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手ぬぐい 日 本の青 蒼
︵ オーガニックコットン生 地 使 用 ︶

金 糸 手ぬぐい

額 縁・タペストリー

おふろはん・温 泉セット

風呂敷

御朱印帳

Plune.
手ぬぐい・がま口ポーチ

みすゞう た
手ぬぐい・ハンカチ

はんかち 祝 儀 袋

風呂敷和小物

西 陣 京 織 物 が ま口

和 布 華 かやのふきん

はんかちぽち 袋

ふく さ

あめはん

今 治 長 〜いたおる

泉 州 がーぜたおる

﹁かさばらない﹂

●ハンカチがわりに

手ぬぐいの使い方
﹁すぐ乾く﹂
﹁個性的な柄がある﹂

普段づかいのハンカチがわり
に︒薄 手の生 地なのでかさ
ばりません︒広 げるとタオ
ルとして も 使 え ︑とって も
便利︒

など︑手ぬぐいには

長所がいっぱい！

タオルやハンカチにはない

自由な発想で︑
江戸時代の人たちの

●ほこりよけに

ちょっとしたいただき 物 も ︑
手ぬぐいがあればサッと包
めます ︒お弁 当 箱 やペット
ボトルを 包 む の も 良いで
すね︒

● 包 むときに

お手ふきや台ふきんとして
はもちろん︑縫い合 わせれ
ばテーブルクロスやベビース
タイ
︵よだれかけ︶
などにも
加工できます︒

● 食 事の時に

のれんやタペストリーにして︑
季 節や 気 分に応じて 柄 を
使い分ければ︑
お部 屋の印
象もガラリと変わります︒
電 話 やパソコン︑収 納の 目
隠 し に 用いて も オ シャレ
です︒

●インテリアに

ハエ帳がわりにおかずにか
けたり ︑熱いものを 持つと
きはミトンがわりにしたり︑
手ぬぐいの出番は水回りの
仕事のときだけじゃありま
せん︒

● 料 理のときに

汗 ふき としてはも ち ろ ん ︑
日よけにかぶったり︑濡らし
ておしぼりにしたり ︑さま
ざまに活 躍 ︒寒いときには
襟元に巻けば︑
ちょっとした
防寒具がわりにもなります︒

● 行 楽に

プレゼントを 贈 るとき ︑手
ぬぐいで華やかにラッピング
してもステキです ︒手ぬぐ
いも後から使えるので喜ば
れます︒

● 贈りものに

ボ ディタ オル 兼 バスタ オ
ル 体 を 洗 う ︑体 を 拭 く ︑
どちらにも使えます︒ゆず
風 呂 ︑菖 蒲 湯 など ︑手ぬぐ
いで包んでお湯に入れると
風流です︒

●お風 呂に

使ってみましょう︒

ように手ぬぐいを﹁粋﹂
に

ほこりよけや︑直射日光をさ
えぎるのには︑
手ぬぐいをサッ
とかけて︒根菜類など︑冷蔵
庫に入れずに保存する野菜
をしまうときに便利です︒

手ぬぐいのお手入れ

手ぬぐいは切りっぱなしなので︑
最 初のうちはどうしてもほつれます ︒
糸がほつれてきたら切りそろえると良いでしょう ︒
何 度か洗 濯 をすると自 然に落ち着きます ︒

◎ほつれは自 然におさま り ま す

手ぬぐいは染め物 なので︑
最 初の数 回のうちは洗 濯 をすると色 落ちします ︒
最 初の2 〜 3 回は洗 剤 を 使わずに単 独で洗い︑
陰 干ししましょう ︒乾 燥 機は厳 禁です ︒
色 落ちがなくなるまでは︑
ほかのものと別に洗 濯しましょう ︒

◎最 初の数回は単独で素洗いを ！

!?

注染とは
手ぬぐい

はんかてぃ〜
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注 染 手 ぬ ぐい
明 治 時 代から 伝 わる〝 そそぎ 染め︵ 注 染 ︶〟という
手 作 業で一本一本 丹 念に染め上 げられた 手ぬぐいです ︒

フルーツサンド

◎ 注 染 の工 程

形 紙を生 地の上に
置き ︑均一になるように
防 染 糊 をつけま す ︒形
紙 の 彫って ある 部 分に
だけ防染糊がつきます︒
︵防染糊がつけられた部
分は︑染料が染みこまな
いので色がつきません︒︶

型 を 外し ︑生 地の
両 耳がピタリとそ ろ う
ように︑同じ長さだけ折
り返して上に重ね︑
また
形 紙 を 生 地に置いて防
染 糊をつけていきます︒
この作 業 を 手ぬぐい約
枚分繰り返します︒

糊 置 きが終 わった
ら︑防染糊が流れないよ
うに︑折り重ねたままの
反 物の両 面に砂をまき
ます︒

◎ 伊 勢 形 紙 について

柿 渋で 貼り合 わせた美 濃 和 紙 を 乾 燥 させ︑約一週 間いぶすことで 伸 縮しに
くい形 紙 紙が生まれます ︒この形 紙 紙に︑均 等 な 線 を 彫る﹁ 縞 彫り ﹂︑微 妙

高 級 なメロンをお腹一杯 食べられるように！と 込められたメロンパン︒
実は﹁メロン型 ﹂でパンを 形 成したからメロンパンと言われています ︒

折り重ねた状 態の
反 物を染め台に置きま
す︒染料が流れ出さない
ように ︑防 染 糊 で 土 手
をつくります ︒
一度に2
色 以 上 染 める 場 合 は ︑
柄に合わせて 防 染 糊で
土手をつくります︒

ドヒンとよばれる
道 具 で 染 料 を 注いでい
き︑
コンプレッサーで染料
を 下に引 き 抜 きま す ︒
生地を両面染めるので︑
裏 返して同じ作 業を繰
り返します︒

防染糊と余分な染料を
洗い落とします︒

色が変 色しないように︑
天日で乾燥させます︒

冬にはやっぱりみかんは必 需 品 ︒何 個でも 食べれちゃうよ︒

みかん

シャリシャリ︑
プププッ 大きなスイカがあっという間に消えました︒

ごちそうサマー

暑い暑い︒あれ？このうちわ食べられるぞ ︒塩 を一振りサッサッサ︒

スイカのうちわ

桃がごろごろ 美 味しそう〜！！あれあれ？ハートが混 ざってる！？

モモ

ブルーベリーは甘 くて 美 味し く ︑す ぐに食べられて ︑低カロリー︒健 康
に気 を 使う 人に人 気です ︒

ブルーベリー

彫る﹁ 錐 彫り ﹂という４つの技 法 を 用いて︑美しい柄や紋 様 を 彫ります ︒

に線が揺れ味わいが出る﹁ 突 彫り ﹂︑均一の紋 様 を 彫る﹁ 道 具 彫り ﹂︑小 紋 を

フルーツごろごろフルールサンド︒自 分へのご褒 美にいただきま〜す！

爽やかですっぱい香り漂うレモンスカッシュ︒気 分 もリフレッシュ︒

レモンスカッシュ

24

和 布 華 の 注 染 手 ぬ ぐ い は ︑生 地 を 染 色 す る 際
に 使 わ れ る 形 紙 に ︑伝 統 的 工 芸 品 の 指 定 を 受
け ている﹁ 伊 勢 形 紙 ﹂を 使 用 し てい ま す ︒

フルーツ柄

※音声が出ますので
ご注意ください

青い海 ︑暑い夏にはやっぱりこれ！う〜ん︑イチゴ最 高！！

いちごパフェ

注染手ぬぐい

メロン

注染
水洗い
乾燥

染色前の反物
糊置き
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税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479200213

TE-498

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479200220

TE-499

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479146870

TE-417

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479137786

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479200176
税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479200183
税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479200190
税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479200206

TE-395

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479170189

TE-475

TE-494

TE-495

TE-496

TE-497

そそぎ 染めならではの色 合いと ︑
ぼかしなど 手 染めの微 妙 な 風 合いが楽 しめます ︒

サイズ ： 約33×90cm 綿100％ 発注単位 ： 3枚

川と風と桜

古 代 ︑桜は御 神 木 として大 事にされていました︒開 花はその年の作 柄
を 教えてくれるものとして︑人々は豊 作 を 占うために花 見 をしてきま
した︒

舞桜風景

出 会いと別れの季 節に桜が舞う 光 景はいつの時 代 も 同じです ︒

市松雛祭り

雛 祭りは ︑平 安 時 代のおまま ごと﹁ひいな あ そ び ﹂が後に立 派 な 女の
子 をお祝いする行 事として定 着したものだと言われています ︒

ひな壇飾り

かわいい七段 飾りを色とりどりに染め上 げました︒ひな壇に並んだ人 形
たちからは︑今もおしゃべりが聞こえてきそう︒

鬼の恵方巻き

節分に恵方を向いて無言で食すると縁起が良いとされる巻き寿司です︒
今年の方位はどちらでしょうか︒

うめもも

春の訪れを 告 げる梅の花 ︑桃の花 を 可 愛らしく 散りばめました︒

菖蒲と子供

端午の節句に菖蒲湯に入るのは︑菖蒲の持つ強い香りが邪気を祓うとさ
れていたためだと言われています︒

夜桜

月 明かりをたっぷり照らされた夜 桜のグラデーションは︑昼 とは違った
魅 力であふれます ︒

桜吹雪

満開の桜が春の暖かな風に吹かれ︑
ひらひらと辺り一面をピンクに染め上
げます︒

青空鯉のぼり

青 空に大きく 広がっていく 壮 大 な 鯉のぼり︒子 供 達が元 気に健やかに
育っていきますように︑祈りを 込めて今 年 も 飾ります ︒

登り鯉のぼり

風よ来い︑来る風 をお腹いっぱいに食べて ︑高 く 高 く 登ります ︒

鯉のぼり

青 空 をのんびり仲 良 くたなびく 鯉のぼり︒鯉には子 供へ出 世と健やか
な 成 長 を 願う 気 持ちが託されています ︒

アザミ

キク科のアザミ 属に属 する 多 年 草で 毎 年 花 を 楽しめます ︒花 言 葉は
﹁ 気 品 ﹂や﹁ 厳 格 ﹂︒

水仙の丘

水仙の花が︑冬の固い土を破り空をのぞき︑春の訪れを伝えます︒

満開の桜と富士

雄 大 な 富 士 山に満 開の桜 ︒春の景 色に見 とれてしまいます ︒

しだれ桜と富士山

古くは
﹁ 不ニ山 ﹂﹁ 不尽山 ﹂と書かれていた富士山︒
﹁ 不ニ﹂とは︑﹁ 日本最高峰
の並ぶものの無い﹂
の意味を持ちます︒そんな日本が誇る富士山に大胆な桜
吹雪を散らしました︒

桜と文鳥

暖かい春の陽気︒ヒラヒラ舞い散る桜の中で︑3羽の文鳥がお花見してい
ます︒

桜の木

桜は穀 物の神が宿るといわれ︑昔から農 業にとって大 切なものとして扱
われてきました︒

桜小紋

桜の小紋柄を左右で色を分け︑注染独自の染め方で染め上げました︒

晴天に藤

藤の花は天ぷらなどで食べる事ができます︒

撫子紋様

撫子の花は︑﹁枕草子﹂
の中で﹁草の花はなでしこ︑唐のはさらなり やまと
もめでたし﹂と書かれていることから︑当時の貴族に愛玩されたことがう
かがえます︒
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◆TE-419

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479146894

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479056087

TE-156
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479132392

TE-365
税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479081744

◆TE-239

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479137694

TE-388-P

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479137717

サイズ ： 約33×90cm 綿100％ 発注単位 ： 3枚
税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479170158

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479159191

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479170301
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479146900

◆TE-389

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479159160

TE-443

TE-472
TE-446
TE-478
◆TE-420

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479107451

TE-301

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479164362

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479181277

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479169350

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479169336

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479152963

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479142971

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479164386
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479159139

TE-458

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479159207

◆TE-447

TE-492
TE-466
TE-464
◆TE-298-NV
◆TE-406
◆TE-460

◆TE-440

朝顔矢絣

朝 顔の名 前の由 来は ︑朝に花 を 咲かせ昼にしぼんでしまう 様 子 を 朝
の美 人 顔に例 えた﹁ 朝の容 花︵かおばな ︶﹂と 呼んだことが始まりだそ
うです ︒

つる朝顔

朝顔の種子は︑﹁ 牽牛子 ﹂と呼ばれる生薬として用いられ︑日本薬局方に
も収録されています︒

紫陽花小紋

母の日に贈 る 花 といえ ばカーネーションを 思い浮かべる 方が多いです
が︑最 近では育てやすい
﹁ 紫 陽 花 ﹂を 贈る人 も 増えています ︒

紫陽花とカタツムリ

色とりどりに染められた紫陽花の中を︑
カタツムリがのんびりお散歩です︒

彩りあじさい

青 ︑紫 ︑赤 と 色 とりどりに咲 く あじさいは ︑土 壌 の 酸 性 度によって 色
が変わります ︒酸 性 ならば青 ︑
アルカリ性 ならば赤です ︒

大朝顔

朝顔が大きく深呼吸するように︑夏の朝の爽やかな空気を鮮やかに彩り
ます︒

あさがお日記

染 料で 染めた様 な 朝 顔の花 びら︒手ぬぐいならではの美しいぼかしで
表 現しました︒

蚊取り線香

グルグルも く も く ︒日 本の夏 と 言えばこの香りです ︒

花火と提灯

夜 空に咲 く 大 輪の花 火 とやぐらからのびる 提 灯の列 ︒祭 囃 子が聞こ
えてきそうです ︒

七色花火

花火は︑火花に色をつけるために金属の炎色反応を利用しています︒混ぜ
合わせる金属の種類によって様々な色合いが表現できるなんて︑不思議で
すね︒

線香花火

小 さ く も 闇 夜に弾 ける 線 香 花 火 ︒少しでも 長 く 輝 けるように︑揺 ら
さないように︑火 玉 を 落 とさないように︒

花火大会

日本の夏の風物詩︒花火大会が夏に多いのは︑花火が川開きに使用され
ていた名残だといわれています︒

金魚すくい

金 魚は室 町 時 代に中 国からやってきたと言われています ︒

流水金魚

注染ならではのぼかしで︑涼しげな流水を表現しました︒ふよふよと︑泳
ぐ金魚たちが可愛らしいです︒

金魚鉢と風鈴

大 き く 育った 入 道 雲 を 眺 め な がら ︑涼 し げ な 音 色 を 奏 でて 風 鈴 と
金 魚がまるで 会 話 をしているようです ︒

小金魚

涼しげな 水の中 を 可 愛らしい金 魚が仲 良 く 泳いでいます ︒

すいれん

﹁ 睡 蓮 ﹂は︑夕 方になると 眠 る︵ 睡 る ︶ように花 を 閉じることにちなん
で 名 付 けられました ︒
﹁ 清 純 な 心 ﹂という 花 言 葉は ︑野 生の睡 蓮の多
くが白い花 を 咲かせることに由 来しています ︒

青紅葉

初夏は透き通るように青々としたもみじが美しい季節︒各地でこんな景
色が見られるでしょうか︒

ひまわり畑

夏の太 陽のようなひまわりを︑大 胆に大きく染め上げました︒

ひまわりの花

夏の空を照らす太陽のようなひまわりを大きく大胆に染め上げました︒

蓮池

蓮は ︑
一般 的に鑑 賞 用の植 物 と 思 われがちですが︑実は薬 用や食 用 と
しても 栽 培されています ︒

流しそうめん

おいおい︑全 部 取りすぎ！さっきからトマトしか食べてないよ⁝ ︒

7
手 ぬぐい
手 ぬぐい

8

TE-469

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479169381

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479159177

TE-444
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479146832

TE-413
税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479112165

サイズ ： 約33×90cm 綿100％ 発注単位 ： 3枚
税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479137984

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479089733

◆TE-309

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479181260

TE-491

税込 ￥1,540
（本体価格 ￥1,400）
4543479159146

◆TE-441

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479089726

TE-285

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479112363

TE-326

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479169398

TE-470

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479146849

◆TE-414

◆TE-396
TE-286
税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479123482
税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479170165
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479159122
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479146887
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479137779

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479169367

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479159092

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479169404

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479159115

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479123659

TE-341
TE-473

TE-439

TE-418

TE-394

TE-467
TE-436
TE-471
TE-438
TE-357

菊

九 月 九 日は重 陽の節 句 ︒菊の花 を 飾ったり ︑菊 酒 を 飲 むことで 長 寿・
健 康 を 願う 日です ︒別 名﹁ 菊の節 句 ﹂とも 言われています ︒

もみじ

﹁ もみじ ﹂は ︑秋になり 草 木の色が赤 や 黄 色に変 化していくこと を 表
す 動 詞﹁ もみず ﹂に由 来しています ︒

ススキにうさぎ

お月 様のうさぎも ︑すすき野のうさぎも ︑
せっせとお月 見の準 備 中 ︒

月と鞠とうさぎ

お月見してたら鞠で遊んでいるうさぎを見つけたよ！来年も豊作になり
ますように︒

かぐやうさぎ

ころころと 月へ帰っていくうさぎは︑
これから餅つきでしょうか︒

銀杏並木と柴犬

美しく彩る秋の銀杏並木︒柴犬の楽しいおさんぽコースです︒

森のふくろう

ホウホウ⁝ 静かな森の中で﹁ 森の哲 学 者 ﹂は何を話しているでしょうか︒

染まり紅葉

五重塔が︑真っ赤に色づいた紅葉に染められて輝きます︒

富士山に紅葉

サラサラと な び く 芒 と 真っ赤に色 付いた 紅 葉 の 奥 で ︑富 士 山 はも う
雪 化 粧で す ︒

大根まるごと一本

おろして 良し ︑煮て 良し ︑漬けても 良し ︒淡 白 な 味 わいながら 大 根 ほ
ど様々に調 理される野 菜はなかなかありません︒
ビタミンC もたくさん含まれているので風 邪のときにも 大 活 躍です ︒

きょうのお鍋

寒い冬 といえばやっぱりこれ︒野 菜にお豆 腐 ︑〆は雑 炊 ︒ほかほか温か
いお鍋はいかが？

かぼちゃ

日 本では明 治 時 代から︑冬 至にかぼちゃを 食べる風 習があります ︒

夜の森

闇 夜に集 まる 動 物 たち ︒夜の森には幻 想 的 な 光 景が隠 れているかも
しれません︒

鹿に紅葉

鮮やかな 紅 葉の絨 毯の間 を 縫って︑鹿の親 子がお散 歩 をしています ︒

紅葉に鯉

はらはらと舞う 紅 葉と︑水 面 を 静かに泳 ぐ 鯉の模 様がよく 映えます ︒

紅葉と五重塔

秋の空に舞い散る紅 葉 を 注 染 ならではの色のグラデーションで表 現し
ました︒奥に覗 く五重の塔が風 流です ︒

シロクマ

シロクマの生 活 をのぞいてみよう ︒今 日はどんな 魚が釣れたかな？

月夜にフクロウ

月 夜の静かな 森に潜むフクロウは︑首 を 回しながら小 動 物の立てる物
音に耳 を 澄まします ︒

雪だるまのマトリョーシカ

キラキラした雪景色を見に雪だるまのマトリョーシカ家族が遊びにきました︒

煙突からサンタ

ゴソゴソと︑大きな 袋が引っかからないように気 をつけて︒あれ？サンタ
さん落し物 〜！

福笑いだるま

あれれ？ダルマさんってこんな 顔？
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TE-490

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479177225

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479164324

TE-454
税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479177171

TE-485
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479177188

TE-486

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479109219

サイズ ： 約33×90cm 綿100％ 発注単位 ： 3枚
サイズ ： 約33×90cm 綿100％ 発注単位 ： 3枚

TE-304

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479164317

TE-453

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479132514

◆TE-375

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479151973

TE-431

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479142933

◆TE-402

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479142940

◆TE-403

税込 ￥1,540
（本体価格 ￥1,400）
4543479159153

◆TE-442
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479142919

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479164348

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479177140

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479177164

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479177218

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479151997

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479123512

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479151980
税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479123628

◆TE-400
税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479164355

TE-457

TE-456

TE-482
TE-484
TE-489
TE-433
TE-344
TE-432

TE-355

釣ったっ鯛

縁 起 物として知られる鯛 ︒波 立つ海から豪 快に釣ったった！

竹

宵 闇の中 ︑端まで細かに生え広がる静かな 竹 林 を 彷 彿とさせます ︒

日の出と鶴

鶴は︑長寿や夫婦円満など開運の動物と言われています︒

富士山と鶴

世界に誇る日本の富士山︒そして鶴は
﹁ 鶴は千年︑亀は万年 ﹂などカメと
共に長寿の象徴とされています︒

富士山と五重塔

富士山と五重塔が見える景色は︑海外の観光客にも大人気のスポットで
﹃ 日本の象徴 ﹄
とも呼ばれているそうです︒

椿とメジロ

椿の蜜 を 求めてやってきたメジロ︒日 本 らしい光 景が心 を 落 ち 着かせ
ます ︒

クジラの寸法

一言にクジラといっても 大 きさは種 類によってさまざま ︒大 きさの違い
はこの寸 法 表で一目 瞭 然！

あいうえお

ひらがな五 十 音には︑
一音一音 それぞれに秘められた﹁ 意 味 ﹂があるそ
うです ︒

祝鯛
︵めでたい︶

﹁めでたい﹂という 言 葉の語 呂 合わせから縁 起の良い魚とされてきまし
た︒また︑その形のまま食べると運に恵まれるとも 言われています ︒

鯛と伊勢海老

紅
︵ 赤︶白の色合いからやはり祝い事には欠かせない縁起物の鯛と︑
ひげが
長く腰が曲がっている様子が老人を連想させる事から長寿を祈願する縁
起物の海老︒

錦鯉

1 9 1 4 年の東 京 博 覧 会に出 品され︑錦 鯉への関 心は日 本 中で 爆 発
的に広まりました︒近 年 ︑海 外でも 錦 鯉の人 気は上がってきています ︒

彩り椿

椿は︑﹁ 椿 ﹂﹁ 寒椿 ﹂﹁ 夏椿 ﹂と大きく3種類に分けられます︒花が咲く時
期や色︑散り方︑木の高さなど︑
それぞれに特徴があり風情があります︒

つばき

つばきの花は古 来から 日 本 人に愛 され ︑京 都の龍 安 寺には室 町 時 代
のつばきが残っています ︒

丸い判子

果 物や野 菜 ︑お花や小 鳥 ︒まるで 手 彫りの判 子 をひとつひとつ捺した
ような 味わいがあります ︒

焼売

おいしそうな 蒸したての焼 売 ︑時々豚まん︒

だるまドット

可 愛らしいコロンとしただるまを 紅 白で染め上 げました︒

たい焼き

たい焼きたくさん︑
おいしそうだなあ︒あれ？たい焼きが飛んでいくよ

赤い薔薇

赤い薔薇は150品種以上あるそうです︒薔薇は色や本数によって花言
葉が異なるので︑贈り物の時には是非お調べください︒

お茶の時間

風 情のある場 所で少し一休み︒お茶 を 飲んでゆっくりしましょう ︒

盆栽

盆 栽は﹁ 生きた芸 術 ﹂と呼 ばれる日 本の伝 統 文 化 ︒その歴 史は鎌 倉 時
代から始まっていると考えられています ︒

竹梟

緑 映える竹 林の中 ︑闇 夜にギラリと光る梟の瞳 ︒渋みのある一枚です ︒

なすび

丸いシルエットが特 徴のころんとした京なすを葉や花と共に染めました︒

お猪口と徳利

落 語にもよく 使われるお猪口と徳 利は本 来 ︑お猪口は和え 物 ︑徳 利は
お酢やお醤 油 などに使われてきたそうです ︒
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TE-479

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479177102

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479177126

TE-480-Y
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479170172

◆TE-474
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479170196

TE-476

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479146948
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479164393
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479164409
税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479164300
税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479164379
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479169329

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479177195

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479087623

◆TE-424

TE-461

TE-462

TE-452

TE-459

TE-463

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479177201

サイズ ： 約33×90cm 綿100％ 発注単位 ： 3枚
TE-488
TE-487
◆TE-270

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479132446
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479123604
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479159108
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479132477

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479177133

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479177157

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479152000

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479137724

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479151935

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479164331

◆TE-370

TE-353

TE-437

TE-372

TE-481
TE-483
◆TE-434
TE-390
◆TE-427
TE-455

縁起だるま

仏 教 の一派 で あ る 禅 宗 開 祖 の 達 磨 の 坐 禅 姿 を 模 し た﹁ だ る ま ﹂は ︑
現在では禅宗のみならず宗教︑宗派を越え縁起物として広く親しまれて
います ︒

たこ

いか墨 料 理 はありま すが︑たこ 墨 料 理 がないのは ︑たこの 墨 袋 は 取り
出しにくいことと ︑水 揚 げの際に墨 を 吐いてしまってほとんどとれず ︑
手 間やコストがかかるからだそうです ︒

般若

般 若の面は一説によると︑﹃ 源 氏 物 語 ﹄
の葵の上が六条 御 息 所の嫉 妬心に
悩 ま さ れ ︑そ の 生 怨 霊 にとりつかれた 時 ︑般 若 経 を 読 んで 御 修 法 を
行い怨 霊 を 退 治したから︑般 若が面の名になったともいわれています ︒

菊唐草文様

菊唐草文様

唐 草に菊の花 を あしらった ︑日 本の伝 統 的 な 柄の一つです ︒
一枚一枚の
花びらが模 様に立 体 感 を 与えます ︒

アニマル柄
クジラと魚たち

クジラに誘われてたくさんの海の仲間たちが集まってきたよ︒

ショータイム

シャチにイルカにアシカさん︒ピョーンと 飛んだり ︑輪 投 げもボールも
お手の物です！

竹とすずめ

カラフルな竹やぶの中で遊ぶ数羽のすずめたち︒チュンチュンと何をお話
しているでしょうか︒

扇

地紙
︵扇に貼る紙︶
の中に草花や文様を入れた地紙文様という伝統柄です︒

雲海

雲海

雲の輪郭を生かし︑
中に様々な文様を詰めた柄は︑
雲取りと呼ばれています︒

糸菊

大輪の糸菊をぼかしで染め上げました︒背景にも様々な草花が描かれて
います︒

梅小紋

梅は花 を 開 く 事から︑松 竹 梅 として吉 祥のシンボルに用いられる縁 起
物です︒可愛らしい花を咲かせた梅模様です︒

菊乱舞

江 戸 時 代に観 賞 用 としての菊の品 種 改 良が進み︑菊の文 様 も 多 様 化
しました︒大輪の菊の花びらが重なったモダンな菊模様です︒

南極ぐらし

陸 上でポテポテと 歩 く 姿はなんとも 可 愛 らしいですね︒ペンギンの翼
は﹁フリッパー﹂と呼 ばれ︑空 を 飛ぶことは出 来ませんが︑海 中 を 自 在に
泳ぎ回る様はしばしば﹁ 水 中 を 飛ぶ﹂といわれています ︒

ぎゅうぎゅうぱんだ

もふもふパンダがぎっしり︒ぎゅうぎゅうに集まって遊んでいます ︒

松竹梅

松竹梅

松竹梅

松竹梅は日本の吉祥文様です︒松は
﹁長寿・延年﹂︑竹は
﹁生命力・成長﹂︑
梅は
﹁気高さや長寿﹂
の象徴とされています︒

輪ドット

輪ドット

たくさんの輪 を ︑注 染 ならではのぼかしで ︑カラフルポップに表 現しま
した︒

大小あられ

大 小あられは江 戸 時 代で人 気の高い文 様の一つです︒はらはらと粉 雪が
舞 うようす ︑あるいは宇 宙にまたたく 無 数の星 をうつしたようなあら
れ︒幾つもの情 景が浮かぶ日本の伝統 柄です︒

花紋様

家 紋のようにも見える花 紋 様が︑
お行 儀よく並んだ手ぬぐい︒

瓦屋根にねこ

猫ののんびりお散 歩 ︒
いい気 持 ちだな ︒人がなかなか上がってこれない
瓦 屋 根の上は猫にしか知らない素 敵 なお散 歩コースです ︒

夕日ネコ

真っ赤に染まった夕 焼け空を眺めたたずむ一匹のネコは︑
いったい何を想
うのでしょうか︒
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◆TE-451-B

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479159290

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479159283

◆TE-451-R
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479159306

◆TE-451-G
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479132484

TE-373-Y

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479132491

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479112394

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479159269

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479159214

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479159221

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479159245

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479081867

TE-373-B

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479071929

◆TE-194-R

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479072278

◆TE-222

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479169374

TE-468

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）
4543479132552

◆TE-379

◆TE-329
◆TE-450-R
◆TE-448-P
◆TE-448-Y
◆TE-449-R
TE-251

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479081911
税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479123949
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479181284

サイズ ： 約33×90cm 綿100％ 発注単位 ： 3枚
税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479123598

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479123529

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479123536

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479112349

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479112356

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479170202
税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479123932

TE-256

◆TE-363

TE-493

TE-352
◆TE-345
◆TE-346
TE-325-B
TE-325-R
TE-477

◆TE-362

額縁

木製タペストリー

タペスト リー

額縁・タペストリー

あられは雪が氷に変わったもののこと︒暑い夏にぴったりの涼し気 な日
本の伝 統 柄です ︒

青あられ

素 敵 なタイルのあるお家 ︒ナチュラルな 空 間に心が満たされます ︒

青いタイル

さわやかな 青 色 と ︑縁 起の良い柄 として 人 気の矢 絣 柄 を 組み合 わせ
ました︒

青矢絣

青 色は海や空の色でもあり︑大 自 然の神 秘 的 な 印 象 を 与え ︑優しい雰
囲 気に仕 上 げています ︒

青い小花

化 学 肥 料や 農 薬 を三 年 以 上 使っていない土 壌で栽 培された﹁オーガニックコットン﹂を 使 用 ︒
綿 本 来が持つやさしい風 合いを 実 感できる 手ぬぐいです ︒
青い縞

濃 淡 をつけた鮮やかな 青が特 徴 的 な ︑流れる川のような 縞 模 様です ︒

青い格子

シンプルでモダンな 格 子 模 様 ︒どんな 場 所にもなじむ︑使いやすい模 様
です ︒

青の大群

大 き な 広い海 を 魚の大 群が移 動しています ︒これからどこへ向かうの
でしょうか︒

青い鳥

幸 福の象 徴とされる青い鳥が︑大 空 を 元 気に羽ばたいています ︒

丹頂鶴
︵金糸︶

古 くから ︑その美しい姿により特に神 聖 視 され︑高 貴の象 徴 ともされ
てきました︒また︑仙 人と結 びつけられ︑タンチョウ 自 体が大 変 な 長 寿
だと考えられてきました︒

春の富士山
︵金糸︶

春の季 節 ︑桜が咲いている場 所から見える富 士 山の景 色 ︒

七福神
︵金糸︶

宝 船に乗った ︑福 を もたらす 七 福 神 を 七 色の鮮 やかな 色で 染 上 げま
した︒あなたにもおめでたい事が訪れるかも ⁝？

越 後 の 天 然 木 を 職 人が一 枚 一 枚 ︑
丁 寧に手 作 りで仕 上 げ ました ︒
越後杉 チーク

新 潟 県が定めた品 質 性 能の一定 基 準 を 満たす 高 級 杉 を 使 用 ︒
表 面には環 境にやさしい水 性 塗 料 を 使っています ︒

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479181338

発注単位 ： 1枚
額縁 サイズ ： 外寸／約38.5×93.5cm 内寸／約33×88cm
木製タペストリー サイズ ： 約42cm φ2cm 発注単位 ： 3本

日本の青蒼
︵ オーガニックコットン生 地 使 用 ︶

金 糸 を 織 り 込んだ 生 地 を ︑
〝 そそぎ 染め︵ 注 染 ︶〟で染め上 げた
優 雅で華やかな 手ぬぐいです ︒
おめでたい絵 柄がそろうので︑
季 節のインテリアに最 適です ︒

祝鯛
︵金糸︶

﹁めでたい﹂という言葉の語呂合わせから縁起の良い魚とされてきました︒
また︑その形のまま食べると運に恵まれるとも言われています︒

TEOG-005
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479181345

TEOG-006
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479181352

TEOG-007
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479181369

TEOG-008

税込 ￥8,800
（本体価格 ￥8,000）
4543479121150

※このキットには、手ぬぐいは含まれておりませんので、お好みのものを別途お買い求めください。

TQ-907

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479072766

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479181291

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479181307

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479181314

税込 ￥2,200
（本体価格 ￥2,000）
4543479090753
税込 ￥2,200
（本体価格 ￥2,000）
4543479123673

TQ-904

TEOG-001
TEOG-002
TEOG-003
税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479181321

税込 ￥2,200
（本体価格 ￥2,000）
4543479090722

TEOG-004
TEK-002
TEK-005

税込 ￥2,200
（本体価格 ￥2,000）
4543479107482

TEK-006

TEK-011

サイズ ： 約33×90cm 綿100％
（オーガニックコットン） 発注単位 ： 3枚
サイズ ： 約35×90cm 綿80％ ・ ポリエステル20％ 発注単位 ： 3枚
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しだれ桜と富士山
︵金糸︶

古くは
﹁ 不ニ山 ﹂﹁ 不尽山 ﹂と書かれていた富士山︒
﹁ 不ニ﹂とは︑﹁ 日本最高峰
の並ぶものの無い﹂
の意味を持ちます︒そんな日本が誇る富士山に大胆な桜
吹雪を散らしました︒

TEK-016

税込 ￥2,200
（本体価格 ￥2,000）
4543479178802

2.5寸がまぐち Plune.

サイズ ： 約H8.0×W9.5×D2.0cm 綿100％ 発注単位 ： 3個

モダン風船

TFGP-1303

OHANAピンク

さくらんぼ

マスカット

TFGP-1304

TFGP-1302

TFGP-1301

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）

税込 ￥1,430
（本体価格 ￥1,300）

4543479174125

4543479174118

4543479174101

4543479174095

3.5寸がまぐち Plune.

サイズ ： 約H10.0×W10.3×D6.0cm 綿100％ 発注単位 ： 3個

モダン風船

税込 ￥1,650
（本体価格 ￥1,500）

税込 ￥1,650
（本体価格 ￥1,500）

4543479174088

4543479174071

4543479174064

4543479174057

TFPP-2002

税込 ￥2,200
（本体価格 ￥2,000）
4543479174224

TFPP-2001

税込 ￥2,200
（本体価格 ￥2,000）
4543479174217

TEP-006

税込 ￥1,650
（本体価格 ￥1,500）
4543479170233

TEP-005

税込 ￥1,650
（本体価格 ￥1,500）
4543479170226

映子︺

OHANAピンク

さくらんぼ

税込 ￥2,200
（本体価格 ￥2,000）
4543479174231

モダン風船

TFPP-2003

OHANAピンク

WA F U K A × Plu ne .

さくらんぼ
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税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479174170

サイズ ： 約H9.5×W18.5×D7.0cm 綿100％ 発注単位 ： 3個

マスカット

税込 ￥2,200
（本体価格 ￥2,000）
4543479174248

TFPP-1001

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479174187

マスカット

横長ポーチ Plune.

TFPP-2004

TFPP-1002

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479174194

︹堀内

TFPP-1003

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479174200

税込 ￥1,650
（本体価格 ￥1,500）
4543479169411

2 0 0 7 年 武 蔵 野 美 術 大 学 空 間 演 出デザイン学 科 卒 業 後 ︑

TFPP-1004

TEP-001

税込 ￥1,650
（本体価格 ￥1,500）
4543479169428

﹁ 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 ︑

TEP-002

税込 ￥1,650
（本体価格 ￥1,500）
4543479169435

を 立 ち 上 げる ︒
2 0 0 8 年テキスタイルブランド P lune.
アパレルだけではなくインテリアファブリックなど

モダン風船

OHANAピンク

さくらんぼ

マスカット

TEP-003

イラストレーターとしての仕 事でも 活 動 中 ︒

サイズ ： 約H10.1×W10.5×D4.0cm 綿100％ 発注単位 ： 3個

ライフスタイル全 般に渡っての柄 を 提 案 している ︒

舟形ポーチ Plune.

モダン風船

TFGP-1501

税込 ￥1,650
（本体価格 ￥1,500）

ヒョウ

TFGP-1502

税込 ￥1,650
（本体価格 ￥1,500）

サイズ ： 約33×90cm 綿100％ 発注単位 ： 3枚

しかしか

TFGP-1503

OHANAピンク

さくらんぼ

マスカット

TFGP-1504

注染手ぬぐい Plune.

TEP-004

税込 ￥1,650
（本体価格 ￥1,500）
4543479170219

WA F U K A × Plu ne .
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税込 ￥880（本体価格 ￥800）

星とたんぽぽGR

星とたんぽぽBE

こだまでしょうかBL

こだまでしょうかPI

KM-FH805

4543479197612

4543479197605

4543479197599

4543479197582

税込 ￥880（本体価格 ￥800）

税込 ￥880（本体価格 ￥800）

KM-FH811

KM-FH810

KM-FH809

4543479197650

4543479197643

4543479197636

4543479197629

20

みすゞうた ハンカチ

税込 ￥880（本体価格 ￥800）

税込 ￥880（本体価格 ￥800）

税込 ￥1,089
（本体価格 ￥990）
4543479160210

空いろの花BL

空いろの花BK

闇夜の星PU

闇夜の星BK

KM-TE-906

KM-FH812

税込 ￥880（本体価格 ￥800）

KM-TE-901

税込 ￥1,089
（本体価格 ￥990）
4543479160227

金米糖の夢

KM-FH806

KM-TE-902

税込 ￥1,089
（本体価格 ￥990）
4543479160234

波

KM-FH807

KM-TE-903

郵便局の椿

KM-FH808

税込 ￥880（本体価格 ￥800）

こだまでしょうか

4543479197544

やさしいタッチで描かれた

4543479197551

みすゞの世 界 観 あふれる

4543479197568

プリント手ぬぐい︒

4543479197575

私と小鳥と鈴と

KM-FH801

税込 ￥880（本体価格 ￥800）

サイズ ： 約34×90cm 綿100％ 発注単位 ： 3枚

茶棚

KM-FH802

税込 ￥880（本体価格 ￥800）

明治36年、山口県に生まれました。大正12年頃（20歳の時）
から詩を書き始め、金子みすゞのペン
ネームで雑誌に投稿するようになります。
そして大正末期、
「若き童謡詩人の中の巨星」
と称賛されま
した。
没後、
埋もれていましたが、
遺稿が発見され、
今も感動をもって人々の心に広がり続けています。
『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。

山茶花PU

KM-FH803

税込 ￥880（本体価格 ￥800）

金 子みすゞの詩から 生 まれた

山茶花RE

花と鳥BL

花と鳥BE

KM-FH804

税込 ￥880（本体価格 ￥800）

色 鮮やかなテキスタイルの世 界 を

※柄の出方は商品によって異なります。

手ぬぐい

ハンカチ
布 帛のはんかちにしました ︒

サイズ ： 約48×48cm 綿100％ 発注単位 ： 5枚

金子みすゞ
（かねこ みすず）本名、金子テル。

税込 ￥880（本体価格 ￥800）

税込 ￥1,089
（本体価格 ￥990）
4543479160265

KM-TE-905

税込 ￥1,089
（本体価格 ￥990）
4543479160258

KM-TE-904

税込 ￥1,089
（本体価格 ￥990）
4543479160241

みすゞうた 手 ぬぐい
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税込 ￥385
（本体価格 ￥350）
4543479200015

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479199838

ぽち袋サイズ ： 約7×12cm はんかちサイズ ： 約34×28cm 綿100％ 発注単位 ： 5枚
※柄の出方は商品によって異なります。

ピンク

ブラック

フジ

TF-50092-001

TF-1003

TF-1004

TF-1005

税込 ￥2,750
（本体価格 ￥2,500）
4515543502608

はんかちポチ袋 /ふくさ

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479112714

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479112721

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479112738

●桜小紋金封ふくさ サイズ ： 約12×20ｃｍ
表・裏 ：レーヨン100％ 発注単位 ： 3個

SF-KM1212

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479199944

SF-KM1211

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479199937

SF-KM1210

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479199920

空いろの花BL

桜ピンク

TF-50092-002

税込 ￥2,750
（本体価格 ￥2,500）
4515543502615

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479199876

空いろの花BK

桜クリーム

TF-50092-003

闇夜の星PU

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479112707

闇夜の星BK

TF-1002

お祝い事に︑和 事のお稽 古 事に︑

エンジ

TF-1001

SF-KM1205

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479199883

ムラサキ

お悔み事に⁝ ︒

ムラサキ

エンジ

ゆりクロ

●紬刺繍金封ふくさ サイズ ： 約12×20ｃｍ
表・裏 ：ポリエステル100％ 発注単位 ： 1個
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ピンク

SF-KM1206

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479199890

星とたんぽぽGR

ブラック

手 軽に持てる 金 封ふくさです ︒

紬刺繍
金 封 ふく さ

フジ

税込 ￥1,100
（本体価格 ￥1,000）
4543479112691

税込 ￥2,750
（本体価格 ￥2,500）
4515543502622

SF-KM1207

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479199906

星とたんぽぽBE

こだまでしょうかBL

こだまでしょうかPI

SF-KM1208

金 子みすゞの世 界 観が描かれたはんかちを

SF-KM1201

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479199845

ご祝 儀 袋にアレンジしました ︒

SF-KM1202

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479199852

山茶花PU

SF-KM1203

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479199869

山茶花RE

SF-KM1204

花と鳥BL

税込 ￥385
（本体価格 ￥350）
4543479200053

祝儀袋サイズ ： 約11×19cm はんかちサイズ ： 約48×48cm 綿100％ 発注単位 ： 3枚

花と鳥BE

TFP-355

税込 ￥385
（本体価格 ￥350）
4543479200060

はんかちサイズのプリント

手ぬぐいでつくられた

TFP-356

ぽち 袋です ︒

市松に富士山

桜と招き猫

青海波に鯛

ゆでたまご
税込 ￥385
（本体価格 ￥350）
4543479200077

はんかち祝儀袋

TFP-351

税込 ￥385
（本体価格 ￥350）
4543479200022

TFP-357

税込 ￥385
（本体価格 ￥350）
4543479200084

はんかちぽち袋

TFP-352

税込 ￥385
（本体価格 ￥350）
4543479200039

TFP-358

ポピー

TFP-353

税込 ￥385
（本体価格 ￥350）
4543479200046

さくら

やがすり

ゆず

TFP-354

SF-KM1209

税込 ￥1,320
（本体価格 ￥1,200）
4543479199913

みすゞうた はんかち祝 儀 袋
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THA-003

THA-004

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479136024

麻の葉に鶴

青海波に鯛

矢絣にだるま

THA-005

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479136000

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479136017

はんかち： 綿100％

ありがとうの
おにぎり
もこ

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479135980

気 持 ちを 込めて︒

THA-001

カラフルでかわいい

あめだまを ︑手ぬぐい地の

はんかちで包んだ

プチギフトです ︒

風 呂 敷 風に包んだ 形は︑

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479135997

コロンとしていて

THA-002

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479198282

市松に富士山

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479177430

水玉

THA-016

THA-019

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479198299

桜と招き猫

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479177447

ポピー

※軽減税率の対象外商品となります。

THA-017

THA-020

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479198305

たんぽぽ

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479177454

THA-021

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479145149

ブロック

ゆでたまご

THA-018

あめはん

THA-012

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479145156

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479145163

綿菓子花

ごろごろ果実

幸せのクローバー
THA-013

THA-014
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税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479145101

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479145118

とってもキュート！

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479145132

※音声が出ますので
ご注意ください

THA-008

THA-009

大 勢へのお配 りギフトや ︑

THA-011

ピーチ・みかん
レモン・グレープ
マスカット・サイダー

発注単位 ： 6個

ちょっとした

飴玉6個入

お返 しギフトに⁝

あめはん
はんかてぃ〜

きっとよろこばれますよ ︒

しまあられ

ピンポンマム

赤い小花

サイズ ： 約W7.5×H9×D5.5cm はんかちサイズ ： 約34×28cm
※柄の出方は商品によって異なります。 軽減税率対象外

THA-022

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479198312

※軽減税率の対象外商品となります。

あめはん
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おにぎり
︵ダージリン︶

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479142810

もこ
︵ダージリン︶

THT-101

気 持 ちの伝 わるプチギフト︒

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479142827

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479198329

富士山
︵ダージリン︶

THT-102

カラフルで使いやすいハンカチで

水玉
︵ダージリン︶

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479177461

THT-119

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479198336

招き猫
︵アップルティー︶

THT-116

THT-120

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479198343

たんぽぽ
︵ダージリン︶

ブロック
︵ダージリン︶

ゆでたまご
︵ダージリン︶

※2022年8月1日より価格を改定いたします。

ポピー
︵ダージリン︶

綿菓子花
︵アップルティー︶

ごろごろ果実
︵ダージリン︶

幸せのクローバー
︵ダージリン︶
税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479177478

※軽減税率の対象外商品となります。

あめはん
はんかてぃ〜

THT-121

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479145040

THT-117

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479177485

紅茶 ： 1パック入 発注単位 ： 5個

※音声が出ますので
ご注意ください

THT-112

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479145057

THT-118

はんかち： 綿100％

紅 茶 を 包みました ︒

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479145002

THT-113

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479145064

サイズ ： 約W10×H10.7×D1cm はんかちサイズ ： 約34×28cm
※柄の出方は商品によって異なります。 軽減税率対象外

THT-108

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479145019

THT-114

しまあられ
︵アールグレイ︶

ピンポンマム
︵ダージリン︶

赤い小花
︵アップルティー︶
THT-109

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479145033

はんかてぃ〜

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479142834

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479142841

THT-111
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THT-103

THT-104

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479142858

鶴
︵アールグレイ︶

鯛
︵アップルティー︶

だるま
︵ダージリン︶

THT-105

THT-122

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479198350

※軽減税率の対象外商品となります。

はんかてぃ〜
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気持ちの伝わるプチギフト︒

可愛らしい和柄のハンカチで

おにぎり

THK-002

THK-001

税込 ￥880
（本体価格 ￥800）
4543479200107

税込 ￥880
（本体価格 ￥800）
4543479200091

さくら

やがすり

しっぽう

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479198015

税込 ￥880
（本体価格 ￥800）
4543479200169

税込 ￥880
（本体価格 ￥800）
4543479200114

THK-007

税込 ￥880
（本体価格 ￥800）
4543479200152

矢絣にだるま

※軽減税率の対象外商品となります。

THK-008

THK-003

税込 ￥880
（本体価格 ￥800）
4543479200121

しまあられ

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479198039

THK-004

税込 ￥880
（本体価格 ￥800）
4543479200138

綿菓子花

TOH-003

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479198046

THK-005

ちどり
︵ふぐ︶

しっぽう
︵ふぐ︶

TOH-004

お 茶漬けはん

新潟県産こしひかり
ふっくらつややかな新潟県産こしひかり。
窒素充填キューブパックのお米は鮮度を保ち、
いつまでも美味しい炊きあがりに。

TOH-001

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479198022
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発注単位 ： 3個

発注単位 ： 5個

さくら
︵うめ︶

やがすり
︵うめ︶

TOH-002

﹁越後ファーム﹂のキューブパックの

お米を包みました︒
はんかち： 綿100％ お米（こしひかり）： 2合300g

もこ

はんかち： 綿100％ お茶漬け： 1袋入

気持ちの伝わるプチギフト︒

可愛らしい和柄のハンカチでお茶漬けを包みました︒

サイズ ： 約W9×H11×D1cm はんかちサイズ ： 約34×28cm
※柄の出方は商品によって異なります。 軽減税率対象外

サイズ ： 約W8.5×H10×D8cm はんかちサイズ ： 約34×28cm
※柄の出方は商品によって異なります。 軽減税率対象外

THK-006

税込 ￥880
（本体価格 ￥800）
4543479200145

※軽減税率の対象外商品となります。

お米ギフト
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三巾
（TFD-2001）

税込 ￥2,200（本体価格 ￥2,000）
4543479124977

●三巾 サイズ ： 約100×100ｃｍ 綿100% 発注単位 ： 1枚
●チーフ サイズ ： 約48×48ｃｍ 綿100% 発注単位 ： 3枚

サイズ ： 約W9×H13.5×D1cm
はんかちサイズ ： 約34×28cm はんかち： 綿100%
入浴剤 ： 1パック入 発注単位 ： 5個
※柄の出方は商品によって異なります。

チーフ
（TFS-601）

税込 ￥660（本体価格 ￥600）
4543479125059

お風 呂で使 えるアイテムと

ボディタオル１枚
(共通)

入浴剤１袋
(柚子・椿・抹茶)
カゴ付
(共通)

泡立てボール
(共通)

サイズ ： 約W17×H7×D17cm はんかち： 綿100%
はんかちサイズ ： 約34×28cm 入浴剤 ： 1パック入
ボディタオル ： 綿100% ボディタオルサイズ ： 約11×95cm
泡立てボール ：ポリエチレン 発注単位 ： 3個
※柄の出方は商品によって異なります。

税込 ￥1,210（本体価格 ￥1,100）
4543479175603

ゆず

THO-1003

椿

抹茶

伝 統 的 な 伊 勢 形 紙の図 案 を 使 用 した 風 呂 敷・チーフです ︒

税込 ￥660（本体価格 ￥600）
4543479148171

古 典 柄 を日 常 生 活でも 楽 しんでもらえるよう

青

TFS-610

カラフルで元 気 な 色に仕 上 げました ︒

梅

青

黄
税込 ￥660（本体価格 ￥600）
4543479148195

風呂敷 伊勢形紙 ︵ チーフ︶

赤
税込 ￥660（本体価格 ￥600）
4543479148164

波小紋

唐草

風呂敷

梅

赤

生成

波小紋

唐草
●チーフ サイズ ： 約48×48ｃｍ

TFS-612

セット
内容

※音声が出ますので
ご注意ください

TFS-609

税込 ￥660（本体価格 ￥600）
4543479148188

※音声が出ますので
ご注意ください

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479174835

ハンカチ1枚
(柚子・椿・抹茶)

税込 ￥660（本体価格 ￥600）
4543479125103

TFS-611

THO-001

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479174842

ハンカチのギフトセットです ︒

チーフ
（TFS-606）

税込 ￥660（本体価格 ￥600）
4543479125110

ゆず

チーフ
（TFS-607）

税込 ￥660（本体価格 ￥600）
4543479148218

THO-002

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479174859

３ 種 類のモチーフから

チーフ
（TFS-608）

TFS-614

THO-003

お選 びいただけます ︒

税込 ￥2,200（本体価格 ￥2,000）
4543479125028

税込 ￥660（本体価格 ￥600）
4543479148201

椿

税込 ￥2,200（本体価格 ￥2,000）
4543479125035

TFS-613

おふろはん

三巾
（TFD-2006）

税込 ￥2,200（本体価格 ￥2,000）
4543479125042
税込 ￥660（本体価格 ￥600）
4543479125127

入浴剤１袋

抹茶

おすし

ひょうたん

おにぎり
三巾
（TFD-2007）

※ 画 像 はチーフサイズで す ︒

税込 ￥660（本体価格 ￥600）
4543479125073

使い方 をデザインして楽 しむ

チーフ
（TFS-603）

税込 ￥660（本体価格 ￥600）
4543479125080

布一枚の布から 色々な 用 途が広がります ︒

チーフ
（TFS-604）

鮮やかなカラーと 和 をベースにしたモダンなデザインが︑

チーフ
（TFS-605）

ファッションやインテリアにアクセントを 加 えます ︒

税込 ￥2,200（本体価格 ￥2,000）
4543479124991

三巾
（TFD-2008）

︵ 三 巾・チーフ︶

税込 ￥2,200（本体価格 ￥2,000）
4543479125004

税込 ￥660（本体価格 ￥600）
4543479125097
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三巾
（TFD-2003）

税込 ￥2,200（本体価格 ￥2,000）
4543479125011

風呂敷

三巾
（TFD-2004）

目玉焼き

トマトドット

ころんだるま

三巾
（TFD-2005）

入 浴 剤 とハンカチがセットに

なったプチギフトです ︒

ハンカチ1枚

３ 種 類のモチーフから

お選 びいただけます ︒

ネギストライプ

セット
内容

THO-1002

税込 ￥1,210（本体価格 ￥1,100）
4543479175597

THO-1001

税込 ￥1,210（本体価格 ￥1,100）
4543479175580

綿100% 発注単位 ： 3枚
※2022年8月1日より価格を改定いたします。

おふろはん/ 温 泉セット
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綿100% 発注単位 ： 3枚

アクアドロップ

税込 ￥3,850
（本体価格 ￥3,500）
4515543114252

100

TF-10243-303

税込 ￥3,850
（本体価格 ￥3,500）
4515543114238

100

100

TF-10243-301

TF-10241-301

アウトドア・雨の時にも使える
撥水加工の風呂敷です︒
撥水コーティングにより水を
はじくため︑
突然の雨から
大事なバッグや荷物をカバーしたり︑
レジャーシートとしても使えるなど︑
さまざまなシーンで活躍します︒

税込 ￥880
（本体価格 ￥800）
4515543244911

撥水

●48福コチャエ サイズ ： 約４8×４8ｃｍ

税込 ￥3,850
（本体価格 ￥3,500）
4515543114283

こはれアクアドロップふろしき
ハチドリ グリーン

TF-20464-104

税込 ￥880
（本体価格 ￥800）
4515543245772

TF-10247-301

100

竹久夢二アクアドロップふろしき
つばき モスグリーン

TF-20464-105

税込 ￥880
（本体価格 ￥800）
4515543245789

こはれアクアドロップふろしき
ハチドリ イエロー

katakataむすびアクアドロップ
ナガスクジラ ブルー

ししまい・泥棒

招き猫

TF-20464-106

100

100

※音声が出ますので
ご注意ください

ひめむすびアクアドロップふろしき
ぼたん

TF-10244-302

税込 ￥3,850
（本体価格 ￥3,500）
4515543114245

税込 ￥880
（本体価格 ￥800）
4515543244881

歌舞伎

katakataむすびアクアドロップ
くまとさけ グリーン

TF-20464-101

税込 ￥880
（本体価格 ￥800）
4515543244898

TF-10244-301
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福コチャエ

TF-20464-102

税込 ￥880
（本体価格 ￥800）
4515543244904

富士山

おかめ・ひょっとこ

だるま

TF-20464-103

100

税込 ￥3,850
（本体価格 ￥3,500）
4515543114221

税込 ￥3,850
（本体価格 ￥3,500）
4515543114191

●100アクアドロップ サイズ ： 約100×100ｃｍ ポリエステル100%（撥水加工） 発注単位 ： 3枚
※音声が出ますので
ご注意ください

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4515543247707

ひめ む す び

TF-20552-106

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4515543247684

A d el ine K l a m

TF-20552-104

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4515543247660

牡丹 ブルー

TF-20552-102

鶴 イエロー

梅 ブルー

チーフ
隅 田川

ＴＦ-20720-113

税込 ￥660
（本体価格 ￥600）
4515543246144

税込 ￥660
（本体価格 ￥600）
4515543246151

税込 ￥660
（本体価格 ￥600）
4515543244980

甲州石斑沢
︵こうしゅうかじかざわ︶

猫飼好五十三疋
︵みょうかいこうごじゅうさんびき︶

日本橋
ＴＦ-20720-114

TF-20720-108
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牡丹 レッド

鶴 ターコイズ

梅 オレンジ

ビードロを吹く女

赤富士

浪裏に富士

写楽

※音声が出ますので
ご注意ください

TF-20720-103

税込 ￥660
（本体価格 ￥600）
4515543215621

TF-20720-102

税込 ￥660
（本体価格 ￥600）
4515543215614

●チーフ隅田川 サイズ ： 約48×48cm
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風呂敷

綿100% 発注単位 ： 3枚

TF-20720-101

税込 ￥660
（本体価格 ￥600）
4515543215607

TF-20720-107

税込 ￥660
（本体価格 ￥600）
4515543215669

TF-20552-101

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4515543247653

TF-20552-103

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4515543247677

●50ひめむすび Adeline Klam サイズ ： 約50×50ｃｍ

TF-20552-105

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4515543247691

綿100% 発注単位 ： 3枚

風呂敷
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三巾
（TF-20478-332）

三巾
（TF-20478-339）

伊砂文様
両面風呂敷

チーフ
（TF-20479-139）

しだれ桜 チェリーピンク／ミント

しだれ桜 ピンク／グリーン

和 布 華の風 呂 敷 をカバーにした 御 朱 印 帳 ︒

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4515543247509

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4515543246564

税込 ￥3,520（本体価格 ￥3,200）
4515543247431

税込 ￥3,520（本体価格 ￥3,200）
4515543246571

4ｃm

新芽 エンジ／チャ

新芽 ムラサキ／ブルー

椿 コン／ローズピンク

椿 アカ／グレー

ネギストライプ

27.5ｃm

室 町 時 代から 公 文 書や 儀 礼 用 ︑神 道の祝 詞 などに使 われている

﹁ 奉 書 紙 ﹂という 厚みがありしっかりとした 紙 を 使 用 しています ︒

※画像はイメージです。
商品により柄の出方は異なります。

チーフ
（TF-20479-132）

SF-TE-DIS
7.5ｃm

TGI-001

25.5ｃm

税込 ￥1,760（本体価格 ￥1,600）
4543479133238

チーフ
（TF-20479-101）

チーフ
（TF-20479-137）

三巾
（TF-20478-334）

三巾
（TF-20478-333）

三巾
（TF-20478-301）

三巾
（TF-20478-337）

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4515543247448

税込 ￥3,520（本体価格 ￥3,200）
4515543247387

税込 ￥3,520（本体価格 ￥3,200）
4515543247370

税込 ￥1,760（本体価格 ￥1,600）
4543479133252

ひょうたん

おにぎり

梅赤

梅青

チーフ
（TF-20479-124）

チーフ
（TF-20479-113）

チーフ
（TF-20479-136）

三巾
（TF-20478-324）

三巾
（TF-20478-313）

三巾
（TF-20478-336）

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4515543230426
税込 ￥3,520（本体価格 ￥3,200）
4515543230525

折り本式 24折（ジャバラ式） 発注単位 : 2個

税込 ￥1,760（本体価格 ￥1,600）
4543479158446

ふ ろ し きの 両 端 に

中紙 : 奉書紙

税込 ￥1,760（本体価格 ￥1,600）
4543479158453

TGI-011

リング を 通 して 結 ぶ と ︑

御朱印帳

サイズ ： 約11.3×16.2×1.5cm

TGI-012

いちごリング
いち ごのよ う なバッグには や が わ り ！
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税込 ￥1,760（本体価格 ￥1,600）
4543479158460

税込 ￥1,760（本体価格 ￥1,600）
4543479133290

波小紋 赤

●御朱印帳

TGI-013

TGI-007

波小紋 青

唐草 生成

唐草 黄
税込 ￥1,760（本体価格 ￥1,600）
4543479158477

税込 ￥1,760（本体価格 ￥1,600）
4543479133306

税込 ￥3,520（本体価格 ￥3,200）
4515543247400

クリア

クロ

チャ

ＴＦ-90157-003

ＴＦ-90157-002

ＴＦ-90157-001

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4515543910922

チーフ
（TF-20479-135）

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4515543247462

三巾
（TF-20478-335）

税込 ￥3,520（本体価格 ￥3,200）
4515543247394

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4515543910915

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4515543910908

●いちごリング サイズ ： 直径13cm アクリル樹脂
発注単位 ： 3個

梅 アカ／グリーン

税込 ￥1,760（本体価格 ￥1,600）
4543479158422

税込 ￥3,520（本体価格 ￥3,200）
4515543214228

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4515543247479

梅 ミズイロ／ベージュ

税込 ￥1,760（本体価格 ￥1,600）
4543479158439

TGI-014

TGI-008

TGI-009

TGI-010

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4515543213924

税込 ￥3,520（本体価格 ￥3,200）
4515543247417

税込 ￥3,520（本体価格 ￥3,200）
4515543214105

ハートカズラ シコン／マッチャ

TGI-003

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4515543247486

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4515543213801

ハートカズラ ローズピンク／マロンブラウン

税込 ￥1,760（本体価格 ￥1,600）
4543479133269

チーフ
（TF-20479-133）

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4515543247455

菊 アカ／セイジ

税込 ￥1,760（本体価格 ￥1,600）
4543479133276

チーフ
（TF-20479-134）

菊 ウスムラサキ／セイジ

TGI-004

TGI-005

目玉焼き

トマトドット

税込 ￥1,760（本体価格 ￥1,600）
4543479133283

ころんだるま

おすし

TGI-006

18.5ｃm

税込 ￥2,200（本体価格 ￥2,000）
8柄×各2冊 計16冊 収納できます。
※詳細は担当営業までお問い合わせください。

チーフ
（TF-20479-106）

チーフ
（TF-20479-105）

三巾
（TF-20478-306）

三巾
（TF-20478-305）

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4515543213856
税込 ￥3,520（本体価格 ￥3,200）
4515543214150

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4515543213849
税込 ￥3,520（本体価格 ￥3,200）
4515543214143

●伊砂文様両面風呂敷 サイズ ：チーフ／約48×48cm 発注単位 ： 3枚
三巾／約104×104cm 綿100％
発注単位 ： 1枚

風呂敷

33

税込 ￥1,540
（本体価格 ￥1,400）
4543479125219

TFG-1009

TFG-1008

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479153090

目玉焼き

トマトドット

ころんだるま

税込 ￥1,540
（本体価格 ￥1,400）
4543479125233

ひょうたん

おにぎり

梅赤

梅青

ＴＦＧ-1308

税込 ￥1,540
（本体価格 ￥1,400）
4543479153038

税込 ￥1,540
（本体価格 ￥1,400）
4543479153045

ＴＦＧ-1303

税込 ￥1,540
（本体価格 ￥1,400）
4543479125240

ＴＦＧ-1309

ＴＦＧ-1310

ＴＦＧ-1307

税込 ￥1,540
（本体価格 ￥1,400）
4543479125288

税込 ￥1,540
（本体価格 ￥1,400）
4543479125271

ＴＦＧ-1314

税込 ￥1,540
（本体価格 ￥1,400）
4543479153083

ＴＦＧ-1312

ＴＦＧ-1313

税込 ￥1,540
（本体価格 ￥1,400）
4543479153069

税込 ￥1,540
（本体価格 ￥1,400）
4543479153076

●3・3寸がま口ポーチ サイズ ： 約12.5×11×3cm

綿100%

波小紋 赤

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479153168

波小紋 青

TFI-1010

唐草 生成

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479153175

唐草 黄

TFI-1011

梅青

※2022年8月1日より価格を改定いたします。

おすし

梅青

発注単位 : 3個

印 鑑 ケース︻ 朱 肉 付 ︼

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479153182

ＴＦＧ-1304

税込 ￥1,540
（本体価格 ￥1,400）
4543479125257

税込 ￥1,540
（本体価格 ￥1,400）
4543479125264

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479125509

波小紋 赤

TFI-1012

ＴＦＧ-1305

ＴＦＧ-1306

TFI-1006

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479125516

波小紋 青

綿100%

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479125455

おすし

TFI-1007

唐草 生成
税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479153199

TFI-1001

ひょうたん

おにぎり

唐草 黄
TFI-1013

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479153106

ネギストライプ

目玉焼き

トマトドット

梅赤

風呂敷 和 小 物

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479125479

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479125523

●印鑑ケース サイズ ： 約10.5×5×1ｃｍ
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TFI-1003

TFI-1008

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479153151

TFG-1010

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479153113

発注単位 : 3個

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479125486

TFI-1009

TFG-1011

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479153120

TFI-1004

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479125493

波小紋 赤

綿100%

ころんだるま

TFI-1005

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479153205

TFG-1012

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479153137

●2.6寸小銭入れ サイズ ： 約10×9×2ｃｍ

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479125349

波小紋 青

TFG-1013

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479153144

TFG-1006

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479125356

唐草 生成

唐草 黄

TFG-1014

TFI-1014

TFG-1007

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479125363

風呂敷和小物

おすし

ひょうたん

おにぎり

梅赤

ＴＦＧ-1301

※ 商 品 により 柄 の 出 方 は 異 なりま す ︒

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479125295

3・3 寸がま口ポーチ

TFG-1001

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479125318

ネギストライプ

TFG-1003

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479125325

2・6 寸 小 銭 入れ

TFG-1004

税込 ￥1,210
（本体価格 ￥1,100）
4543479125332

ネギストライプ

目玉焼き

トマトドット

ころんだるま

TFG-1005

ＴＦＧ-1311

税込 ￥1,540
（本体価格 ￥1,400）
4543479153052

発注単位 : 3個

※2022年8月1日より価格を改定いたします。

風呂敷 和 小 物
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税込 ￥4,180
（本体価格 ￥3,800）
4543479169510

︵ 京 都 伝 統工芸 ︶

TGNJ-3802

がま口 大

約10cm

開いた状態
約15cm

水玉

藍市松

甲羅

柿色市松

奈 良の蚊 帳づくりの

伝 統 を 生かした

蚊 帳 生 地 を 使 用 した

ふきんです ︒

綿 と 天 然パルプ由 来の

レーヨンの混 紡で︑

使 うほどに柔 らかくなる ︑

やさしい使い心 地 を

実 感 していただけます ︒

当 初は糊がついていますので︑

使 用 前にお湯で

約14cm

化粧道具が入るほどの大容量

小花
約12cm
内ポケット

西陣 京織物がま口

多 品 種 少 量 生 産が特 徴の技 術で︑

税込 ￥4,180
（本体価格 ￥3,800）
4543479169503

緯 糸 を 積み重 ね何 段かの層 を 作 り

柄 を 作るという 技にあります ︒

近 年 ︑伝 統 的 な 技 術 を 生かし ︑

柄 など 斬 新 な 色 使いや 素 材にした

もの︑または古 来の紋 様 をアレンジ

したものなど ︑工 夫 を 凝 らした

組 織で織 り 上 げています ︒

格子縞

発注単位 ： 5枚

和布華かやのふきん

標準サイズ／約30×40cm

︵奈良県産蚊帳生地使用︶

発注単位 ： 3枚
発注単位 ： 5枚

十 分 洗い落 としてください︒

サイズ ：ゆったりサイズ／約30×80cm
てのひらサイズ／約30×26cm
表／綿100％、裏／レーヨン100％

TGNJ-3801

ベリー
TGNJ-3806

TGNJ-3805

税込 ￥4,180
（本体価格 ￥3,800）
4543479169558

25ｃm

●がま口 大

サイズ ： 約W14×H12×D10cm

表 : ポリエステル100%

TIO-KIDIS

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195915

44ｃm

35ｃm

約8cm
内ポケット

税込 ￥4,400（本体価格 ￥4,000）
※詳細は担当営業までお問い合わせください。

約7cm

TGNJ-2401

税込 ￥2,640
（本体価格 ￥2,400）
4543479169459

※2022年8月1日より価格を改定いたします。

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196264

標準サイズ
（TYC-887）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195540

ゆったりサイズ
（TYD-787）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195908

税込 ￥2,640
（本体価格 ￥2,400）
4543479169497

●がま口 小

サイズ ： 約W7×H8×D6.5cm

TGNJ-2405

TGNJ-2404

税込 ￥2,640
（本体価格 ￥2,400）
4543479169480

表 : ポリエステル100%

税込 ￥2,640
（本体価格 ￥2,400）
4543479169473

裏 : 綿100%

水玉

和 布華か やのふきん

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195892

手のひらサイズ
（TYS-987）

藍市松
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税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195533

ゆったりサイズ
（TYD-786）

甲羅

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196257

標準サイズ
（TYC-886）

約6.5cm

開いた状態
約8.5cm

税込 ￥2,640
（本体価格 ￥2,400）
4543479169442

柿色市松

キンモクセイ

オリーブ

TGNJ-2402

TGNJ-2406

手のひらサイズ
（TYS-986）

発注単位 ： 1個

がま口 小

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195557

ゆったりサイズ
（TYD-788）

裏 : 綿100%

税込 ￥4,180
（本体価格 ￥3,800）
4543479169527

コロンとした可愛いサイズ

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196271

標準サイズ
（TYC-888）

TGNJ-3803

税込 ￥4,180
（本体価格 ￥3,800）
4543479169534

格子縞

小花

手のひらサイズ
（TYS-988）

TGNJ-3804

税込 ￥4,180
（本体価格 ￥3,800）
4543479169541

TGNJ-2403

税込 ￥2,640
（本体価格 ￥2,400）
4543479169466

発注単位 ： 1個

西陣 京 織 物がま口
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税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196059

標準サイズ
（TYC-871）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195014

ゆったりサイズ
（TYD-771）

手のひらサイズ
（TYS-974）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195694

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196080

標準サイズ
（TYC-874）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195380

ゆったりサイズ
（TYD-774）

ゆったりサイズ
（TYD-764）

手のひらサイズ
（TYS-966）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195663

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196035

標準サイズ
（TYC-866）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195342

ゆったりサイズ
（TYD-766）

ゆったりサイズ
（TYD-756）

手のひらサイズ
（TYS-963）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195632

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196011

標準サイズ
（TYC-863）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195335

ゆったりサイズ
（TYD-751）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195618

ゆったりサイズ
（TYD-783）

手のひらサイズ
（TYS-952）

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479195984

標準サイズ
（TYC-852）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479194970

ゆったりサイズ
（TYD-752）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195625

手のひらサイズ
（TYS-984）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195861

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196233

標準サイズ
（TYC-884）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195519

ゆったりサイズ
（TYD-784）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195878

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196127

標準サイズ
（TYC-878）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195427

ゆったりサイズ
（TYD-778）

手のひらサイズ
（TYS-982）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195762

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196219

標準サイズ
（TYC-882）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195496

ゆったりサイズ
（TYD-782）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195854

手のひらサイズ
（TYS-975）

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196097

標準サイズ
（TYC-875）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195397

ゆったりサイズ
（TYD-775）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195731

椿の華

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195311

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195502

アボカド

標準サイズ
（TYC-851）

標準サイズ
（TYC-883）

トマトドット

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479195977

手のひらサイズ
（TYS-978）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195656

トリトリ

手のひらサイズ
（TYS-951）

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196226

ゆったりサイズ
（TYD-763）

発注単位 ： 3枚
発注単位 ： 5枚
発注単位 ： 5枚

キウイ

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479194963

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195885

だるまドット

標準サイズ
（TYC-856）

サイズ ：ゆったりサイズ／約30×80cm
標準サイズ／約30×40cm
てのひらサイズ／約30×26cm
表／綿100％、裏／レーヨン100％

ゆったりサイズ
（TYD-785）

桜づくし

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479195991

手のひらサイズ
（TYS-983）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195670

ハナウメ

手のひらサイズ
（TYS-956）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195526

ゾウ

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479194956

標準サイズ
（TYC-885）

ミモザ

標準サイズ
（TYC-864）

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196240

七宝

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196028

手のひらサイズ
（TYS-985）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195724

満開菊

手のひらサイズ
（TYS-964）

ハリネズミ

白鳥

ブルーガーデン

手のひらサイズ
（TYS-971）

手のひらサイズ
（TYS-976）

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196103

標準サイズ
（TYC-876）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195403

ゆったりサイズ
（TYD-776）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195748

※当初は糊がついていますので、使用前にお湯で十分洗い落としてください。
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和 布華か やのふきん

※2022年8月1日より価格を改定いたします。

和 布華か やのふきん

39

たおる
（KM-TYT-801）

はんかち
（KM-TYH-402）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479157395

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479157326

ふきん
（KM-TYF-502）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479157364

たおる
（KM-TYT-802）

たおる
（KM-TYT-803）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479157418

はんかち
（KM-TYH-404）

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479157340

ふきん
（KM-TYF-504）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479157388

たおる
（KM-TYT-804）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479157425

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479195960

標準サイズ
（TYC-836）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195304

ゆったりサイズ
（TYD-736）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195601

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196158

標準サイズ
（TYC-N502）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195458

ゆったりサイズ
（TYD-N402）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195793

手のひらサイズ
（TYS-674）

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479195922

標準サイズ
（TYC-654）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195274

ゆったりサイズ
（TYD-634）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195564

手のひらサイズ
（TYS-N618）

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196189

標準サイズ
（TYC-N518）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195472

ゆったりサイズ
（TYD-N418）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195823

オレンジ

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479157371

手のひらサイズ
（TYS-936）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195595

ハーブ

ふきん
（KM-TYF-503）

ゆったりサイズ
（TYD-735）

星とたんぽぽ

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479157333

手のひらサイズ
（TYS-N602）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479157401

花火

はんかち
（KM-TYH-403）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195007

矢絣

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479157357

標準サイズ
（TYC-835）

アップル

ふきん
（KM-TYF-501）

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479195953

裏／レーヨン100%

私と小鳥と鈴と

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479157319

表／綿100%

郵便局の椿

はんかち
（KM-TYH-401）

はんかち／約30×26cm

七宝花文

四葉のクローバー

奈良の蚊帳生地

奈 良の蚊 帳づくりの伝 統 を 生かした

蚊 帳 生 地 を 使 用 した

ふきん︑たおる ︑
はんかちです ︒

綿 と 天 然パルプ由 来のレーヨンの混 紡で︑

使 うほどに柔 らかくなる ︑

やさしい使い心 地 を

実 感 していただけます ︒

手のひらサイズ
（TYS-935）

サイズ ：たおる／約30×80cm ふきん／約30×40cm
発注単位 ：たおる／3枚 ふきん、
はんかち／5枚
※柄の出方は商品によって異なります。

手のひらサイズ
（TYS-N604）

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196165

標準サイズ
（TYC-N504）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479194994

ゆったりサイズ
（TYD-N404）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195809

※2022年11月1日より価格を改定いたします。

レモン

森の小鳥

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。
トランプ

パズル

カトラリー

悪臭の原因
不衛生の原因
（黄色ぶどう球菌）（大腸菌）
に対する抗菌力
に対する抗菌力
減菌率

‥‥‥

99 %

減菌率

‥‥‥

99 %

JIS L 1902法による

TYFG-753

税込 ￥825（本体価格 ￥750）
4543479177676

TYFG-752

税込 ￥825（本体価格 ￥750）
4543479177669

TYFG-751

税込 ￥825（本体価格 ￥750）
4543479177652

サイズ ： 約30×40cm 表／綿100%・スリット糸（ミューファンⓇ）使用
※柄の出方は商品によって異なります。
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裏／レーヨン100%

みすゞうた 蚊 帳 生 地たおる・ふきん・はんかち/ 抗菌・防臭 か やのふきん

「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。

発注単位 ： 3枚

手のひらサイズ
（TYS-S615）

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479195946

標準サイズ
（TYC-S515）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479195298

ゆったりサイズ
（TYD-S415）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195588

手のひらサイズ
（TYS-N621）

税込 ￥495
（本体価格 ￥450）
4543479196196

標準サイズ
（TYC-N521）

税込 ￥605
（本体価格 ￥550）
4543479194987

ゆったりサイズ
（TYD-N421）

税込 ￥990
（本体価格 ￥900）
4543479195830

※当初は糊がついていますので、使用前にお湯で十分洗い落としてください。

※2022年8月1日より価格を改定いたします。

和 布華か やのふきん
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清 潔 感のある 真っ白 な

蚊 帳 生 地ふきん︒

郵便局の椿︲鳥

ざくろ
KM-TYS-501

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479176013

郵便局の椿

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479176020

郵便局の椿︲丸花

あけがたの花

税込 ￥1,100（本体価格 ￥1,000）
4543479180508

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479176099

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479176051

KM-TYS-508

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479176082

KM-TYS-504

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479176044

鯨法会

TJN-004

KM-TYS-505

私と小鳥と鈴と

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479176068

淡雪

税込 ￥1,100（本体価格 ￥1,000）
4543479180515

KM-TYS-502

KM-TYS-506

矢絣

今 治 長 〜いたおる

TJN-005

発注単位 ： 5枚

向日葵

税込 ￥1,100（本体価格 ￥1,000）
4543479180478

青海波

44

裏／レーヨン100％

TJN-001

税込 ￥1,100（本体価格 ￥1,000）
4543479180485

鮫小紋

税込 ￥1,100（本体価格 ￥1,000）
4543479180522

表／綿100%

裏／レーヨン100％

麻葉
税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479176037

KM-TYS-509

TJN-006

洗い替 えやストック用に

ぴったりの3 枚セット︒

今治長〜いたおる

サイズ ： 約30×30cm

KM-TYS-503

TJN-002

税込 ￥1,100（本体価格 ￥1,000）
4543479180492

サイズ ： 約30×30cm 品質 ： 表／綿100％
発注単位 ： 3枚 日本製

（本体価格 ￥1,000）
税込 ￥1,100
4543479193669

認証番号：第2021-076号

七宝

毘沙門亀甲

TJN-003

日 本の伝 統 柄である 吉 祥 柄 を

発注単位 ： 3枚

ガーゼパイルのジャガード織 りによって

細 くし ︑

10
cm

鮮やかに和の美 しさを 表 現 しました ︒

長 く ︑約

通 常のタオルより

約

首や 頭に巻 きやすいサイズ︒

サイズ ： 約25×100cm 綿100％

20
cm

TYS-WF3P

KM-TYS-507

税込 ￥550
（本体価格 ￥500）
4543479176075

私のふきん/みすゞうた か やのふきん
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ハンカチ
（TGH-454）

ハンカチ
（TGH-453）

ハンカチ
（TGH-452）

税込 ￥550（本体価格 ￥500）
4543479158637

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4543479158491

税込 ￥550（本体価格 ￥500）
4543479158620

税込 ￥550（本体価格 ￥500）
4543479158613

彩菊花

ねこ

かさねの小花

サイズ ：フェイスタオル／約34×82cm

綿100％

発注単位 ： 3枚

泉州タオル

明 治 時 代から 続 く

日本最古のタオル産地

で︑
今治タオルと並んで

日本を代表するタオル

清潔で肌ざわりにすぐ

です ︒吸 水 性が良 く ︑

用いています︒

れた
﹁後晒し﹂
の製法を

タ オルに 使 う 綿 糸

は︑
ノリやロウ な ど を

添 加 して 滑 り を 良 く

し︑織りやすくなってい

ます ︒そのため織りあ

がったままのタオル地

性に劣りますが︑泉 州

は ︑水 をはじいて 吸 水

タオルでは織った 後に

﹁ 晒 し ﹂の工 程 が入 る

洗い流されて綿本来の

ため︑
ノリやロウなどが

税込 ￥550（本体価格 ￥500）
4543479158644

フェイスタオル
（TGF-810）

フェイスタオル
（TGF-809）

フェイスタオル
（TGF-808）

ハンカチ
（KM-TGH-501）

ハンカチ
（TGH-460）

ハンカチ
（TGH-459）

ハンカチ
（TGH-458）

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4543479158576

税込 ￥550（本体価格 ￥500）
4543479158019

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4543479158569

税込 ￥550（本体価格 ￥500）
4543479158699

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4543479158552

税込 ￥550（本体価格 ￥500）
4543479158682

税込 ￥550（本体価格 ￥500）
4543479158675

紫陽花

桜絞り

ピアノ

星とたんぽぽ

花火

私と小鳥と鈴と

フェイスタオル
（KM-TGF-1002）

フェイスタオル
（KM-TGF-1003）

フェイスタオル
（KM-TGF-1004）

フェイスタオル
（TGF-801）

フェイスタオル
（TGF-812）

フェイスタオル
（TGF-811）

ハンカチ
（KM-TGH-502）

ハンカチ
（KM-TGH-503）

ハンカチ
（KM-TGH-504）

ハンカチ
（TGH-451）

ハンカチ
（TGH-462）

ハンカチ
（TGH-461）

税込 ￥1,100（本体価格 ￥1,000）
4543479157982

税込 ￥550（本体価格 ￥500）
4543479158026

サイズ ：フェイスタオル／約34×82cm

泉州がーぜたおる

税込 ￥1,100（本体価格 ￥1,000）
4543479157999

税込 ￥550（本体価格 ￥500）
4543479158033

ハンカチ／約23×23cm

綿100％

※2022年8月1日より価格を改定いたします。

税込 ￥1,100（本体価格 ￥1,000）
4543479158002

税込 ￥550（本体価格 ￥500）
4543479158040

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4543479158484
税込 ￥550（本体価格 ￥500）
4543479158606

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4543479158590
税込 ￥550（本体価格 ￥500）
4543479158712

さ ら さ らガーゼ

舞椿

れもん

ぽんぽん菊

郵便局の椿

フェイスタオル
（KM-TGF-1001）

税込 ￥1,100（本体価格 ￥1,000）
4543479157975
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すぐれた吸水性を持っ

ハンカチ
（TGH-455）

税込 ￥550（本体価格 ￥500）
4543479158651

たタオルになります︒

ハンカチ
（TGH-S456）

税込 ￥550（本体価格 ￥500）
4543479158668

赤 ちゃんや 肌の弱い

ハンカチ
（TGH-S457）

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4543479158521

方 で も 安 心 して 使 え

フェイスタオル
（TGF-805）

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4543479158538

る︑
ふんわりしたやわら

フェイスタオル
（TGF-S806）

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4543479158545

かさが特徴です︒

フェイスタオル
（TGF-S807）

ハンカチ／約23×23cm

泉州がーぜたおる

フェイスタオル
（TGF-802）

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4543479158507

大 阪・泉 州で丁 寧に織 られたコットンガーゼのタオルは︑

フェイスタオル
（TGF-803）

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4543479158514

パイル地の吸 水 性 と ︑
ふんわりやさしいガーゼの肌 ざわりが魅 力です ︒

色玉

さくら

梅ちらし

フェイスタオル
（TGF-804）

税込 ￥990（本体価格 ￥900）
4543479158583
税込 ￥550（本体価格 ￥500）
4543479158705

発注単位 ： 3枚

泉州がーぜたおる
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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

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？

TIO-5111

TIO-5107

TIO-5108

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479197469

＋ima ハンカチ

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

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

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

マグロにイクラ、玉子もエビもみ〜んな好き！

◆TIO-598

◆TIO-5100

TIO-530

TIO-509

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479112820

※音声が出ますので
ご注意ください

サイズ ： 約24×24cm

目玉焼き

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479134587

トマトト

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479180270

すいれん

モダン風船
︵

綿100％

発注単位 ： 5枚

ディスプレイ什器あります！

︶
Plune.

︶
Plune.

︶
Plune.

OHANA ピンク
︵

さくらんぼ
︵

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479180256

お寿司

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479197452

おかわりごはん

たんぽぽ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479197490

25cm

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。

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。

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

TIO-586

TIO-585

TIO-584

◆TIO-599

TIO-527

TIO-528

35cm

44cm

︶
Plune.

ころんだるま

税込 ￥4,400
（本体価格 ￥4,000）
※詳細は担当営業まで
お問い合わせください。

おしくらだいふく

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479123208

ドラにゃき

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479123192

TIO-KIDIS

パカッ、
じゅわ〜…
ブレックファーストと言えばこれ。

ねことお茶

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479180263

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…

マスカット
︵

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479174132

ペンギンパーラー

クラゲドット

ちんあなご

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479174149

パンづくし

色とりどりのお花と鳥たち。
自由に飛んでにぎやかです。

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。

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479174156

波とメロディーに乗って、
海の中のオーケストラがスタートです♪

プカプカゆらゆら。
クラゲとクリオネのダンスルーム。

流氷をガリガリ…冷たいスイーツの出来上がり！

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。

ほっと一息、一緒にお茶しませんか？

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。

ぎゅうぎゅう、
もちもち。お餅の中には何がある？

ころんころん だるまさんがころんだ？

TIO-547

TIO-550

TIO-549

TIO-587

TIO-508

TIO-5110

TIO-5109

TIO-506

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479112790

モコモコくもかな？ ひつじかな？

しろくまは南極にはいないんだって！

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！

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。

日本一の富士山は、世界遺産になりました。

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

イッチ、
ニ、
サン、
シ！
ラジオ体操から始まる元気な一日

TIO-516

TIO-512

TIO-566

TIO-565

TIO-5112

TIO-507

TIO-531

TIO-592

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479120672

+i m a 今 治うまれ のハンカチ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479112851

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479158217

※2022年8月1日より価格を改定いたします。

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479158200

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479197506

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479112806

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479134594

ラジオ体操

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479197476

どすこい

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479197483

富士山

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479112813

サクラ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479174163

イルカショー

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479146788

おやすみカワウソ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479146795

しろくまがきた

くもひつじ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479146764
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あさがお

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479180249

おにぎり

TIO-597

お花と鳥

レモン
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？

+ima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！

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479176815

+i m a 今 治うまれ のハンカチ
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忘れな草とフレンチブル

みかんと豆柴

イチゴとパンダ

チューリップとフラミンゴ

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？

コロコロゴロン。甘いイチゴで
お腹いっぱい！

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

忘れな草の咲くお庭で、遊び疲れて
スヤスヤおやすみ

TIO-552

TIO-553

TIO-554

TIO-557

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479151393

コロコロ、
コロコロ…。森の中には
どんぐりコロコロ、ハリネズミたちもコロコロ。

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。

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？

ゆっくりゆっくり。
りんごの甘い香りに誘われて。

TIO-505

TIO-522

TIO-542

TIO-551

綿100％

発注単位 ： 5枚

目玉焼きとクマ

バナナとイルカ

シチリアレモンとネコ

ぐ〜っと伸びて、
ゴロンゴロン・
・
・
猫の一日覗いてみましょ

何種類の鳥がいるか探してみてね

一面の桜の中でブタさんが
かくれんぼしているよ。

おしゃれなネコはバラを咲かせて
今日もお散歩。

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。

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。

角度を変えてよく見てみた。
スイスイ泳ぐイルカさん発見！

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。

TIO-579

TIO-578

TIO-501

TIO-502

TIO-5103

TIO-5104

TIO-5105

TIO-5106

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479197445

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

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！

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♪

柴犬・パグにシュナウザー、
色んなワンコが並んでいるよ

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？

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

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？

TIO-5102

TIO-5101

TIO-594

TIO-580

TIO-582

TIO-583

TIO-595

TIO-596

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479180225

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479180232

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

ふわふわなアルパカとふわふわな
綿菓子の甘い共演

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

ビールの泡にぷ〜かぷか。
酔っ払わないでね！

TIO-577

TIO-559

TIO-563

TIO-564

TIO-581

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479157913

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479157951

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479157968

ビールとラッコ

※2022年8月1日より価格を改定いたします。

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479169589

みんなで仲良くお散歩しましょ♪

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479169282

+i m a 今 治うまれ のハンカチ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479169572

ポピーとカピバラ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479169312

綿あめとアルパカ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479179977

そら豆とくじら

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479180287

ペンギン散歩

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479180294

ビオラとコアラ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479197438

ポンポンマムとシマエナガ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479197421

あじさいさんぽ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479197414

カーネーションと
トイプードル

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479112752

ワンコドット

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479112745

ダンシング カピバラ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479169299

パンダと笹

しろくまとソーダパフェ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479169305
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サイズ ： 約24×24cm

デイジーとライオン

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479147051

バラとネコ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479142728

桜とブタ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479123147

バードウォッチ

猫の一日

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479112783

リンゴとナマケモノ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479151362

オカメインコとチェリー

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479147075

タンポポとひつじ

ドングリとハリネズミ

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479147068

税込 ￥605（本体価格 ￥550）
4543479169565

+i m a 今 治うまれ のハンカチ
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