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環境にやさしいパッケージ
パッケージには、環境に配慮したサスティナブルな紙を使用しております。1 2



普段使いしやすくお部屋の差し色になる色使い。

日本一のタオル産地、今治で織られたタオルは
洗うほどにふっくらとやわらかくなります。

▶リバーシブル

一般的なバスタオルよりかさばらず、お洗濯も楽々。
ハンガーでの部屋干しもすぐに乾きます。

▶大きすぎないバスタオル
弊社国産タオルと比較して
約５倍の吸水力と吸水速度をもった機能性タオル。
バスタオルの2分の1サイズで収納にも困りません。

▶バスタオルはこれ1枚でOK

「肌触り」「吸水性」「厚み」「速乾性」すべてが

ちょうどいい。
ふんわり肌触りが素肌を優しく包んでくれます。

▶ベーシック

薄手でお洗濯や収納時にかさばらないライトなタオル。

速乾性に優れているからアウトドア用タオルとしても

使いやすい一枚です。

▶ライト
タオルを干す際の下部分の乾きにくさに着目し、

  両端を短パイルにした乾きやすい構造にしました。

使い心地の良さを追求したタオルです。※特許申請中

▶ドライフォルム

プレーリードッグオリジナルのタオルブランドをご紹介。
すべて素材や品質、デザインにこだわった日本製のタオルです。PRAIRIEDOG TOWEL COLLECTION

約 100cm

約 40cm

一般的なバスタオル

大きすぎないバスタオル

約 60cm

約 120cm

肌触り

厚み

やわらかめ しっかりめ

薄め 厚め

吸水性

速乾性

ふつう よく水を吸う

ふつう はやい

厚み

薄め 厚め

肌触り

やわらかめ しっかりめ

速乾性

ふつう はやい

吸水性

ふつう よく水を吸う

肌触り

厚み

やわらかめ しっかりめ

薄め 厚め

吸水性

速乾性

ふつう よく水を吸う

ふつう はやい

厚み

薄め 厚め

肌触り

やわらかめ しっかりめ

速乾性

ふつう はやい

吸水性

ふつう よく水を吸う

厚み

薄め 厚め

肌触り

やわらかめ しっかりめ

速乾性

ふつう はやい

吸水性

ふつう よく水を吸う
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たたみイメージたたみイメージ

※特許申請中

乾きやすさの秘密
洗濯後にタオルを干す際の
「下の方に水分が溜まって乾きにくい」
という悩みから生まれた新しいタオルのカタチ。
パイルが短い部分は薄く、長い部分は
厚手になっています。
薄手から厚手へと徐々に変化していく
グラデーション構造で乾きやすさと
使い心地の良さを追求したこだわりの設計です。

乾きやすさを追求したこだわりのカタチ色味と肌触りへのこだわり

水
分
の
た
ま
る
方
向

ふわふわ
やわらか

薄
手

厚
手

薄くて
乾きやすい

表と裏で色味が異なるリバーシブル。
普段使いしやすい色やお部屋の差し色になる色、
厳選したカラーバリエーションが特長です。
日本一のタオル産地、今治で織られたタオルは
洗うほどにふっくらとやわらかくなります。
ぜひお気に入りの色を見つけてください。

17cm

20cm

フェイスタオル

17cm

30cm

ハーフバスタオル

25cm

35cm

ビッグバスタオル

品　質：綿100％　日本製(今治)

フェイスタオル　　約34×80cm

ハーフバスタオル　約34×120cm

税込￥1,155（本体価格¥1,050）　発注単位：5

税込￥1,705（本体価格¥1,550）　発注単位：5

税込￥3,300（本体価格¥3,000）　発注単位：3
ビッグバスタオル　約70×130cm

DAILY PRAIRIE　ドライフォルム

ネイビー
フェイスタオル
CODF-F-NV
4543479191825

ハーフバスタオル
CODF-HB-NV
4543479191887

ビッグバスタオル
CODF-BB-NV
4543479191948

ブルー
フェイスタオル
CODF-F-BL
4543479191832

ハーフバスタオル
CODF-HB-BL
4543479191894

ビッグバスタオル
CODF-BB-BL
4543479191955

グレージュ
フェイスタオル
CODF-F-GRG
4543479191856

ハーフバスタオル
CODF-HB-GRG
4543479191917

ビッグバスタオル
CODF-BB-GRG
4543479191979

ペールピンク
フェイスタオル
CODF-F-PI
4543479191863

ハーフバスタオル
CODF-HB-PI
4543479191924

ビッグバスタオル
CODF-BB-PI
4543479191986

ライトブルー
フェイスタオル
CODF-F-LBL
4543479191870

ハーフバスタオル
CODF-HB-LBL
4543479191931

ビッグバスタオル
CODF-BB-LBL
4543479191993

ホワイト
フェイスタオル
CODF-F-WH
4543479191849

ハーフバスタオル
CODF-HB-WH
4543479191900

ビッグバスタオル
CODF-BB-WH
4543479191962

品　質：綿100％　日本製(今治)

フェイスタオル　　約34×80cm

ハーフバスタオル　約34×120cm

税込￥1,210（本体価格¥1,100）　発注単位：5

税込￥1,815（本体価格¥1,650）　発注単位：5

税込￥3,630（本体価格¥3,300）　発注単位：3
ビッグバスタオル　約70×130cm

DAILY PRAIRIE　リバーシブル

認定番号：第2021-823号 認定番号：第2021-816号

26cm

33cm

ビッグバスタオル

18cm

31cm

ハーフバスタオル

18cm

20cm

フェイスタオル

ミント/ブルー
フェイスタオル
COREV-F-BL
4543479192044

ハーフバスタオル
COREV-HB-BL
4543479192105

ビッグバスタオル
COREV-BB-BL
4543479192167

グレージュ/ピンク
フェイスタオル
COREV-F-GRG
4543479192037

ハーフバスタオル
COREV-HB-GRG
4543479192099

ビッグバスタオル
COREV-BB-GRG
4543479192150

チャコールグレー/ダスティピンク
フェイスタオル
COREV-F-GY
4543479192013

ハーフバスタオル
COREV-HB-GY
4543479192075

ビッグバスタオル
COREV-BB-GY
4543479192136

ミモザ/グレー
フェイスタオル
COREV-F-YE
4543479192006

ビッグバスタオル
COREV-BB-YE
4543479192129

ハーフバスタオル
COREV-HB-YE
4543479192068

グレー/ターコイズ
フェイスタオル
COREV-F-TQ
4543479192020

ハーフバスタオル
COREV-HB-TQ
4543479192082

ビッグバスタオル
COREV-BB-TQ
4543479192143

ネイビー/ベージュ
フェイスタオル
COREV-F-NV
4543479192051

ハーフバスタオル
COREV-HB-NV
4543479192112

ビッグバスタオル
COREV-BB-NV
4543479192174

サイズ比較

フェイスタオル

ハーフバスタオル
ビッグバスタオル

34cm 34cm

80cm
120cm

70cm

130cm

サイズ比較

フェイスタオル

ハーフバスタオル
ビッグバスタオル

34cm 34cm

80cm
120cm

70cm

130cm
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※ 2022 年 11 月 1 日より価格を改定いたします。　　DAILY PRAIRIE  ドライフォルムDAILY PRAIRIE  リバーシブル　　※2022年11月1日より価格を改定いたします。



プレーン 毎日の暮らしになじむ、シックなトーンのカラー展開です。

ナチュラル コットンの自然な風合いを生かした優しい色合いのカラー展開です。

ブラウン
フェイスタオル
COPB-F-BR
4543479191436

バスタオル
COPB-B-BR
4543479191559

モスグレー
フェイスタオル
COPB-F-MGY
4543479191450

バスタオル
COPB-B-MGY
4543479191573

ライトパープル
フェイスタオル
COPB-F-LPU
4543479191412

バスタオル
COPB-B-LPU
4543479191535

ライトブラウン
フェイスタオル
COPB-F-LBR
4543479191405

バスタオル
COPB-B-LBR
4543479191528

パープル
フェイスタオル
COPB-F-PU
4543479191443

バスタオル
COPB-B-PU
4543479191566

ピンク
フェイスタオル
COPB-F-PI
4543479191429 

バスタオル
COPB-B-PI
4543479191542

ブルーボーダー
フェイスタオル
CONB-F-BL
4543479191665

バスタオル
CONB-B-BL
4543479191788

ベージュボーダー
フェイスタオル
CONB-F-BE
4543479191641

バスタオル
CONB-B-BE
4543479191764

レッドボーダー
フェイスタオル
CONB-F-RE
4543479191696

バスタオル
CONB-B-RE
4543479191818

グリーンボーダー
フェイスタオル
CONB-F-GR
4543479191672

バスタオル
CONB-B-GR
4543479191795

ネイビーボーダー
フェイスタオル
CONB-F-NV
4543479191689

バスタオル
CONB-B-NV
4543479191801

グレーボーダー
フェイスタオル
CONB-F-GY
4543479191658

バスタオル
CONB-B-GY
4543479191771

たたみイメージ

17cm 16cm

20cm
30cm

フェイスタオル

バスタオル

品　質：綿100％(パイル部分/オーガニックコットン使用)
日本製

フェイスタオル　　約34×80cm

バスタオル　　　　約60×120cm

税込￥715（本体価格¥650）　発注単位：5

税込￥2,200（本体価格¥2,000）　発注単位：3

cocohibi　ベーシック

品　質：綿100％(パイル部分/オーガニックコットン使用)
日本製

フェイスタオル　　約34×80cm

バスタオル　　　　約60×120cm

税込￥550（本体価格¥500）　　   発注単位：5

税込￥1,815（本体価格¥1,650）　発注単位：3

cocohibi　ライト

「肌触り」「吸水性」「厚み」「速乾性」
すべてがちょうどいい。
毎日使うのに程よい厚みのベーシック。
ふんわり肌触りが素肌を
優しく包んでくれます。

薄手でお洗濯や収納時に
かさばらないライトなタオル。
速乾性に優れているから
アウトドア用タオルとしても
使いやすい一枚です。

プレーン 毎日の暮らしになじむ、シックなトーンのカラー展開です。

ナチュラル コットンの自然な風合いを生かした優しい色合いのカラー展開です。

モスグレー

レッドボーダー

フェイスタオル

バスタオル
たたみイメージ

17cm 16cm

20cm
30cm

ブラウン
フェイスタオル
COPL-F-BR
4543479191375

バスタオル
COPL-B-BR
4543479191498

フェイスタオル
COPL-F-MGY
4543479191399

バスタオル
COPL-B-MGY
4543479191511

ライトパープル
フェイスタオル
COPL-F-LPU
4543479191351

バスタオル
COPL-B-LPU
4543479191474

ライトブラウン
フェイスタオル
COPL-F-LBR
4543479191344

バスタオル
COPL-B-LBR
4543479191467

ブルーボーダー
フェイスタオル
CONL-F-BL
4543479191603

バスタオル
CONL-B-BL
4543479191726

ベージュボーダー
フェイスタオル
CONL-F-BE
4543479191580

バスタオル
CONL-B-BE
4543479191702

フェイスタオル
CONL-F-RE
4543479191634

バスタオル
CONL-B-RE
4543479191757

グリーンボーダー
フェイスタオル
CONL-F-GR
4543479191610

バスタオル
CONL-B-GR
4543479191733

ネイビーボーダー
フェイスタオル
CONL-F-NV
4543479191627

バスタオル
CONL-B-NV
4543479191740

グレーボーダー
フェイスタオル
CONL-F-GY
4543479191597

バスタオル
CONL-B-GY
4543479191719

パープル
フェイスタオル
COPL-F-PU
4543479191382

バスタオル
COPL-B-PU
4543479191504

ピンク
フェイスタオル
COPL-F-PI
4543479191368

バスタオル
COPL-B-PI
4543479191481

サイズ比較

フェイスタオル

バスタオル

34cm 60cm

80cm
120cm

サイズ比較

フェイスタオル

バスタオル

34cm 60cm

80cm
120cm

cocohibi　ベーシック

cocohibi　ライト

薄手だから洗濯時も

収納時もかさばりません !

7 8

タ
オ

ル
・

ハ
ン

カ
チ

タ
オ

ル
・

ハ
ン

カ
チ

cocohibi  ライトcocohibi  ベーシック



ホワイト
BOK-WH
4543479198053

ピンク
BOK-PI
4543479198060

ブルー
BOK-BL
4543479198077

グリーン
BOK-GR
4543479198084

パープル
BOK-PU
4543479198091

袋入りパッケージ

パッケージイメージ

特定非営利活動法人
日本オーガニックコットン協会

3年間農薬不使用で綿花栽培に理想的な
気候・水・土壌で元気いっぱいに育った
良質綿(コーマ糸)を使用しています。

オーガニックコットン使用
この製品は、JOCA 憲章もとづき、オーガ
ニックコットン製品の普及をめざす
JOCAメンバー企業が、人と環境に配慮
した方法で、日本の技術と感性を生かし
て作りました。

ちょうどいいサイズ
見つけました!

認定番号：第2020-503号 認定番号：第2021-1943号

大きすぎない
バスタオル
ハンガーにかけて部屋干しできる
コンパクトなのに優れた吸水力

少し干し方を工夫するだけで
タオルが乾燥する時間を
短縮することができます！

タオルの端をずらして干す
「ずらし干し」がオススメ！

乾かすときは上下にパタパタ振り！
タオルを洗濯後、干す前に10～20回程度
上下に振ります。洗濯で潰れたパイル
を元に戻すことで、ふわふわな
触感が長持ちします。

タオルの上手な干し方

HAPOG-CB1907
4543479194192

ライトコーラル
HAPOG-CB1908
4543479194208

サンドストーム
HAPOG-CB1909
4543479194215

ブルーオーシャン
HAPOG-CB1910
4543479194222

モカ

HAPOG-CB1904
4543479171179

グレー
HAPOG-CB1905
4543479171186

ナチュラル
HAPOG-CB1902
4543479171155

ネイビー
HAPOG-CB1906
4543479171193

ホワイト

約 100cm

約 40cm

一般的なバスタオル

大きすぎないバスタオル

約 60cm

約 120cm

ちょうどいいサイズ感
一般的なバスタオルよりかさばらず、お洗濯も楽々。
ハンガーでの部屋干しでもすぐに乾きます。

柔らかな質感
柔らかいのにコシがあり、軽いのに適度な
ボリューム感。こだわり抜いた設計の自慢
のタオルです。

普通糸

パイルカット

無撚糸

パイルの長さを変えながら無撚糸と普通糸を交互に織り、さらに表面
の普通糸のループをカットすることで、柔らかな手触りと程よいコシを
実現しています。また、糸の違いにより深みのある濃淡が表現されます。

表面

裏面

…ふわふわな質感 …強度がある

この製品は、JOCA 憲章もとづき、オーガニック
コットン製品の普及をめざす JOCA メンバー企業
が、人と環境に配慮した方法で、日本の技術と感性
を生かして作りました。
特定非営利活動法人
日本オーガニックコットン協会

3年間農薬不使用で綿花栽培に理想的な気候・水・
土壌で元気いっぱいに育った良質綿(コーマ糸)を
使用しています。

100%オーガニックコットン使用

サイズ：約 40×100cm
品　質：綿 100％( オーガニックコットン )　
日本製 ( 今治 )

Organic Japan
大きすぎないバスタオル

税込￥2,090（本体価格¥1,900）　発注単位：5

サイズ：約 33×100cm 
品　質：綿 100％( パイル部分 / オーガニックコットン使用 )     
日本製 ( 今治 )

バスタオルはこれ1枚でOK

税込￥1,980（本体価格¥1,800）　発注単位：5
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バスタオルはこれ 1 枚で OKOrganic Japan  大きすぎないバスタオル
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チェリー
KCM-01501
4543479196578

レモン
KCM-01502
4543479196585

カモメ
KCM-01503
4543479196592

スワン
KCM-01504
4543479196608

抗菌防臭素材
東レ セベリス®

さまざまな有害微生物の増殖を抑える抗
菌効果を発揮し、気になるにおいを防ぎま
す。抗菌防臭効果は洗濯後もほとんど変化
なく、いつも清潔さを保ちます。

吸水速乾素材
東レ サミーナ®

優れた吸水性・拡散性・速乾性を兼ね備えた
素材です。繊維の表面は極めて親水性に富ん
でおり、水や汗をすっきりと吸水。吸いとった
水分をすぐれた拡散性・速乾性により蒸発さ
せるため、さわやかさが持続されます。

抗菌防臭素材〈東レ セベリス®〉と吸水速乾素材〈東レ サミーナ®〉の複合素材を使用

省スペースでどんな場所でも使いやすい！
コンパクトでも水分をしっかり吸収。

丸洗い可能で洗濯簡単！
乾きやすく いつでもカラッと快適。

一人用
コンパクトサイズ

35×40cm

洗 濯 機 で の 丸 洗 い O K！

抗菌防臭 & 吸水速乾

バ スや キッチン の 用 途 以 外 に も
お 部 屋 の イ ン テリア マットな ど に！

引
っ
掛
け
用
タ
グ
付
き

マットサイズ：約 35×40cm 
品　質：アクリル 100％（裏面ノンスリップ加工）     日本製
※柄の出方は商品によって異なります。

karattoコンパクトマット

税込￥1,650（本体価格¥1,500）　発注単位：5

パッケージイメージ

押すタイプ（水色）
MOF-011　
4543479144296

うしろー！（水色）
MOF-003　
4543479135102

人がいないと（水色）
MOF-004　
4543479135119

誰（ピンク）
MOF-010　
4543479144289

近くて遠い（ピンク）
MOF-005　
4543479135126

人の体重（ピンク）
MOF-006　
4543479135133

風を束縛（黄色）
MOF-012　
4543479144302

本当にリンス（黄色）
MOF-007　
4543479135140

履いてきた（黄色）
MOF-008　
4543479135157

「“押すタイプ”との 
仁義なき戦い」

「誰だか分からない件」

「風を束縛する子ども」

「うしろー！うしろー！」

「近くて遠いマイロッカー」

「本当にリンス 
入ってんのか問題」

「人がいないと潜水しがち」

「人の体重を盗み見」

「履いてきた 
スリッパを見失う」

昔ながらの温泉タオル
税込¥660（本体価格¥600）　発注単位：5

サイズ：約34×83cm　　
品　質：綿100％  日本製

汗かき（白）
MOF-009　
4543479144272

コーヒー牛乳（白）
MOF-001　
4543479135089

オトコなら（白）
MOF-002　
4543479135096

「汗かきクエスト」 「コーヒー牛乳を飲む際の
カッコイイ角度」

「オトコなら股間を 
パシーンッと」

昔ながらの温泉タオル
三重県、昭和2年1月25日生まれ。
日本の風呂文化と、日本人ならではの感性が伝統と匠の技
の結晶とも言える逸品を生み出しました。
この独特の風合いの秘密は、通常のタオルの約半分という
細いパイル糸と、それを絶妙のバランスで支える細糸の地
組織のため。絞りやすく、乾きが速いのが特徴です。
赤ちゃんや敏感肌の方でも安心してご使用いただけます。

おさるさん（白）
MOF-015　
4543479175276　

ゾウさん（白）
MOF-018　
4543479175306

カピバラさん（ピンク）
MOF-013　
4543479175252

しろくまさん（ピンク）
MOF-017　
4543479175290

あざらしさん（水色）
MOF-014　
4543479175269

ペンギンさん（水色）
MOF-016　
4543479175283
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この製品は、JOCA憲章もとづき、
オーガニックコットン製品の普及を
めざすJOCAメンバー企業が、人と
環境に配慮した方法で、日本の技術
と感性を生かして作りました。

特定非営利活動法人
日本オーガニックコットン協会

世界の絶景シリーズ

一生に一度は訪れたい世界の美しい絶景。

自然の中から生まれた色鮮やかな配色を

リバーシブルで表現しました。

バハマ/エルセーラ島
【ピンクサンドビーチ】
バハマ/エルセーラ島
【ピンクサンドビーチ】

北欧
【オーロラ】
北欧

【オーロラ】

ロシア/シベリア南東部
【バイカル湖】

ロシア/シベリア南東部
【バイカル湖】

イタリア/カプリ島
【青の洞窟】

イタリア/カプリ島
【青の洞窟】

アメリカ /ハワイ島
【サンセット】
アメリカ /ハワイ島
【サンセット】

Happy Handkerchief organic standard
ハッピーハンカチ　オーガニックスタンダード
世界の絶景シリーズ
税込￥880（本体価格¥800）　発注単位：5

サイズ：約 25×25cm 
品　質：綿 100％( オーガニックコットン ) 　日本製 ( 今治 )　　

認定番号：第2021-2553号

イエロー/バイオレット
HAPOG-R804
4543479199166

ライトグレー/アクア
HAPOG-R805
4543479199173

ブルー/ネイビー
HAPOG-R806
4543479199180

オレンジ/コーラル
HAPOG-R801
4543479199135 

ピンク/ターコイズ
HAPOG-R802
4543479199142

グリーン/パープル
HAPOG-R803
4543479199159

たたみイメージ

13cm

13cm

アメリカ/アリゾナ州
【アンテロープキャニオン】
アメリカ/アリゾナ州

【アンテロープキャニオン】

ハンカチへのこだわり
やわらかで高級感のある仕上がり
通常のハンカチに使われる糸よりも細い糸を使用することで、滑らかでしなやかな風合いを出して
います。また糸の数が2倍あるため(片毛のみ)に密度が高く、高級感のある仕上がりになっています。

使い勝手の良さ
極力厚みを無くすことで、ハンカチに求められる繊細な触り心地と持ちやすさを実現しています。

100％オーガニックコットン使用
3年間農薬不使用で綿花栽培に理想的な気候・水・土壌で元気いっぱいに育った良質綿(コーマ糸)
を使用しています。

水や風によって砂岩を侵食して
できた何百年にも及ぶ地層から
なる渓谷です

コンク貝やサンゴの細かい粒が
混ざり合ってピンク色に見える
砂浜が広がります

極地近くの夜空に現れる幻想的
な光の帯2度と同じものは見られ
ない発光現象です

太平洋に沈む美しく幻想的な
夕日はエメラルドの海や白い砂浜を
一変させます

－20℃前後まで下がる冬は
ガラスのように美しく透き通る
氷の世界が広がります

水中に伸びる穴を通して水面から
洞窟全体に拡がる紺碧の光が
神秘的な雰囲気を醸し出します

※詳細は担当営業までお問い合わせ
　ください。

アクリル製ディスプレイ什器
TIO-ACJ　税込￥11,000
　　　　　　　  　　 （本体価格¥10,000）

120

  

PRAIRIEDOG HANDKERCHIEF COLLECTION

様々なタイプの什器ご用意しています。

ハンカチの柄が見やすくなって
高さをおさえた紙製の新什器！

ディスプレイ什器

※詳細は担当営業までお問い合わせ
　ください。

ディスプレイ什器 ( 紙製 )
TIO-DIS2　税込￥2,750
　　　　　　　  　　 （本体価格¥2,500）

90

NEW

ハンカチ
9柄×各5枚＝計45枚
陳列可能

40.9cm
30cm

25cm

30cm

30cm
40cm

※詳細は担当営業までお問い合わせ
　ください。

ディスプレイ什器 ( 紙製 )
TIO-DIS　税込￥2,750
　　　　　　　  　　 （本体価格¥2,500）

90

※詳細は担当営業までお問い合わせ
　ください。

W88DJ　       税込￥8,800
　　　　　　　  　　       （本体価格¥8,000）

ハンカチ
12柄×各5枚＝計60枚
陳列可能

ハンカチ
12柄×各5枚＝計60枚
陳列可能

什器の天地と仕切りを
変えるだけで、
様々な商品に
対応できます！

44cm 30cm

23cm

30cm

27.5cm
88cm

販促POP

ぴったりサイズの販促POPを
セットすることができます。

販促POP

Zootto 
ハンカチ　税込¥550（本体価格¥500）
12柄×各5個=計60個陳列可能

アクリル素材のディスプレイ什器。
コンパクトなサイズで紙製よりも
耐久性に優れています。
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ハッピーハンカチ  オーガニックスタンダード  世界の絶景ハンカチブランド紹介

※ディスプレイ什器あります。詳細はP.13をご覧ください。



裏面にFSCマークが
付いています

13cm

13cm

2.4cm

2.0cm

実際に触ることが
できます！

Happy Handkerchief
organic standard

「ハンカチを楽しく」Happy Handkerchiefの
オーガニックシリーズ。豊富な色展開と

他には無い手触りを実現しました。

認定番号：第2019-2526号

この製品は、JOCA憲章にもとづき、オーガニックコットン製品の
普及をめざすJOCAメンバー企業が、人と環境に配慮した方法で、
日本の技術と感性を生かして作りました。

organic standard
オーガニックコットン

配色ラインナップ
ボルド（強さ）

ピンク（優しさ）

ダークブラウン（温もり）

グリーン（癒し）

イエロー（希望）

オレンジ（健康）

グレー（上品）

ホワイト（純粋）

ブルー（誠実）

パープル（神秘）

ネイビー（知的）

ナチュラル（寛容）

ハンカチへのこだわり

3年間無農薬で綿花栽培に理想
的な気候・水・土壌で元気いっ
ぱいに育った良質綿(コーマ糸)
を使用。

●織り
コシがあるのに柔らかく、軽いのに適度なボリュー
ム感。こだわり抜いた設計の自慢のハンカチです。

●色
無撚糸と普通糸の染まり方の違いに着目し、
深みのある濃淡を表現。厳選された高級感あ
ふれる12色用意しました。季節毎、シーン毎に
あわせたカラーコーディネートを楽しめます。

●品質
今治の厳しい検査基準をクリアしたタ
オルだけに与えられる今治マーク。世
界にも誇れる確かな品質の証です。

●パッケージ
地球に優しいFSC認証製品。FSCマーク
は森林の環境や地域社会に配慮され
た製品である証です。

裏面にFSCマークが
付いています

13cm

13cm

2.4cm

2.0cm

実際に触ることが
できます！

Happy Handkerchief
organic standard

「ハンカチを楽しく」Happy Handkerchiefの
オーガニックシリーズ。豊富な色展開と

他には無い手触りを実現しました。

認定番号：第2019-2526号

この製品は、JOCA憲章にもとづき、オーガニックコットン製品の
普及をめざすJOCAメンバー企業が、人と環境に配慮した方法で、
日本の技術と感性を生かして作りました。

organic standard
オーガニックコットン

配色ラインナップ
ボルド（強さ）

ピンク（優しさ）

ダークブラウン（温もり）

グリーン（癒し）

イエロー（希望）

オレンジ（健康）

グレー（上品）

ホワイト（純粋）

ブルー（誠実）

パープル（神秘）

ネイビー（知的）

ナチュラル（寛容）

ハンカチへのこだわり

3年間無農薬で綿花栽培に理想
的な気候・水・土壌で元気いっ
ぱいに育った良質綿(コーマ糸)
を使用。

●織り
コシがあるのに柔らかく、軽いのに適度なボリュー
ム感。こだわり抜いた設計の自慢のハンカチです。

●色
無撚糸と普通糸の染まり方の違いに着目し、
深みのある濃淡を表現。厳選された高級感あ
ふれる12色用意しました。季節毎、シーン毎に
あわせたカラーコーディネートを楽しめます。

●品質
今治の厳しい検査基準をクリアしたタ
オルだけに与えられる今治マーク。世
界にも誇れる確かな品質の証です。

●パッケージ
地球に優しいFSC認証製品。FSCマーク
は森林の環境や地域社会に配慮され
た製品である証です。

特定非営利活動法人
日本オーガニックコットン協会

この製品は、JOCA憲章に
もとづき、オーガニックコッ
トン製品の普及をめざす
JOCAメンバー企業が、人
と環境に配慮した方法で、
日本の技術と感性を生か
して作りました。
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ハッピーハンカチ  オーガニックスタンダード　　※2022年8月1日より価格を改定いたします。 ハッピーハンカチ  オーガニックスタンダード

グリーン
HAPOG-6504 4543479176433

ブルー
HAPOG-6505 4543479176440

ネイビー
HAPOG-6506 4543479176457

ボルド
HAPOG-6501 4543479176402

ピンク
HAPOG-6502 4543479176419

パープル
HAPOG-6503 4543479176426

グレー
HAPOG-6510 4543479176495

ナチュラル
HAPOG-6511 4543479176501

ホワイト
HAPOG-6512 4543479176518

イエロー
HAPOG-6507 4543479176464

オレンジ
HAPOG-6508 4543479176471

ダークブラウン
HAPOG-6509 4543479176488

ご家族の個性によって色を変えたり、使う場所や用途によって色を変えたり、
贈る方への思いを込めて色をセレクトする楽しさも保証付きです。

色へのこだわり

裏面にFSCマークが
付いています

13cm

13cm

2.4cm

2.0cm

実際に触ることが
できます！

Happy Handkerchief
organic standard

「ハンカチを楽しく」Happy Handkerchiefの
オーガニックシリーズ。豊富な色展開と

他には無い手触りを実現しました。

認定番号：第2019-2526号

この製品は、JOCA憲章にもとづき、オーガニックコットン製品の
普及をめざすJOCAメンバー企業が、人と環境に配慮した方法で、
日本の技術と感性を生かして作りました。

organic standard
オーガニックコットン

配色ラインナップ
ボルド（強さ）

ピンク（優しさ）

ダークブラウン（温もり）

グリーン（癒し）

イエロー（希望）

オレンジ（健康）

グレー（上品）

ホワイト（純粋）

ブルー（誠実）

パープル（神秘）

ネイビー（知的）

ナチュラル（寛容）

ハンカチへのこだわり

3年間無農薬で綿花栽培に理想
的な気候・水・土壌で元気いっ
ぱいに育った良質綿(コーマ糸)
を使用。

●織り
コシがあるのに柔らかく、軽いのに適度なボリュー
ム感。こだわり抜いた設計の自慢のハンカチです。

●色
無撚糸と普通糸の染まり方の違いに着目し、
深みのある濃淡を表現。厳選された高級感あ
ふれる12色用意しました。季節毎、シーン毎に
あわせたカラーコーディネートを楽しめます。

●品質
今治の厳しい検査基準をクリアしたタ
オルだけに与えられる今治マーク。世
界にも誇れる確かな品質の証です。

●パッケージ
地球に優しいFSC認証製品。FSCマーク
は森林の環境や地域社会に配慮され
た製品である証です。

ライラック
HAPOG-6516 4543479180157

サンドストーン
HAPOG-6517 4543479180164

ブルーオーシャン
HAPOG-6518 4543479180171

ライトコーラル
HAPOG-6513 4543479180126

テラコッタ
HAPOG-6514 4543479180133

フォレストグリーン
HAPOG-6515 4543479180140

「ハンカチを楽しく」Happy Handkerchiefの
オーガニックシリーズ

たたみイメージ

12.5cm

12.5cm

Happy Handkerchief organic standard
ハッピーハンカチ　オーガニックスタンダード

税込¥770（本体価格¥700）　発注単位：5
ハンカチサイズ：約25×25cm
品　質：綿100%　日本製(今治)　

※ディスプレイ什器あります。詳細はP.13をご覧ください。

ハンカチへのこだわり
●織り
コシがあるのに柔らかく、軽いのに適
度なボリューム感。こだわり抜いた設
計の自慢のハンカチです。

●色
無撚糸と普通糸の染まり方の違いに着
目し、深みのある濃淡を表現。厳選さ
れた高級感あふれる18色を用意しまし
た。季節毎、シーン毎にあわせたカラー
コーディネートを楽しめます。

●品質
オーガニックコットン…
3年間農薬不使用で綿花栽培に理想的
な気候・水・土壌で元気いっぱいに育っ
た良質綿(コーマ糸)を使用。

今治タオル基準…
今治の厳しい検査基準をクリアしたタ
オルだけに与えられる今治マーク。世
界にも誇れる確かな品質の証です。

※音声が出ますので、
　ご注意ください。



その日の気分で手に取りたくなるデザインと

好みに合わせて選べる２種類の生地。

触れて使って心地よい、

ハンカチとの心躍る出会いが待っています。

こ こ ろ お ど る

ハ ン カ チ と の 出 会 い♪

普通糸と無撚糸を組み合わせることで
ふんわりと優しい触り心地と軽さを実現しました。
通常よりも小さめ(約23×23cm)で
女性から子供まで使いやすいオリジナルサイズです。

柔らかな肌触りが特長の
ジャガードタオルハンカチ

たたみイメージ

約11cm

約11cm

MSJ-603
4543479198121

MORNING
MSJ-601
4543479198107

NEKO
MSJ-602
4543479198114

DESERT

MSJ-606
4543479198152

踊る花々
MSJ-605
4543479198145

みんなで一つ
MSJ-604
4543479198138

幸福のスズラン

MSJ-607
4543479198169

STORY
MSJ-608
4543479198176

SLOTH
MSJ-609
4543479198183

FLOWER VASE

サイズ：約 23×23cm　
品　質：綿 100% 　日本製 ( 今治 )

Meets!  ジャガードタオルハンカチ

税込￥715（本体価格¥650）　発注単位：5

気持ちをあらわすカラーリング

Happy

Refresh

Calm

好みで選べる素材

ジャガードタオルハンカチ……P17-P18

2重ガーゼハンカチ……………P19-P20

小さめサイズ

ふんわりボリューム感

柔らかな風合い
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Meets! Feel excited  ジャガードタオルハンカチMeets! Feel excited  ジャガードタオルハンカチ　　※2022年8月1日より価格を改定いたします。

※ディスプレイ什器あります。詳細はP.13をご覧ください。



たたみイメージ

約10cm

約10cm

MSG-701
4543479198190

juneberry

MSG-702
4543479198206

tassel
MSG-703
4543479198213

homemadejuice

MSG-705
4543479198237

float
MSG-704
4543479198220

plant

MSG-707
4543479198251

mountain

MSG-708
4543479198268

swimming
MSG-709
4543479198275

leaf

flowergarden
MSG-706
4543479198244

※アーサ®は第一紡績株式会社の登録商標になります。

アーサの繊維には１本ずつにコシがあります。

コットンの持つ独自の柔らかさに加え、
肌ざわりがシャリっとしていてとても爽やか。

１

２

サイズ：約 31×31cm　
品　質：綿 100%  日本製

Meets!  2重ガーゼハンカチ

税込￥770（本体価格¥700）　発注単位：5

たたむとコンパクト

柔らかな風合い

吸水・速乾素材を使用

吸水・速乾の糸「アーサ®」を使用した機能的な
2重ガーゼハンカチ

裏地に吸水・速乾の糸「アーサ®」を使用し、機能性をプラス。
ガーゼならではのふんわりと優しい触り心地に、
たたむとコンパクトになるサイズ感が魅力です。

※ディスプレイ什器あります。詳細はP.13をご覧ください。
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Meets! Feel excited  2重ガーゼハンカチMeets! Feel excited  2重ガーゼハンカチ



+ima  今治うまれのハンカチ+ima  今治うまれのハンカチ　　※2022年8月1日より価格を改定いたします。

　　　　  は、今の生活にこだわりのデザインと
品質をプラスするブランド
パイルにオーガニックコットンを
使用し、やさしい色合いに仕上げました。
あなたにぴったりのデザインがきっとあるはず。
贈り物にも最適です！

＋ｉｍａ 今治うまれのハンカチ
税込¥605（本体価格¥550）　発注単位：5

サイズ：約24×24cm
品　質：綿100％  日本製（今治）

ディスプレイ什器あります。詳細はP.13をご覧ください。

12cm

12cm

たたみイメージ

※音声が出ますので、
　ご注意ください。

はしびろこうリズム

ビールとラッコ

カーネーションと

トイプードルあじさいさんぽ ワンコドット ペンギン散歩バードウォッチ 猫の一日

あじさいさんぽ
TIO-583　
4543479169589

バナナとイルカ
TIO-5105
4543479197438

目玉焼きとクマ
TIO-5106
4543479197445

ポンポンマムとシマエナガ
TIO-595　
4543479180225

デイジーとライオン
TIO-5103
4543479197414

ビオラとコアラ
TIO-596
4543479180232

シチリアレモンとネコ
TIO-5104
4543479197421

TIO-589 TIO-590 TIO-591TIO-588

TIO-595 TIO-596 TIO-597TIO-594

TIO-599 TIO-5100 TIO-5101 TIO-5102TIO-598

TIO-592 TIO-593

+ima 新柄イラスト

TIO-585 TIO-586 TIO-587TIO-584

TIO-589 TIO-590 TIO-591TIO-588

TIO-595 TIO-596 TIO-597TIO-594

TIO-599 TIO-5100 TIO-5101 TIO-5102TIO-598

TIO-592 TIO-593

+ima 新柄イラスト

TIO-585 TIO-586 TIO-587TIO-584

　　　　は、今の生活にこだわりのデザインと品質を
プラスするブランド。パイルにオーガニックコットンを使用し
優しい色合いに仕上げました。あなたにぴったりの
デザインがきっとあるはず。贈り物にも最適です！

はしびろこうリズム

ビールとラッコ

カーネーションと

トイプードルあじさいさんぽ ワンコドット ペンギン散歩バードウォッチ 猫の一日
はしびろこうリズム

ビールとラッコ

カーネーションと

トイプードルあじさいさんぽ ワンコドット ペンギン散歩バードウォッチ 猫の一日

ビールとラッコ
TIO-581　
4543479169565

カーネーションとトイプードル
TIO-582　
4543479169572

ポピーとカピバラ
TIO-564　
4543479157968

綿あめとアルパカ
TIO-563　
4543479157951

そら豆とくじら
TIO-559　
4543479157913

忘れな草とフレンチブル
TIO-557　
4543479151393

みかんと豆柴
TIO-554　
4543479151362

イチゴとパンダ
TIO-553　
4543479147075

チューリップとフラミンゴ
TIO-552　
4543479147068

リンゴとナマケモノ
TIO-551　
4543479147051

オカメインコとチェリー
TIO-542　
4543479142728

タンポポとひつじ
TIO-522　
4543479123147

この製品は、JOCA憲章にもとづき、オーガニック
コットン製品の普及をめざすJOCAメンバー企業が、
人と環境に配慮した方法で、日本の技術と感性を
生かして作りました。

しとしと雨の日、カタツムリものんびりお散歩できるかな
ころころ、ふわふわシマエナガにふわふわ綿菓子みたい
なポンポンマム

ゆっくりゆっくり
りんごの甘い香りに誘われて

愛らしい頬のオカメインコ
さくらんぼとどっちが赤いかな

ポカポカ陽気の中でタンポポの綿毛もひつじたちも
フワフワあったか

コアラの大きなお耳は花びらみたい。
コアラにビオラ、名前も似てるかな？

角度を変えてよく見てみたらスイスイ泳ぐイルカを発見！ すっぱいレモンの上だってのんびり猫たちの遊び場です
立派なライオンのたてがみ
キュートなデイジーに見えてきます

コロコロ、わんわん！豆柴と遊んだ後は、みかんで
ビタミン・水分補給を コロコロゴロン甘いイチゴでお腹いっぱい！

真っ赤なチューリップに染められて
体もピンクになっちゃった？

クマたちのおいしい朝ごはん
まんまる目玉焼きを召し上がれ ふわふわなアルパカとふわふわな綿菓子の甘い共演

カゴに入ったカーネーション。
あらら？こっそり入ってるのはだぁれ？ ビールの泡にぷ～かぷか。酔っ払わないでね！

ポピー畑の中からヒョッコリ。カピバラたちがポピーの
お風呂に入っているようです

ニョキニョキ育ったそら豆の森で、くじらたちが優雅に
泳いでいます 忘れな草の咲くお庭で、遊び疲れてスヤスヤおやすみ
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はしびろこうリズム

ビールとラッコ

カーネーションと

トイプードルあじさいさんぽ ワンコドット ペンギン散歩バードウォッチ 猫の一日

はしびろこうリズム

ビールとラッコ

カーネーションと

トイプードルあじさいさんぽ ワンコドット ペンギン散歩バードウォッチ 猫の一日はしびろこうリズム

ビールとラッコ

カーネーションと

トイプードルあじさいさんぽ ワンコドット ペンギン散歩バードウォッチ 猫の一日

TIO-589 TIO-590 TIO-591TIO-588

TIO-595 TIO-596 TIO-597TIO-594

TIO-599 TIO-5100 TIO-5101 TIO-5102TIO-598

TIO-592 TIO-593

+ima 新柄イラスト

TIO-585 TIO-586 TIO-587TIO-584

ダンシング  カピバラ
TIO-594　
4543479179977

TIO-589 TIO-590 TIO-591TIO-588

TIO-595 TIO-596 TIO-597TIO-594

TIO-599 TIO-5100 TIO-5101 TIO-5102TIO-598

TIO-592 TIO-593

+ima 新柄イラスト

TIO-585 TIO-586 TIO-587TIO-584

バラとねこ
TIO-502　
4543479112752

桜とぶた
TIO-501　
4543479112745

パンダと笹
TIO-5101　
4543479180287

しろくまとソーダパフェ
TIO-5102　
4543479180294

TIO-589 TIO-590 TIO-591TIO-588

TIO-595 TIO-596 TIO-597TIO-594

TIO-599 TIO-5100 TIO-5101 TIO-5102TIO-598

TIO-592 TIO-593

+ima 新柄イラスト

TIO-585 TIO-586 TIO-587TIO-584

TIO-589 TIO-590 TIO-591TIO-588

TIO-595 TIO-596 TIO-597TIO-594

TIO-599 TIO-5100 TIO-5101 TIO-5102TIO-598

TIO-592 TIO-593

+ima 新柄イラスト

TIO-585 TIO-586 TIO-587TIO-584

＋ｉｍａ 今治うまれのハンカチ
税込¥605（本体価格¥550）　発注単位：5

サイズ：約24×24cm
品　質：綿100％  日本製（今治）

OHANA ピンク（Plune.）
TIO-585　
4543479174149

さくらんぼ（Plune.）
TIO-586　
4543479174156

マスカット（Plune.）
TIO-587　
4543479174163

TIO-589 TIO-590 TIO-591TIO-588

TIO-595 TIO-596 TIO-597TIO-594

TIO-599 TIO-5100 TIO-5101 TIO-5102TIO-598

TIO-592 TIO-593

+ima 新柄イラスト

TIO-585 TIO-586 TIO-587TIO-584

TIO-589 TIO-590 TIO-591TIO-588

TIO-595 TIO-596 TIO-597TIO-594

TIO-599 TIO-5100 TIO-5101 TIO-5102TIO-598

TIO-592 TIO-593

+ima 新柄イラスト

TIO-585 TIO-586 TIO-587TIO-584

TIO-589 TIO-590 TIO-591TIO-588

TIO-595 TIO-596 TIO-597TIO-594

TIO-599 TIO-5100 TIO-5101 TIO-5102TIO-598

TIO-592 TIO-593

+ima 新柄イラスト

TIO-585 TIO-586 TIO-587TIO-584

モダン風船（Plune.）
TIO-584　
4543479174132

おやすみカワウソ
TIO-566　
4543479158217

クラゲドット
TIO-550　
4543479146795

くもひつじ
TIO-516　
4543479120672

しろくまがきた
TIO-512　
4543479112851

はしびろこうリズム

ビールとラッコ

カーネーションと

トイプードルあじさいさんぽ ワンコドット ペンギン散歩バードウォッチ 猫の一日

ペンギン散歩
TIO-577　
4543479169282

バードウォッチ
TIO-578　
4543479169299

猫の一日
TIO-579　
4543479169305

ワンコドット
TIO-580　
4543479169312

ドングリとハリネズミ
TIO-505　
4543479112783

ちんあなご
TIO-547　
4543479146764

ペンギンパーラー
TIO-549　
4543479146788

イルカショー
TIO-565　
4543479158200

バレエにヒップホップ、ブレイクダンス！
軽やかにカピバラたちが踊ります♪

ころころ、もぐもぐ、すやすや  のんびり気ままなパンダ
たち。よーく見てみると、おしりに笹がついてるよ！

ぐ～っと伸びて、ゴロンゴロン・・・
猫の一日覗いてみましょ

柴犬・パグにシュナウザー、色んなワンコが
並んでいるよ しろくまは南極にはいないんだって！

空に上がっていくイメージの風船柄。上がっていくという
意味合いから、縁起の良いプレゼントとしてぴったりです

Plune.で人気の「黒ブドウ」のデザインから出来た、グリーンがさ
わやかなマスカットの配色。ドットが好きな方にもおすすめです何種類の鳥がいるか探してみてね

ひんやりつめたいクリームソーダの海には、
しろくまたちがたくさん集まります

モコモコくもかな？
ひつじかな？

可愛い柄が大好きな方にピッタリのデザイン。
カラフルな色合いが気分をあげてくれます

幾何学柄からイメージ。シンプルなお花柄は年齢問わず、
Plune.の代表的なデザインです

一面の桜の中でブタさんが
かくれんぼしているよ

波とメロディーに乗って
海のオーケストラがスタートです♪

雲のお布団でスヤスヤおやすみ
どんな夢を見てるでしょうか

大きくジャンプ！
華麗なショータイムのスタートです！

おしゃれなネコはバラを咲かせて
今日もお散歩

コロコロ、コロコロ…
森の中にはどんぐりコロコロハリネズミたち

みんなで仲良くお散歩しましょ♪
流氷をガリガリ…
冷たいスイーツの出来上がり！

プカプカゆらゆら
クラゲとクリオネのダンスルーム
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+ima  今治うまれのハンカチ+ima  今治うまれのハンカチ　　※2022年8月1日より価格を改定いたします。



TIO-589 TIO-590 TIO-591TIO-588

TIO-595 TIO-596 TIO-597TIO-594

TIO-599 TIO-5100 TIO-5101 TIO-5102TIO-598

TIO-592 TIO-593

+ima 新柄イラスト

TIO-585 TIO-586 TIO-587TIO-584

パンづくし
TIO-5108
4543479197469

お花と鳥
TIO-5111
4543479197490

ドラにゃき
TIO-5110
4543479197483

おしくらだいふく
TIO-5109
4543479197476

サクラ
TIO-5112
4543479197506

レモン
TIO-597　
4543479180249

あさがお
◆TIO-598　
4543479180256

すいれん
◆TIO-599　
4543479180263

TIO-589 TIO-590 TIO-591TIO-588

TIO-595 TIO-596 TIO-597TIO-594

TIO-599 TIO-5100 TIO-5101 TIO-5102TIO-598

TIO-592 TIO-593

+ima 新柄イラスト

TIO-585 TIO-586 TIO-587TIO-584

TIO-589 TIO-590 TIO-591TIO-588

TIO-595 TIO-596 TIO-597TIO-594

TIO-599 TIO-5100 TIO-5101 TIO-5102TIO-598

TIO-592 TIO-593

+ima 新柄イラスト

TIO-585 TIO-586 TIO-587TIO-584

TIO-589 TIO-590 TIO-591TIO-588

TIO-595 TIO-596 TIO-597TIO-594

TIO-599 TIO-5100 TIO-5101 TIO-5102TIO-598

TIO-592 TIO-593

+ima 新柄イラスト

TIO-585 TIO-586 TIO-587TIO-584

たんぽぽ
◆TIO-5100　
4543479180270

おにぎり
TIO-5107
4543479197452

お寿司
TIO-509　
4543479112820

TIO-589 TIO-590 TIO-591TIO-588

TIO-595 TIO-596 TIO-597TIO-594

TIO-599 TIO-5100 TIO-5101 TIO-5102TIO-598

TIO-592 TIO-593

+ima 新柄イラスト

TIO-585 TIO-586 TIO-587TIO-584

おかわりごはん
TIO-530　
4543479134587

トマトト
TIO-527　
4543479123192

目玉焼き
TIO-528　
4543479123208

ラジオ体操
TIO-592　
4543479176815

富士山
TIO-507　
4543479112806

どすこい
TIO-531　
4543479134594

ころんだるま
TIO-506　
4543479112790

ねことお茶
TIO-508　
4543479112813

真っ赤な野菜で元気もりもり
トマトとスイカとパプリカと…

パカッ、じゅわ～…
ブレックファーストと言えばこれ

ころんころん　
だるまさんがころんだ？

マグロにイクラ、
玉子もエビもみ～んな好き！

あつあつのお米をぎゅっとにぎって
好きなおにぎり見つけてね

白米おいしい！いろんな具をのせて
何杯でも食べれちゃいそう

こんがりトーストにサクサクのクロワッサン
次はどれを食べようかな？

春を彩る花びらたちとみんなで暖かい季節を
連れてきます

色とりどりのお花と鳥たち
自由に飛んでにぎやかです

黄色がまぶしい、ジューシーなレモン。
あなたもおひとついかが？

あたたかな陽だまりの中、
たんぽぽ畑からふわふわと旅立つ綿毛たち

朝の時間に花開くあさがお。大きく、小さく、
みんなで咲こう

ぷかぷか浮かぶすいれんの間をぬって、
金魚がゆらゆら泳いでいるよ

イッチ、ニ、サン、シ！
ラジオ体操から始まる元気な一日

はっけよーい！　のこった　のこった！
本日も満員御礼大入りです

日本一の富士山
世界遺産になりました

ぎゅうぎゅう、もちもち…お餅の中には何がある？
あんこにクリーム、ふわふわ生地、
どらにゃきはどれだろう？

ほっと一息、
一緒にお茶しませんか？
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+ima  今治うまれのハンカチ+ima  今治うまれのハンカチ　　※2022年8月1日より価格を改定いたします。

＋ｉｍａ 今治うまれのハンカチ
税込¥605（本体価格¥550）　発注単位：5

サイズ：約24×24cm
品　質：綿100％  日本製（今治）



丸ちどりBL
◆UFFH-0701 BL 
4543479179915
認定番号：2020-1515号

キューブBE
◆UFFH-0702 BE
4543479179939
認定番号：2020-1504号

リーフPI
◆UFFH-0703 PI
4543479179953
認定番号：2020-1514号

丸ちどりPI
◆UFFH-0701 PI 
4543479179922
認定番号：2020-1515号

キューブGR
◆UFFH-0702 GR
4543479179946
認定番号：2020-1504号

リーフYE
◆UFFH-0703 YE 
4543479179960
認定番号：2020-1514号

たたみイメージ

ペンギンとシロクマ
◆UFFH-0704 
4543479179823
認定番号：2021-765号

うさぎと花
◆UFFH-0705 
4543479179830
認定番号：2021-764号

インコとレモン
◆UFFH-0706 
4543479179847
認定番号：2021-804号

クマとクリ
◆UFFH-0707 
4543479179854
認定番号：2021-803号

アルパカのお散歩
◆UFFH-0708 
4543479179861
認定番号：2021-763号

ねこと星
◆UFFH-0709 
4543479179878
認定番号：2021-802号

彩り豊かで優しい肌触りの
抗菌・抗ウイルスガーゼハンカチです。
シンプルでスタイリッシュな
｢モダンシリーズ｣、
ほっこりアニマルの｢かわいいシリーズ｣の
2 シリーズです。

サイズ：約25×25cm
品　質：綿100％(Etak®抗ウイルス加工)　日本製(今治)

ufufu 3重ガーゼハンカチ
(抗ウイルス加工)

税込￥770（本体価格¥700）　発注単位：5

※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。

12.5cm

12.5cm

お花の中をぴょんぴょんとうさぎが
お散歩しています

さわやかな黄色みんなおそろいの色です
ペンギンの大行列！！
あれ？しろくまも混ざっています

きらきらの星空ともふもふの猫さん

栗のにおいに誘われてくまさんがやってきました

ふわふわ  トコトコ  アルパカさんのお散歩

下に透ける淡いチェック柄がポイント

モダンシリーズ かわいいシリーズ

モダンな印象のキューブ柄は
男女問わず持ちやすいデザイン ポップな色合いで気分も明るく！

DESIGNER  ［しまざき あんみ］ DESIGNER  ［北村 ハルコ］
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ufufu handkerchiefufufu handkerchief



ポケットやかばんに入れやすいコンパクトサイズ。
薄手だけど吸水性に優れた丈夫でやわらかなはんかちです。

先染めした糸を使用しているので、表と裏で違った色合いが楽しめます。

ポケットやかばんに入れやすいコンパクトサイズ。
薄手だけど吸水性に優れた丈夫で
やわらかなはんかちです。
先染めした糸を使用しているので、
表と裏で違った色合いが楽しめます。

森
PC-032　  4543479197407
認定番号：第2021-2242号

コーヒー
PC-031　  4543479197391
認定番号：第2021-2243号

気球
PC-030　  4543479197384
認定番号：第2021-2244号

ディスプレイ什器あります。詳細はP.13をご覧ください。

daisy
PC-009　  4543479137106
認定番号：第2017-026号

lemonade
PC-011　  4543479137120
認定番号：第2017-021号

DESIGNER  ［清水 敬二郎］ DESIGNER  ［堀内 映子］

棒付きキャンディ
PC-014　  4543479156350
認定番号：第2018-2167号

赤と黒の葉っぱ
PC-016　  4543479156374
認定番号：第2018-2165号

jasmy
PC-017　  4543479164850
認定番号：第2019-1503号

kinoeda
PC-018　  4543479164867
認定番号：第2019-1789号

街の絵
PC-020　  4543479164881
認定番号：第2019-1513号

Couple dog
PC-019　  4543479164874
認定番号：第2019-1504号

赤青りんご
PC-021　  4543479168070
認定番号：第2020-270号

Cat
PC-023　  4543479168094
認定番号：第2020-268号

白い花
PC-022　  4543479168087
認定番号：第2020-229号

プードル
PC-024　  4543479168100
認定番号：第2020-269号

一列お花
PC-025　  4543479168117
認定番号：第2020-284号

たっぷりハート
◆PC-013　  4543479156343
認定番号：第2019-043号

水色お花たち
◆PC-015　  4543479156367
認定番号：第2018-2166号

DESIGNER  ［堀内 映子］

※音声が出ますので、
　ご注意ください。

29 30

タ
オ
ル
・
ハ
ン
カ
チ

タ
オ
ル
・
ハ
ン
カ
チ

PocchiPocchi

pig
PC-027　  45434769180324
認定番号：第2021-699号

DOVE
PC-028　  4543479180331
認定番号：第2021-821号

bee and flower
PC-029　  4543479180348
認定番号：第2021-537号

Pocchi　3重ガーゼハンカチ
税込¥660（本体価格¥600）　発注単位：5

サイズ：約25×25cm
品　質：綿100％  日本製（今治）

DESIGNER  ［樫出 玲］

たたみイメージ

12.5cm

12.5cm

DESIGNER  ［宮下 和］



ディスプレイ什器

Daisy×kinoeda
PCFS-803
4543479165451
認定番号：第2019-1789号

Daisy×棒付きキャンディ
PCFS-804
4543479165468
認定番号：第2018-2167号

Lily×水色お花たち
◆PCFS-806
4543479165482
認定番号：第2018-2166号

Rose×赤と黒の葉っぱ
PCFS-801
4543479165437
認定番号：第2018-2165号

Rose×たっぷりハート
◆PCFS-802
4543479165444
認定番号：第2019-043号

12.3cm

24cm

2.5cm

25cm

25cm

2.5cm

ドレスを広げると
ハンカチに！

パッケージイメージ

フック掛けにも対応できます！

デイジー

バレエやダンスが大好きな女の子。
いつも元気で人懐っこい性格。
ちょっとおてんばさんな
ところも・・・。

ローズ

大人っぽい、おしとやかな
性格のローズ。
音楽が好きで、ピアノは大得意。
みんなでダンスするときは
音楽担当。

可愛いもの好きなリリー。
甘えん坊だけどみんなに愛される
キャラクター。
手先が器用でドレスを自分で
作ったりする。

リリー

広大なお花の風景に囲まれたおうちに住む 3姉妹ローズと、デイジーそして、リリー。
性格や趣味は全く違う3人の女の子。でも唯一 3人共が夢中になり、心から愛しているものがあった・・・。
それがこのドレス。彼女たちはそれを着て花々とともにダンスをする。まるで永遠に続く夢のような瞬間。

Floral sisters Story

Rose×Cat
PCFS-807
4543479168018
認定番号：第2020-268号

Daisy×赤青りんご
PCFS-809
4543479168032
認定番号：第2020-270号

Daisy×白い花
PCFS-810
4543479168049
認定番号：第2020-229号

Lily×一列お花
PCFS-811
4543479168056
認定番号：第2020-284号

Rose×プードル
PCFS-808
4543479168025
認定番号：第2020-269号

Lily×jasmy
PCFS-805
4543479165475
認定番号：第2019-1503号

12柄×各5個=計60個
陳列可能
※詳細はP.13をご覧ください。

認定番号：第2016-687号
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Floral sistersFloral sisters

Floral sisters 3重ガーゼハンカチギフト
税込¥880（本体価格¥800）　発注単位：5
箱サイズ：W12.3×H24×D2.5cm
ハンカチサイズ：約25×25cm
品　質：綿100%
日本製(今治)　

3重ガーゼハンカチがオシャレな姉妹のドレスに変身！

タオル産地今治で丁寧に織られたハンカチは

薄手ながら吸水性にも優れ、

コンパクトに畳めるのがポイントです。



猫とイニシャルの刺繍ハンカチ

小道を歩く猫とあなた、

そんな日常をポケットに

オーガニックコットンを使用した

ふんわり柔らかな今治はんかちです。

 

Komichi Neko　猫イニシャルハンカチ

品　質：綿100％　日本製(今治)
ハンカチサイズ：約25×25cm

税込￥880（本体価格¥800）　発注単位：5

N
NIH-802
4543479168988

E
NIH-803
4543479168995

S
NIH-804
4543479169008

A
NIH-801   
4543479168971

T
NIH-808
4543479169046

R
NIH-809
4543479169053

Y
NIH-810
4543479169060

H
NIH-805
4543479169015

M
NIH-806
4543479169022

K
NIH-807
4543479169039

12.5cm

12.5cm

たたみイメージ

●品質

●織り

 3年間農薬不使用で綿花栽培に理想的な気候・水・土壌で
元気いっぱいに育った良質綿(コーマ糸)を 使用。

オーガニックコットン

今治の厳しい検査基準をクリアしたタオルだけに与えられる
今治マーク。世界にも誇れる確かな品質の証です。

コシがあるのに柔らかく、軽いのに適度なボリューム感。
こだわり抜いた設計の自慢のハンカチです。

ハンカチへのこだわり

柔らかな質感
柔らかいのにコシがあり、軽いのに適度なボリューム感。
こだわり抜いた設計の自慢のタオルです。

普通糸

パイルカット

無撚糸

パイルの長さを変えながら無撚糸と普通糸を交互に織り、さらに表面の普通
糸のループをカットすることで、柔らかな手触りと程よいコシを実現しています。
また、糸の違いにより深みのある濃淡が表現されます。

表面

裏面

…ふわふわな質感 …強度がある

ディスプレイ什器あります。詳細はP.13をご覧ください。
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Komichi NekoKomichi Neko



環境に配慮したサスティナブルな
紙を使用しております。

下げ札

●品質

●織り

 3年間農薬不使用で綿花栽培に理想的な気候・水・土壌で
元気いっぱいに育った良質綿(コーマ糸)を 使用。

オーガニックコットン

今治の厳しい検査基準をクリアしたタオルだけに与えられる
今治マーク。世界にも誇れる確かな品質の証です。

コシがあるのに柔らかく、軽いのに適度なボリューム感。
こだわり抜いた設計の自慢のハンカチです。

ハンカチへのこだわり

この製品は、JOCA憲章にもとづき、
オーガニックコットン製品の普及を
めざすJOCAメンバー企業が、人と
環境に配慮した方法で、日本の技術
と感性を生かして作りました。

オーガニックコットンハンカチに
可愛らしい海の生き物の刺繍を施しました

環境に配慮したサスティナブルな
紙を使用しております。

下げ札

●品質

●織り

 3年間農薬不使用で綿花栽培に理想的な気候・水・土壌で
元気いっぱいに育った良質綿(コーマ糸)を 使用。

オーガニックコットン

今治の厳しい検査基準をクリアしたタオルだけに与えられる
今治マーク。世界にも誇れる確かな品質の証です。

コシがあるのに柔らかく、軽いのに適度なボリューム感。
こだわり抜いた設計の自慢のハンカチです。

ハンカチへのこだわり

この製品は、JOCA憲章にもとづき、
オーガニックコットン製品の普及を
めざすJOCAメンバー企業が、人と
環境に配慮した方法で、日本の技術
と感性を生かして作りました。

オーガニックコットンハンカチに
可愛らしい海の生き物の刺繍を施しました

Zootto　オーガニックコットンハンカチ
税込¥880（本体価格¥800）　発注単位：5
サイズ：約25×25cm
品　質：綿100％（オーガニックコットン）
日本製（今治）

ペンギン
TGH-OG751
4543479179663
認定番号：第2021-180号

カワウソ(正面)
TGH-OG754
4543479179694
認定番号：第2021-177号

ベビーペンギン
TGH-OG752
4543479179670
認定番号：第2021-181号

カワウソ(横)
TGH-OG755
4543479179700
認定番号：第2021-178号

クラゲ
TGH-OG753
4543479179687
認定番号：第2021-179号

チンアナゴ
TGH-OG757
4543479199951

シロクマ
TGH-OG758
4543479199968

アザラシ
TGH-OG761
4543479199999

フンボルトペンギン
TGH-OG760
4543479199982

メンダコ
TGH-OG759
4543479199975

サメ
TGH-OG762
4543479200008

イルカ
TGH-OG756
4543479179717
認定番号：第2021-176号

環境に配慮したサスティナブルな
紙を使用しております。

下げ札

●品質

●織り

 3年間農薬不使用で綿花栽培に理想的な気候・水・土壌で
元気いっぱいに育った良質綿(コーマ糸)を 使用。

オーガニックコットン

今治の厳しい検査基準をクリアしたタオルだけに与えられる
今治マーク。世界にも誇れる確かな品質の証です。

コシがあるのに柔らかく、軽いのに適度なボリューム感。
こだわり抜いた設計の自慢のハンカチです。

ハンカチへのこだわり

この製品は、JOCA憲章にもとづき、
オーガニックコットン製品の普及を
めざすJOCAメンバー企業が、人と
環境に配慮した方法で、日本の技術
と感性を生かして作りました。

オーガニックコットンハンカチに
可愛らしい海の生き物の刺繍を施しました

ディスプレイ什器あります。詳細はP.13をご覧ください。

たたみイメージ

13cm

13cm

環境に配慮したサスティナブルな
紙を使用しております。

下げ札

●品質

●織り

 3年間農薬不使用で綿花栽培に理想的な気候・水・土壌で
元気いっぱいに育った良質綿(コーマ糸)を 使用。

オーガニックコットン

今治の厳しい検査基準をクリアしたタオルだけに与えられる
今治マーク。世界にも誇れる確かな品質の証です。

コシがあるのに柔らかく、軽いのに適度なボリューム感。
こだわり抜いた設計の自慢のハンカチです。

ハンカチへのこだわり

この製品は、JOCA憲章にもとづき、
オーガニックコットン製品の普及を
めざすJOCAメンバー企業が、人と
環境に配慮した方法で、日本の技術
と感性を生かして作りました。

オーガニックコットンハンカチに
可愛らしい海の生き物の刺繍を施しました
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Zootto オーガニックコットンハンカチZootto オーガニックコットンハンカチ　　※2022年8月1日より価格を改定いたします。



認定番号：第2016-687号
認定番号：第2017-709号

手ぬぐいの薄くて乾きやすい特徴と、
タオルの柔らかさと吸水性の良さを

併せ持った今治タオル
薄くてかさばらないのでお出かけのお供にも

Zootto　

税込¥1,100（本体価格¥1,000）　発注単位：5

税込¥660（本体価格¥600）　発注単位：5

フェイスタオル　約34×80cm

ハンカチ　約34×34cm

品　質：綿100％  日本製（今治）

いるかフルーツ

くらげ星座
いるかフルーツ

くらげ星座

ハンカチ
TGH-S711　
4543479137830

わがしペンギン
フェイスタオル
TGF-S611　
4543479137892

ハンカチ
TGH-S712　
4543479137847

いるかキャンディ
フェイスタオル
TGF-S612　
4543479137908

ハンカチ
TGH-S713　
4543479137854

ハンカチ
TGH-S717　
4543479146689

カワウソさんぽ
フェイスタオル
TGF-S613　
4543479137915

きらきらクラゲ（WH）
フェイスタオル
TGF-S617　
4543479146658

ハンカチ
TGH-S722　
4543479170127

いるかフルーツ
フェイスタオル
TGF-S622　
4543479170103

ハンカチ
TGH-S723　
4543479179809

のほほんカピバラ
フェイスタオル
TGF-S623　
4543479179816

ハンカチ
TGH-S721　
4543479170110

くらげ星座
フェイスタオル
TGF-S621　
4543479170097

ハンカチ
TGH-S720　
4543479158736

シロイルカ
フェイスタオル
TGF-S620　
4543479158729

ハンカチ
TGH-S714　
4543479137861

さめレモン
フェイスタオル
TGF-S614　
4543479137922

ディスプレイ什器あります。詳細はP.13をご覧ください。
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Zootto  今治タオルZootto  今治タオル



“ 大阪・泉州のふわさらガーゼタオル ”
吸水性の良いパイル地に、やさしいガーゼの

肌ざわりが魅力のタオル。パンダやキリンなど
表情豊かな動物たちをプリントしました。

ハンカチ（箱入）　約23×23cm　
税込¥550（本体価格¥500）　発注単位：5

品　質：綿100％  日本製
箱サイズ：W13×H13.5×D1.8cm

カンガルー

シカ

ハムスター

コアラ ダイナソーシマウマ

カンガルー

シカ

ハムスター

コアラ ダイナソーシマウマ

カンガルー

シカ

ハムスター

コアラ ダイナソーシマウマ

ハンカチ（箱入）

ディスプレイ什器あります。詳細はP.13をご覧ください。

ロングフェイスタオル 約33×105cm	
税込¥990（本体価格¥900）　発注単位：5
ハンカチ 約23×23cm	
税込¥495（本体価格¥450）　発注単位：5

品　質：綿100％  日本製

Zootto

ハンカチ
TGH-A701　
4543479091767

ハンカチ(箱入)
TGH-AG501　
4543479167554

パンダ
ロングフェイスタオル
TGF-A601　
4543479091729

ハンカチ
TGH-A702　
4543479091774

ハンカチ(箱入)
TGH-AG504　
4543479167585

ペンギン
ロングフェイスタオル
TGF-A602　
4543479091736

ハンカチ
TGH-A703　
4543479091781

ハンカチ(箱入)
TGH-AG502　
4543479167561

ネコ
ロングフェイスタオル
TGF-A603　
4543479091743

ハンカチ
TGH-A704　
4543479091798

ハンカチ(箱入)
TGH-AG506　
4543479167608

ヒツジ
ロングフェイスタオル
TGF-A604　
4543479091750

ハンカチ
TGH-A714　
4543479147341

ハンカチ(箱入)
TGH-AG505　
4543479167592

キリン
ロングフェイスタオル
TGF-A614　
4543479147280

◆ハンカチ
TGH-A718　
4543479168452

◆ハンカチ(箱入)
TGH-AG515　
4543479168391

ハムスター
◆ロングフェイスタオル
TGF-A618　
4543479168513

ハンカチ
TGH-A708　
4543479132057

ハンカチ(箱入)
TGH-AG503　
4543479167578

ハリネズミ
ロングフェイスタオル
TGF-A608　
4543479131951

◆ハンカチ
TGH-A716　
4543479168438

◆ハンカチ(箱入)
TGH-AG513　
4543479168377

コアラ
◆ロングフェイスタオル
TGF-A616 　
4543479168490

◆ハンカチ
TGH-A721　
4543479168483

◆ハンカチ(箱入)
TGH-AG518　
4543479168421

ダイナソー
◆ロングフェイスタオル
TGF-A621 　
4543479168544
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Zootto  泉州タオルZootto  泉州タオル



ChouchouFleur	ガーゼパイルハンカチ
税込¥550（本体価格¥500）　発注単位：5

サイズ：約25×25cm
品　質：綿100%　日本製

表地は優しい小花柄モチーフのプリント生地、
裏地は柔らかな風合いのニットパイルを使用した

2枚合わせのハンカチです。
裏のパイル面は良質な綿のみを使用し、

パイル(ループ部分)を長く高密度で編み上げました。

シュシュフルール

引っ掛かりなどによるパイルの抜け落ちも少なく、
高い吸水性が魅力のハンカチです。

小花		ピンク
CFH-501　
4543479157258 

小花	ローズRE
CFH-502　
4543479157265 

小花	ベージュ
CFH-507　
4543479164126 

小花	ブラックベリー
CFH-513
4543479177362

小花	ローズBL
CFH-515
4543479177386

小花	ネイビー
CFH-514　
4543479177379 

小花	オフ×ピンク
CFH-516
4543479177393

小花	ブラック
CFH-508　
4543479164133 

小花		オフ×イエロー
CFH-503　
4543479157272 

小花	コーラル
CFH-509　
4543479164140 

小花		サックス
CFH-504　
4543479157289 

小花	サニーオレンジ
CFH-510　
4543479164157 

※音声が出ますので、
　ご注意ください。ディスプレイ什器あります。詳細はP.13をご覧ください。

たたみイメージ

12cm

12cm
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Chouchou Fleur  ガーゼパイルハンカチChouchou Fleur  ガーゼパイルハンカチ



Handkerchief

たたみイメージ

12.5cm

12.5cm

ジャガード織ならではのふんわりとやさしい触り心地。

保温性・吸水性に長けた2色毛違いのデザインで上品に、

生地には抗菌・抗ウイルス加工を施し快適さをプラスしました。

認定番号：第2021-735号

カランコエ
CFCH-0701
4543479181604

コチョウラン
CFCH-0702
4543479181611

シロタエギク
CFCH-0703
4543479181628

ナナカマド
CFCH-0704
4543479181635

ベニバナ
CFCH-0705
4543479181642

ラベンダー
CFCH-0706
4543479181659

サイズ：約 25×25cm
品　質：綿 50% レーヨン 50%
日本製 ( 今治 )　

ChouchouFleur  ジャガードはんかち
(抗菌・抗ウイルス加工)

税込￥770（本体価格¥700）　発注単位：5

※｢Etak®（イータック）｣とは、抗ウイルス抗菌成分として口腔内の治療などに使用する消毒液をベースに、
　広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品化された固定化抗菌成分です。（特許番号第4830075号）

繊維上の特定の
ウイルスの数を減少

抗菌・抗ウイルス 安全性
歯科医院などで使用する
消毒液の成分をベースに開発

家庭洗濯50回後も繊維上の
特定のウイルスの数を減少

洗濯耐久性

※全ての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。

抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE®/クレンゼ®」は、
固定化抗菌成分「Etak®/イータック」を活用し、繊維表面に強力
に固定化するクラボウ独自の加工技術です。安心・安全さらに
快適な暮らしをサポートします。

カランコエ【あなたを守ります】

ナナカマド【あなたを見守ります】 ベニバナ【包容】 ラベンダー【献身的な愛】

コチョウラン【幸せが舞い込んでくる】 シロタエギク【あなたを支えます】

Handkerchief

ジャガード織ならではのふんわりとやさしい触り心地。

保温性・吸水性に長けた2色毛違いのデザインで上品に、

生地には抗菌・抗ウイルス加工を施し快適さをプラスしました。

スクエアタイプ

Square Pouch
&

Flat Pouch

CFP-1801
4543479181840

カランコエ
CFP-1802
4543479181857

コチョウラン
CFP-1803
4543479181864

シロタエギク

CFP-1804
4543479181871

ナナカマド
CFP-1805
4543479181888

ベニバナ
CFP-1806
4543479181895

ラベンダー

CFP-1807
4543479189655

カランコエ
CFP-1808
4543479189662

コチョウラン
CFP-1809
4543479189679

シロタエギク

CFP-1810
4543479189686

ナナカマド
CFP-1811
4543479189693

ベニバナ
CFP-1812
4543479189709

ラベンダー

化粧品や身の回りの小物類
の収納、持ち運びに便利な
定番スクエアポーチ

口が大きく開くため
出し入れしやすい！

フラットタイプ

スマートフォンやコード類、
メモ帳や筆記具入れに適した
カバンの中でかさばらない
フラットポーチ

内側のスリーブは
スマートフォンを立たせたり
コード類をまとめられる！

サイズ：スクエアタイプ / 約 W13×H11×D6.5cm
　　　   フラットタイプ / 約 W21×H17×D1cm
品　質：ポリエステル 100％( 再生ポリエステル使用 )　
中国製

ChouchouFleur  ポーチ(抗菌防臭加工)

税込￥1,980（本体価格¥1,800）　発注単位：5

メッセージが書ける

下げ札つき

抗菌防臭再生ポリ
使用 

デュポン社の
SILVADURTM
抗菌剤を
使用しています

※全ての菌に対して効果があるわけではありません。

ディスプレイ什器あります。詳細はP.13をご覧ください。
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カランコエ
SFG-1017
4543479198572

ナナカマド
SFG-1020
4543479198602

コチョウラン
SFG-1018
4543479198589

ベニバナ
SFG-1021
4543479198619

シロタエギク
SFG-1019
4543479198596

ラベンダー
SFG-1022
4543479198626

カランコエ
SFG-1517
4543479198633

ナナカマド
SFG-1520
4543479198664

コチョウラン
SFG-1518
4543479198640

ベニバナ
SFG-1521
4543479198671

シロタエギク
SFG-1519
4543479198657

ラベンダー
SFG-1522
4543479198688

※｢Etak®(イータック)｣とは、抗ウイルス抗菌成分として口腔内の治療などに使用する消毒液をベースに、
広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品化された固定化抗菌成分です。(特許番号第4830075号)

繊維上の特定の
ウイルスの数を減少

抗菌・抗ウイルス 安全性
歯科医院などで使用する
消毒液の成分をベースに開発

家庭洗濯50回後も繊維上の
特定のウイルスの数を減少

洗濯耐久性

抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE®/クレンゼ®」は、
固定化抗菌成分「Etak®/イータック」を活用し、繊維表面に強力
に固定化するクラボウ独自の加工技術です。安心・安全さらに
快適な暮らしをサポートします。

※全ての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。

手洗い習慣を少しでも楽しく♪

可愛いお花のカタチの紙せっけんとタオルハンカチのギフトセットです

はんかちはジャガード織りならではのふんわりと優しい触り心地

保温性・吸水性に長けた2色毛違いのデザインで上品に

生地には抗菌・抗ウイルス加工を施し快適さをプラスしました

4 種類の
洗浄成分
(植物由来 )

W除菌
抗菌・保湿
ココナッツ
オイル

保湿
ヒアルロン酸

湿潤
エリスリトール
(甘味料 )

化粧品 /ハンドソープ

配合ココナッツオイル ヒアルロン酸

水にサッと溶け、キメの細かい泡がたち、天使のように優しい洗い心地
うるおい成分配合なので、洗いあがりはしっとりさわやか♪

花のカタチの石けん

認定番号：第2021-735号

こだわり

●洗浄成分
●保湿・湿潤成分
中性

N-ラウロイルサルコシンNa、ラウリルアルコール、ラウレス硫酸Na、コカミドMEA

ヒアルロン酸ナトリウム、ココナッツオイル、エリスリトール

Handkerchief
抗菌・抗ウイルス加工を
施したジャガードハンカチ

内　容：フレグランスソープ ×1、タオルハンカチ ×１
サイズ：袋 /H19.5×W20×D8cm、タオルハンカチ / 約 25×25cm
品　質：ハンカチ 綿 50％ レーヨン 50%　日本製 ( 今治 )
　　　　フレグランスソープ　　中国製

ChouchouFleur  フレグランスソープギフト

税込￥1,100（本体価格¥1,000）　発注単位：2 40

内　容：フレグランスソープ ×２、タオルハンカチ ×１
サイズ：箱 /H13×W13.5×D8.3cm、タオルハンカチ / 約 25×25cm
品　質：ハンカチ 綿 50％ レーヨン 50%　日本製 ( 今治 )
　　　　フレグランスソープ　　中国製

ChouchouFleur  フレグランスソープギフト

税込￥1,650（本体価格¥1,500）　発注単位：2 40
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Chouchou Fleur  フレグランスソープギフトChouchou Fleur  フレグランスソープギフト



「ル・パティシエ」の姉妹店
「ブーランジェリー・プレーリー」では
見てほっこり触ってふんわり気持ち良い。
ちぎりパンをご用意しています。
かわいらしさを追求したデザインは
素材選びやパッケージにこだわり、人にも環境にも優しい、
多くの人に笑顔を届けられるよう作り上げました。

「ル・パティシエ」の姉妹店
「ブーランジェリー・プレーリー」では
見てほっこり触ってふんわり気持ち良い、
ちぎりパンをご用意しています。
かわいらしさを追求したデザインは
素材選びやパッケージにこだわり、人にも環境にも優しい、
多くの人に笑顔を届けられるよう作り上げました。

ねこ
◆LPSC-102　
4543479177973
認定番号：第2021-012号

ぶた
◆LPSC-106　
4543479178017
認定番号：第2021-008号

うさぎ
◆LPSC-105　
4543479178000
認定番号：第2021-009号

From

eco
package

ひよこ
◆LPSC-101　
4543479177966
認定番号：第2021-013号

ぱんだ
◆LPSC-103　
4543479177980
認定番号：第2021-011号

くま
◆LPSC-107　
4543479178024
認定番号：第2021-007号

あざらし
◆LPSC-104　
4543479177997
認定番号：第2021-010号

トイプードル
◆LPSC-108　
4543479178031
認定番号：第2021-006号

ちぎりぱんかち
税込¥1,100（本体価格¥1,000）　発注単位：5

サイズ：ハンカチ　約25×25cm
品　質：綿100% (オーガニックコットン)
日本製(今治)

30

※音声が出ますので、
　ご注意ください。

From

eco
package

この製品は、JOCA憲章にもとづき、
オーガニックコットン製品の普及を
めざすJOCAメンバー企業が、人と
環境に配慮した方法で、日本の技術
と感性を生かして作りました。

ちぎりぱんかち専用什器

8柄×各2個=計16個
陳列可能

28cm

29cm
30.5cm

※詳細は担当営業まで
　お問い合わせ
　ください。
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ブーランジェリー・プレーリー  ちぎりぱんかちル・パティシエ



いちごはマグネットに
なっています。

認定番号：第2016-1475号

見ておいしい、使って楽しい、タオルのケーキ♪
カラフル！ 7色のレインボーカラー。プレゼントする人も貰った人も

元気になれるようなポップでジューシーなシリーズです。

タオルは吸水性が良く、肌触りの良い上質な今治産のタオルを使用しています。

ちょっとした御礼やお返しに、今治タオルのケーキタオルはいかがですか？

≪こだわりの今治タオル≫ を使用しています。

素材
綿花・綿糸からこだわり、柔らかくボリュームの
出るタオルに最適な太さの糸を使用。紡績の過
程でも、特殊紡績で毛羽の出を押さえており、
他の衣類へ毛羽の付着が少なくそのためアレル
ギーの方にも優しいタオルになっています。

織り
最新鋭のスイス製タオル織機を使用しており、パ
イルの出方がきれいに揃って光沢のあるタオル
に仕上がっています。タオルを織る際に綿糸に
使われる糊は通常の科学糊ではなく、食用とし
ても使用できる小麦デンプンを主体とした糊を使
い、かつ綿糸を傷めないように低温で糊付けを
し、製織をしています。

加工
糸を傷めないように必要最低限の薬品を使用し
精錬漂白をしています。白さを引き立てるために
使用されることの多い蛍光増白剤は一切使用し
ていません。四国高縄山系に降る雨水や地下水
などの軟水を使って入念に洗うことで、生地に薬
品を残さないよう、敏感肌にも優しいタオル作り
を目指しています。手間と時間をかけることで、
素材の本来持っている特性を生かし油分をわず
かに残すことで「吸水性」と「柔らかさ」という相反
する二つを満たしています。

クランベリー

コーヒー

バニラ

ミント

マッチャ
マンダリン サクラ

※写真はイメージとなります。

シフォンケーキ 税込¥880（本体価格¥800）　発注単位：5

サイズ：タオルハンカチ（約25×25cm）　　
品　質：綿100％　日本製（今治）

トライアングルケーキ
税込¥880（本体価格¥800）  発注単位：5

サイズ：タオルハンカチ（約25×25cm）　　
品　質：綿100％　日本製（今治）

カップケーキ 税込¥880（本体価格¥800）　発注単位：5

サイズ：タオルハンカチ（約25×25cm）
品　質：綿100％　日本製（今治）

ロールケーキ 税込¥880（本体価格¥800）　発注単位：5

サイズ：タオルハンカチ（約25×25cm）　　
品　質：綿100％　日本製（今治）

サクラ
LPSR-7011　
4543479134099

コーヒー
LPSR-7012　
4543479134105

マンダリン
LPSR-7013　
4543479134112

マッチャ
LPSR-7014　
4543479134129

ミント
LPSR-7015　
4543479134136

バニラ
LPSR-7016　
4543479134143

クランベリー
LPSR-7017　
4543479134150

パッケージ
パッケージ

パッケージ パッケージ

サクラ
LPSR-7031　
4543479134235

コーヒー
LPSR-7032　
4543479134242

マンダリン
LPSR-7033　
4543479134259

マッチャ
LPSR-7034　
4543479134266

ミント
LPSR-7035　
4543479134273

バニラ
LPSR-7036　
4543479134280

クランベリー
LPSR-7037　
4543479134297

サクラ
LPSR-7021　
4543479134167

コーヒー
LPSR-7022　
4543479134174

マンダリン
LPSR-7023　
4543479134181

マッチャ
LPSR-7024　
4543479134198

ミント
LPSR-7025　
4543479134204

バニラ
LPSR-7026　
4543479134211

クランベリー
LPSR-7027　
4543479134228

サクラ
LPSR-7041　
4543479134303

コーヒー
LPSR-7042　
4543479134310

マンダリン
LPSR-7043　
4543479134327

マッチャ
LPSR-7044　
4543479134334

ミント
LPSR-7045　
4543479134341

バニラ
LPSR-7046　
4543479134358

クランベリー
LPSR-7047　
4543479134365

25

25

25

25
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ル・パティシエル・パティシエ　　※2022年8月1日より価格を改定いたします。
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※音声が出ますので、
　ご注意ください。



Designers.
デザインコンセプトはDesign is happy!!!
書 籍、 雑 誌、ステーショナリー、グッズ、
広告物のデザインなど、ジャンルにとらわ
れず、デザインを通じて幸せを感じられる
様 に、 身 近 なものや 漠 然と感じたイメー
ジを色や形に置き換えて表現しています。 
デザインクリエイティブオフィス：ファニーマー
トカフェ運営

中村 メグミ Megumi Nakamura

跳んだり、跳ねたり、驚いたり、今にも動物
たちのおしゃべりが聞こえてきそうな物語の
ある楽しいイラストを得意とするイラスト
レーター。
やさしい手描きタッチのイラストで、絵本、雑
貨の分野で活動中。懐かしくて、おもわずに
こっとしてしまう動き、色、形を大切に制作
しています。

ももろ momoro

2007年武蔵野美術大学空間演出デザイン学
科卒業後、「日本にもっと可愛いテキスタイル
を作りたい。」という思いから、2008年テキス
タイルブランドPlune.を立ち上げる。
アパレルだけではなくインテリアファブリック
などライフスタイル全般に渡っての柄を提案
している。イラストレーターとしての仕事でも
活動中。

堀内 映子 Eiko Horiuchi

多摩美術大学テキスタイル専攻卒。2011年
よりフリーのイラストレーター、テキスタイル
デザイナーに。
雑貨やアパレルに柄やイラストを提供する他、
オリジナルの手ぬぐいや紙もの雑貨も制作し
ている。

菊池 留美子 Rumiko Kikuchi

静岡県浜松市出身、兵庫県在住。
表情のあるほどよいデフォルメで、かわいらし
さと親しみやすさのあるイラスト、デザインが
得意です。
鳥と動物が好きで、バードウォッチングとス
ケッチがライフワーク。

北村 ハルコ Haruko Kitamura

London Central Saint martins卒業後
企業デザイナーを経てテキスタイルに特化し
たスタジオを2015年に設立
テキスタイルデザインを軸にあらゆる商品企
画を、アパレル、繊維、雑貨メーカーと共に
制作している。
www.sedumdesign.com

SEDUM DESIGN 樫出 玲 Rei Kashide

千葉大学教育学部卒。東京都在住。 
2009年よりイラストレーター・作家として活
動開始。「儚さと力強さを併せ持つ美しさ・かっ
こよさ」をコンセプトに絵を描く。花と鳥が大
好き。 
http://b-cre8ive.com/

HALKA HALKA

インテリアファブリックメーカー、デザインス
タジオを経て2005年に独立。
フリーランスとして、インテリア、ファッション、
雑貨等のデザインを手がける。テキスタイル
やデザイン関係の展覧会やプロジェクトにも
多数参加。

島 あゆみ Ayumi Shima

PC上のコラージュを基本技法とし、コラー
ジュに使用する模様も全て手描きで制作。
色彩のもつ力強さとモチーフの生命力を意
識し、一枚の絵の中に物語性のある作品づ
くりを心掛けている。自身も手がける雑貨店

「comodo」では、オリジナルステーショナ
リーを制作・販売している。
http://shop.comodo2008.com/

COMO COMO

アパレルデザイナーとして洋服、テキスタイル、
ファッション、イラスト、広告等の経験を経て、
06` よりイラストレーター、グラフィックデザ
イナーとしての活動を開始。おんなのこ、植
物、動物、等のモチーフを用いた鮮やかな色
使いのグラフィックを得意としている。アパレ
ル、広告、装丁、雑誌、モバイル、WEB等
の分野でも、様々な企業とコラボレーション
し、自身のグラフィックを用いたグッズを商品
化している。

ホラグチ カヨ Kayo Horaguchi

セツ・モードセミナー美術科卒業
主にカレンダー、パンフレット、カード、書籍
などにイラストを描いています。
画材はオイルパステルと水彩色鉛筆で濃く濃
く、でもカジュアルに作画。
私のイラストで誰かが喜んでくれたらいいな、
とそんな思いを胸に日々紙に向かっています。
http://www.shimazakimiyuki.com/

シマザキ ミユキ Miyuki Shimazaki

ファブリックの企画とテキスタイル（模様）の図
案制作を行うデザインスタジオとして2006年
スタート。

「彩色／装飾／発案」これら３つのコンセプト
からなるワークスタイルで主にメーカー様へ
のデザイン提供やディレクション、商品のリ
ニューアルを手掛けている。
http://3149an.com

清水 敬二郎 Keijiro Shimizu

1986年生まれ、東京都在住、デザイン事務
所勤務を経てフリーのイラストレーターに。
主にカード、カレンダー、雑貨、挿絵、装丁
などのデザインをしています。
かわいい動物や植物のイラストを得意として
います。

ひしだ ようこ Yoko Hishida

絵本作家・イラストレーター　東京芸術大学
美術学部デザイン科卒。
ステーショナリーメーカー制作室のデザイ
ナーとして勤務。1998年よりフリーのイラ
ストレーターとして活動中。これまでの仕事、
絵本の制作・キャラクターの制作広告用のイ
ラスト・書籍の装画・雑誌のカット等。

さかざき ちはる Chiharu Sakazaki

1983年大阪生まれ。デザイナーを経てフリー
のイラストレーターに。
印象的な線が特徴で、特に旅先で見た風景、
古い駅舎などを好んで描く。ノスタルジック
な作風で、挿絵、装画、雑貨、土産品など
活動は多岐にわたる。
http://www.kamadamika.com

鎌田 みか Mika kamada

ショッピングバッグやメガネケース、マスクケースなど…。

個性豊かなデザインは日本のデザイナーとの

コラボレーションによって生み出されたもの。

何人ものデザイナーが関わったから、

まったく違うテイストのデザインがそろう魅力的な

ラインナップになっています。

お気に入りのデザイナー、

お気に入りのデザインを見つけてください。

女子美術大学芸術学部メディアアート学科卒
業後、出版社でデザイナー、IT企業でイラス
トレーターを経て2019年よりフリーのイラスト
レーターに。透明水彩や半透明水彩等を用い
たイラストを制作しています。子供や動物、鉱
石、星空などのモチーフを中心にキラキラ輝く
世界観と絵本のような優しいタッチを心がけて
います。年賀状、絵本の挿絵、雑貨のイラスト・
デザイン等を手掛け、アートイベントや展示を
中心に活動中です。

しまざき あんみ Anmi Shimazaki

(株)スクウェア・エニックス勤務後、現在
はブライダル・雑貨中心のブランド「make 
lemonade」(メイクレモネード)を立ち上げ、
イラストレーターとして活動中。
甘くて酸っぱいレモネードをイメージした女性
らしく愛らしいデザインを展開しています。

れも Lemo
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様々な分野で活躍するデザイナーや

イラストレーターの

デザインが施されたショッピングバッグ。

デザインだけでなく機能性にもこだわっています。

サブバッグとして鞄の中に入れておけば、

日常生活のいろいろな場面で

活躍する事間違いなし！

2way Shopping Bag
税込¥1,320（本体価格¥1,200）　発注単位：5
サイズ：�約W53×H40cm、持ち手20cm�

（ポケット：約W16×H14cm）
品　質：ポリエステル100％　
中国製

DESIGNERS COLLABORATION

SHOPPING BAG

そのま
ま使え

ばたっ
ぷり大

容量！

サイド
のホッ

クを止
めると

マチ付
きのコ

ロンと
した

かわい
いシル

エット

容量
約18ℓ

※音声が出ますので、
　ご注意ください。

Lemon
DJQ-10918-PO　
4543479145453

Waltz
DJQ-11418-PO　
4543479152208

DESIGNER
［中村 メグミ］

Pocket Design Pocket Design

Pocket Design

fresh
DJQ-14020-PO　
4543479177065

Pocket Design

Olive
DJQ-11518-PO　
4543479152215

Blue flower
◆DJQ-12619-PO　
4543479165017

Pocket Design

Tear drops
DJQ-10818-PO　
4543479145446

Pocket Design

Annabelle
DJQ-13120-PO　
4543479168308

Pocket Design

Pocket Design

Anemone
DJQ-4912-PO　
4543479079734

Pocket Design

Garden
DJQ-6013-PO　
4543479090609

Pocket Design

Cat
DJQ-6213-PO　
4543479091125

ディスプレイ什器あります。詳細はP.60をご覧ください。
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2way Shopping Bag2way Shopping Bag　　※2022年8月1日より価格を改定いたします。



Pocket Design Pocket Design

ねこちゃん、ねこちゃん
DJQ-12919-PO　
4543479165048

猫が整列したら
DJQ-13520-PO　
4543479168346

DESIGNER
［北村 ハルコ］

CAT & STRAWBERRY
DJQ-14220-PO　
4543479177089

Pocket Design

DESIGNER
［樫出 玲］

しろくまワールド
◆DJQ-9817-PO　
4543479138226

DESIGNER
［ももろ］

猫まみれ
◆DJQ-7715-PO　
4543479117726

Pocket Design Pocket Design DESIGNER
［シマザキ ミユキ］

レシピ
DJQ-13019-PO　
4543479165055

Pocket Design

チンアナゴ
DJQ-11018-PO　
4543479146986

Pocket Design

Kujirasky
◆DJQ-8115-PG　
4543479118112

Pocket Design

パンダの午後
◆DJQ-11318-PO　
4543479152192

ダンシング カピバラ
◆DJQ-14421-PO　
4543479179465

ドルフィンスイム
◆DJQ-12319-PO　
4543479158088

Pocket Design Pocket Design

Penguin
◆DJQ-13920-PO　
4543479176112

カワウソの森
◆DJQ-12519-PO　
4543479158101

Pocket Design Pocket Design

Rainy days
◆DJQ-8015-PG　
4543479118105

Giraffe
◆DJQ-13820-PO　
4543479176105

Pocket Design Pocket DesignPocket Design
DESIGNER

［吉田 未玲］

2way Shopping Bag
税込¥1,320（本体価格¥1,200）　発注単位：5
サイズ：�約W53×H40cm、持ち手20cm�

（ポケット：約W16×H14cm）
品　質：ポリエステル100％　
中国製
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DESIGNER
［堀内 映子］ Pocket Design

カラフルフラワー
◆DJQ-12719-PO　
4543479165024

Pocket Design

赤青りんご
DJQ-13320-PO　
4543479168322

Pocket Design

ミミココモモ
DJQ-6314-PO　
4543479103163

Pocket Design

キャンディフラワー
DJQ-6514-PO　
4543479103187

Raindrop
DJQ-4711-PO　
4543479072568

Bird song             
DJQ-4611-PO　
4543479072575

Rainwater
DJQ-5413-PO　
4543479087838

Pocket Design Pocket Design Pocket Design

DESIGNER
［島 あゆみ］

2way Shopping Bag
税込¥1,320（本体価格¥1,200）　発注単位：5
サイズ：�約W53×H40cm、持ち手20cm�

（ポケット：約W16×H14cm）
品　質：ポリエステル100％　
中国製
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2way Shopping Bag　ピースワンコ・ジャパン／メガネケース2way Shopping Bag　　※2022年8月1日より価格を改定いたします。

Pocket Design Pocket Design

DESIGNERS COLLABORATION SHOPPING BAG

DESIGNER
［ももろ］

2way Shopping Bag
税込¥1,320（本体価格¥1,200）　発注単位：5
サイズ：�約W53×H40cm、持ち手20cm�

（ポケット：約W16×H14cm）
品　質：ポリエステル100％　
中国製

ピースワンコ・ジャパンは、広島県神石高原町の認定ＮＰＯ法人ピースウィンズ・
ジャパン（PWJ）が犬の保護・譲渡活動を主軸として運営するプロジェクトです。

「ピースワンコ・ジャパン」事業は、人間の身勝手によって生み出される犬・猫の
殺処分をなくし、ペットと人間の真の共生を実現することを目的に、行政・企業・
地域社会と連携して取り組んでいます。それは、殺処分にあいそうな捨て犬や
野犬を保護し、よい環境のもとで育てながら、新しい家族となる飼い主さんを
探すこと、また、「人を助ける犬たち」である災害救助犬やセラピー犬の育成を
行い、正しい飼い方や動物福祉への意識を広めるための活動です。

モノトーンドッグ
DJQ-10117-PO　
4543479144258

DESIGNER
［堀内 映子］

うちのこかわいい
DJQ-13720-PO　
4543479168360

DESIGNER
［堀内 映子］

カラフルでポップなイラストの

デザイナーズメガネケース。

ケースとクロスは

ペアデザインになっています。

ハードタイプのしっかりとした作りで

大切なメガネを

衝撃から守ります。

メガネケース
税込¥1,320（本体価格¥1,200）　発注単位：3
サイズ：�W16×D6×H4.5cm
品　質：メガネケース／スチール・ポリエステル・ナイロン、
　　　　クロス／ポリエステル・ナイロン　
韓国製

DESIGNER
［中村 メグミ］

DESIGNER
［北村 ハルコ］

Lemon
MC-108　
4543479168940

インナーカラー　
　  ベージュ

アネモネ
MC-106　
4543479112042

インナーカラー　
　  ベージュ

キャンディフラワー
MC-109　
4543479168957

インナーカラー　
　  ベージュ

ねこちゃん、ねこちゃん
MC-110　
4543479168964

インナーカラー　
　  ベージュ

※ 2022 年 8 月 1 日より価格を改定いたします。



2way Shopping Bag
税込¥1,320（本体価格¥1,200）　発注単位：5
サイズ：�約W53×H40cm、持ち手20cm�

（ポケット：約W16×H14cm）
品　質：ポリエステル100％　
中国製

『みすゞ うた』は、金子みすゞ の詩からインスピレーションを受けた、
クリエイターによるテキスタイルデザインです。詩とデザインがひと
つになって、表現されるみすゞ の詩の世界観をお楽しみください。

Pocket Design Pocket Design

花の名まえ
KM-DJQ-009　
4543479174484

Pocket Design

星とたんぽぽ
KM-DJQ-004　
4543479155957

淡雪
KM-DJQ-005　
4543479164263

私と小鳥と鈴とB
KM-DJQ-006　
4543479164270

Pocket Design

私と小鳥と鈴と
KM-DJQ-002　
4543479155933

Pocket Design

花と鳥
KM-DJQ-008　
4543479164294

闇夜の星
KM-DJQ-011　
4543479180102

洋灯（らんぷ）
KM-DJQ-012　
4543479180119

郵便局の椿
KM-DJQ-001　
4543479155926

Pocket Design

郵便局の椿_BE
KM-DJQ-010　
4543479174491

Pocket Design

Pocket Design Pocket Design Pocket Design

ハイタイプ

※柄 P3 ～ 13 はアソートでお選びいただけます。

15柄×各20個＝合計300個のご注文で什器１台貸し出し

内　容
・専用什器×１台
・アクリルボックス：15台
・S字フック×15個
・台紙×15枚
・POP×1枚
・商品シール×各柄2柄

サイズ
専用什器：W72×D35×H160-175cm
アクリルボックス：W13.5×D27.2×H15.5cm
 

エコバッグを広げて
デザインを見せることができる専用什器。
アクリルにストックもできて便利です。

W72cm

ハンガーには
15柄×各 1個かかります

アクリルボックスには
15個入ります！

H160-175cm
※高さは調整
　できます。

※詳細は担当営業までお問い合わせください。

2WAY Shopping Bag
スチール什器セット

300

ハイタイプ

※柄 P3 ～ 13 はアソートでお選びいただけます。

15柄×各20個＝合計300個のご注文で什器１台貸し出し

内　容
・専用什器×１台
・アクリルボックス：15台
・S字フック×15個
・台紙×15枚
・POP×1枚
・商品シール×各柄2柄

サイズ
専用什器：W72×D35×H160-175cm
アクリルボックス：W13.5×D27.2×H15.5cm
 

エコバッグを広げて
デザインを見せることができる専用什器。
アクリルにストックもできて便利です。

W72cm

ハンガーには
15柄×各 1個かかります

アクリルボックスには
15個入ります！

H160-175cm
※高さは調整
　できます。

※詳細は担当営業までお問い合わせください。

2WAY Shopping Bag
スチール什器セット

300
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2way Shopping Bag  みすゞうた2way Shopping Bag  みすゞうた　　※2022年8月1日より価格を改定いたします。

エコバッグディスプレイ什器あります



スナップボタンで両サイドを留めればマチ付きのコンパクトサイズに。
ポケットに小さくたたんで収納できるので持ち運びに便利です。

メッセージが書ける

下げ札つき

2Way ShoppingBag

抗菌防臭 デュポン社の
SILVADURTM
抗菌剤を
使用しています

洗濯OK
ご自宅の洗濯機で
丸洗いが可能です

撥水加工 水に強い
傘生地を
使用しています

再生ポリ
使用 

※全ての菌に対して効果があるわけではありません。

カランコエ
CF-DJQ-211501
4543479181727

CF-DJQ-211502
4543479181734

コチョウラン
CF-DJQ-211503
4543479181741

シロタエギク

CF-DJQ-211506
4543479181772

ラベンダー
CF-DJQ-211505
4543479181765

ベニバナ
CF-DJQ-211504
4543479181758

ナナカマド

サイズ：W53×H40cm　持ち手の高さ：約 20cm
　　　  （ポケット / 約 W16×H14cm）
品　質：ポリエステル 100％( 再生ポリエステル使用 )　
中国製

ChouchouFleur 2way Shopping Bag
(抗菌防臭加工)

税込￥1,650（本体価格¥1,500）　発注単位：5

少量の買い物にほど良いサイズ感
(500mlペットボトルが8本並びます)

幅のあるものも
水平に入ります

折りたたむとポケットサイズ

カランコエ
CF-DJCB-211001
4543479181789

CF-DJCB-211002
4543479181796

コチョウラン
CF-DJCB-211003
4543479181802

シロタエギク

CF-DJCB-211006
4543479181833

ラベンダー
CF-DJCB-211005
4543479181826

ベニバナ
CF-DJCB-211004
4543479181819

ナナカマド

Compact Bag

メッセージが書ける

下げ札つき

抗菌防臭 デュポン社の
SILVADURTM
抗菌剤を
使用しています

洗濯OK
ご自宅の洗濯機で
丸洗いが可能です

撥水加工 水に強い
傘生地を
使用しています

再生ポリ
使用 

※全ての菌に対して効果があるわけではありません。

サイズ：本体 / 約 W27.5×H29×D18cm
　　　  （ポケット / 約 W11×H8cm）
持ち手の高さ：約 13cm
品　質：ポリエステル 100％( 再生ポリエステル使用 )　
中国製

ChouchouFleur  コンパクトバッグ
(抗菌防臭加工)

税込￥1,100（本体価格¥1,000）　発注単位：5

容量
約18ℓ

容量
約10ℓ
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ChouChou Fleur コンパクトバッグChouChou Fleur 2way Shopping Bag

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design



様々な分野で活躍するデザイナーやイラストレーターの

デザインが施されたレジ袋サイズのショッピングバッグです。

機能性へのこだわりと持ち運びしやすいサイズ感で、

日常生活の様々な場面で活躍します。

デュポン社の
SILVADUR™抗菌
剤を使用しています

抗菌・防臭

水に強い傘生地
を使用しています

撥水加工

ご自宅の洗濯機で
丸洗いが可能です

洗濯OK

DESIGNER
［中村 メグミ］

DESIGNER
［堀内 映子］

dot
◆DJCB-20901
4543479176525

ドットハート
◆DJCB-20904
4543479176556

shikaku
◆DJCB-20906
4543479176570

poppy
◆DJCB-20902
4543479176532

大きな白い花
◆DJCB-20903
4543479176549

さんかくあお
◆DJCB-20905
4543479176563

サイズ：パッケージ/約W9×H12.5×D2cm
本体/約W27.5×H29×D18cm
(ポケット/約W11×H8cm)

持ち手の高さ：約13cm
品　質：ポリエステル100%　中国製
耐荷重：約10kg　

コンパクトバッグ

税込￥990（本体価格¥900）　発注単位：5

幅27.5cm×高さ29cm
(+持ち手13cm)

少量の買い物に
程よいサイズ感

18cmマチ付き

お弁当も水平に
入ります

幅11cm×高さ8cm

折りたたむと
ポケットサイズ

12.5cm

9cm

デザイナーズジャパン
Compact Bag　
税込¥990

（本体価格¥900）
6柄×各4個=計24個
陳列可能

※詳細は担当営業までお問い合わせください。

コンパクトバッグ専用吊り下げ什器
DJCB-DIS　
税込￥1,650（本体価格¥1,500）

60

ディスプレイ什器あります

PANTONE
19-3925 TPX

PANTONE
12-0710 TPX

PANTONE
18-1018 TPX

容量
約10ℓ

※音声が出ますので、
　ご注意ください。
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コンパクトバッグ 白黒さんいらっしゃい  2way Shopping Bag ・ KYUKYU ・ Big KYUKYU

Pocket Design

白黒さん一覧
SK-DJQ-002　
4543479150730

てんちゃんお絵かき
SK-DJQ-001　
4543479150723

白黒さんのお家
SK-DJQ-003　
4543479165062

Pocket Design Pocket Design

2way Shopping Bag
税込¥1,430（本体価格¥1,300）　発注単位：5
サイズ：�約W53×H40cm、持ち手20cm（ポケット：約W16×H14cm）
品　質：ポリエステル100％　中国製

Big KYUKYU
税込¥1,430（本体価格¥1,300）　発注単位：3
サイズ：約W11×H20cm
品　質：ポリエステル75％・ナイロン25%
韓国製

KYUKYU
税込¥1,100（本体価格¥1,000）　発注単位：3
サイズ：約W9×H17cm
品　質：ポリエステル75％・ナイロン25%
韓国製

白黒さんのお家(GR)
SK-KY-103　
4543479166380

白黒さんランダム
SK-KYB-002　
4543479165079

白黒さんのお家(RE)
SK-KY-102　
4543479165086

てんちゃんお絵かき(赤)
SK-KY-101　
4543479150778

てんちゃんお絵かき(黄)
SK-KYB-001　
4543479150761

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

※2022年8月1日より価格を改定いたします。
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DESIGNERS COLLABORATION

SHOPPING BAG
様々な分野で活躍するデザイナーや

イラストレーターのデザインが施された

ショッピングバッグ

内側にアルミ素材を使用しているので、

普段のお買い物やレジャーシーンにも

最適です！

ショッピングバッグ （簡易保冷機能付）
税込¥2,860（本体価格¥2,600）　発注単位：3
サイズ：�本体／W55×H35×D20cm、ポーチ／W24×H20cm
品　質：表ポリエステル100％・裏アルミ　
中国製

daylight
◆DJH-019N　
4543479180072

いろいろねこ
◆DJH-020HY　
4543479180089

Innocent
DJH-021KR　
4543479180096

DESIGNER
［中村 メグミ］

DESIGNER
［樫出 玲］

DESIGNER
［ひしだようこ］

Pouch

Pouch Pouch

Pouch

Italia
◆DJH-013N　
4543479168551

容量
約24ℓ

中生地はアルミ素材中生地はアルミ素材

保冷剤を入れたり
小物の収納に便利な
内ポケット付き！

保冷剤を入れたり
小物の収納に便利な
内ポケット付き！
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ポーチとし

ても使えます

重いものを運ぶ時も
腕や肩が痛くならない
やわやかい持ち手

重いものを運ぶ時も
腕や肩が痛くならない
やわやかい持ち手
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開口部はマチ付き
で便利なダブル
ファスナー

重いものを運ぶ時も
腕や肩が痛くならない
やわらかい持ち手

2ℓのペットボトルが8本入ります

畳んで収納できる
ポーチ付き！
サブポーチとしても
使えます

DESIGNER
［ホラグチ カヨ］

DESIGNER
［シマザキ ミユキ］

Pouch

Pouch

Pouch

満月とオオカミ
DJH-016CM　
4543479168582

movie night
◆DJH-017SM　
4543479168599

インコのパーティー
◆DJH-018KH　
4543479168605

ハイドアンドシーク
DJH-015HK　
4543479168575

DESIGNER
［吉田 未玲］

Pouch

DESIGNER
［北村 ハルコ］

Pouch

海鳥
DJH-014H　
4543479168568

DESIGNER
［堀内 映子］

※音声が出ますので、
　ご注意ください。

ショッピングバッグ ( 簡易保冷機能付 )ショッピングバッグ ( 簡易保冷機能付 )　　※ 2022 年 8 月 1 日より価格を改定いたします。



LOVE
◆DJCT-202
4543479160616

DESIGNER
［堀内 映子］

Apple
◆DJCT-204
4543479160630

DESIGNER
［中村 メグミ］

calm day 
◆DJCT-205
4543479160647

Letters
◆DJCT-208
4543479160678

DESIGNER
［樫出 玲］

DESIGNER
［HALKA］

DESIGNER
［ホラグチ カヨ］

LEMON PIG
◆DJCT-206
4543479160654

折りたたみ傘や
ペットボトルが
収納できます。

FRONT BACK

背面にポケット付き。
スマートフォンや
手帳などが入るので
便利です。

マグネットホック付き

内ポケット付き

サイズ ： 約W45×H36cm  マチ 約13cm
持ち手の長さ ： 約25cm
品　質 ： 綿100%（オーガニックコットン）  
インド製

トートバッグ

税込￥2,200（本体価格¥2,000）　発注単位：3

panda
◆DJCT-201
4543479160609

25cm

36cm

開口部
45cm

13cm

www.wwf.or.jp

この商品はWWFジャパン（公益財団法人世界自然保護基金ジャパン）との間で
ライセンス契約を結び製造された、公式ライセンス商品です。この商品の売上の
一部が、WWF の環境保全活動の支援になります。

WWFは、人と自然が調和して生きる未来をめざし、100カ国以上
で活動する地球環境保全団体です。
商品の売上の一部が、WWF の環境保全活動の支援になります。

© 1986 Panda Symbol WWF - World Wide Fund For Nature 
(Formerly World Wildlife Fund)
®“WWF” is a WWF Registered Trademark

サイズ ： 約W45×H36cm  マチ 約13cm
持ち手の長さ ： 約25cm
品　質 ： 綿100%（オーガニックコットン）  
インド製

トートバッグ

税込￥2,420（本体価格¥2,200）　発注単位：3

pandaful life
◆WWF-CT203
4543479169862

DESIGNER
［ももろ］

DESIGNERS 
COLLABORATION

COTTON BAG

Tote Bag

オーガニックコットンを使用したデザインバッグ。様々な分野で
活躍するデザイナーやイラストレーターのデザインが施された
カジュアルに持てるコットンバッグです。

ポケットが豊富で多収納！ 普段使いから、旅行や買い物など
マザーズバッグとしても使える大容量なコットンバッグです。

※音声が出ますので、
　ご注意ください。
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サイズ ： 約W38×H35cm  マチ 約14cm
持ち手の長さ ： 約10cm
ショルダー紐 ： 約55-110cm
品　質 ： 綿100%（オーガニックコットン）  
インド製

ショルダーバッグ

税込￥2,200（本体価格¥2,000）　発注単位：3 内ポケット付き

マグネットホック付き

35cm

14cm

10cm

開口部
38cm

ヒョウたち
◆WWF-CS001
4543479169879

ハートパンダ
◆WWF-CS002
4543479169886

Loving Kangaroo
◆WWF-CS003
4543479169893

DESIGNER
［堀内 映子］

DESIGNER
［吉田 未玲］

DESIGNER
［鎌田 みか］

寝相
◆DJCS-004
4543479160494

PORO
◆DJCS-005
4543479160500

Lion
◆DJCS-006
4543479160517

DESIGNER
［ももろ］

DESIGNER
［清水 敬二郎］

DESIGNER
［菊池 留美子］

Cat Cat Cat
◆DJCA-101
4543479160524

bow tie
◆DJCA-103
4543479160548

FRONT BACK
ファスナー付き

背面にポケット付き。
スマートフォンや
手帳などすぐ取り
出せて便利です。

内ポケット付き

サイズ ： 約W36×H40cm  マチ 約10cm
持ち手の長さ ： 約25cm
品　質 ： 綿100%（オーガニックコットン）  
インド製

A4 トートバッグ

税込￥2,200（本体価格¥2,000）　発注単位：3

DESIGNER
［中村 メグミ］

DESIGNER
［ホラグチ カヨ］

KARAMELLI
◆DJCA-107
4543479160586

POPSTAR
◆DJCA-108
4543479160593

DESIGNER
［菊池 留美子］

DESIGNER
［清水 敬二郎］

25cm

40cm

10cm

開口部
36cm

LOVE BREAD
◆DJCA-106
4543479160579

DESIGNER
［ももろ］

手つなぎパンダ
◆WWF-CA103
4543479169831

DESIGNER
［堀内 映子］

サイズ ： 約W36×H40cm  マチ 約10cm
持ち手の長さ ： 約25cm
品　質 ： 綿100%（オーガニックコットン）  
インド製

A4 トートバッグ

税込￥2,420（本体価格¥2,200）　発注単位：3

サイズ ： 約W38×H35cm  マチ 約14cm
持ち手の長さ ： 約10cm
ショルダー紐 ： 約55-110cm
品　質 ： 綿100%（オーガニックコットン）  
インド製

ショルダーバッグ

税込￥2,420（本体価格¥2,200）　発注単位：3
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69 コットンバッグ  ショルダーバッグコットンバッグ  A4 トートバッグ

A4Tote Bag ポケットが豊富で多収納！
ちょっとした買い物や習い事にも使いやすいトートバッグです。
A4サイズの書類や本もすっぽり収納でき、
ファスナー付きで安心です。

Shoulder bag シーンや用途に合わせて使い分けができる
便利な2wayバッグです。
ショルダー紐は長さ調節可能です。



ブラック
◆CBMT-201
4543479160784

グレー
◆CBMT-203
4543479160807

ブラウン
◆CBMT-205
4543479160821

アイボリー
◆CBMT-202
4543479160791

ネイビー
◆CBMT-204
4543479160814

サイズ ： 約W45×H36cm  マチ 約13cm
持ち手の長さ ： 約25cm
品　質 ： 綿100%（オーガニックコットン）  
インド製

トートバッグ

税込￥2,200（本体価格¥2,000）　発注単位：3

サイズ ： 約W38×H35cm  マチ 約14cm
持ち手の長さ ： 約10cm
ショルダー紐 ： 約55-110cm
品　質 ： 綿100%（オーガニックコットン）  
インド製

ショルダーバッグ

税込￥2,200（本体価格¥2,000）　発注単位：3

アイボリー
◆CBMS-002
4543479160692

グレー
◆CBMS-003
4543479160708

ブラウン
◆CBMS-005
4543479160722

ネイビー
◆CBMS-004
4543479160715

ブラック
◆CBMS-001
4543479160685

サイズ ： 約W36×H40cm  マチ 約10cm
持ち手の長さ ： 約25cm
品　質 ： 綿100%（オーガニックコットン）  
インド製

A4トートバッグ

税込￥2,200（本体価格¥2,000）　発注単位：3

アイボリー
◆CBMA-102
4543479160746

グレー
◆CBMA-103
4543479160753

ネイビー
◆CBMA-104
4543479160760

ブラウン
◆CBMA-105
4543479160777

ブラック
◆CBMA-101
4543479160739

Simple Line
Tote Bag
ポケットが豊富で多収納！ 
普段使いから、旅行や買い物など
マザーズバッグとしても使える
大容量なコットンバッグです。

A4Tote Bag
ポケットが豊富で多収納！
ちょっとした買い物や習い事にも
使いやすいトートバッグです。
A4サイズの書類や本もすっぽり収納でき、
ファスナー付きで安心です。

Shoulder bag
シーンや用途に合わせて使い分けができる
便利な2wayバッグです。
ショルダー紐は長さ調節可能です。

服装を選ばず毎日シンプルに使える無地カラー。
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※デュポン社のSILVADURTM抗菌剤を使用しています

洗濯OK撥水加工抗菌防臭 再生PET生地を使用

SEK マーク取得製品

エバーグリーンS
NU-21801
4543479189853

ネイビーブルーS
NU-21802
4543479189860

テラコッタS
NU-21803
4543479189877

エバーグリーンM
NU-211001
4543479189945

ネイビーブルーM
NU-211002
4543479189952

テラコッタM
NU-211003
4543479189969

NU-21804
4543479189884

ランプブラックS
NU-21805
4543479189891

スチールグレーS
NU-211006
4543479189990

サンドベージュM
NU-211004
4543479189976

ランプブラックM
NU-211005
4543479189983

スチールグレーM
NU-21806
4543479189907

サンドベージュS

NU-21808
4543479189921

ミントS
NU-21809
4543479189938

ヒヤシンスS
NU-21807
4543479189914

ベビーピンクS

NU-KJ

NU-211008
4543479190019

ミントM
NU-211009
4543479190026

ヒヤシンスM
NU-211007
4543479190002

ベビーピンクM

7.5cm

S

M

29cm

8.5cm

※什器の詳細は担当営業までお問い合わせください。

W7.5×D3×H13.5cm

W8.5×D3.5×H15cm

カウンター什器パッケージ
W29cm×D26cm×H27cm

パッケージ、カウンター什器には
環境に優しい紙を使用しています

身近(near)なアイテムだからこそ、わたしに似合う(niau)ものを選びたい

シンプルなデザイン＋普段のコーディネートに合わせやすいカラー

日常使いを意識したスタイルバッグは、お買い物バッグとしてはもちろん、

コインランドリーやジム、荷物が多い日のサブバッグにと使い方は人それぞれ。

畳むとコンパクトになり持ち運びにも便利です。

生地には再生ポリエステルを使用したサスティナブルなバッグです。

い つ も 使 う も の だ か ら 、 わ た し に  に あ う を 。 　

小物を出し入れしやすい
斜めポケット

S 約10L
M 約20L

使い勝手の良い２サイズ

しなやかで光沢感のある生地

S：お弁当入れにちょうどいいサイズ感 M：B4サイズが入ります 撥水加工で雨の日でも使えます

13.5cm 15cm

27cm

15cm

サイズ：本体 /約W27.5×H29×D18cm
持ち手の高さ：約 13cm　容量：約 10L
品　質：ポリエステル100%( 再生ポリエステル使用 )
中国製

Nia.U(ニアユー)スタイルバッグ  S

税込￥990（本体価格¥900）　発注単位：5
サイズ：本体 /約W35×H40×D20cm
持ち手の高さ：約 25cm　容量：約 20L
品　質：ポリエステル100%( 再生ポリエステル使用 )
中国製

Nia.U(ニアユー)スタイルバッグ M

税込￥1,210（本体価格¥1,100）　発注単位：5

60

6色×各3個＝計18個陳列可能
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※ 2022 年 8 月 1 日より価格を改定いたします。　　Nia.U スタイルバッグNia.U スタイルバッグ



Save the earth（絶滅危惧種）
2way Shopping bag

（再生ポリエステル使用）

未 未

Save the earth
絶滅の危機に瀕している世界の野生生物をデザインにする。

レッドリストとは絶滅のおそれのある野生生物の種のリストです。
世界的な自然保護NGOである国際自然保護連合（IUCN 1948年創設）が作成しており現在約26,000種の野生生物が名を連ねています。
国内では環境省のほか、地方公共団体やNGOなどが作成しています。

①  世界的評価　　IUCNレッドリスト　

②  日本国内評価　環境省レッドリスト

③  都道府県版　　レッドリスト

失われつつある地球の自然の貴重さを公に示す、一つの目安です。どのような地域の自然保護にも役立つ可能性を秘めています。
水、食べ物、空気、豊かな土壌、安定した気候、そのどれもが多種多様な生き物たちの複雑な相互作用で得られます。
人類は数多くの生物種の一つに過ぎないが、絶滅へ向かう軌道を修正する力があります。
生物の多様性を守ることは、私たち自身を救うことにつながります。

パンダ
◆SV-DJQ-001　
4543479170530　

ユキヒョウ
◆SV-DJQ-004　
4543479170561

ホッキョクグマ
◆SV-DJQ-007　
4543479170592

トラ
◆SV-DJQ-002　
4543479170547

ペンギン
◆SV-DJQ-005　
4543479170578

ウミガメ
◆SV-DJQ-008　
4543479170608

アフリカゾウ
◆SV-DJQ-003　
4543479170554

コウテイペンギン
◆SV-DJQ-006　
4543479170585

ジュゴン
◆SV-DJQ-009　
4543479170615

2way Shopping Bag
税込¥1,430（本体価格¥1,300）　発注単位：5
サイズ：�約W53×H40cm、持ち手20cm�

（ポケット：約16×14cm）
品　質：ポリエステル100％（再生ポリエステル使用）　
中国製

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design
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Save the earth（絶滅危惧種）

（再生ポリエステル使用） スマートフォンの収納ポーチ。

マイクロファイバー製だから、

収納した状態できゅきゅっと揉むように拭くと

画面の汚れがキレイに落せます。

バッグの中で迷子になりやすいイヤフォンや

充電コード、モバイルバッテリーなどの

収納ポーチとしても便利です。

KYUKYU
税込¥990（本体価格¥900）　発注単位：5
サイズ：約W9×H17cm
品　質：ポリエステル70％（再生ポリエステル使用）・
　　　　ナイロン30%
韓国製

パンダ
◆SV-KY-901　
4543479170349

ユキヒョウ
◆SV-KY-902　
4543479170356

オランウータン
◆SV-KY-903　
4543479170363

カワウソ
◆SV-KY-904　
4543479170370

トキ
◆SV-KY-905　
4543479170387

ペンギン
◆SV-KY-906　
4543479170394

アシカ
◆SV-KY-907　
4543479170400

ウミガメ
◆SV-KY-908　
4543479170417

ホッキョクグマ
◆SV-KY-909　
4543479180300

ディスプレイ什器あります。

サイズ比較

KYUKYU Big KYUKYU

17cm
20cm

9cm 11cm

Save the earth（絶滅危惧種）

（再生ポリエステル使用）
大きめサイズの

スマートフォンまで対応の収納ポーチ。

モバイルバッテリーをはじめ、

スマートフォン周辺アイテムの

持ち運びに便利なサイズです。

Big KYUKYU
税込¥1,320（本体価格¥1,200）　発注単位：5
サイズ：約W11×H20cm
品　質：ポリエステル70％（再生ポリエステル使用）・
　　　　ナイロン30%
韓国製

ディスプレイ什器あります。

コウテイペンギン
◆SV-KYB-1206　
4543479170479

アフリカゾウ
◆SV-KYB-1203　
4543479170448

ラッコ
◆SV-KYB-1207　
4543479170486

トラ
◆SV-KYB-1204　
4543479170455

パンダ
◆SV-KYB-1201　
4543479170424

ホッキョクグマ
◆SV-KYB-1209　
4543479180317

ジュゴン
◆SV-KYB-1208　
4543479170493

ホッキョクグマ
◆SV-KYB-1205　
4543479170462

カンガルー
◆SV-KYB-1202　
4543479170431

ご使用例�ー�Usage�example
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銀のふきん
 FUKIN

GIN
no

認定番号：第2017-2260号
（チェック）

（ミズタマ）
認定番号：第2018-1725号
（サンカク）
認定番号：第2018-1726号
（フラワー）
認定番号：第2018-1727号

認定番号：第2019-2062号
（キッチン）

（レモン）
認定番号：第2019-2063号

1cm

17.5cm

(フック掛けにも対応できます)

パッケージイメージ

12cm

悪臭の原因（黄色ぶどう球菌）
に対する抗菌力

不衛生の原因（大腸菌）
に対する抗菌力

減菌率 ‥‥99%
減菌率 ‥‥99%

JIS L 1902法による

効果で抗菌・防臭！Ag+
「ミューファンⓇ」とは純銀を
ポリエステルフィルムで
挟んで細かく切った特殊糸及び、
このポリエステルフィルムを
細く裁断したパウダーの
登録商標です。

純銀の糸「ミューファンⓇ」を使用。
細菌の繁殖をおさえ、イヤな臭いの
発生を防ぎます。

銀のふきん
 FUKIN

GIN
no

認定番号：第2017-2260号
（チェック）

（ミズタマ）
認定番号：第2018-1725号
（サンカク）
認定番号：第2018-1726号
（フラワー）
認定番号：第2018-1727号

認定番号：第2019-2062号
（キッチン）

（レモン）
認定番号：第2019-2063号

1cm

17.5cm

(フック掛けにも対応できます)

パッケージイメージ

12cm

悪臭の原因（黄色ぶどう球菌）
に対する抗菌力

不衛生の原因（大腸菌）
に対する抗菌力

減菌率 ‥‥99%
減菌率 ‥‥99%

JIS L 1902法による

効果で抗菌・防臭！Ag+
「ミューファンⓇ」とは純銀を
ポリエステルフィルムで
挟んで細かく切った特殊糸及び、
このポリエステルフィルムを
細く裁断したパウダーの
登録商標です。

純銀の糸「ミューファンⓇ」を使用。
細菌の繁殖をおさえ、イヤな臭いの
発生を防ぎます。

銀のふきん
 FUKIN

GIN
no

認定番号：第2017-2260号
（チェック）

（ミズタマ）
認定番号：第2018-1725号
（サンカク）
認定番号：第2018-1726号
（フラワー）
認定番号：第2018-1727号

認定番号：第2019-2062号
（キッチン）

（レモン）
認定番号：第2019-2063号

1cm

17.5cm

(フック掛けにも対応できます)

パッケージイメージ

12cm

悪臭の原因（黄色ぶどう球菌）
に対する抗菌力

不衛生の原因（大腸菌）
に対する抗菌力

減菌率 ‥‥99%
減菌率 ‥‥99%

JIS L 1902法による

効果で抗菌・防臭！Ag+
「ミューファンⓇ」とは純銀を
ポリエステルフィルムで
挟んで細かく切った特殊糸及び、
このポリエステルフィルムを
細く裁断したパウダーの
登録商標です。

純銀の糸「ミューファンⓇ」を使用。
細菌の繁殖をおさえ、イヤな臭いの
発生を防ぎます。

銀のふきん（3重ガーゼ）
税込¥715（本体価格¥650）　発注単位：5

ふきんサイズ：約34×34cm　箱サイズ：W12×H17.5×D1cm
品　質：綿100%    スリット糸（ミューファンR）使用
日本製（今治）

銀のふきん
 FUKIN

GIN
no

認定番号：第2017-2260号
（チェック）

（ミズタマ）
認定番号：第2018-1725号
（サンカク）
認定番号：第2018-1726号
（フラワー）
認定番号：第2018-1727号

認定番号：第2019-2062号
（キッチン）

（レモン）
認定番号：第2019-2063号

1cm

17.5cm

(フック掛けにも対応できます)

パッケージイメージ

12cm

悪臭の原因（黄色ぶどう球菌）
に対する抗菌力

不衛生の原因（大腸菌）
に対する抗菌力

減菌率 ‥‥99%
減菌率 ‥‥99%

JIS L 1902法による

効果で抗菌・防臭！Ag+
「ミューファンⓇ」とは純銀を
ポリエステルフィルムで
挟んで細かく切った特殊糸及び、
このポリエステルフィルムを
細く裁断したパウダーの
登録商標です。

純銀の糸「ミューファンⓇ」を使用。
細菌の繁殖をおさえ、イヤな臭いの
発生を防ぎます。

銀のふきん
 FUKIN

GIN
no

認定番号：第2017-2260号
（チェック）

（ミズタマ）
認定番号：第2018-1725号
（サンカク）
認定番号：第2018-1726号
（フラワー）
認定番号：第2018-1727号

認定番号：第2019-2062号
（キッチン）

（レモン）
認定番号：第2019-2063号

1cm

17.5cm

(フック掛けにも対応できます)

パッケージイメージ

12cm

悪臭の原因（黄色ぶどう球菌）
に対する抗菌力

不衛生の原因（大腸菌）
に対する抗菌力

減菌率 ‥‥99%
減菌率 ‥‥99%

JIS L 1902法による

効果で抗菌・防臭！Ag+
「ミューファンⓇ」とは純銀を
ポリエステルフィルムで
挟んで細かく切った特殊糸及び、
このポリエステルフィルムを
細く裁断したパウダーの
登録商標です。

純銀の糸「ミューファンⓇ」を使用。
細菌の繁殖をおさえ、イヤな臭いの
発生を防ぎます。

銀のふきん
 FUKIN

GIN
no

認定番号：第2017-2260号
（チェック）

（ミズタマ）
認定番号：第2018-1725号
（サンカク）
認定番号：第2018-1726号
（フラワー）
認定番号：第2018-1727号

認定番号：第2019-2062号
（キッチン）

（レモン）
認定番号：第2019-2063号

1cm

17.5cm

(フック掛けにも対応できます)

パッケージイメージ

12cm

悪臭の原因（黄色ぶどう球菌）
に対する抗菌力

不衛生の原因（大腸菌）
に対する抗菌力

減菌率 ‥‥99%
減菌率 ‥‥99%

JIS L 1902法による

効果で抗菌・防臭！Ag+
「ミューファンⓇ」とは純銀を
ポリエステルフィルムで
挟んで細かく切った特殊糸及び、
このポリエステルフィルムを
細く裁断したパウダーの
登録商標です。

純銀の糸「ミューファンⓇ」を使用。
細菌の繁殖をおさえ、イヤな臭いの
発生を防ぎます。

（キッチン）
認定番号：第2019-2062号
（レモン）
認定番号：第2019-2063号
（フルーツ）
認定番号：第2020-1790号
（ハーブ）
認定番号：第2020-1791号
（野菜）
認定番号：第2020-1821号

・日本一のタオル産地、今治産のキッチンクロスです。
・生地は薄手仕上げ。吸水性と速乾性に優れています。
・毛羽立ちが少なく、食器やガラスのコップなどもきれいに拭くことができます。
・すぐに乾いて、匂いがつきにくく、いつもさらりと快適に使用できます。

綿100％のガーゼが三層に重なって薄いのにしっかり吸水！
ガーゼは通気性もいいので、速乾性にも優れています！

パッケージの内側に
メッセージが書けます！

キッチン GR
◆GIN-613　
4543479165215

レモン GR
◆GIN-616　
4543479165246

キッチン BL
GIN-614　
4543479165222

レモン PI
GIN-617　
4543479165253

キッチン YE
GIN-615　
4543479165239

レモン GY
GIN-618　
4543479165260

フルーツ PK
GIN-619　
4543479176174

ハーブ BL
◆GIN-622　
4543479176204

フルーツ BL
GIN-620　
4543479176181

野菜 GR
◆GIN-623　
4543479176211

ハーブ GY
◆GIN-621　
4543479176198

野菜 BR
◆GIN-624　
4543479176228

純銀の糸「ミューファンⓇ」を使用。
細菌の繁殖をおさえ、イヤな臭いの発生を防ぎます。

「ミューファンⓇ」とは純銀をポリエステルフィルムで挟ん
で細かく切った特殊糸及び、このポリエステルフィルムを
細く裁断したパウダーの登録商標です。

※音声が出ますので、
　ご注意ください。 W88DJ

税込¥8,800（本体価格¥8,000）

ぴったりサイズの販促POPをお付けできます！
※詳細は担当営業までお問い合わせ下さい。

販促POP

12柄×各5個=計60個陳列可能
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TYS-WF3P 
4543479193669

清潔感のある真っ白な蚊帳生地ふきん。
洗い替えやストック用にぴったりの3枚セット。

サイズ：約 30×30cm 
品　質：表 / 綿 100％　裏 / レーヨン 100％     
日本製

私のふきん(和布華ふきん3枚組)

税込￥1,100（本体価格¥1,000）　発注単位：3

モチーフのお花をイメージしたカラーラインナップ。ギフトにもなる紙パッケージ仕様です。

左右で凹凸の大きさが異なるワッフル生地で、汚れをきれいにキャッチ！

凹凸の小さい面 凹凸の大きい面

凹凸の大きい面で
汚れを拭き取ります

凹凸の小さい面で
細かい汚れを拭き取ります

二度拭き
に

おすすめ

甲殻類から採れるキチンを独自製法で再生し抗菌防臭、消臭などの衛生機能を付加。
デリケートなお肌の方にも安心してご利用いただける、「人に優しい」レーヨンです。

認定番号：第2021-331号

※全ての菌に対して効果があるわけではありません。

抗菌・防臭効果のあるクラビオン®を織りこみました

メッセージ
カード付
メッセージ
カード付

CFHF-0651
4543479181666

カランコエ
CFHF-0652
4543479181673

コチョウラン
CFHF-0653
4543479181680

シロタエギク

CFHF-0654
4543479181697

ナナカマド
CFHF-0655
4543479181703

ベニバナ
CFHF-0656
4543479181710

ラベンダー

サイズ：約 28×28cm
品　質：綿 87% レーヨン 13％
日本製 ( 今治 )　

ChouchouFleur  はないろふきん(抗菌加工)

税込￥715（本体価格¥650）　発注単位：5
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抗菌・防臭  かやのふきん／私のふきん（かや生地）ChouChou Fleur はないろふきん

抗菌・防臭

-WAFUKA-　Made in Japan

　悪臭の原因
 （黄色ぶどう球菌）
　に対する抗菌力

　不衛生の原因
 （大腸菌）
　に対する抗菌力

減菌率
‥‥‥99% 減菌率

‥‥‥99%

JIS L 1902法による

効果で抗菌・防臭！Ag+
純銀の糸「ミューファンⓇ」を使用。
細菌の繁殖をおさえ、イヤな臭いの発生を防ぎます。

天然パルプ繊維から生まれたレーヨンならではの柔らかさや、
吸水性・吸湿性の良さが特徴です。さっと洗い流すだけで簡単に汚れが落ち、
生地の白さが持続します。毛羽立ちも少なく、食器やガラスのコップなども
きれいに拭くことができます。

「ミューファンR」とは純銀をポリエステルフィルムで挟んで細かく切った特殊糸
及び、このポリエステルフィルムを細く裁断したパウダーの登録商標です。

奈良県産蚊帳生地使用

抗菌・防臭

-WAFUKA-　Made in Japan

　悪臭の原因
 （黄色ぶどう球菌）
　に対する抗菌力

　不衛生の原因
 （大腸菌）
　に対する抗菌力

減菌率
‥‥‥99% 減菌率

‥‥‥99%

JIS L 1902法による

効果で抗菌・防臭！Ag+
純銀の糸「ミューファンⓇ」を使用。
細菌の繁殖をおさえ、イヤな臭いの発生を防ぎます。

抗菌・防臭　かやのふきん
税込¥825（本体価格¥750）　発注単位：5

サイズ：約30×40cm　
品　質：表/綿100%    スリット糸（ミューファンR）使用

裏／レーヨン100％
日本製
※柄の出方は商品によって異なります。

トランプ
◆TYFG-751 　
4543479177652  

パズル
◆TYFG-752 　
4543479177669  

カトラリー
◆TYFG-753　
4543479177676  

　悪臭の原因
 （黄色ぶどう球菌）
　に対する抗菌力

　不衛生の原因
 （大腸菌）
　に対する抗菌力

減菌率
‥‥‥99% 減菌率

‥‥‥99%

JIS L 1902法による

効果で抗菌・防臭！Ag+
純銀の糸「ミューファンⓇ」を使用。
細菌の繁殖をおさえ、イヤな臭いの発生を防ぎます。

　悪臭の原因
 （黄色ぶどう球菌）
　に対する抗菌力

　不衛生の原因
 （大腸菌）
　に対する抗菌力

減菌率
‥‥‥99% 減菌率

‥‥‥99%

JIS L 1902法による

効果で抗菌・防臭！Ag+
純銀の糸「ミューファンⓇ」を使用。
細菌の繁殖をおさえ、イヤな臭いの発生を防ぎます。



14cm 17cm

17.5cm 17.5cm 17.5cm

20.5cm

パッケージサイズ

手のひらサイズ

標準サイズ

ゆったりサイズ
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Kaya no FUKINKaya no FUKIN　　※2022年8月1日より価格を改定いたします。

◦�綿とレーヨンの混紡ですので綿のもつ強さと
天然パルプ繊維からできたレーヨンの柔らかさや
吸水性・吸湿性のよさが特徴です。

◦�毛羽立ちも少ないので食器やガラスのコップなど、
とてもきれいに拭くことができます。

※�当初は糊が付いていますので、使用前に十分洗い落として下さい。

サイズ比較

26cm
40cm

80cm
手のひらサイズ

標準サイズ

ゆったりサイズ

30cm 30cm 30cm

手のひらサイズ	 約30×26cm
税込¥495（本体価格¥450）		発注単位：5
標準サイズ	 約30×40cm
税込¥605（本体価格¥550）		発注単位：5
ゆったりサイズ	 約30×80cm
税込¥990（本体価格¥900）		発注単位：3
品　質：表／綿100％　
　　　　裏／レーヨン100％
日本製

白鳥オリーブ

椿の華

キウイ

ゾウ

手のひらサイズ
TYS-974
4543479196080

手のひらサイズ
TYS-986
4543479196257

手のひらサイズ
TYS-976
4543479196103

手のひらサイズ
TYS-982
4543479196219

手のひらサイズ
TYS-984
4543479196233

標準サイズ 
TYC-874　
4543479195380

標準サイズ 
TYC-886　
4543479195533

標準サイズ 
TYC-876
4543479195403

標準サイズ 
TYC-882　
4543479195496

標準サイズ 
TYC-884　
4543479195519

ゆったりサイズ 
TYD-774
4543479195724

ゆったりサイズ 
TYD-786　
4543479195892

ゆったりサイズ 
TYD-776
4543479195748

ゆったりサイズ 
TYD-782
4543479195854

ゆったりサイズ 
TYD-784
4543479195878

ベリー
手のひらサイズ
TYS-988
4543479196271

標準サイズ
TYC-888
4543479195557

ゆったりサイズ
TYD-788
4543479195915

キンモクセイ
手のひらサイズ
TYS-987
4543479196264

標準サイズ 
TYC-887
4543479195540

ゆったりサイズ 
TYD-787
4543479195908

ブルーガーデン
手のひらサイズ
TYS-971
4543479196059

標準サイズ 
TYC-871　
4543479195014

ゆったりサイズ 
TYD-771
4543479195694

ハリネズミ
手のひらサイズ
TYS-985
4543479196240

標準サイズ 
TYC-885　
4543479195526

ゆったりサイズ 
TYD-785
4543479195885

アボカド
手のひらサイズ
TYS-975
4543479196097

標準サイズ 
TYC-875
4543479195397

ゆったりサイズ 
TYD-775
4543479195731

だるまドット
手のひらサイズ
TYS-978
4543479196127

標準サイズ 
TYC-878　
4543479195427

ゆったりサイズ 
TYD-778
4543479195762

ミモザ
手のひらサイズ
TYS-983
4543479196226

標準サイズ 
TYC-883　
4543479195502

ゆったりサイズ 
TYD-783
4543479195861
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レモントマトドット

オレンジ桜づくし

矢絣七宝

七宝花文

ゆったりサイズ 
TYD-N421
4543479195830

ゆったりサイズ 
TYD-752
4543479195625

ゆったりサイズ 
TYD-N404
4543479195809

ゆったりサイズ 
TYD-763
4543479195656

ゆったりサイズ 
TYD-634
4543479195564

手のひらサイズ
TYS-966
4543479196035

ゆったりサイズ 
TYD-736
4543479195601

標準サイズ 
TYC-N521　
4543479194987

標準サイズ 
TYC-852
4543479194970

標準サイズ 
TYC-N504
4543479194994

標準サイズ 
TYC-863
4543479195335

標準サイズ 
TYC-654　
4543479195274

標準サイズ 
TYC-866
4543479195342

標準サイズ 
TYC-836　
4543479195304

手のひらサイズ
TYS-N621
4543479196196

手のひらサイズ
TYS-952
4543479195984

手のひらサイズ
TYS-N604
4543479196165

手のひらサイズ
TYS-963
4543479196011

手のひらサイズ
TYS-674
4543479195922

ゆったりサイズ 
TYD-766
4543479195670

手のひらサイズ
TYS-936
4543479195960

森の小鳥
ゆったりサイズ 
TYD-S415
4543479195588

標準サイズ 
TYC-S515　
4543479195298

手のひらサイズ
TYS-S615
4543479195946

トリトリ
手のひらサイズ
TYS-951
4543479195977

標準サイズ 
TYC-851
4543479195311

ゆったりサイズ 
TYD-751
4543479195618

ハーブ
ゆったりサイズ 
TYD-N418
4543479195823

標準サイズ 
TYC-N518
4543479195472

手のひらサイズ
TYS-N618
4543479196189

ハナウメ
手のひらサイズ
TYS-956
4543479195991

標準サイズ 
TYC-856
4543479194963

ゆったりサイズ 
TYD-756
4543479195632

アップル
ゆったりサイズ 
TYD-N402
4543479195793

標準サイズ 
TYC-N502　
4543479195458

手のひらサイズ
TYS-N602
4543479196158

満開菊
手のひらサイズ
TYS-964
4543479196028

標準サイズ 
TYC-864　
4543479194956

ゆったりサイズ 
TYD-764
4543479195663

四つ葉のクローバー
ゆったりサイズ 
TYD-735
4543479195595

標準サイズ 
TYC-835　　
4543479195007

手のひらサイズ
TYS-935
4543479195953

手のひらサイズ	 約30×26cm
税込¥495（本体価格¥450）		発注単位：5
標準サイズ	 約30×40cm
税込¥605（本体価格¥550）		発注単位：5
ゆったりサイズ	 約30×80cm
税込¥990（本体価格¥900）		発注単位：3
品　質：表／綿100％　
　　　　裏／レーヨン100％
日本製

毛羽立ちが少なくガラスなど
の食器をきれいに拭くことが
できます。

優しい肌触りは沐浴や小さな
お子さまのタオルにもおすす
めです。

ハンカチとしてもお使い頂け
ます。

ディスプレイ什器あります

標準サイズ
8柄×各5枚=計40枚陳列可能

30cm

30cm40cm

TIO-DIS

ディスプレイ什器(紙製)
税込¥2,750（本体価格¥2,500）

※詳細は担当営業までお問い合わせ下さい。
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レッド
CAM-201
4543479197308

イエロー
CAM-202
4543479197315

ネイビー
CAM-207
4543479197537

グレージュ
CAM-205
4543479197520

グリーン
CAM-206
4543479197322

チャコール
CAM-204
4543479197513

チャコール
CAM-004
4543479166847

グレージュ
CAM-005
4543479166854

グリーン
CAM-006
4543479166861

CAM-007
4543479166878

ネイビー

レッド
CAM-001
4543479166816

イエロー
CAM-002
4543479166823

ブラウン
CAM-003
4543479166830

スリッパ
みたいなルームソックス

足元をさらにあたたかく！くるぶしロングタイプが新登場！！

総パイルの生地
やわらかな
履き心地

外側

お手入れ
洗濯ネットに
入れて洗えます！

足首
ゆるめの履き口
片手で脱ぎ履き
楽ちん

あたたかみのある風合いとカラーバリエーション。
パイルと起毛生地、2枚合わせの程よい厚み感で
足首の締め付けもなく靴下の上からするっと履ける
ルームソックスです。
こだわりの二層式で足元からの冷えを防ぎます。

パッケージイメージ
パッケージイメージ

内側
肌触りが良く
あたたかい
起毛仕様

フリーサイズ、ユニセックス仕様

サイズ：Free size (22.0～27.0cm)
品　質：アクリル・ナイロン・ポリエステル・毛
日本製

カミーノカミーノ(ルーム靴下くるぶしロング )

税込￥2,970（本体価格¥2,700）　発注単位：2

サイズ：Free size (22.0～27.0cm)
品　質：アクリル・ナイロン・毛
日本製

カミーノカミーノ(ルーム靴下 )

税込￥2,530（本体価格¥2,300）　発注単位：2
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(小)箱サイズ：W11×H17.5×D1.8cm

パッケージイメージ

パッケージイメージ

今治うまれの抗ウイルスシリーズ｢ Ufufu ｣は
抗ウイルス抗菌成分｢Etak® イータック｣を使用しています。
※｢Etak®( イータック )｣とは、抗ウイルス抗菌成分として口腔内の治療や洗浄時
　に使用する消毒液をベースに、広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品
　化された固定化抗菌成分です。（特許番号第 4830075 号）

優れた抗菌・抗ウイルス性
この加工技術を施した部分の表面に付いた特定のウイルスの数を
減らし、特定の細菌の増殖を抑えます。約20種類の微生物（細菌・
ウイルス・かび）に対しての効果を確認しています。
※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。

ウイルス
対策に

ウイルスの
増殖を抑制

ニオイの
対策に

ニオイのもとになる
菌の増殖を抑制

安心

歯科医院などで
使用のうがい薬の

成分をベースに開発

27cm

18cm

4.5cm

サイズ ： 約60×180cm(房込み)
パッケージ ： 約W18×H27×D4.5cm
品　質 ： 綿100％(Etak®抗ウイルス加工)
日本製(今治)

ufufu グラデーションストール（抗ウイルス加工）

税込￥3,850（本体価格¥3,500）　発注単位：3

ピンク
◆UFFS-035A PI 
4543479176297

グレー
◆UFFS-035D GY 
4543479176327

モスグリーン
◆UFFS-035E MG
4543479176334

ブルー
◆UFFS-035B BL 
4543479176303

ライトグリーン
◆UFFS-035C LG
4543479176310

やわらかなグラデーションカラーと
ふんわりやわらかな肌触りで、
思わず｢うふふ｣と微笑んでしまう
抗菌・抗ウイルスストール。
口元を覆えば、マスク代わりの
エチケットとしても
お使いいただけます。

※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。

(大)箱サイズ：W11×H21.5×D4cm

パッケージイメージ

※音声が出ますので、
　ご注意ください。

吸湿性 通気性 保湿性
吸湿性 通気性 保湿性

おやすみネックウォーマー

TSU-260　4543479181451
税込¥2,860（本体価格¥2,600）

サイズ：首まわり／約32〜70cm　丈／約23cm
品　質：絹97％・ナイロン2%・ポリウレタン1%
日本製　発注単位：2

おやすみ手袋

TSU-160　4543479181437
税込¥1,760（本体価格¥1,600）

サイズ：全長／約24cm　手のひらまわり／約16cm
品　質：絹80％・ナイロン18%・レーヨン2%
日本製　発注単位：2

かかと美容サポーター(保湿シート付)

TSU-180　　4543479181413
税込¥1,980（本体価格¥1,800）

サイズ：足首まわり／19〜36cm　丈／約19cm
品　質：絹55％・ポリエステル30%・ナイロン10%
　　　　ポリウレタン5%　シート部分／ポリエステル100%
日本製　発注単位：2

フィンガーソックス

TSU-120　　4543479181420
税込¥1,320（本体価格¥1,200）

サイズ：22〜26.5cm
品　質：絹90％・ポリエステル7%・ポリウレタン2%・

ナイロン1%
日本製　発注単位：2

レッグウォーマー

TSU-200　　4543479181468
税込¥2,200（本体価格¥2,000）

サイズ：ふくらはぎまわり／18〜40cm　丈／約42cm
品　質：絹90％・ポリエステル8%・ポリウレタン2%
日本製　発注単位：2

おやすみソックス  Sサイズ

TSU-181　　4543479181444
税込¥1,980（本体価格¥1,800）

サイズ：22〜24.5cm
品　質：絹85％・ナイロン14%・ポリエステル1%
日本製　発注単位：2

ウエストウォーマー

TSU-400　　4543479181406
税込¥4,400（本体価格¥4,000）

サイズ：ウエスト58〜92cm
品　質：絹98％・ポリウレタン2%
日本製　発注単位：1

吸湿性 通気性 保湿性
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月の絹ufufu stole

シルク素材は外の暑さ・寒さに影響されにくく

（熱伝導率が低い）、着心地快適に保ちます。

さらに、吸湿性・保温性にも優れた繊維で、

軽やかな薄さとしなやかな特性を持ちながら、

「冬は暖かく、夏は涼しい」快適な天然の

エアコン素材です。



重ねづけにも

シルクマスク
シルクがお肌にしっとり馴染む

シルクは吸湿性と放湿性が高くマスクの中の湿度を程よく
快適に保ってくれます。肌への負担を心配することなく
安心して心地よく快適につけていただけます。

Sサイズ
MSK-SS01
4543479198756

Mサイズ
MSK-SM01
4543479198831

ペールピンク

Sサイズ
MSK-SS02
4543479198763

Mサイズ
MSK-SM02
4543479198848

ラベンダー

Sサイズ
MSK-SS03
4543479198770

Mサイズ
MSK-SM03
4543479198855

アイスグレー

Sサイズ
MSK-SS04
4543479198787

Mサイズ
MSK-SM04
4543479198862

グレー

Sサイズ
MSK-SS05
4543479198794

Mサイズ
MSK-SM05
4543479198879

エクリュ

Sサイズ
MSK-SS06
4543479198800

Mサイズ
MSK-SM06
4543479198886

モスグリーン

Sサイズ
MSK-SS07
4543479198817

Mサイズ
MSK-SM07
4543479198893

ネイビー

Sサイズ
MSK-SS08
4543479198824

Mサイズ
MSK-SM08
4543479198909

ノワールブラック

日本製不織布マスク 3枚入り

国内生産による高品質
フィルタ捕集効率試験
細菌を含む飛沫 : 平均 99％カット (BFE 試験 )
ウイルスを含む飛沫 : 平均 99％カット (VFE 試験 )
微粒子ろ過効率 : 平均 99％カット (PFE 試験 )
一般財団法人カケンテストセンター調べ

メガネが曇りにくいノーズフィッター付の不織布
マスクです。内側は銀系抗菌剤を使用した不織
布と空気中の微粒子 (0.0001mm)を 99％カット
するフィルタの 4層構造になっています。単品
使い、シルクマスクとセットでお使いいただけます。
※マスクは感染を完全に防ぐものではありません。

マスクの重ねづけ おやすみマスクに お肌にやさしい

約 16cm

約
13cm

約 22cm

約
14cm

S サイズ Mサイズパッケージ

セット内容：シルクマスク ×1 枚、立体 4 層構造不織布マスク ×3 枚
箱サイズ：W14×Ｈ21×Ｄ1cm

シルクマスク セット

税込￥3,850（本体価格¥3,500）　発注単位：1

シルクマスク         サイズ：( S ) 約 W16×H13cm　 ( M ) 約 W22×H14cm
品　質：シルク 77%、ナイロン 11%、ポリエステル 11%、ポリウレタン１％　
日本製

立体 4 層構造不織布マスク         サイズ：約 16×9cm
品　質：本体・フィルター ( ポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレン )
　　　　耳ひも（ポリエステル、ポリウレタン）ノーズフィッター（ポリエチレン）
　　　　抗菌剤：銀系抗菌剤（表面の不織布より２層目に使用）
日本製

お肌にしっとり馴染むシルクマスクと
日本製不織布マスクのセット。
シルクマスクはマスクの中の湿度を程よく快適に
保ってくれます。
おやすみマスクや外出時の重ねづけ用に
専用ボックス入りなので、
ギフトにもオススメです。
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ニオイ
対策に

洗える
マスク

抗菌
抗ウイルス

耳が痛く
なりずらい

やさしい
肌ざわり

顔のラインに
フィット

家庭洗濯50回後も、繊維上の特定の細菌の増殖を抑制し、
特定のウイルスの数を99％以上減少させます。

※｢Etak®(イータック )｣とは、抗ウイルス抗菌成分として口腔内の
　治療などに使用する消毒液をベースに、広島大学大学院二川浩樹教授の
　研究により商品化された固定化抗菌成分です。(特許番号第 4830075 号 )

パッケージイメージ

Lサイズ
◆MSK-CL001WH
4543479180041

マスク/ホワイト
Lサイズ
◆MSK-CL002BK
4543479180058

マスク/ブラック
Mサイズ
◆MSK-CL001WH  M
4543479180201

Mサイズ
◆MSK-CL002BK  M
4543479180218

H(高さ)

W(横幅)

サイズ

(M)W200×H130mm

( L )W220×H145mm
Mサイズ(やや小さめサイズ)

着用イメージ
Lサイズ(ふつうサイズ)
着用イメージ

12.5cm

20cm

サイズ ： (M)W200×H130mm　(L)W220×H145mm
品　質 ： 表布 (外側　クレンゼ加工)
　　　　綿65％　ポリエステル35％
　　　　裏布(口元側)：綿100％
日本製

抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術
クレンゼを使用したマスク(ホワイト/ブラック)

税込￥1,650（本体価格¥1,500）　発注単位：5 20

を使用した MASK
抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術 CLEANSE® は

固定化抗菌成分 を使用しています

※抗菌・抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません
※抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません
※抗菌性、抗ウイルス性の評価に関しましては、クラボウの独自評価によるものです

オーガニックコットンマスク
（レギュラーサイズ）
MSK-OGC-50
4543479152154

オーガニックコットンマスク
（小さめサイズ）
MSK-OGC-51
4543479152161

オーガニックコットンマスク
（小さめサイズ）
税込¥550（本体価格¥500）　発注単位：5
パッケージサイズ：20×13×1.5cm
マスクサイズ：14.5×9cm／入り数：5枚
品　質：�本体・フィルタ（ポリプロピレン、綿）

耳ひも（ポリウレタン、ポリエステル）
ノーズフィッター（ポリエチレン）

フィリピン製

オーガニックコットンマスク
（レギュラーサイズ）
税込¥550（本体価格¥500）　発注単位：5
パッケージサイズ：23.5×13×1.5cm
マスクサイズ：17.5×9cm／入り数：5枚
品質：�本体・フィルタ（ポリプロピレン、綿）

耳ひも（ポリウレタン、ポリエステル）
ノーズフィッター（ポリエチレン）

フィリピン製
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オーガニックコットンマスク抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術 CLEANSE®  マスク　



日本のデザイナー ・ イラストレーターの
個性豊かなデザインが施された
抗菌マスクケースと
こだわりマスクのセットです。
３ポケット仕様なので使用中の
マスクはもちろん、未使用のマスクの
ストックも可能です。

抗菌マスクケース＆
日本製立体4層構造マスクセット

内側

抗菌マスクケース＆マスクセット 抗菌マスクケース単品

マスクケース
をトップに！

マスクのパッケージ
をトップに！

パッケージ

抗菌マスクケース＆
日本製立体4層構造マスクセット

内側

抗菌マスクケース＆マスクセット 抗菌マスクケース単品

マスクケース
をトップに！

マスクのパッケージ
をトップに！

パッケージ

※音声が出ますので、
　ご注意ください。

PRAIRIE DOG

 

 

 

PRAIRIE DOG

PRAIR
 

日本製立体４層構造マスク

医療用マスクと同じ高水準試験結果！
細菌を含む飛沫:平均99％カット

（BFE試験）
ウイルスを含む飛沫:平均99％カット

（VFE試験）
微粒子ろ過効率:平均99％カット

（PFE試験）
耐浸透性

（血液の浸透しにくさ）
可燃性

（火の燃え広がりにくさ）
安全衛生的・通気性
（息の吸いやすさ）

clear

clear

clear

clear

clear

clear

医療用レベル適合判定
全てクリア！

本体・フィルター
( ポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレン )
耳ひも（ポリエステル、ポリウレタン）
ノーズフィッター（ポリエチレン）
銀系抗菌剤（表面の不織布より２層目に使用）

抗菌剤

品　質

（99％カットフィルタ）空気中の微粒子
（0.0001mm）

銀系抗菌不織布 フィルタ

医療用レベル適合判断で全ての基準をクリアしている高性能不織布マスク。
マスクをすることが日常の習慣になった今、安全で衛生面にも優れているプレーリードッグのマスクをぜひお試しください！

4層フィルタの高性能マスク
花粉・ホコリ・ウィルス飛沫・PM2.5対策に!!

やさしいソフトタイプの耳ひも

眼鏡のくもり止め機能

鼻の形にぴったり
樹脂製ノーズフィッター

イメージ図

（一般財団法人カケンテストセンター実施データ）

PFE

BFE、VFE

遊離ホルムアルデヒト量

可燃性

圧力損失

マスクの人工血液バリア性

蛍光

MSK-30　4543479114527
箱サイズ：約 13×22.5×9.5cm
マスクサイズ：16×9cm　
日本製

日本製  立体４層構造マスク  30枚セット

税込￥2,750（本体価格¥2,500）　発注単位：2

MSK-08　4543479113940
パッケージサイズ：23.5×13×2cm
マスクサイズ：16×9cm　
日本製

日本製 立体４層構造マスク 8枚セット

税込￥748（本体価格¥680）　発注単位：5

抗菌マスクケース＆マスクセット

抗菌マスクケース単品

内側 マスクケース
をトップに！

マスクのパッケージ
をトップに！

サイズ：W11.5×H22cm　
品　質：ポリプロピレン（抗菌剤 / 無機系抗菌剤）
日本製

抗菌マスクケース　単品

税込￥440（本体価格¥400）　発注単位：5

セット内容：マスク 3 枚、マスクケース１枚
・日本製立体４層構造マスク
　サイズ：約 16×9cm
　品　質
　本体・フィルター（ポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレン）
　耳ひも　　　　　（ポリエステル、ポリウレタン）
　ノーズフィッター（ポリエチレン）
　抗菌剤
　銀系抗菌剤（表面の不織布より２層目に使用）

抗菌マスクケース＆日本製立体4層構造マスクセット

税込￥550（本体価格¥500）　発注単位：5

4543479178116
4543479197872

単品
マスク3枚セット

MSK3P-025
MSKJ-525

ほほえみ文鳥
4543479175146
4543479197773

単品
マスク3枚セット

◆MSK3P-014
◆MSKJ-514

ねこと星

DESIGNER［北村 ハルコ］
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抗菌マスクケース＆日本製立体 4 層構造マスク日本製立体 4 層構造マスク



4543479175078
4543479197711

単品
マスク3枚セット

MSK3P-007
MSKJ-507

Blue flower

4543479175092
4543479197735

単品
マスク3枚セット

◆MSK3P-009
◆MSKJ-509

マニキュア

4543479175085
4543479197728

単品
マスク3枚セット

◆MSK3P-008
◆MSKJ-508

Midnight cat

ディスプレイ什器あります

4543479175115
4543479197759

単品
マスク3枚セット

MSK3P-011
MSKJ-511

動物と花
4543479175207
4543479197827

単品
マスク3枚セット

MSK3P-020
MSKJ-520

ピンクの花畑

4543479175108
4543479197742

単品
マスク3枚セット

◆MSK3P-010
◆MSKJ-510

colorful bear
4543479175238
4543479197858

単品
マスク3枚セット

MSK3P-023
MSKJ-523

晴れた空

4543479178123
4543479197889

単品
マスク3枚セット

◆MSK3P-026
◆MSKJ-526

ロンド
4543479175221
4543479197841

単品
マスク3枚セット

MSK3P-022
MSKJ-522

花と鳥

4543479175191
4543479197810

単品
マスク3枚セット

◆MSK3P-019
◆MSKJ-519

かば

4543479175184
4543479197803

単品
マスク3枚セット

◆MSK3P-018
◆MSKJ-518

深海魚
4543479175177
4543479197797

単品
マスク3枚セット

◆MSK3P-017
◆MSKJ-517

貝殻

4543479175160
4543479197780

単品
マスク3枚セット

◆MSK3P-016
◆MSKJ-516

チンアナゴ

4543479175245
4543479197865

単品
マスク3枚セット

◆MSK3P-024
◆MSKJ-524

コトコト積み木

4543479175139
4543479197766

単品
マスク3枚セット

MSK3P-013
MSKJ-513

オカメインコとチェリー

4543479175214
4543479197834

単品
マスク3枚セット

MSK3P-021
MSKJ-521

Pure lemon

DESIGNER［堀内 映子］

DESIGNER［しまざき あんみ］

DESIGNER［吉田 未玲］

DESIGNER［ホラグチ カヨ］

DESIGNER［ももろ］

DESIGNER［シマザキ ミユキ］

DESIGNER［れも］DESIGNER［菊池 留美子］

サイズ：W11.5×H22cm　
品　質：ポリプロピレン（抗菌剤 / 無機系抗菌剤）
日本製

抗菌マスクケース　単品

税込￥440（本体価格¥400）　発注単位：5

セット内容：マスク 3 枚、マスクケース１枚
・日本製立体４層構造マスク
　サイズ：約 16×9cm
　品　質
　本体・フィルター（ポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレン）
　耳ひも　　　　　（ポリエステル、ポリウレタン）
　ノーズフィッター（ポリエチレン）
　抗菌剤
　銀系抗菌剤（表面の不織布より２層目に使用）

抗菌マスクケース＆日本製立体4層構造マスクセット

税込￥550（本体価格¥500）　発注単位：5

4543479152048
4543479197698

単品
マスク3枚セット

MSK3P-002
MSKJ-502

English garden

4543479152079
4543479197704

単品
マスク3枚セット

MSK3P-005
MSKJ-505

neko sanpo

DESIGNER［中村 メグミ］

DESIGNER［ひしだ ようこ］

デザイナーズジャパン
抗菌マスクケース　
税込¥440
（本体価格¥400）
6柄×各10個=計60個
陳列可能

※詳細は担当営業までお問い合わせください。

マスクケース吊り下げ什器
MSK-DIS　税込￥1,650（本体価格¥1,500）

60

97 98

マ
ス
ク

マ
ス
ク
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SIAAマークは ISO22196 法に
より評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドライン
で品質管理・情報公開された
製品に表示されています。 

TOM Multi （トム マルチ）
◆LTDS-MSK3P-501　4543479175757

PORNIC （ポルニック）
◆LTDS-MSK3P-502　4543479175764

JUNE SUNSET （ジューヌ サンセット）
◆LTDS-MSK3P-503　4543479175771

抗菌マスクケース （3ポケットタイプ）

品　質：ポリプロピレン（抗菌剤/無機系抗菌剤）
日本製

サイズ：W22×H11.5cm　
マスクケース1枚入り

税込￥550（本体価格¥500）　発注単位：5

フランス語で｢太陽の生地｣を意味する｢レ・トワール・デュ・ソレイユ｣
フランス最南端の村｢サンローラン・ドゥ・セルダン｣で1860年から続く伝統的な生地工場から生
まれました。マルチストライプの生地が特徴で、カタルーニャ地方の爽やかな気候を表したよう
な鮮やかなパターンからシンプルなパターンまで、いずれも魅力ある風合いを持っています。
プレーリードッグでは、100種類以上ある｢レ・トワール・デュ・ソレイユ｣のテキスタイルデザインの
中から、人気の9柄をピックアップしました。 

※ケースのみの商品です。マスクは入っておりません。

CAPRI（カプリ）
◆LTDS-DJQ-14001
4543479166311

CITRONNELLE（シトロネル）
◆LTDS-DJQ-14002
4543479166328

DA SILVA（ダ シルヴァ）
◆LTDS-DJQ-14003
4543479166335

2way Shopping Bag
税込¥1,650（本体価格¥1,500）　発注単位：5
サイズ：約W53×H40cm　持ち手の長さ：約20cm
　　　　（ポケット：約W16×H14cm）
品　質：ポリエステル100％　
中国製

Pocket Design Pocket Design Pocket Design

日常生活のいろいろな場面に合わせて
使えるたっぷり大容量のエコバッグ。
畳んでポケットに収納すれば、
鞄の中に入れても邪魔にならない
コンパクトサイズに。
サイドのスナップボタンを留めると
マチ付きの小さめバッグになる
2way仕様です。

TOM Multi（トム マルチ）
LTDS-DJQ-14007
4543479175696
※再生ポリエステル使用

PORNIC（ポルニック）
LTDS-DJQ-14008
4543479175702
※再生ポリエステル使用

JUNE SUNSET（ジューヌ サンセット）
LTDS-DJQ-14009
4543479175719
※再生ポリエステル使用

Pocket Design Pocket Design Pocket Design
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サイズ比較

26cm
40cm

80cm
はんかち

ふきん

たおる

30cm 30cm 30cm

CITRONNELLE
（シトロネル）
◆LTDS-JH802
4543479166267
認定番号：第2019-1875号

DA SILVA
（ダ シルヴァ）
◆LTDS-JH803
4543479166274
認定番号：第2019-1877号

CAPRI
（カプリ）
◆LTDS-JH801
4543479166250
認定番号：第2019-1879号

SANTORIN
（サントラン）
◆LTDS-JH804
4543479166281
認定番号：第2019-1878号

SAKURA
（サクラ）
◆LTDS-JH805
4543479166298
認定番号：第2019-1880号

ZINNIA
（ジニア）
◆LTDS-JH806
4543479166304
認定番号：第2019-1876号

Package Image

Package Image

Package Image

Package Image

Package Image

Package Image

ふきん
◆LTDS-TY-601
4543479166137

ふきん
◆LTDS-TY-602
4543479166144

たおる
◆LTDS-TY-901
4543479166076

たおる
◆LTDS-TY-902
4543479166083

CAPRI（カプリ）
はんかち
◆LTDS-TY-501
4543479166199

CITRONNELLE（シトロネル）
はんかち
◆LTDS-TY-502
4543479166205

ふきん
◆LTDS-TY-603
4543479166151

ふきん
◆LTDS-TY-605
4543479166175

ふきん
◆LTDS-TY-604
4543479166168

はんかち
◆LTDS-TY-506
4543479166243

たおる
◆LTDS-TY-903
4543479166090

たおる
◆LTDS-TY-905
4543479166113

たおる
◆LTDS-TY-904
4543479166106

ふきん
◆LTDS-TY-606
4543479166182

DA SILVA（ダ シルヴァ）
はんかち
◆LTDS-TY-503
4543479166212

SAKURA（サクラ）
はんかち
◆LTDS-TY-505
4543479166236

SANTORIN（サントラン）
はんかち
◆LTDS-TY-504
4543479166229

ZINNIA（ジニア）

蚊帳生地たおる・ふきん・はんかち蚊帳生地たおる・ふきん・はんかち
綿とレーヨンの混紡なので綿のもつ強さと
天然パルプ繊維からできたレーヨンの柔らかさや
吸水性の良さが特徴です。
毛羽立ちも少なく、食器やグラスなど、
とてもきれいに拭くことができます。

品　質：表/綿100％　裏/レーヨン100％　日本製

はんかち  約30×26cm 税込¥550（本体価格¥500）　発注単位：5
ふきん　  約30×40cm 税込¥660（本体価格¥600）　発注単位：5
たおる　  約30×80cm 税込¥990（本体価格¥900）　発注単位：3

× 今治タオル

チーズの気泡をイメージしたドット模様に
ストライプを掛け合わせました。
表と裏で柄の見え方・印象が変わるので
違った雰囲気を楽しめます。

Pile Handkerchief

× 今治タオル

チーズの気泡をイメージしたドット模様に
ストライプを掛け合わせました。
表と裏で柄の見え方・印象が変わるので
違った雰囲気を楽しめます。

Pile Handkerchief

両面パイルハンカチ
税込¥880（本体価格¥800）　発注単位：5

サイズ：約25×25cm
品　質：綿100％　
日本製（今治）

チーズの気泡をイメージしたドット模様に
ストライプを掛け合わせました。
表と裏で柄の見え方・印象が変わるので
違った雰囲気を楽しめます。
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自分に似合うエコバッグがコンセプトの
スタイルバッグにディズニー柄が新登場！
普段のお買い物やお出かけ時の
サブバッグにぴったり。
小さく折りたためて持ち運びにも
便利です。持ちやすさを意識した
おしゃれなプリント柄に、
中央のキャラクターネームで
可愛らしさをプラスしました。

抗菌防臭

再生PET
生地を使用

たたむと
コンパクトに

洗濯OK

※デュポン社のSILVADURTM抗菌剤を使用しています

Style Bag

サイズ：約W35×H40×D15cm　
持ち手の高さ：約 25cm
品　質：ポリエステル100％(再生ポリエステル使用)　
中国製

税込￥1,870（本体価格¥1,700）　発注単位：5

DSN-NU-211603
4543479197100

DSN-NU-211601
4543479197087

ミッキー
DSN-NU-211602
4543479197094

ミニー くまのプーさん

DSN-NU-211604
4543479197117

101匹わんちゃん
DSN-NU-211605
4543479197124

アリエル
DSN-NU-211606
4543479197131

ジャスミン

ディスプレイ什器あります

※詳細は担当営業までお問い合わせください。

カウンター什器 ( 紙製 )
DSN-NU-KJ　
税込￥4,400（本体価格¥4,000）

6柄×各3個=計18個
陳列可能

29cm 26cm

27cm

60

※ 2022 年 8 月 1 日より価格を改定いたします。　　〈DISNEY〉  Style Bag

2022 GOODS COLLECTION

本誌掲載商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、許諾された著作権を使用して株式会社ニュートラルコーポレーションが発売するものです。（P.02〜P.07、P.13〜P.14）
本誌掲載商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、許諾された著作権を使用して丸眞株式会社が発売するものです 。（P.08〜P.12）

（P.104〜P.112）
（P.113〜P.118）丸眞株式会社の契約により、許諾された著作権を使用して株式会社プレーリードッグが発売するものです。
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〈DISNEY〉  2way Shopping Bag〈DISNEY〉  2way Shopping Bag　　※2022年8月1日より価格を改定いたします。

Pocket Design Pocket Design

2way!! Shopping Bag
ディズニーキャラクターと
一緒に出かけよう！

2way Shopping Bag
税込¥1,650（本体価格¥1,500）　発注単位：5

サイズ：約W53×H40cm　持ち手20cm
　　　　（ポケット：約W16×H14cm）
品　質：ポリエステル100％
中国製

ブルータイル
DSN-DJQ-5821
4543479196400

Pocket Design Pocket Design

プレゼント
DSN-DJQ-3618　
4543479151423

トラベラーズ/ミッキー＆ミニー
◆DSN-DJQ-5421　
4543479180003

Pocket Design

オアシスデート/ミッキー&ミニー
◆DSN-DJQ-4820　
4543479175436

Pocket Design

Pocket DesignPocket Design Pocket Design

レモン／ミニー
DSN-DJQ-5921
4543479197667

ファッション ミニー
DSN-DJQ-3518　
4543479151416

フローラルミニー
DSN-DJQ-2117　
4543479136406

ミニー/HANA
◆DSN-DJQ-4119　
4543479163174

花畑
DSN-DJQ-0213　
4543479087920

Pocket Design

ガーリースタイル/ミニー
◆DSN-DJQ-4920　
4543479175443

ペイント/ミニー
◆DSN-DJQ-5521　
4543479180010

Pocket Design
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〈DISNEY〉  2way Shopping Bag〈DISNEY〉  2way Shopping Bag　　※2022年8月1日より価格を改定いたします。

亀甲/ミッキー
◆DSN-DJQ-4620
4543479169602

Pocket Design

市松/ミニー
◆DSN-DJQ-4520
4543479169596 

Pocket Design

菊紋/ミッキー＆ミニー
◆DSN-DJQ-4720
4543479169619

Pocket DesignPocket Design

クラシックアリス
◆DSN-DJQ-2217　
4543479136413

フラワーガーデン
DSN-DJQ-4319　
4543479163198

Pocket Design Pocket DesignPocket Design

Pocket Design

あじさいとティンカー・ベル
DSN-DJQ-3718　
4543479151430

Pocket Design

ボタニカルバンビ
DSN-DJQ-2317　
4543479136420

Pocket Design

Pocket Design Pocket Design Pocket Design

トライアングル ミッキー
◆DSN-DJQ-3418
4543479151409

2way Shopping Bag
税込¥1,650（本体価格¥1,500）　発注単位：5

サイズ：約W53×H40cm　持ち手20cm
　　　　（ポケット：約W16×H14cm）
品　質：ポリエステル100％
中国製

アリス・イン・ワンダーランド
DSN-DJQ-5621
4543479196387

ボタニカル／ティンカー・ベル
DSN-DJQ-5721
4543479196394

海の世界
DSN-DJQ-6121
4543479197681

空に願いを
DSN-DJQ-6021
4543479197674

Dogs
DSN-DJQ-5220　
4543479175474
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〈DISNEY〉  Shopping basket Bag〈DISNEY〉  2way Shopping Bag　　※2022年8月1日より価格を改定いたします。

ショッピングバスケットバッグ
（レジかごバッグ）

税込¥3,080（本体価格¥2,800）  発注単位：3

サイズ： 本体／約W40×H30×D25cm
　　　　（ポケット：約W22×H19cm）
品　質：ポリエステル100％
中国製

レジかごにすっぽりはまる！
たっぷりとマチのあるショッピングバッグです。
開口部が巾着タイプのなので、中の物がこぼれることも無く、
目隠しにもなります。内側のポケットに畳んで収納もできて、
持ち運びにも便利です！

開口部は巾着になっています

25cm
40cm

30cm

可愛いお花
◆DSN-DJRK-008　
4543479169671

エレガント/ミニー
◆DSN-DJRK-013　
4543479180027

容量
約24ℓ

Pocket DesignPocket Design Pocket Design

カラフルプー
◆DSN-DJQ-2817　
4543479142704

風船とプーさん
DSN-DJQ-3818　
4543479151447

くまのプーさん/お花
DSN-DJQ-4419　
4543479163204

Pocket Design

クラシック/ミニー
◆DSN-DJRK-014　
4543479180034

フレンズ
◆DSN-DJRK-009　
4543479169688

シーグラス/アリス
◆DSN-DJRK-010　
4543479169695

ミッキー/モチーフ
◆DSN-DJRK-012　
4543479169718

2way Shopping Bag
税込¥1,650（本体価格¥1,500）　発注単位：5

サイズ：約W53×H40cm　持ち手20cm
　　　　（ポケット：約W16×H14cm）
品　質：ポリエステル100％
中国製

ボタニカル/くまのプーさん
DSN-DJQ-5020　
4543479175450

Pocket Design

くまのプーさん
◆DSN-DJQ-1015　
4543479114381



内側抗菌加工の
　マスク収納ケース
�3ポケット仕様で使用中の

　マスクと予備マスクを
　分けて収納可能
�薄型なので持ち運びに

　もとっても便利

抗菌マスクケース（3ポケットタイプ）
税込¥550（本体価格¥500）　発注単位：5
マスクケース1枚入り
サイズ：22×11.5cm
品　質：ポリプロピレン(抗菌剤/無機系抗菌剤)　日本製

ミニー/HANA
◆DSN-MSK3P-024　
4543479163228

ミニーの持ち物
◆DSN-MSK3P-002　
4543479124267

デート
◆DSN-MSK3P-025　
4543479163235

ファッション ミニー
◆DSN-MSK3P-018　
4543479151478

フラワーガーデン
◆DSN-MSK3P-026　
4543479163242

あじさいとティンカー・ベル
◆DSN-MSK3P-020　
4543479151492

くまのプーさん/お花
◆DSN-MSK3P-027　
4543479163259

風船とプーさん
◆DSN-MSK3P-021　
4543479151782

お散歩
◆DSN-MSK3P-014　
4543479142407

TOY STORY4
◆DSN-MSK3P-023　
4543479163211

リトルグリーンメン
◆DSN-MSK3P-005　
4543479124298

オアシスデート/ミッキー&ミニー
◆DSN-MSK3P-028
4543479175313

ガーリースタイル/ミニー
◆DSN-MSK3P-029
4543479175320

ミニーへのプレゼント
◆DSN-MSK3P-019　
4543479151485

トライアングル ミッキー
◆DSN-MSK3P-017　
4543479151461

ボタニカル/くまのプーさん
◆DSN-MSK3P-030
4543479175337

ダンボ
◆DSN-MSK3P-031
4543479175344

Dogs
◆DSN-MSK3P-032
4543479175351
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〈DISNEY〉  抗菌マスクケース 3 ポケットタイプ〈DISNEY〉  抗菌マスクケース 3 ポケットタイプ



今治うまれの
ガーゼパイルハンカチ

海の世界
DSN-TIO-3221
4543479197070

クッキング
DSN-TIO-2921
4543479197049

レモンカフェ
DSN-TIO-2721
4543479197025

魔法の旅
DSN-TIO-3021
4543479197056

空に願いを
DSN-TIO-3121
4543479197063

りんご狩り
DSN-TIO-2821
4543479197032

今の生活にこだわりのデザインと品質をプラスする

ブランド　　　　よりディズニーシリーズが登場。

表面はお肌にやさしいガーゼ、裏面は吸水性の高い

パイル地のガーゼパイルハンカチ。

パイルの色はピンク、ブルー、ベージュ、グレーの

4カラー。

あなたにぴったりのデザインがきっとあるはず。

贈り物にも最適です！

今治うまれのガーゼパイルハンカチ

税込¥825（本体価格¥750）　発注単位：5
サイズ：約24×24㎝
品　質：綿100％　日本製(今治)

パイルにオーガニックコットン使用

風船とプーさん
DSN-TIO-1118　
4543479151553 

DSN-TIO-1920 DSN-TIO-2020 DSN-TIO-2120DSN-TIO-1820

DSN-TIO-1519 DSN-TIO-0918 DSN-TIO-2320 DSN-TIO-1419 DSN-TIO-0818

DSN-TIO-0218 DSN-TIO-2420 DSN-TIO-1118 DSN-TIO-1218 DSN-TIO-1719

DSN-TIO-2520 DSN-TIO-2620 DSN-TIO-0318DSN-TIO-1619 DSN-TIO-1018

DSN-TIO-0518 DSN-TIO-0618

DSN-TIO-2220

カラフル/プー
DSN-TIO-1218　
4543479151560 

DSN-TIO-1920 DSN-TIO-2020 DSN-TIO-2120DSN-TIO-1820

DSN-TIO-1519 DSN-TIO-0918 DSN-TIO-2320 DSN-TIO-1419 DSN-TIO-0818

DSN-TIO-0218 DSN-TIO-2420 DSN-TIO-1118 DSN-TIO-1218 DSN-TIO-1719

DSN-TIO-2520 DSN-TIO-2620 DSN-TIO-0318DSN-TIO-1619 DSN-TIO-1018

DSN-TIO-0518 DSN-TIO-0618

DSN-TIO-2220

DSN-TIO-1920 DSN-TIO-2020 DSN-TIO-2120DSN-TIO-1820

DSN-TIO-1519 DSN-TIO-0918 DSN-TIO-2320 DSN-TIO-1419 DSN-TIO-0818

DSN-TIO-0218 DSN-TIO-2420 DSN-TIO-1118 DSN-TIO-1218 DSN-TIO-1719

DSN-TIO-2520 DSN-TIO-2620 DSN-TIO-0318DSN-TIO-1619 DSN-TIO-1018

DSN-TIO-0518 DSN-TIO-0618

DSN-TIO-2220

フラワーガーデン
DSN-TIO-1619　
4543479163297

デート
DSN-TIO-1519　
4543479163280

DSN-TIO-1920 DSN-TIO-2020 DSN-TIO-2120DSN-TIO-1820

DSN-TIO-1519 DSN-TIO-0918 DSN-TIO-2320 DSN-TIO-1419 DSN-TIO-0818

DSN-TIO-0218 DSN-TIO-2420 DSN-TIO-1118 DSN-TIO-1218 DSN-TIO-1719

DSN-TIO-2520 DSN-TIO-2620 DSN-TIO-0318DSN-TIO-1619 DSN-TIO-1018

DSN-TIO-0518 DSN-TIO-0618

DSN-TIO-2220

ファッション/ミニー
DSN-TIO-0818　
4543479151522 

DSN-TIO-1920 DSN-TIO-2020 DSN-TIO-2120DSN-TIO-1820

DSN-TIO-1519 DSN-TIO-0918 DSN-TIO-2320 DSN-TIO-1419 DSN-TIO-0818

DSN-TIO-0218 DSN-TIO-2420 DSN-TIO-1118 DSN-TIO-1218 DSN-TIO-1719

DSN-TIO-2520 DSN-TIO-2620 DSN-TIO-0318DSN-TIO-1619 DSN-TIO-1018

DSN-TIO-0518 DSN-TIO-0618

DSN-TIO-2220

DSN-TIO-1920 DSN-TIO-2020 DSN-TIO-2120DSN-TIO-1820

DSN-TIO-1519 DSN-TIO-0918 DSN-TIO-2320 DSN-TIO-1419 DSN-TIO-0818

DSN-TIO-0218 DSN-TIO-2420 DSN-TIO-1118 DSN-TIO-1218 DSN-TIO-1719

DSN-TIO-2520 DSN-TIO-2620 DSN-TIO-0318DSN-TIO-1619 DSN-TIO-1018

DSN-TIO-0518 DSN-TIO-0618

DSN-TIO-2220

ティンカー・ベル
DSN-TIO-1018　
4543479151546 

DSN-TIO-2721
DSN-TIO-2921DSN-TIO-2821

DSN-TIO-3121DSN-TIO-3021
DSN-TIO-3221

DSN-TIO-2721
DSN-TIO-2921DSN-TIO-2821

DSN-TIO-3121DSN-TIO-3021
DSN-TIO-3221

DSN-TIO-2721
DSN-TIO-2921DSN-TIO-2821

DSN-TIO-3121DSN-TIO-3021
DSN-TIO-3221

DSN-TIO-2721
DSN-TIO-2921DSN-TIO-2821

DSN-TIO-3121DSN-TIO-3021
DSN-TIO-3221

DSN-TIO-2721
DSN-TIO-2921DSN-TIO-2821

DSN-TIO-3121DSN-TIO-3021
DSN-TIO-3221

DSN-TIO-2721
DSN-TIO-2921DSN-TIO-2821

DSN-TIO-3121DSN-TIO-3021
DSN-TIO-3221

ディスプレイ什器あります

9柄×各5枚=計45枚陳列可能

25cm

30cm

40.9cm

TIO-DIS2

ディスプレイ什器(紙製)
税込¥2,750（本体価格¥2,500）

※詳細は担当営業までお問い合わせ下さい。

90
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〈DISNEY〉  今治うまれのガーゼパイルハンカチ〈DISNEY〉  今治うまれのガーゼパイルハンカチ　　※ 2022 年 8 月 1 日より価格を改定いたします。



ミッキー
DSN-GIN-801
4543479197339

ミニー
DSN-GIN-802
4543479197346

ドナルド
DSN-GIN-803
4543479197353

デイジー
DSN-GIN-804
4543479197360

綿100%のガーゼが三層に重なって薄いのにしっかり吸収！
ガーゼは通気性もいいので、速乾性にも優れています！

・日本一のタオル産地、今治産のキッチンクロスです。

・生地は薄手仕上げ。吸水性と速乾性に優れています。

・毛羽立ちが少なく、食器やガラスのコップなどもきれいに

　拭くことができます。

・すぐに乾いて、匂いがつきにくく、いつもさらりと快適に

　使用できます。

３重ガーゼキッチンクロス

(フック掛けにも対応できます)

３重ガーゼキッチンクロス

DSＮ-GIN-802　チェック/ミニー

DSＮ-GIN-802　
チェック /ミニー

本商品は、ウォルト・ディズニ－・
ジャパン株式会社と丸眞株式
会社の契約により、株式会社
プレーリードッグが販売する
ものです。

ふきんサイズ　約 34cm×34cm

543479197346 4

サイズ：約 34×34cm　
品　質：綿 100%　スリット糸 (ミューファンⓇ) 使用
日本製 (今治 )

銀のふきん（3重ガーゼ）

税込￥880（本体価格¥800）　発注単位：5

1cm

17.5cm

パッケージイメージ

12cm

サイズ比較

はんかち

ふきん

たおる

30cm 30cm 30cm

26cm
40cm

80cm

たおる・ふきん・はんかち
奈良県産蚊帳生地使用

たおる	 約30×80cm
税込¥1,320（本体価格¥1,200）		発注単位：3
ふきん	 約30×40cm
税込¥880（本体価格¥800）		発注単位：3
はんかち	 約30×26cm
税込¥715（本体価格¥650）		発注単位：3
品　質：表／綿100％　
　　　　裏／レーヨン100％
日本製

天然パルプ繊維から生まれたレーヨンなら

ではの柔らかさや吸水性・吸湿性の良さが

特徴です。さっと洗い流すだけで簡単に汚

れが落ち、生地の白さが持続します。毛羽

立ちも少なく、食器やガラスのコップなど

もきれいに拭くことができます。天然由来

の繊維なのでお肌にもやさしく、化粧落と

しや赤ちゃんの肌ふきにも適しています。

デート
はんかち 
DSN-TY-336
4543479163433

ふきん 
DSN-TY-236
4543479163389

たおる 
DSN-TY-136
4543479163334

オアシスデート/ミッキー&ミニー
はんかち
DSN-TY-339
4543479175917

ふきん
DSN-TY-239
4543479175870

たおる
DSN-TY-139
4543479175832

ミニーへのプレゼント
はんかち 
DSN-TY-334　
4543479151652 

ふきん 
DSN-TY-234　
4543479151645 

たおる 
DSN-TY-134
4543479151638

銀のふきん
 FUKIN

GIN
no

認定番号：第2017-2260号
（チェック）

（ミズタマ）
認定番号：第2018-1725号
（サンカク）
認定番号：第2018-1726号
（フラワー）
認定番号：第2018-1727号

認定番号：第2019-2062号
（キッチン）

（レモン）
認定番号：第2019-2063号

1cm

17.5cm

(フック掛けにも対応できます)

パッケージイメージ

12cm

悪臭の原因（黄色ぶどう球菌）
に対する抗菌力

不衛生の原因（大腸菌）
に対する抗菌力

減菌率 ‥‥99%
減菌率 ‥‥99%

JIS L 1902法による

効果で抗菌・防臭！Ag+
「ミューファンⓇ」とは純銀を
ポリエステルフィルムで
挟んで細かく切った特殊糸及び、
このポリエステルフィルムを
細く裁断したパウダーの
登録商標です。

純銀の糸「ミューファンⓇ」を使用。
細菌の繁殖をおさえ、イヤな臭いの
発生を防ぎます。

純銀の糸「ミューファンⓇ」を使用。
細菌の繁殖をおさえ、イヤな臭いの発生を防ぎます。

「ミューファンⓇ」とは純銀をポリエステルフィルムで挟ん
で細かく切った特殊糸及び、このポリエステルフィルムを
細く裁断したパウダーの登録商標です。

銀のふきん
 FUKIN

GIN
no

認定番号：第2017-2260号
（チェック）

（ミズタマ）
認定番号：第2018-1725号
（サンカク）
認定番号：第2018-1726号
（フラワー）
認定番号：第2018-1727号

認定番号：第2019-2062号
（キッチン）

（レモン）
認定番号：第2019-2063号

1cm

17.5cm

(フック掛けにも対応できます)

パッケージイメージ

12cm

悪臭の原因（黄色ぶどう球菌）
に対する抗菌力

不衛生の原因（大腸菌）
に対する抗菌力

減菌率 ‥‥99%
減菌率 ‥‥99%

JIS L 1902法による

効果で抗菌・防臭！Ag+
「ミューファンⓇ」とは純銀を
ポリエステルフィルムで
挟んで細かく切った特殊糸及び、
このポリエステルフィルムを
細く裁断したパウダーの
登録商標です。

純銀の糸「ミューファンⓇ」を使用。
細菌の繁殖をおさえ、イヤな臭いの
発生を防ぎます。
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※ 2022 年 8 月 1 日より価格を改定いたします。　　〈DISNEY〉  たおる・ふきん・はんかち 奈良県産蚊帳生地使用〈DISNEY〉  GIN no FUKIN



天然パルプ繊維から生まれたレーヨンならではの柔らかさや吸水性・吸湿性
の良さが特徴です。さっと洗い流すだけで簡単に汚れが落ち、生地の白さが
持続します。毛羽立ちも少なく、食器やガラスのコップなどもきれいに拭く
ことができます。天然由来の繊維なのでお肌にもやさしく、化粧落としや赤
ちゃんの肌ふきにも適しています。

奈良の蚊帳生地の特長

ミニー/フラワー
たおる 
DSN-TY-125　
4543479138387

ふきん 
DSN-TY-225　
4543479138417

はんかち 
DSN-TY-325　
4543479138448

ガーリースタイル/ミニー
はんかち
DSN-TY-340
4543479175924

ふきん
DSN-TY-240
4543479175887

たおる
DSN-TY-140
4543479175849

音符ステップ 
はんかち 
DSN-TY-316　
4543479113612

ふきん 
DSN-TY-216　
4543479113551

たおる 
DSN-TY-116　
4543479113490

ファッション/ミニー
はんかち 
DSN-TY-333　
4543479151621 

ふきん 
DSN-TY-233
4543479151614 

たおる 
DSN-TY-133
4543479151607 

プーさんとはちみつ
はんかち 
DSN-TY-327　
4543479143503

ふきん 
DSN-TY-227　
4543479143497

たおる 
DSN-TY-127　
4543479143480

サーカス/ダンボ
はんかち 
DSN-TY-318　
4543479113636

ふきん 
DSN-TY-218　
4543479113575

たおる 
DSN-TY-118　
4543479113513

ボタニカル/くまのプーさん
はんかち
DSN-TY-341
4543479175931

ふきん
DSN-TY-241
4543479175894

たおる
DSN-TY-141
4543479175856

Dogs
はんかち
DSN-TY-342
4543479175948

ふきん
DSN-TY-242
4543479175900

たおる
DSN-TY-142
4543479175863

アリス/ティータイム
はんかち 
DSN-TY-326　
4543479138455

ふきん 
DSN-TY-226　
4543479138424

たおる 
DSN-TY-126　
4543479138394

たおる	 約30×80cm
税込¥1,320（本体価格¥1,200）		発注単位：3
ふきん	 約30×40cm
税込¥880（本体価格¥800）		発注単位：3
はんかち	 約30×26cm
税込¥715（本体価格¥650）		発注単位：3
品　質：表／綿100％　
　　　　裏／レーヨン100％
日本製
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〈DISNEY〉  たおる・ふきん・はんかち 奈良県産蚊帳生地使用〈DISNEY〉  たおる・ふきん・はんかち 奈良県産蚊帳生地使用　　※ 2022 年 8 月 1 日より価格を改定いたします。
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