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Chicで粋なイメージ

自然界からのモチーフラインで

シンプルにやさしく

フィロソフィ（厚手）-001

ジェットブラック

クラウドグレー

トゥルーレッド

フェザーホワイト

ジェットブラック

クラウドグレー

トゥルーレッド

フェザーホワイト

スーピマ、エルパソ、グレイス。この３品種の綿糸は個性が生きたブランドコットンの

名称です。

３種を競わせ、ソフトさと優雅さを表し、使いやすさの追求がこだわりのテーマです。

しなやかタイプとややしっかりタイプのそれぞれで、薄めと厚めを提案する事で、選

ばれる時の広がりを想定致しました。この中から必ず使い続けていただけるタオル

を選んで下さる事に繋がれば、私たちはさらなる創る喜びをいただけます。

スーピマ、エルパソ、グレイス。この３品種の綿糸は個性が生きたブランドコットンの

名称です。

３種を競わせ、ソフトさと優雅さを表し、使いやすさの追求がこだわりのテーマです。

しなやかタイプとややしっかりタイプのそれぞれで、薄めと厚めを提案する事で、選

ばれる時の広がりを想定致しました。この中から必ず使い続けていただけるタオルを

選んで下さる事に繋がれば、私たちはさらなる創る喜びをいただけます。

スタイリッシュ15colorsDryタイプ-002

素材：コットン100％　　　　　　　　　　　　　 ＜スーピマ＞

トゥルーレッド

スノーバニラ

バイオレット

クラウドグレー

デリカシーホワイト

ジェットブラック

ライム

サンゴールド

サンドベージュ

ミストブルー

シルバーグレー

アンティークオリーブ

アプリコットオレンジ

ロイヤルブルー

トゥルーレッド

スノーバニラ

バイオレット

バイオレット

クラウドグレー

デリカシーホワイト

ジェットブラック

スノーピンク

スノーピンク

ライム

ライム

サンゴールド

サンゴールドサンドベージュ

ミストブルー

シルバーグレー

シルバーグレー

アンティークオリーブ

アプリコットオレンジ

ロイヤルブルー

トゥルーレッド

スノーバニラ

ジェットブラック

ピーチピンク

ミルキーブルー
素材：コットン28％、レーヨン44.5％、キュプラ11％

　　 アクリル16％、ポリウレタン0.5％ 素材：コットン100％　　　　　　　　　　　　 ＜スーピマ＞ ジェットブラック

クラウドグレー

トゥルーレッドトゥルーレッド

フェザーホワイト

素材：コットン100％

クラウドグレー

ファイアリーレッド

素材：コットン100％　　　　　　　　　　　　　＜アケイラ＞ 素材：コットン98％、ポリエステル2％ ジェットブラック

ファイアリーレッド

フェザーホワイト

素材：コットン100％　　　　　　　　　　　　　＜スーピマ＞ ジェットブラック

クラウドグレー

トゥルーレッド

フェザーホワイト

グロッシー9colors-003

シンプルリーフ-008 モノトーンフラワー-009 スプラッシュ-010 ITSUE（五重）-011 愛着風情（浴用ボディタオル）-012 ウェーブレリーフ-013

クールマフラー-004

素材：コットン65％、キュプラ35％

素材：コットン28％、レーヨン44.5％、ポリエステル27％、

　　 ポリウレタン0.5％

マイルドグレー

素材：コットン100％ 素材：コットン100％

クラウドグレー

トゥルーレッド クラウドグレー

トゥルーレッド

素材：コットン100％

クラウドグレー

ファイアリーレッド

3,150円（本体価格3,000円）

1,155円（本体価格1,100円）

 630円（本体価格　 600円）

●バスタオル（約62×120cm）

●フェイスタオル（約33×80cm）

●ウォッシュタオル（約33×40cm）

素材：コットン100％　　　　　　　　　　　　　＜スーピマ＞

2,730円（本体価格2,600円）

 997円（本体価格　 950円）

 577円（本体価格 550円）

●バスタオル（約62×120cm）

●フェイスタオル（約33×80cm）

●ウォッシュタオル（約33×40cm）

素材：コットン100％　　　　　　　　　　　　　＜スーピマ＞

フィロソフィ（薄手）-001

3,780円（本体価格3,600円）

1,890円（本体価格1,800円）

1,260円（本体価格1,200円）

 630円（本体価格　 600円）

 840円（本体価格 　800円）

●バスタオル（約66×132cm・太番手糸）

●スポーツタオル（約38×120cm・太番手糸）

●ハンドタオル（約38×86cm・太番手糸）

●ゲストタオル（約38×38cm・太番手糸）

●フェイスタオル（約34×80cm・細番手糸）

タオルに適した米国のカリフォルニア・サンフォーキン産の超長綿スーピマからバルキー

性の高いものを選りすぐり、甘撚りに仕上げた独自のこだわり綿糸で織り上げました。

BT/SP/HT/GTは太番手、FTは細番手で仕上げました。

TPOに合わせ、サイズ・カラーにもこだわっています。

735円（本体価格 　700円）

 420円（本体価格　 400円）

●浴用タオル（約34×90cm・細番手糸）

●おしぼりタオル（約29×47cm・細番手糸）

タオルに適した米国のカリフォルニア・サンフォーキン産の超長

綿スーピマからバルキー性の高いものを選りすぐり、甘撚りに仕

上げた独自のこだわり綿糸で織り上げました。さらに、細番手の

糸を使用していますので、ウェット使用にも向いています。TPOに

合わせ、サイズ・カラーにもこだわっています。

-002 スタイリッシュ15colors Wetタイプ

3,780円（本体価格3,600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（約60×120cm）

●フェイスタオル（約34×80cm）

●ウォッシュタオル（約34×36cm）

●タオルハンカチ（約23×23cm）

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、

吸水性に優れています。２つの素材の染色濃度差を生

かした模様がシックでお洒落。同系色の織ボーダーも綺

麗です。

2,100円（本体価格2,000円）●タオルマフラー（約16×150cm）

さらっとしたしなやかな肌触りのタオルマフラーです。涼し

さと快適さに定評のある「クールマックス」を使用。吸水速

乾性に優れ、体表温度を低くする効果があります。UVカッ

ト加工も施してあり、夏の日差しも気になりません。

淡いトーンのウエーブ模様で気分も涼しく。

ホットマフラー-005 クリスタルキャノン-006 昔たおる-007
新あったか繊維「サーモギア」を使用した、触れると暖か

いサラサラ感のあるタオルマフラー。乾きが速く、ムレを

抑えてくれるので爽やかさが持続。モダンなドット模様が

お洒落を演出してくれます。

2,100円（本体価格2,000円）●タオルマフラー（約16×150cm）

3,150円（本体価格3,000円）

1,050円（本体価格1,000円）

1,890円（本体価格1,800円）

伝統のキャノンタオルを有機精練エコ仕様で復刻しました。超長綿スーピマをロン

グパイル＆高密度に織り上げ、丹念に水洗い仕上げを繰り返し、パイル抜けのしにく

いロングパイルホテル仕様のタオルを完成させました。

●バスタオル（約60×120cm）

●フェイスタオル（約34×84cm）

●スポーツタオル（約34×120cm） 1,050円（本体価格1,000円）●フェイスタオル（約34×86cm）

泉州産地の伝統技法であった防染（ぼうせん）を染め職人矢倉氏とともに現代に蘇

らせました。何とも言えない「にじみ」や「ムラ」はプリントなどでは表現できない独

特の味がある泉州ならではのたおるです。

B「桜」

A「薔薇」

C「梅」

 630円（本体価格 600円）

 315円（本体価格 300円）

●フェイスタオル（約34×84cm）

●ウォッシュタオル（約34×36cm）

折畳んでもかさ張らない、片面パイルのタオルです。平織り面にデザインをプリントで

表現したので、お洗濯を繰り返してもプリント落ちはほとんどありません。

シンプルでおしゃれな現代版ホワイトタオルです。

 630円（本体価格 600円）

 315円（本体価格 300円）

●フェイスタオル（約34×84cm）

●ウォッシュタオル（約34×36cm）

泉州タオル産地が最も得意とするのが、浴用としても、ドライユースとしても使いやす

い薄くて柔らかく、吸水性の良い白タオルです。

大胆な構図のデザインをプリントで表現したシンプルでおしゃれな現代版ホワイトタ

オルの完成です。

40番単糸を2本毛にしてパイル部分に使用。ウェットでの使いやすさを考えた、薄くて

吸水性の良い「吸水格付け５つ星」仕様。

モダンなデザインを泉州伝統技法”捺染”で上品に表現した浴用タオルです。

840円（本体価格800円）

525円（本体価格500円）

●フェイスタオル（約30×80cm）

●ウォッシュタオル（約30×40cm）

織り組織と糸、そして織機。それらの絶妙なアレンジを日々コツコツと模索している

「織職人」が泉州タオル産地に存在します。

どのように創れば消費者を満足させられるか・・・泉州伝統のガーゼ織りで、柔らか

さにこだわりました。上部を無撚糸にして、ボリューム感を出す為に五重ガーゼにし

ました。吸水性も良いふかふかのガーゼタオルです。

 840円（本体価格 800円）●浴用ボディタオル（約25×104cm）

グリーンタオル生産倶楽部の生産工程を順守し、国産紡績糸を使用、特許取得加工

で独特の麻感覚の風合いがあるタオルです。

毛羽落ちが殆ど無く、パイル抜けもしにくく、泡立ち、泡切れが良く健康タオルとして

浴用でのご使用に最適です。

（パッケージ入り）

2,100円（本体価格2,000円）

 840円（本体価格 800円）

 420円（本体価格  400円）

●バスタオル（約60×120cm）

●フェイスタオル（約34×83cm）

●ウォッシュタオル（約34×38cm）

パイル部分に16番単糸と30番双糸を使用し、段差のある凹凸模様を織り上げてい

ます。超長綿を使用することでしなやかな風合いと、艶が生まれ発色も綺麗。毛羽

落ちの少ない、心地よい肌触りが長持ちします。

※表示価格は参考上代です

Supima  スーピマ
繊維がとても長く、強度も他より高いため耐久性に優れています。しっとりと柔らかく、製品になった時に独特の美しい艶があります。

米国農務省が発行する格付け証による、「泉州こだわりタオル用スーピマ」の格付け評価

□ 原綿（スーピア）産地／アメリカ合衆国 カリフォルニア州 サンホーキンバレイ フレズノ群

□ ジン工場（綿花から綿だけを取出す工場）／フレズノ群サンホーキン町のウェストファーマーズ コープ ジン／フレズノ群リヴァーデール町のヴァレーコットン グロウワージン

※スーピマを使用したタオルには＜スーピマ＞と表記しております。

格付け判定項目 色の綺麗さ（本来の色味）

7段階評価の上から2番目

白く最も良い

特別なタオル用

太い／成熟

バランスの良い太さ

細すぎ／未熟黄色く汚れた物

繊維の長さ（毛羽落ちが少ない）

3.70cm
（3.26cm以上は超長綿）

太さ（弾力のある肌触り）

4.13
（3.7〜4.2は市場人気が高い）

丈夫さ（風合いが持続）

42.11
（41以上は段違いに強い分類）

使用綿の格付結果

（　  で表示）

段違いに強い

弱い

平均

上質タオル用

素材：コットン100％　　　　　　　　　　　　　　　　＜スーピマ＞

フェザーホワイト

グリーンオリーブ

サンゴールド

ナイトブラック

ロイヤルグレープ

キャンディピンク

ハニーライム

ラベンダー

アプリコット

サンドベージュ

ミストブルー

スノーピンク

アプリコットオレンジ

ロイヤルブルー

 315円（本体価格 300円）●浴用タオル（約34×91cm）


