEIFU

P

B

P

F/T 3枚セット

B/T 1枚、F/T 1枚、W/T 1枚セット

22743-02830/100（P）
・308（B） 本体価格 ¥3,000 ＋税

22743-02940/106（P）
・304（B） 本体価格 ¥4,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 25.5×36×5cm
◦総重量 ／ 515g ◦C/S 30ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 31×41×6cm
◦総重量 ／ 750g ◦C/S 18ケ ◦日本製（今治）

B/T 1枚、F/T 2枚、W/T 1枚セット

B/T 1枚、F/T 2枚、W/T 2枚セット

22743-03050/101（P）
・309（B） 本体価格 ¥5,000 ＋税

22744-02470/305（B） 本体価格 ¥7,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 31×41×6cm
◦総重量 ／ 850g ◦C/S 18ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％
◦バスタオル／60×120cm フェイスタオル／34×80cm
ウォッシュタオル／34×35cm
◦箱サイズ／31×41×6cm
◦総重量／850g ◦C/S18ケ ◦日本製（今治）
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今治銘布
錦 NISHIKI

世界的に希少なギリシャ綿をパイルに使用。ギリシャ綿は白度に優れ、弾力性が
高いので洗 濯 回 数の多いタオルに最 適の素 材です。ヘムの七 宝デザインは
着物の柄をモチーフに、
ジャカード織であしらった上品な仕上がりです。

楠橋紋織謹製 天の川

しなやかな「やわらかさ」
と適度な「こし」があるオリジナル糸により、極上の肌ざわりが特徴の
「楠橋紋織謹製」は自信を持ってお届けすることができるタオルギフトです。

認定番号：第2014-1103号
認定番号：第2015-962号

BE

BE

G

F/T 1枚

F/T 2枚セット

22743-00120/234（BE）
・401（G） 本体価格 ¥2,000 ＋税

22743-00340/014（MIX） 本体価格 ¥4,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：ギリシャコットン使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 30×13×10cm
◦総重量 ／ 370g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

◦綿100%（パイル糸：ギリシャコットン使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 30×26×10cm
◦総重量 ／ 630g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

GY

F/T 1枚

F/T 2枚セット

22743-00725/231（BE）
・934（GY） 本体価格 ¥2,500 ＋税

22743-00850/018（MIX） 本体価格 ¥5,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：タンギストロピカル使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 23.5×21×6.5cm
◦総重量 ／ 330g ◦C/S 42ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：タンギストロピカル使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 30.5×28×8cm
◦総重量 ／ 620g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

BE

BE

G

B/T 1枚

B/T 1枚、F/T 1枚セット

22743-00450/232（BE）
・409（G） 本体価格 ¥5,000 ＋税

22743-00570/015（MIX） 本体価格 ¥7,000 ＋税

◦綿100%（パイル糸：ギリシャコットン使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm
◦箱サイズ ／ 30×26×10cm
◦総重量 ／ 670g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

◦綿100%（パイル糸：ギリシャコットン使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 34×38×10cm
◦総重量 ／ 950g ◦C/S 10ケ ◦日本製（今治）

GY

22743-01010/015（MIX） 本体価格 ¥10,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：タンギストロピカル使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm
◦箱サイズ ／ 30.5×28×8cm
◦総重量 ／ 680g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：タンギストロピカル使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 38.5×36×9cm
◦総重量 ／ 1,020g ◦C/S 10ケ ◦日本製（今治）

B/T 1枚、F/T 2枚セット

B/T 2枚セット

22743-01113/013（MIX） 本体価格 ¥12,500 ＋税

22743-01215/014（MIX） 本体価格 ¥15,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：タンギストロピカル使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 38.5×36×9cm
◦総重量 ／ 1,130g ◦C/S 10ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：タンギストロピカル使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm
◦箱サイズ ／ 38.5×36×9cm
◦総重量 ／ 1,215g ◦C/S 10ケ ◦日本製（今治）

JAPAN MEIFU

B/T 1枚、F/T 1枚セット

22743-00975/230（BE）
・933（GY） 本体価格 ¥7,500 ＋税

JAPAN MEIFU

B/T 1枚

B/T 2枚セット
22743-00610/018（MIX） 本体価格 ¥10,000 ＋税
◦綿100%（パイル糸：ギリシャコットン使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm
◦箱サイズ ／ 34×38×10cm
◦総重量 ／ 1,140g ◦C/S 10ケ ◦日本製（今治）
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B/T 2枚、F/T 2枚セット（桐箱入り）
22743-01320/015（MIX） 本体価格 ¥20,000 ＋税
◦綿100％（パイル糸：タンギストロピカル使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 35×40×12cm
◦総重量 ／ 1,830g ◦C/S 6ケ ◦日本製（今治）

27

江戸時代から続く江戸染技法の竺仙。

120年余の歴史を重ねる中で培われてきた今治の

天保１３年より、江戸染めの浴衣を作り続けている老舗「竺仙」。

｢技｣･紋織の匠が奏でる美しい輪奈織紋様。

日本の素材や職人の技術を取り入れてものづくりをしている「イヤシヤ」。

タオルの本質「輪奈＝パイル」にこだわった今治製タオルです。

竺仙の型紙を用いて江戸の「粋」
を織り込んだ、今治製のタオルです。
認定番号：第2014-213号
認定番号：第2014-214号

あまね＆ゆらぎ

認定番号：第2015-706号

瀬戸内の澄んだ空気と水をイメージしたカラー、ふっくらとやわらかい糸が奏でる至福の時。
世界中の綿花から厳選された良質綿をブレンドし､日本の特殊紡績技術で紡いだ甘撚り糸を
「輪奈」に100％使用しています。ふっくらとソフトな風合いと、優れた吸水性のタオルです。

W/T 1枚

W/T 2枚セット

22744-00150/308（B） 本体価格 ¥500 ＋税

22744-00210/309（B） 本体価格 ¥1,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 20×15×4cm
◦総重量 ／ 140g ◦C/S 120ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 20×30×4cm
◦総重量 ／ 245g ◦C/S 60ケ ◦日本製（今治）

F/T 2枚セット

F/T 2枚、W/T 1枚セット

22744-00315/301（B） 本体価格 ¥1,500 ＋税

22744-00420/302（B） 本体価格 ¥2,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 20×30×4cm
◦総重量 ／ 320g ◦C/S 60ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 24×36×5cm
◦総重量 ／ 435g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

まんじゅぎく

つめしょうぶ

万寿菊＆爪菖蒲

竺仙の中でも大変人気のある「万寿菊」
と「爪菖蒲」。
縁起や験を担ぐ柄として江戸時代から好まれてきたこの2柄をタオルに織り込みました。

P

iro-anaw irabami
uoynom

imabari wana-ori
monyou

B/T 1枚、W/T 2枚セット

22744-00525/304（B） 本体価格 ¥2,500 ＋税

22744-00630/305（B） 本体価格 ¥3,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 24×36×5cm
◦総重量 ／ 485g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 30×40×6cm
◦総重量 ／ 620g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

P

F/T 1枚、W/T 1枚セット

F/T 2枚セット

22709-33415/105（P）
・303（B） 本体価格 ¥1,500 ＋税

22709-33520/106（P）
・304（B） 本体価格 ¥2,000 ＋税

◦綿100%
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 24×29×5.5cm
◦総重量 ／ 315g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

◦綿100%
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 24×29×5.5cm
◦総重量 ／ 365g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

P

B/T 1枚、W/T 1枚セット

B

B

P

F/T 2枚、W/T 1枚セット

F/T 3枚セット

22709-33625/108（P）
・306（B） 本体価格 ¥2,500 ＋税

22709-33730/109（P）
・307（B） 本体価格 ¥3,000 ＋税

◦綿100%
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 25×35×5.5cm
◦総重量 ／ 440g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

◦綿100%
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 25×35×5.5cm
◦総重量 ／ 490g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

B

B

竺 仙

P
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B/T 1枚、F/T 2枚、W/T 1枚セット

B/T 1枚、F/T 2枚、W/T 3枚セット

22744-00740/301（B） 本体価格 ¥4,000 ＋税

22744-00850/307（B） 本体価格 ¥5,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 30×40×6cm
◦総重量 ／ 740g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：甘撚り糸使用）
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 30×52×6.5cm
◦総重量 ／ 930g ◦C/S 18ケ ◦日本製（今治）

B

P

B/T 1枚、F/T 1枚セット

B/T 1枚、F/T 2枚セット

22709-33840/105（P）
・303（B） 本体価格 ¥4,000 ＋税

22709-33950/101（P）
・309（B） 本体価格 ¥5,000 ＋税

◦綿100%
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 26×39×7cm
◦総重量 ／ 665g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

◦綿100%
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 26×39×7cm
◦総重量 ／ 765g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

B
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よ

心を込めて糸を丁寧に縒る、
そしてタオルを作る。
よ

「気持ちを合わせる=縒る」
という思いを込めて、
日本一のタオルの産地・今治から贈るタオルギフトです。

みなも

グラデーション

水、大地が広がる壮大感をイメージさせるグラデーション、ボリューム感のある上質なタオル。
パイル糸に海島綿とピマ綿の良さを合わせたマスターシード糸を使用し、
光沢がありしなやかでなめらかなタッチが特徴のギフトです。

認定番号：第2013-1092号
認定番号：第2013-1093号

風で水面がきらめき、波紋が広がっていく様子を表現。
パイル糸にフェルガナソフト糸（シルクロード西部のフェルガナ盆地で採れるコットン）
を使用しました。
光沢がありソフトな肌触りが特徴です。

認定番号：第2019-237号

BE

W/T 2枚セット

F/T 1枚、W/T 1枚セット

22709-83610/017（MIX） 本体価格 ¥1,000 ＋税

22709-83715/309（B） 本体価格 ¥1,500 ＋税

◦綿100％（スリット糸使用）
、パイル糸：フェルガナソフト使用
◦ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 23×20×6.5cm
◦総重量 ／ 275g ◦C/S 60ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（スリット糸使用）
、パイル糸：フェルガナソフト使用
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 25×23×8cm
◦総重量 ／ 385g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

BE

F/T 2枚セット

B/T 1枚

22709-83820/010（MIX） 本体価格 ¥2,000 ＋税

22709-83925/234（BE）
・302（B） 本体価格 ¥2,500 ＋税

◦綿100％（スリット糸使用）
、パイル糸：フェルガナソフト使用
◦フェイスタオル ／ 34 × 75cm
◦箱サイズ ／ 25×23×8cm
◦総重量 ／ 425g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（スリット糸使用）
、パイル糸：フェルガナソフト使用
◦バスタオル ／ 60 × 120cm
◦箱サイズ ／ 25×35×9cm
◦総重量 ／ 625g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

B

B

F/T 1枚、W/T 1枚セット

22709-80815/231（BE）
・309（B） 本体価格 ¥1,500 ＋税

22709-80925/237（BE）
・305（B） 本体価格 ¥2,500 ＋税

◦綿100％
◦フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 23×25×8cm
◦総重量 ／ 370g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％
◦フェイスタオル ／ 34 × 80cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 23×25×8cm
◦総重量 ／ 440g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

F/T 2枚セット

F/T 2枚、W/T 1枚セット

22709-81030/015（BE+B set） 本体価格 ¥3,000 ＋税

22709-81140/011（BE+B set） 本体価格 ¥4,000 ＋税

◦綿100％
◦フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 23×25×8cm
◦総重量 ／ 530g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％
◦フェイスタオル ／ 34 × 80cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 35×25×9cm
◦総重量 ／ 695g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

22709-84030/012（MIX） 本体価格 ¥3,000 ＋税

22709-84140/018（MIX） 本体価格 ¥4,000 ＋税

◦綿100％（スリット糸使用）
、パイル糸：フェルガナソフト使用
◦バスタオル ／ 60 × 120cm ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 25×35×9cm
◦総重量 ／ 695g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（スリット糸使用）
、パイル糸：フェルガナソフト使用
◦バスタオル ／ 60 × 120cm フェイスタオル ／ 34 × 75cm
ウォッシュタオル ／ 34 × 35cm
◦箱サイズ ／ 32×39×9cm
◦総重量 ／ 870g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

B

B/T 1枚、F/T 1枚セット

B/T 2枚セット

22709-81250/239（BE）
・307（B） 本体価格 ¥5,000 ＋税

22709-81370/012（BE+B set） 本体価格 ¥7,000 ＋税

◦綿100％
◦バスタオル ／ 68 × 130cm フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 35×25×9cm
◦総重量 ／ 940g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％
◦バスタオル ／ 68 × 130cm
◦箱サイズ ／ 39×32×9cm
◦総重量 ／ 1,055g ◦C/S 14ケ ◦日本製（今治）
ITOYORI

ITOYORI

IROYOTI

B/T 1枚、F/T 1枚、W/T 1枚セット

B

F/T 1枚

BE

B/T 1枚、W/T 1枚セット

BE

B/T 2枚セット
22709-84250/014（MIX） 本体価格 ¥5,000 ＋税
◦綿100％（スリット糸使用）
、パイル糸：フェルガナソフト使用
◦バスタオル ／ 60 × 120cm
◦箱サイズ ／ 32×39×9cm
◦総重量 ／ 995g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

30

B/T 2枚、F/T 2枚セット
22709-81410/015（BE+B set） 本体価格 ¥10,000 ＋税
◦綿100％
◦バスタオル ／ 68 × 130cm フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 39×32×9cm
◦総重量 ／ 1,305g ◦C/S 14ケ ◦日本製（今治）
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「スビン」は世界でもトップクラスの良質な綿を使用した

立体キルト縫製で、空気をたっぷりと含み、ふっくらした羽毛肌掛けふとん。

インド生まれの超長綿です。大変希少な綿を手摘みで丁寧に収穫しており、

原料の羽毛は、国内工場で洗浄から仕上げまで一貫加工しました。

中でも最も良質とされる一番摘み 二番摘みの最高級綿のみ

昭和西川が、自信を持っておすすめするギフトです。

「スビンゴールド」
と名付けられます。
しなやかで光沢があり、高級感あふれるプレミアムタオルです。

認定番号：第2016-150号

P

B

羽毛肌掛けふとん/ SN0301

F/T 1枚

F/T 1枚、W/T 1枚セット

22746-00630/235（BE） 本体価格 ¥3,000 ＋税

22746-00750/230（BE） 本体価格 ¥5,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：スビンゴールド無撚糸使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 30×12.7×11.5cm
◦総重量 ／ 500g ◦C/S 40ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：スビンゴールド無撚糸使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 80cm ウォッシュタオル ／ 34 × 40cm
◦箱サイズ ／ 26×30×11.5cm
◦総重量 ／ 675g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

22120-06750/010（P+B） 本体価格 ¥50,000 ＋税

◦表側地：綿100% 裏側地：綿100%
詰めもの：ダウン93% フェザー7%（フランス/ホワイトダック）
0.25kg ◦150 × 210cm
◦箱サイズ ／ 37×49×13.5cm
◦総重量 ／ 1,580g ◦C/S 10ケ ◦日本製

◦表側地：綿100% 裏側地：綿100%
詰めもの：ダウン93% フェザー7%（フランス/ホワイトダック）
0.25kg ◦150 × 210cm
◦箱サイズ ／ 40×57×15cm
◦総重量 ／ 3,150g ◦C/S 8ケ ◦日本製

P

B

羽毛肌掛けふとん/ SN0302

F/T 2枚セット

B/T 1枚

22746-00860/236（BE） 本体価格 ¥6,000 ＋税

22746-00910/238（BE） 本体価格 ¥10,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：スビンゴールド無撚糸使用）
◦フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 30×26×11.5cm
◦総重量 ／ 735g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：スビンゴールド無撚糸使用）
◦バスタオル ／ 70 × 130cm
◦箱サイズ ／ 30×26×11.5cm
◦総重量 ／ 835g ◦C/S 20ケ ◦日本製（今治）

22120-06540/017（P+B） 本体価格 ¥40,000 ＋税

◦表側地：ポリエステル85% 綿15%
裏側地：ポリエステル85% 綿15%
詰めもの：ダウン85% フェザー15% 0.25kg
◦箱サイズ ／ 37×49×13.5cm
◦総重量 ／ 1,400g ◦C/S 10ケ ◦日本製

◦表側地：ポリエステル85% 綿15%
裏側地：ポリエステル85% 綿15%
詰めもの：ダウン85% フェザー15% 0.25kg
◦箱サイズ ／ 40×57×15cm
◦総重量 ／ 2,800g ◦C/S 8ケ ◦日本製

◦150 × 210cm

B

Suvin Gold

dloG nivuS

羽毛肌掛けふとん/ SN0303

B/T 1枚、F/T 1枚、W/T 1枚セット

22746-01013/235（BE） 本体価格 ¥13,000 ＋税

22746-01115/236（BE） 本体価格 ¥15,000 ＋税

◦綿100％（パイル糸：スビンゴールド無撚糸使用）
◦バスタオル ／ 70 × 130cm フェイスタオル ／ 34 × 80cm
◦箱サイズ ／ 34×38×12.5cm
◦総重量 ／ 1,155g ◦C/S 10ケ ◦日本製（今治）

◦綿100％（パイル糸：スビンゴールド無撚糸使用）
◦バスタオル ／ 70 × 130cm フェイスタオル ／ 34 × 80cm
ウォッシュタオル ／ 34 × 40cm
◦箱サイズ ／ 34×38×12.5cm
◦総重量 ／ 1,205g ◦C/S 10ケ ◦日本製（今治）

B/T 2枚セット
22746-01220/237（BE） 本体価格 ¥20,000 ＋税
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◦150 × 210cm

羽毛肌掛けふとん 2枚セット/ SN03032

22120-06215/106（P）
・304（B） 本体価格 ¥15,000 ＋税

22120-06330/014（P+B） 本体価格 ¥30,000 ＋税

◦表側地：ポリエステル85% 綿15%
裏側地：ポリエステル85% 綿15%
詰めもの：ダウン70% フェザー30% 0.25kg
◦箱サイズ ／ 37×49×13.5cm
◦総重量 ／ 1,490g ◦C/S 10ケ ◦日本製

◦表側地：ポリエステル85% 綿15%
裏側地：ポリエステル85% 綿15%
詰めもの：ダウン70% フェザー30% 0.25kg
◦箱サイズ ／ 40×57×15cm
◦総重量 ／ 2,800g ◦C/S 8ケ ◦日本製

◦150 × 210cm

P

B

羽毛肌掛けふとん/ SN0304

◦150 × 210cm

羽毛肌掛けふとん 2枚セット/ SN03042

22120-06013/108（P）
・306（B） 本体価格 ¥13,000 ＋税

22120-06126/013（P+B） 本体価格 ¥26,000 ＋税

◦表側地：ポリエステル85% 綿15%
裏側地：ポリエステル85% 綿15%
詰めもの：ダウン50% フェザー50% 0.25kg
◦箱サイズ ／ 37×49×13.5cm
◦総重量 ／ 1,490g ◦C/S 10ケ ◦日本製

◦表側地：ポリエステル85% 綿15%
裏側地：ポリエステル85% 綿15%
詰めもの：ダウン50% フェザー50% 0.25kg
◦箱サイズ ／ 40×57×15cm
◦総重量 ／ 2,800g ◦C/S 8ケ ◦日本製

◦150 × 210cm

The Gift
TheCollection
Gift Collection

◦綿100％（パイル糸：スビンゴールド無撚糸使用）
◦バスタオル ／ 70 × 130cm
◦箱サイズ ／ 34×38×12.5cm
◦総重量 ／ 1,385g ◦C/S 10ケ ◦日本製（今治）

羽毛肌掛けふとん 2枚セット/ SN03022

22120-06420/104（P）
・302（B） 本体価格 ¥20,000 ＋税

P

B/T 1枚、F/T 1枚セット

羽毛肌掛けふとん 2枚セット/ SN03012

22120-06625/103（P）
・301（B） 本体価格 ¥25,000 ＋税

◦150 × 210cm
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