
大阪タオル工業組合 TEL.072-464-4611  FAX.072-464-9419
〒598-0006　大阪府泉佐野市市場西１丁目8番8号
　　　　　地場産業支援センター1F

製作企業

（50音順）

●金野タオル（株）

●健一タオル工場

●米義タオル（有）

●サガンテリー

●新興タオル（株）

●神藤タオル（株）

●竹利タオル（有）

TEL.072-462-3801

TEL.072-452-0323

TEL.072-464-0196

TEL.072-468-2070

TEL.072-462-1256

TEL.072-468-0777

TEL.072-431-3781

TEL.072-467-0561

TEL.072-463-6770

TEL.072-467-1390

TEL.072-462-1363

TEL.072-462-2288

TEL.072-453-5545

TEL.072-465-5171

TEL.072-467-2622

TEL.072-465-0791

TEL.072-467-1622

TEL.072-462-3248

TEL.072-433-3881

●ツバメタオル（株）

●中沢織物

●南泉タオル（有）

●新田谷織布工場

●袋谷タオル（資）

●（株）松藤テリー

●美由喜タオル（株）

●（株）三好

●保吉タオル（株）

●山野タオル工場

●（株）𠮷常タオル

●ろ七タオル（株）

Emailアドレス　info@os-towel.or.jp
ホームページ　  ht tp: //www.sensｈu-towel.jp /

＜お問い合わせは＞

タオルショップ
りんくうシークル店

タオルショップ
泉佐野駅前店

●泉州こだわりタオルは、大阪タオル工業組合の登録商標です。
●泉州タオルは、地域団体商標です。                        2010.11

http://www.senshu-towel.jp/

ショールーム
大阪タオル工業組合



■「後晒タオル」とは…タオルを織り上げた後で、精練・漂白といった”さらし”を行うためこう呼ばれています。
タオルを織る際、糸切れを防ぎスムーズに織機を動かすために糊付けされた糸を使います。後晒タオルは、最後

に晒工程があるため、糊や付着した不純物がここできれいに取り除かれ、始めから吸水性に優れた肌にやさしい

タオルが仕上がります。世界で一流とされるタオルのほとんどが、この後晒製法で作られています。

■こだわりの綿糸…原料の綿花が持っている綿本来の性格や本質（バルキー性・柔らかさ・吸水性の良さ）を
最大限に引き出す事のできる後晒タオルだからこそ、素材にもこだわりました。泉州の後晒タオルに最適な綿を

厳選し、吸水性、乾きの良さ、光沢感、毛羽落ちの少ない、綿本来の柔らかな肌触りなど、「安心・安全」なプレミア

ムのための素材を使用しています。

吸水性がよく、清潔で肌触りがやさしい“泉州こだわりタオル”

今年は『世界一環境に優しいタオル』を目指し、

その特徴を“Fountain（泉）”になぞらえ

やさしく、夢がふくらむタオルを作り上げました。

原綿の風合いを余すところなく活かす“泉州の後晒製法”で

「安心・安全」なタオルづくりをこれからも守りとおしていきます。

B a s i c  C o l o r

ペールピンク

スィートピンク ペールグリーン ペールブルーフォレストグリーン

ハニーイエロー ライトグリーン アクアブルー ナチュラルホワイト



43 ご注意：色名が同一の商品でも、品番の違いや仕上げ方の違い等により色差がございます。 ※表示価格は参考上代です。

07
泉州産地の古くからある技法「捺染」でヘムボーダーを作りました。
パイルには雪音加工をし、独特な風合いと、吸水性の良い泉州タオルを作り
ました。何となく懐かしさを感じるベーシックなタオルです。

525円（本体価格500円）
315円（本体価格300円）

●フェイスタオル（ ）
●ハンドタオル（ ）
素材：コットン100％

昔タオル 08
国産紡績糸100％使用。グリーンタオル生産倶楽部の生産工程を順守し、
後晒タオルの特徴であるスレン染めにした糸に+ミューファン（純銀ラメ糸）
を織り込んでから、晒した清潔な業務用タオル。
防汚機能、抗菌防臭機能を付加したオシボリ、フェイスタオルです。

1,575円（本体価格1,500円）
735円（本体価格 700円）

●ウォッシュタオル（ ）
●フェイスタオル（ ）
素材：綿99％　純銀1％

銀の魔法 09
国産紡績糸100％使用。グリーンタオル生産倶楽部の生産工程を順守した
カラーガーゼタオルです。ミューファン（純銀ラメ糸）を織り込むことにより、
抗菌防臭機能を付加した安全な浴用ガーゼタオルです。

1,575円（本体価格1,500円）●フェイスタオル（ ）
素材：綿99％　純銀1％

天使の羽 Ag+

10
しなやかさと安全性にこだわりました。横糸・縦糸とも細い糸で織り上げて
いるため、握り締めた時のしなやかさは絶品です。
染色は厚生省、食品衛生法に基づいた食品添加物に使用する染料により染
め上げている為、乳幼児が口にくわえても安心です。

7350円（本体価格700円）●フェイスタオル（ ）
素材：コットン100％

フードカラータオル 11
「暮らしの質」を見極めたいと考え、今までに無い発想で｢成る程便利～欲しい
～シンプル」をテーマにして多目的に対応出来るタオルとして開発しました。
薄手でマルチに使える便利なタオルです。

630円（本体価格 600円）●ロングサイズタオル
（ ）
素材：コットン100％

630円（本体価格 600円）●ロングサイズタオル
（ ）
素材：コットン100％

マルチ＆デイリー 12
「暮らしの質」を見極めたいと考え、今までに無い発想で｢成る程便利～欲し
い～シンプル」をテーマにして多目的に対応出来るタオルとして開発しまし
た。両サイドを平織り組織で仕上げ、浴用から手拭いまで幅広く使える便利
なタオルです。

職人仕様の手拭いタオル

1,260円（本体価格1,200円）
●タオルマフラー（ ）

素材：コットン70%、レーヨン30%

15
細くて軽い糸で織り上げた「軽い」タオルマフラーです。モダール（レーヨ
ン）を使用し、柔らかく、吸水性に優れています。綿とモダールの染色濃度差
を利用し上品な夏向けの涼しげな柄を表現しています。光触媒の効果のあ
る「サンダイヤ」を使用し、屋外での使用に抗菌性やUVカット効果が期待で
きます。長さも180cmあり、いろいろ巻き方を楽しめます。

ライトウインド

1,680円（本体価格1,600円）●タオルマフラー（ ）
素材：コットン100%

14
表裏が絶妙なバランスで織り上げられた二重ガーゼのコットンマフラーで
す。手放せなくなる程にしなやかで柔らかい風合いが特長です。さらに、お
肌に優しい卵の殻から抽出したアミノ酸を利用したアミノファイン加工
（キューピー㈱）を施しており、よりいっそうソフトな風合いに仕上がりました。

Wガーゼ  コットンマフラー

素材：コットン100%

13
泉州タオル産地が得意とする、パイルが無く軽くて柔らかく、かさばらない
ガーゼ織りのタオルです。優しい肌触りとお花畑をイメージする可愛いデザ
インで「持ち歩くタオル」としてお使い下さい。また、吸水性もとても良いの
で浴用としてもご活用頂ける便利なガーゼタオルです。

エアリーガーゼ

02
美しい波形の縫製が可愛い、フォルムにこだわったタオルです。パウダー
ルームの洒落たアクセントになるシンプルデザイン。ボリュームのあるロン
グパイル仕様で、贅沢な使い心地を楽しめます。
勿論使い初めから吸水性の良いタオルに仕上がっています。

3,150円（本体価格3,000円）
1,260円（本体価格1,200円）
630円（本体価格 600円）

●バスタオル（ ）
●フェイスタオル（ ）
●ハンドタオル（ ）
素材：コットン100％

マーメイドウェーブ2010
シルキーパイピング

05
自然と人に優しいオーガニックコットン仕様で、究極の柔らかさを追求した
最高級タオルです。
生活の中の「ちょうどいいサイズ」にもこだわりました。

2,625円（本体価格2,500円）
1,260円（本体価格1,200円）
630円（本体価格 600円）

●バスタオル（ ）
●フェイスタオル（ ）
●ハンドタオル（ ）
素材：コットン100％

スーピマリアルソフト オーガニック04
高級綿糸の超長綿スーピマを使用し、サイロスパン技術の応用で極甘撚り
の糸を使用した無撚糸のような柔らかな風合いのタオルです。包み込まれ
る優しくソフトな肌触りと、毛羽落ちが少ない特長を兼ね備え、また、パイル
ヘム仕様なのでボリューム感があり、乾きが速い最高級のドライユースタオ
ルです。

3,675円（本体価格3,500円）
1,575円（本体価格1,500円）
735円（本体価格 700円）

●バスタオル（ ）
●フェイスタオル（ ）
●ウォッシュタオル（ ）

2,625円（本体価格2,500円）
1,050円（本体価格1,000円）
525円（本体価格 500円）

●バスタオル（ ）
●フェイスタオル（ ）
●ウォッシュタオル（ ）素材：コットン100％

クリスタル・ソフト

01
２本の粗糸を１本の糸に撚る精紡交撚を行うことで、双糸のような単糸が出
来上がります。また甘撚りにすることで、無撚糸のように柔らかくソフトな肌
触りを実現し、無撚糸のような風合いを持ちながら毛羽落ちが少ないという
特長を兼ね備えたタオルです。さらに有機精練を行うことで環境にもとても
優しいタオルに仕上がりました。

3,675円（本体価格3,500円）
1,575円（本体価格1,200円）

●バスタオル（ ）
●フェイスタオル（ ）
素材：コットン100％

ソフリィ 03
京都の老舗、綾部紡績さんが最高級のスーピマ綿に魔法のような絶妙の撚
りをかけて作った糸をパイルに使い、横糸には細い糸で、ゆっくりやさしく織
り上げました。軽～くて、しかも嵩だかくボリューム感があり、いつまでもや
わらかなタオルに仕上がりました。

2,100円（本体価格2,000円）
630円（本体価格 600円）
315円（本体価格 300円）

●バスタオル（ ）
●フェイスタオル（ ）
●ハンドタオル（ ）
素材：コットン100％

ミラクルツイスト

06
変則的な特殊織りをすることによって、２重とも３重とも言えない独特な構
造と、他に類を見ない風合いの2.5重ガーゼタオルに仕上げました。お客様
がパッと見た時に目に留まり興味を抱いて頂けるように、あえて2.5重とい
う見慣れないネーミングにしています。
今回はヘム部分にカラーネップを使用し、可愛いアクセントにしました。

1,260円（本体価格1,200円）
630円（本体価格 600円）
315円（本体価格 300円）

●バスタオル（ ）
●フェイスタオル（ ）
●ハンドタオル（ ）
素材：コットン100％

ふかふか2.5重タオル「彩り」

ハニーイエロー

ペールグリーン

ペールブルー

ナチュラルホワイト

オレンジ

バイオレット

クリーム

ハニーイエロー

グレー

ペールグリーン

ピンク

グリーン

ペールイエロー

アクアブルー

ペールブルー

アクアブルー

ペールピンク

スィートピンク

ライトグリーン

アクアブルー ハニーイエロー

ペールグリーン

ペールブルー

ペールピンク

ペールピンク

ハニーイエロー

ペールグリーン

ペールブルー

ナチュラルホワイト

ペールピンク

ハニーイエロー

ペールグリーン

ペールブルー

ナチュラルホワイト

スィートピンク

ハニーイエロー

ライトグリーン

フォレストグリーン

アクアブルー

ナチュラルホワイト

ナチュラルホワイト

スィートピンク

ナチュラルホワイト

草木染料  ウコン

ドリンク染料  緑茶

ドリンク染料  緑茶

ナチュラルホワイト

ペールピンク

ハニーイエロー

ペールグリーン

ペールブルー

ナチュラルホワイト

スィートピンク

ペールピンク

ハニーイエロー

ライトグリーン

アクアブルー

ナチュラルホワイト

ペールピンク

ハニーイエロー

ペールグリーン

ペールブルー

ナチュラルホワイト

ツバメタオル_TB-003ツバメタオル_TB-003 新田谷織布工場_Nitta-001新田谷織布工場_Nitta-001 新興タオル_Shin-001新興タオル_Shin-001

ツバメタオル_TB-002ツバメタオル_TB-002 松藤テリー_Ma-001松藤テリー_Ma-001 神藤タオル_S-002神藤タオル_S-002

中沢織物_Naka-001中沢織物_Naka-001 山野タオル_Yama-002山野タオル_Yama-002 山野タオル_Yama-001山野タオル_Yama-001

竹利タオル_Take-002竹利タオル_Take-002

ツバメタオル_TB-001ツバメタオル_TB-001 三好_M-001三好_M-001 金野タオル_K-005金野タオル_K-005

松藤テリー_Ma-002松藤テリー_Ma-002 松藤テリー_Ma-003松藤テリー_Ma-003



65 ご注意：色名が同一の商品でも、品番の違いや仕上げ方の違い等により色差がございます。 ※表示価格は参考上代です。

20
高密度で織り上げ、形くずれなく、耐久性と吸水性に優れた本格ホテルタイ
プのデザインタオルです。
糸使いから製織、染色、仕上げまで細部にこだわったドライユースの極上タ
オルです。

素材：コットン100％

チューリップ 21
甘撚りの糸を使用し、極上のソフト感、光沢感を持ったハイクラスのタオル
です。
高級綿糸特有のバルキー性があり、毛羽立ちが少ないのが特徴です。

素材：コットン100％

スィートライン

17
糸に徹底してこだわったタオルです。紡績という基本（原点）に戻り、一から
見つめ直したタオル専用糸「オフセットヤーン」綿100％　Z（撚）とS（撚）
の絶妙の撚りバランス。タオルは柔らかいだけではダメ、コシがあって柔ら
かく且つ、洗濯を続けてもその嵩だか性が長持ちする新しい紡績方法。芯と
外で撚りが逆、極限まで撚りを戻しました。（トルクを相殺）

ふかふかボーダー

2,625円（本体価格2,500円）
1,050円（本体価格1,000円）
525円（本体価格 500円）

●バスタオル（ ）
●フェイスタオル（ ）
●ハンドタオル（ ）

1,575円（本体価格1,500円）
525円（本体価格 500円）

●バスタオル（ ）
●フェイスタオル（ ）

素材：コットン100％

1,680円（本体価格1,600円）
630円（本体価格 600円）
315円（本体価格 300円）

●バスタオル（ ）
●フェイスタオル（ ）
●ハンドタオル（ ）

18
無撚糸とキュプラの毛違いで織り上げた光沢感のある柔らかいタオルです。
ふんわりとしたボリューム感があり、吸水性に優れてています。２つの素材
の違う素材で染色濃度差を工夫してかわいらしい柄を表現しました。グリー
ン、ブルー、ピンクの３配色の展開です。

素材：コットン65％　　キュプラ35%

バブル

22
天然素材オーガニックコットンで織り上げた地球環境に優しいタオルです。
糸本来のボリュームを生かしたかさ高の風合いと、柔らかな肌ざわりがとて
も気持ちいいタオルです。

素材：コットン100％

水玉オーガニック

19
すでに「泉州こだわりタオル」認定を受けているパイルを中に打ち出し、サ
ンドイッチした「インナーパイル構造」の生地を使っています。
新しい色・新しいプリント柄に対応出来るようにしています。

ふかふかタオル「水玉」

2,625円（本体価格2,500円）
1,050円（本体価格1,000円）
525円（本体価格 500円）

●バスタオル（ ）
●フェイスタオル（ ）
●ハンドタオル（ ）

3,360円（本体価格3,200円）
1,260円（本体価格1,200円）
630円（本体価格 600円）
525円（本体価格 500円）

●バスタオル（ ）
●フェイスタオル（ ）
●ウォッシュタオル（ ）
●ハンカチタオル（ ）

素材：コットン100％

3,675円（本体価格3,500円）
1,365円（本体価格1,300円）
840円（本体価格 800円）

●バスタオル（ ）
●フェイスタオル（ ）
●ハンドタオル（ ）

26
タオルに適した米国のカリフォルニア・サンフォーキンの超長綿スーピマの
中で、バルギー性の高い繊維の太いものを選りすぐり、独自の開撚技術で無
撚糸に仕上げ、織り上げた柔らかい片ガーゼタオルです。かわいらしいドット
柄でブルー、グリーン、イエロー、ピンクの４配色の展開です。

素材：コットン100%

キャンディポップ 27
水玉のパイル凹凸とスラブ糸を使った不均一な織り柄がやわらかい雰囲気
を表現しています。糊付けにはジャガイモ澱粉糊を使用、蛍光剤、柔軟剤は
使っていません。環境に配慮した工法で作られた高吸水タオルです。通常よ
りも幅の狭い25cmにこだわり、携帯性や使い勝手の良さを提案します。

素材：コットン100％

ナチュラルドット25

924円（本体価格900円）
735円（本体価格700円）
420円（本体価格400円）

●マフラータオル（ ）
●フェイスタオル（ ）
●ハンカチタオル（ ）

1,260円（本体価格1,200円）
630円（本体価格 600円）
525円（本体価格 500円）

●フェイスタオル（ ）
●ウォッシュタオル（ ）
●ハンカチタオル（ ）

16
可愛さとやさしさを感じさせる上品なプリントが出来上がりました。
ガーゼ部分を細い糸できめ細かく織り上げ、プリントの美しさを引き出し、軽
さとしなやかな風合いにもこだわり、ハイセンスなタオルに仕上げました

2,625円（本体価格2,500円）
1,050円（本体価格1,000円）
525円（本体価格 500円）

●バスタオル（ ）
●フェイスタオル（ ）
●ウォッシュタオル（ ）
素材：コットン100％

プチフラワー

25
片面パイル、片面ガーゼで、薄くやわらかく、吸水性の良いタオルです。浴用
にも、ドライユースとしても使いやすいボリュームは毎日使いの万能タオル
です。
ほのぼのとした配色のボーダーラインが癒されます。

525円（本体価格500円）
263円（本体価格250円）

●フェイスタオル（ ）
●ハンカチタオル（ ）
素材：コットン100％

ガーゼとパイル23
スレン染めで、やさしい色合い3色を染め上げ、上品なチェック柄に織上げま
した。
洗濯しても色落ちしない、使いやすいベーシックタオルです。

525円（本体価格500円）
315円（本体価格300円）

●フェイスタオル（ ）
●ハンカチタオル（ ）
素材：コットン100％

色格子 24
吸水性、特に保水力UPにこだわり、高密度に織り上げました。薄くても、ボ
リュームのあるタオルです。オシボリは、ハンカチとしてお使いいただけるよ
う、ショートパイルにしました。
温かい色合いのボーダーラインが、優しさを醸し出しています。

525円（本体価格500円）
263円（本体価格250円）

●フェイスタオル（ ）
●ハンカチタオル（ ）
素材：コットン100％

しましまピンク

ブルー

ペールピンク

ハニーイエロー

ペールグリーン

ペールブルー

ナチュラルホワイト

スィートピンク

ハニーイエロー

ペールグリーン

ペールピンク

ハニーイエロー

ナチュラルホワイト

ペールグリーン

ペールピンク

ペールグリーン

ペールブルー

スィートピンク

ライトグリーン

アクアブルー

オーガニック
ブラウン
オーガニック
グリーン

ピンク

グリーン

ブルー

ハニーイエロー

アクアブルー

スィートピンク

ハニーイエロー

フォレストグリーン

アクアブルー

ベージュ

ライトグリーン

アクアブルー

竹利タオル_Take-001竹利タオル_Take-001 保吉タオル_Yasu-001保吉タオル_Yasu-001

金野タオル_K-004金野タオル_K-004 神藤タオル_S-001神藤タオル_S-001

ろ七タオル_Ro-002ろ七タオル_Ro-002

吉常タオル_Yo-001吉常タオル_Yo-001

金野タオル_K-002金野タオル_K-002 袋谷タオル_F-001袋谷タオル_F-001

南泉タオル_Na-001南泉タオル_Na-001 南泉タオル_Na-002南泉タオル_Na-002

健一タオル_Ken-002健一タオル_Ken-002 健一タオル_Ken-001健一タオル_Ken-001



87 ご注意：色名が同一の商品でも、品番の違いや仕上げ方の違い等により色差がございます。 ※表示価格は参考上代です。

28
モール糸を使った３重織りガーゼハンカチです。３重にすることにより生地
の空間が出来、適度な厚みでモールとガーゼの触感が手に馴染みます。
シックなデザインで３柄、B配色・P配色の展開です。

630円（本体価格600円）●ハンカチタオル（ ）
素材：コットン100％

630円（本体価格600円）●ハンカチタオル（ ）
素材：コットン100％

ブランボーダー 29
モール糸を使った３重織りガーゼハンカチです。３重にすることにより生地
の空間が出来、適度な厚みでモールとガーゼの触感が手に馴染みます。
シックなデザインで３柄、B配色・P配色の展開です。

ブラングリッド

630円（本体価格600円）●ハンカチタオル（ ）
素材：コットン100％

30
モール糸を使った３重織りガーゼハンカチです。３重にすることにより生地
の空間が出来、適度な厚みでモールとガーゼの触感が手に馴染みます。シッ
クなデザインで３柄、B配色・P配色の展開です。

ブラントランプ

31
水玉模様のデザインを伝統のアクリル捺染の技法で色柄配色を変え、自然
な感じに表現しました。水に浸すと柄が浮かび上がります。ヘムボーダー部
分にも水玉をイメージした流線型の織り柄を表現しました。

みずたま

素材：コットン80％   アクリル20％ 

367円（本体価格350円）
178円（本体価格170円）

●フェイスタオル（ ）
●ハンドタオル（ ）

32
泉州に永く伝わる捺染と呼ばれるおぼろ調のプリントと顔料プリントを重ね、
デザインの奥行き感をかもし出しました。通常の半分の細い糸を使用し、軽
くて柔らかいタオルになりました。長さもしっかり９０ｃｍあり、浴用タオルと
しても使えます。ブルー、イエロー、ピンクの３配色の展開です。

ベリー

素材：コットン100％ 
630円（本体価格600円）●フェイスタオル（ ）

33
バスマット専用に調整した綿糸を使用し、耐久性に優れた本格的なホテル仕
様に仕上げました。弾力感のある踏み心地と、抜群の吸水性はアクリルマッ
トとは全く違う気持ち良さを与えてくれます。白地に浮かぶ色とりどりの
チューリップが、パウダールームを可愛らしく演出してくれます。

チューリップ

素材：コットン100％ 
3,150円（本体価格3,000円）

2,100円（本体価格2,000円）
●バスマット（ ）

34
バスマット専用に調整した綿糸を使用し、耐久性に優れた本格的なホテル
仕様に仕上げました。弾力感のある踏み心地と、抜群の吸水性はアクリル
マットとは全く違う気持ち良さを与えてくれます。

リップル

素材：コットン97%      テトロン3%
●バスマット（ ）

ペールピンク

ペールグリーン

ペールブルー

35
表と裏が配色違いの可愛いフラワープリントで彩られたタオルケットです。気分や
お部屋のアクセントに合わせてお色を使い分けられるリバーシブル仕様です。また、
プリントを施しても吸水性を損なわない技術によって、就寝時、汗などの水分をちゃ
んと吸収し、気持ちよくお使い頂けます。

素材：コットン100％ 

3,150円（本体価格3,000円）
1,365円（本体価格1,300円）

●タオルケット（ ）
●Jr.タオルケット（ ） スィートピンク

アクアブルー

38
赤ちゃんの楽しい食事タイムをサポートする可愛いデ
ザインのスタイです。タオル地ですので吸水性も抜群
です。ジャパンコットンを使用し、縫製はすべて手づくり
で仕上げた安心・安全の商品です。

ベビースタイ

素材：コットン100％ 

●ベビースタイ（フリースタイル）
2,100円（本体価格2,000円）

ペールピンク

39
赤ちゃんの肌への刺激を減らす為に、縫い目はすべて
表側に出すなど細かなところまで気配りしています。本
体はタオル地ですので吸水性も抜群で、汗かきの赤
ちゃんも安心です。ジャパンコットンを使用し、縫製はす
べて手づくりで仕上げた安心・安全の商品です。

ベビー肌着

素材：コットン100％ 

●ベビー肌着（50・60ｃｍ）
3,675円（本体価格3,500円）

ペールピンク

40
ツーウェイオールの上着として羽織ることができ、肌寒い季節
の温度調整に役立ちます。シンプルなデザインにフリルの可愛
いアクセントを施しました。本体はタオル地ですので吸水性も
抜群で、汗かきの赤ちゃんも安心です。ジャパンコットンを使用
し、縫製はすべて手づくりで仕上げた安心・安全の商品です。

ベビー胴着

素材：コットン100％ 

●ベビー胴着（約50～70ｃｍ）
3,675円（本体価格3,500円）

ペールピンク

41
ツーウェイオールの上着として羽織ることができ、肌寒い季節
の温度調整に役立ちます。シンプルなデザインにフリルの可愛
いアクセントを施しました。本体はタオル地ですので吸水性も
抜群で、汗かきの赤ちゃんも安心です。ジャパンコットンを使用
し、縫製はすべて手づくりで仕上げた安心・安全の商品です。

ベビーエプロンブラウス

素材：コットン100％ 

●エプロンブラウス（約50～70ｃｍ）
3,675円（本体価格3,500円）

ペールピンク

42
スナップを止めかえる事で、ベビー服やカバーオールとして使用
できます。手足の動きを考えた機能的なデザインにフリルの可
愛いアクセントを施しました。本体はタオル地ですので吸水性も
抜群で、汗かきの赤ちゃんも安心です。ジャパンコットンを使用
し、縫製はすべて手づくりで仕上げた安心・安全の商品です。

ツーウェイオール

素材：コットン100％ 

●ツーウェイオール（60ｃｍ）
7,350円（本体価格7,000円）

ペールピンク

43
お出掛けの時やお昼寝、湯上がりなどいろいろなシーンで赤
ちゃんを優しく包み込んでくれます。シンプルなデザインにフ
リルの可愛いアクセントを施しました。本体はタオル地ですの
で吸水性も抜群です。ジャパンコットンを使用し、縫製はすべて
手づくりで仕上げた安心・安全の商品です。

ベビーおくるみ

素材：コットン100％ 

●おくるみ（約 ）
7,350円（本体価格7,000円）

ペールピンク

ピンク

ブルー

ピンク

ブルー

ピンク

グリーン

ピンク

ブルー

ペールピンク

ハニーイエロー

ペールブルー

ナチュラルホワイト

エアー・レイヤー

リバーシブルデザイン  ケット
リバーシブルデザイン  Jr.ケット

36
二枚のタオル地を同時に織り、パイル地を二層になる様にして、間に「空気の層」を
作っています。そのため寝床外気との遮断に優れ、薄くても保温力があり快適に眠
れます。
これ１枚で初夏から秋まで使えるタオルケットです。

素材：コットン100％ 
7,560円（本体価格7,200円）●タオルケット（ ）

ペールピンク

ペールグリーン

ペールブルー

ネオ・ケット（neo-ket)37
表パイル・裏ガーゼの生地に織っています。ガーゼ面は綿100％。パイル面は吸水拡散性に優れたキュ
プラ＋レーヨン＋ポリエステルのコアヤーンです。肌側の綿ガーゼは吸水拡散性にすぐれたパイル素材
により、汗による水分を放出され気化熱を奪うヒートシンク効果で涼しく、爽やかに使用できます。
また、パイル面を肌にして使用すると、熱伝導性の高いキュプラが直接肌の熱を奪い接触冷感効果が得
られる全く新しい発想で完成した新時代の高機能タオルケットです。
（使用パイル糸：龍田紡績㈱ペアクールクイック）

素材：コットン43％ キュプラ23％ ポリエステル17％ レーヨン17％　   

ガーゼ面   パイル面   

10,290円（本体価格9,800円）●タオルケット（ ） スィートピンク

アクアブルー

ナチュラルホワイト

金野タオル_K-001A金野タオル_K-001A

金野タオル_K-003金野タオル_K-003
新田谷織布工場_Nitta-002新田谷織布工場_Nitta-002

美由喜タオル_Mi-001美由喜タオル_Mi-001 美由喜タオル_Mi-002美由喜タオル_Mi-002

金野タオル_K-001B金野タオル_K-001B 金野タオル_K-001C金野タオル_K-001C

米義タオル_Kome-001米義タオル_Kome-001

ろ七タオル_Ro-001ろ七タオル_Ro-001 ろ七タオル_Ro-001ろ七タオル_Ro-001

サガンテリー_001サガンテリー_001 サガンテリー_002サガンテリー_002 サガンテリー_004サガンテリー_004 サガンテリー_005サガンテリー_005

サガンテリー_006サガンテリー_006サガンテリー_003サガンテリー_003
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産地単位での取り組みです。

一定の工程において、一切の化学薬品を使用しないタオルです。

徹底した品質管理を行っております。

大阪グリーンタオル生産倶楽部

サイジング工程

日本（全国） 大阪府（瀬戸内基準） 中 国 インドネシア

糊抜工程

使用する薬品

処理条件

化学糊使用
ジャガイモ、コーンなどの澱粉糊100％ PVA,アクリル酸エステル糊材

［バイオ加工］

60℃×60分

BOD COD（Mn） BOD COD（Mn） BOD COD（Cr） BOD COD

160 160 50 50 30～300 100～500 20～300 40～600

単位（ｍｇ／L）

90℃×60分

［化学処理］

酵素糊抜劑アミラーゼ

※連続湯洗でも可能

過硫酸ソーダ

苛性ソーダ

「大阪グリーンタオル生産倶楽部」

□天然糊100％使用の場合と化学糊を使用した場合について
グリーンタオルと化学糊使用との工程比較

□グリーンタオルの環境対応

□諸外国の排水基準

・地球温暖化の防止
高温処理を行わなくても良いので、熱源であ

るボイラーの運転負荷が下がるため、排気

ガスの発生を削減できる。

・生態系における環境負荷の低減
天然糊は生分解性が高いため、廃水処理における負荷が

小さく自然にもやさしい。化学糊の場合は生分解性が低い

ため、廃水処理に長時間を要する。

私達は豊かな生活を求めるために無意識で環境を悪化させてきたのでは
ないかと思います。美しい緑と水の地球を守るために、今なすべき事が多く
あります。私達は自らの生産活動の中で、公害要因となるものの使用を排除
することを決意しました。大阪タオル産地の「大阪グリーンタオル生産倶楽
部」は環境対応商品を創出し、タオルを使っていただく多くの人に環境保全
と安心を提供するお約束をいたします。

環境と品質に安心・安全

ご注意：色名が同一の商品でも、品番の違いや仕上げ方の違い等により色差がございます。 ※表示価格は参考上代です。

Green Towel Club

オーガニックコットン（農薬や化学肥料を3年以上
使用しない畑で栽培した肌に優しい綿）でつくっ
たタオルです。染色には植物の抽出色素（緑茶・
紅花・ウコン・柿渋）を使用。健康食品に含まれる
天然素材の大豆イソフラボンを用いたソフト仕上
げでお肌にも優しく安心。また、ジャガイモ澱粉を
使用した糊付けや、天然酵素による精練(不純物
除去)など、環境と人への優しさを徹底的に考えて
つくられた商品です。

●バスタオル（ ）

●フェイスタオル（ ）

3,150円（本体価格3,000円）

1,050円（本体価格1,000円）

グリーンクラブ
オーガニック

素材 ： コットン100％

紅 花

緑 茶

柿 渋

ウコン

生 成

G-01

オーガニックコットン（農薬や化学肥料を3年以上
使用しない畑で栽培した肌に優しい綿）でつくっ
たタオルです。染色には植物の抽出色素（緑茶・
紅花・ウコン・柿渋）を使用。健康食品に含まれる
天然素材の大豆イソフラボンを用いたソフト仕上
げでお肌にも優しく安心。また、ジャガイモ澱粉を
使用した糊付けや、天然酵素による精練(不純物
除去)など、環境と人への優しさを徹底的に考えて
つくられた商品です。
●バスタオル（ ）

●スポーツタオル（ ）

●フェイスタオル（ ）

3,150円（本体価格3,000円）

1,890円（本体価格1,800円）

1,050円（本体価格1,000円）

グリーンクラブ
オーガニック
（ドライユース）

素材 ： コットン100％

緑 茶

オフホワイト

ホワイト

生 成

ウコン

G-02

泉州タオル産地が得意とするパイルに細番手を
使った、表ガーゼの繊細なタオルです。染色には
植物の抽出色素（緑茶・紅花・ウコン・柿渋）を使
用。健康食品に含まれる天然素材の大豆イソフラ
ボンを用いたソフト仕上げでお肌にも優しく安
心。また、ジャガイモ澱粉を使用した糊付けや、天
然酵素による精練(不純物除去)など、環境と人へ
の優しさを徹底的に考えてつくられた商品です。

●フェイスタオル（ ）

●タオルハンカチ（ ）

840円（本体価格800円）

525円（本体価格500円）

グリーンクラブ
パイル＆ガーゼ

素材 ： コットン100％ 紅 花

ウコン

柿 渋

緑 茶

生 成

G-03

オーガニックコットンで仕上げた、優しい肌触りの3重ガー
ゼ織りマフラーです。色糸には、カラードコットン（天然有
色綿）をそのまま使用。また、ジャガイモ澱粉を使用した糊
付けや、天然酵素による精練(不純物除去)など、環境と人
に優しい工程でつくられています。

●タオルマフラー（ ）
1,890円（本体価格1,800円）

カラードコットンマフラー

素材 ： コットン100％

G-04 カラードブラウン

カラードグリーン

44
優しい風合いのタオル地でつくった着心地のとても良いパジャマです。
サテンテープをアクセントにした上品でシンプルなデザインに仕上げ
ました。本体はタオル地ですので吸水性も抜群です。ジャパンコットン
を使用し、縫製はすべて手づくりで仕上げた安心・安全の商品です。

パジャマ（レディス  長袖）

素材：コットン100％ 

＜左＞

●パジャマ（レディス　フリーサイズ）
10,500円（本体価格10,000円）

ペールピンク

50
ありそうでなかった、大人仕様と同じタイプの子供用バスローブです。
本体はタオル地ですので吸水性も抜群です。ジャパンコットンを使用し、
縫製はすべて手づくりで仕上げた安心・安全の商品です。

キッズ☆バスローブ

素材：コットン100％ 

●子供用バスローブ（フリーサイズ）
8,921円（本体価格8,500円）

ペールピンク

49
柔らかな抱き心地と、タオル地のやさしい肌触りが心地よい眠りの時
間で導いてくれます。ジャパンコットンを使用し、縫製はすべて手づくり
で仕上げた安心・安全の商品です。

抱きまくら

素材：コットン100％ 

●抱き枕（フリーサイズ）
10,500円（本体価格10,000円）（中袋付）

ペールピンク

51
上品でシンプルなデザインのホテル仕様のバスローブです。素材のタ
オル地は、ロングパイルで織り上げラグジュアリーな感じに仕上げ、吸
水性も抜群です。ジャパンコットンを使用し、縫製はすべて手づくりで仕
上げた安心・安全の商品です。

バスローブ（メンズ ）

素材：コットン100％ 

●バスローブ（メンズ　フリーサイズ）
11,550円（本体価格11,000円）

46
上品でシンプルなデザインのホテル仕様のバスローブです。取り回し
が楽な膝丈サイズにしました。素材のタオル地は、ロングパイルで織り
上げラグジュアリーな感じに仕上げ、吸水性も抜群です。ジャパンコット
ンを使用し、縫製はすべて手づくりで仕上げた安心・安全の商品です。

バスローブ（レディス ）

素材：コットン100％ 

●バスローブ（レディス　フリーサイズ）
10,500円（本体価格10,000円）

47
上品でシンプルなデザインに可愛いフリルのアクセントを施し、取り回しが
楽な膝丈サイズにしたバスローブです。素材のタオル地は、ロングパイルで
織り上げラグジュアリーな感じに仕上げ、吸水性も抜群です。ジャパンコット
ンを使用し、縫製はすべて手づくりで仕上げた安心・安全の商品です。

バスローブ（レディス ）

素材：コットン100％ 

●バスローブ（レディス　フリーサイズ）
10,500円（本体価格10,000円）

ペールピンク

48
優しい風合いのタオル地でつくった子供用リゾートパーカーです。
本体はタオル地ですので吸水性も抜群です。ジャパンコットンを
使用し、縫製はすべて手づくりで仕上げた安心・安全の商品です。

キッズ☆リゾートパーカー

素材：コットン100％ 

●子供用パーカー（フリーサイズ）
8,921円（本体価格8,500円）

ペールピンク

45
優しい風合いのタオル地でつくった着心地のとても良いパジャマです。胸
ポケットのワンポイント刺繍がアクセントの、上品でシンプルなデザインに
仕上げました。本体はタオル地ですので吸水性も抜群です。ジャパンコッ
トンを使用し、縫製はすべて手づくりで仕上げた安心・安全の商品です。

パジャマ（メンズ  長袖）

素材：コットン100％ 

＜右＞

●パジャマ（メンズ　フリーサイズ）
10,500円（本体価格10,000円）
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