
ホットマンのタオル製品は日本製。

自分達の手で心を込めてつくりあげています。

企画、デザイン、織り、染め、プリント、刺繍、縫製、

販売までを一貫して行っております。

　
創業以来、150年にわたる歴史において

蓄積された経験と技術により

世界各地の厳選した綿花から丁寧に作り上げたタオルは

使えば使うほどにその良さを実感していただけます。

高い品質の追求、そして安心と信頼を

創造する喜びをこめて、お手元にお届けいたします。

■素材表示のないものは綿100％です。 ■商品サイズはデザインによって異なります。ご試着またはサイズをお問い合わせの上ご確認く
ださい。 ■サイズ表示はヨコ×タテで表示しています。 ■サイズ表示の◯*はホットマンオリジナルサイズです。 ■サイズ表示は標準寸
法のため採寸により多少異なる場合があります。 ■表示価格は消費税込価格（8％）で表示しています。 ■商品の色は印刷のため実物と
多少異なる場合があります。 ■販売期間及びお取扱い商品につきましては店舗により異なりますので、各店舗にお問い合わせください。

カラー記号　WH=ホワイト　IVO＝アイボリー　LBL＝ライトブルー　BL=ブルー　DBL=ダークブルー　PI=ピンク　RO=ローズ　LPI＝ライトピンク
SPI＝サーモンピンク　YE＝イエロー　BGR＝ブルーグリーン　PGR＝ペールグリーン　LGR＝ライトグリーン　GY＝グレー　DGY＝ダークグレー
PU＝パープル　BEI=ベージュ　BR＝ブラウン　LYE＝ライトイエロー　YGR＝イエローグリーン　LAV＝ラベンダー　NAV＝ネイビー　LGY＝ライトグレー
DGR＝ダークグリーン　LBE＝ライトベージュ　RAS＝ラズベリー　VIO＝バイオレット　OR＝オレンジ　WI＝ワイン　EGR＝エメラルドグリーン　GR=グリーン
MBL=マリンブルー　SBL=サックスブルー　CRE＝コーラルレッド　MAS＝マスタード　RE＝レッド　BOR＝ボルドー

2 016  S P R I N G & S U M M E R

ホットマン株式会社

本社／〒198-8522 東京都青梅市長淵 5-251
TEL.0428-24-6500 ㈹　フリーコール 　  0120-29-6900　 《番号の押し間違いにご注意ください。》　

ホームページ  www.hotman.co.jp



          大切なのは吸水性
「1秒タオル

※
」とは、タオルを1cm角に切り取った試験片を

水に浮かべた時、1秒以内に沈み始めるタオルのことです。

吸水性抜群の1秒タオルは押し当てるだけで瞬時に水分を

吸収してくれます。お風呂上りの敏感なお肌や髪、

赤ちゃんにもやさしく快適にお使いいただけます。

1秒タオルの認定は、ホットマン株式会社が独自の規定で行っております。  
※商標登録済

ホットマンは快適で心豊かな

生活づくりをご提案いたします。

　ホットマンは絹織物製造業として明治元年（1868年）

に東京・青梅の地に創業いたしました。細い糸を密度濃

く丁寧に織り上げる絹織物特有の高度な技術と、秩父山

系の伏流水を使った染色技術を150年にわたり大切に

引き継ぎ、今に息づいています。

　また、製造工程において蛍光増白剤・塩素系薬剤・柔軟

剤は使用しておりません。そのため、コットン本来の風合

いを直接お肌で体感していただけます。お客様に安心し

ていただくため、全行程を一貫した高水準で維持管理し、

当社品質基準を満たした商品をお届けいたします。
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ホットマンカラー

18colors!
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LBL  ライトブルー18

BL    ブルー17

PGR ペールグリーン16

GY   グレー15

BEI   ベージュ14

SPI   サーモンピンク13

PI     ピンク12

LPI   ライトピンク11

WH  ホワイト10

IVO  アイボリー9

YE    イエロー8

BR    ブラウン7

DGY ダークグレー6

DBL ダークブルー5

BGR ブルーグリーン4

LGR ライトグリーン3

PU   パープル2

RO   ローズ1

Color variation

サイズ／素材 税込価格

ボディバスタオル 
（79×157cm） 　 ¥6,480

バスタオル 
（65×137cm） 　 ¥4,104

ヘアバスタオル 
（53×105cm） 　 ¥2,376

ハンドタオル 
（38×86cm） 　   ¥1,620

フェイスタオル 
（35×92cm） 　   ¥1,080

ゲストタオル 
（32×37cm） 　       ¥756

ポケットタオル 
（12×24cm） 　       ¥648

ハンドタオル 
（38×86cm）

フェイスタオル 
（35×92cm）

ゲストタオル 
（32×37cm）

ポケットタオル 
（12×24cm）

バスマット 
（67×44cm） 　   ¥2,592

WHIVO LBLBLDBL PIRO LPI SPIYEPU BGRLGR GYDGY BR PGRBEI

ホットマンカラー

ホットマンカラー
Towel size

ヘアタオル 
（38×99cm） 　    ¥1,836

material：パイル地／超長繊維綿（ホットマンオリジナルブレンド糸）

ボディバスタオル
（79×157cm）

バスタオル 
（65×137cm）

ヘアバスタオル 
（53×105cm）

ヘアタオル 
（38×99cm）

は1秒タオル認定商品です。

最高ランクの“超長繊維綿”だけを独自の配分でブレンドしたホットマンオリジナルの糸を使用しています。吸水性抜群の人気No.1タオルです。

※色は販売時期により異なります。
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　 ふふらバスローブ
No.2314 婦人 （M*・L*）  ¥22,680
color：シャンパンホワイト・
フランボワーズピンク・カシスパープル
No.2315 紳士 （M・L）   ¥23,760
color：シャンパンホワイト・アイスブルー・
メロングリーン　material：パイル地／超長繊
維綿（ホットマンオリジナル糸）

抜群の吸水性と軽い着心地は、心と身体を
リラックスさせてくれます。

紳士

は1秒タオル認定商品です。

　 ふふら（ウォッシュタオルのみ7月上旬発売予定）
バスタオル （60×137cm） ¥4,644　ヘアタオル （37×102cm） ¥2,160　フェイスタオル （31×93cm） ¥1,296　ウォッシュタオル （31×32cm）  ¥864 
color：シャンパンホワイト・ソーダブルー・フランボワーズピンク・シトラスイエロー・ミントグリーン・カシスパープル　
material：パイル地／超長繊維綿（ホットマンオリジナル糸）

ふわっと軽くマカロンのようにかわいいタオル。使うほどにふっくらやわらかく肌になじみます。優しい色合いで明るい気分に。

シャンパンホワイト

シトラスイエロー

メロングリーン

アイスブルー

シャンパンホワイト

フランボワーズピンク

フランボワーズピンク

カシスパープル

ミントグリーン

ソーダブルー

feminine
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　 No.2308ギザカラーバスローブ　
兼用 （S・M・L） ¥34,560　
color：IVO・BGR・OR・YGR　
material：パイル地／超長繊維綿（エジプト綿・ギザ45）

　 ギザカラー
ボディバスタオル （80×150cm）  ¥16,200
バスタオル （70×135cm）  ¥10,800
ヘアバスタオル （50×100cm）  ¥6,480
ハンドタオル （38×80cm）  ¥4,320
ポケットタオル （12×24cm）  ¥1,080
color：IVO・BL・BGR・YGR・OR・BR
material：パイル地／超長繊維綿
（エジプト綿・ギザ45）

エジプト超長繊維綿の中でも最高品質を
誇る「ギザ45」をたっぷりと使い、しなやか
さとやわらかさを追求しました。

　 プレジール
バスタオル （64×141cm）  ¥5,400
ヘアバスタオル （54×108cm）  ¥2,700
ハンドタオル （38×83cm）  ¥1,944
ゲストタオル （38×47cm）  ¥864
color：WH・IVO・DGR・LBE
バスマット （79×59cm）  ¥5,400
color：DGR・LBE
タオルケット（SI） （150×210cm）   ¥16,200
color：WH・IVO・LBE　
material：パイル地／
超長繊維綿（スーピマ綿）

“PLAISIR”とはフランス語で「喜び」の
意味。超長繊維綿の中でもコシのあるスー
ピマ綿を使い、シンプルながらも、上品な
タオルに仕上げました。

は1秒タオル認定商品です。（プレジール バスマットは除く）07 08
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　 ボーダーバスローブ
No.2512婦人 （M*）  ¥32,400
color：SPI
No.2513紳士 （M）  ¥32,400
color：NAV　material：パイル地／超長繊維綿
（ホットマンオリジナルブレンド糸）

ボーダースリッパ
スリッパ婦人（M）  ¥3,456
color：SPI
スリッパ紳士（L）  ¥3,672
color：NAV
material：パイル地／超長繊維綿
（ホットマンオリジナルブレンド糸）

　 ボーダー
バスタオル （63×132cm）  ¥5,400
ハンドタオル （37×82cm）  ¥1,944
ゲストタオル（31×47cm）  ¥1,080
ポケットタオル（12×24cm）  ¥864
バスマット（81×61cm）  ¥5,400
color：NAV・SPI　
material：パイル地／超長繊維綿（スーピマ綿）

最高グレードのアメリカスーピマ綿糸
を使用して、ボリュームたっぷり織り
上げたタオルです。しっかりとした風
合いが、使い込む度に肌に馴染んでい
きます。

最高ランクの超長繊維綿だけを独自の
配分でブレンドしたホットマンオリジナ
ルの糸を使用しています。細かいライン
のジャカード模様のデザインが上品さ
を演出します。

　 ホットマンジャカード
バスタオル （65×136cm）  ¥4,860
スポーツタオル （31×112cm）  ¥2,700
ハンドタオル （38×84cm）  ¥1,944
ハンディタオル （30×33cm）  ¥1,080
color：WH・NAV・BGR・LGY・PU　
material：パイル地／超長繊維綿
（ホットマンオリジナルブレンド糸）

おもいでは色あせない
「永遠色※タオル」

くり返しのお洗濯に強く、色落ちしにくい

性質を持つ特殊な染料で染めました。

美しい色のまま永くご愛用いただけます。

※「永遠色」は商標登録済

ト　　 ワ　 イロ

超長繊維綿（スーピマ綿）を使用してい
ます。ゆったりと優雅なアフターバスの
ひとときを過ごせるバスローブです。

　 No.2307
ホットマンジャカードバスローブ
兼用 （S・M・L）  ¥32,400
color：NAV・LGY・PU　
material：パイル地／超長繊維綿
（スーピマ綿）

は1秒タオル認定商品です。09 10
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　 クレール
バスタオル （63×129cm）  ¥6,480
ハンドタオル （37×81cm）  ¥2,700
ゲストタオル （28×35cm）  ¥1,296
color：WH・PI・PU　
material：パイル地／
超長繊維綿（スーピマ綿）

　 カラーシャーリング
バスタオル （74×146cm）  ¥5,400
ハンドタオル （42×91cm）  ¥2,160  
フェイスタオル （29×87cm）  ¥1,080  
color：LBL・LPI・LYE・YGR・LAV
material：シャーリング地

ベロア調の生地は押さえることで吸
水します。肌あたりが優しい美容タオ
ルです。

かわいらしい小花と丸みのある縁で
パウダールームを華やかに。

　 ブティ
バスタオル （64×128cm）  ¥16,200
ハンドタオル （38×77cm）  ¥5,400
ゲストタオル （38×42cm）  ¥2,160
バスマット （80×63cm）  ¥10,800
color：WH
material：パイル地／超長繊維綿
（ホットマンオリジナルプレミアム糸）

　 リアン
バスタオル （63×132cm）  ¥10,800
ハンドタオル （37×82cm）  ¥3,780
color：WH・IVO・PI
material：パイル地／超長繊維綿
（ホットマンオリジナルブレンド糸）

超長繊維綿を贅沢に使用し、程よい
ボリューム感とキルトのような凹凸
模様のタオルです。

蔦に実がなり、絡み合う様子を表現
したタオルに繊細で華やかなレース
をあしらいました。

は1秒タオル認定商品です。（ブティ バスマットは除く）11 12
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　 パレスローズ
ボディバスタオル （76×152cm） ¥5,400　バスタオル （60×132cm） ¥3,456　ハンドタオル （37×80cm） ¥1,620　
フェイスタオル （32×86cm） ¥972　ウォッシュタオル （30×30cm） ¥864　バスマット （65×40cm） ¥3,024　
ハンカチ （25×25cm） ¥648　タオルケット（SI） （145×200cm） ¥9,720　
color：WH・LBL・PI・YE　material：パイル地　
綿毛布 （150×210cm） ¥10,800　color：LBL・PI・YE　material：綿起毛地

宮殿に咲く気品あるバラをイメージしました。豊富なアイテムでトータルコーディネートが可能です。

はるかぜ（3月上旬発売予定）
バスタオル （60×130cm） ¥4,320　ハンドタオル （35×75cm） ¥2,160　ウォッシュタオル （30×30cm） ¥864　
フェイスタオル （33×86cm） ¥756　フリークロス （90×150cm） ¥8,640　color：PI・PU　material：表ガーゼ裏パイル地　
　 はるかぜカラー（3月上旬発売予定）
バスタオル （63×134cm） ¥4,104　ハンドタオル （38×80cm） ¥1,728　フェイスタオル （32×93cm） ¥1,080　
ハンカチ （24×24cm） ¥648　color：PI・PU　material：パイル地　

春の穏やかな風にそよぐ花々を描きました。ガーゼとパイル地の二重構造でやわらかな風合いがやさしく包み込みます。

は1秒タオル認定商品です。（パレスローズ フェイスタオル・ハンカチ・タオルケット（SI）・綿毛布は除く）

feminine spring
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　 ナヘレ
（5月中旬発売予定）
ボディバスタオル 
（160×90cm）  ¥5,400
color：GR
material：パイル地
（綿85％・レーヨン15％）

　 モクペア
（5月中旬発売予定）
ボディバスタオル 
（160×90cm）  ¥5,400
color：BL
material：パイル地
（綿85％・レーヨン15％）

は1秒タオル認定商品です。

紫外線をカットしてくれ
る糸を使用したタオルで
す。薄くて軽いので、持ち
運びにも便利です。海水
浴やレジャー、スポーツ
などに。

マリンボーダー（5月下旬発売予定）
バスタオル （62×130cm） ¥4,320　ハンドタオル （38×82cm） ¥2,160　ハンディタオル （38×41cm） ¥1,296　
color：BL・EGR　material：パイル地／超長繊維綿（ホットマンオリジナルブレンド糸）
　 ホットマンカラー16Summerカラー（5月下旬発売予定）
バスタオル （65×137cm） ¥4,104　ハンドタオル （38×86cm） ¥1,620　フェイスタオル （35×92cm） ¥1,080
color：SBL・MBL・EGR　material：パイル地／超長繊維綿（ホットマンオリジナルブレンド糸）　　

人気のマリンボーダーに限定色のホットマンカラーの組み合わせでさわやかな夏を。

CUT

CUT

CUT
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　 リビエラ（6月上旬発売予定）
バスタオル （63×130cm） ¥3,888　ハンドタオル （35×75cm） ¥1,728　ウォッシュタオル （30×30cm） ¥756　
color：BL・PI　material：パイル地

　 ふふら16Summerカラー（6月中旬発売予定）
ヘアタオル （37×102cm） ¥2,160　ウォッシュタオル （31×32cm） ¥864　
color：ピーチピンク・ラズベリー・オレンジ　material：パイル地／超長繊維綿（ホットマンオリジナル糸）

夏らしい元気な模様は、シチリア地方のタイルをイメージしました。

「ふふら」限定色は、やさしいピンク、元気なラズベリー、みずみずしいオレンジの3カラー。
「ふふら」は、やわらかく、ふっくらとしたタオルのシリーズです。（定番カラーはP5をご覧ください。）

　 クレイオ（8月上旬発売予定）
ボディバスタオル （90×150cm） ¥6,480　バスタオル （60×130cm） ¥4,104　
ハンドタオル （35×75cm） ¥1,944　ウォッシュタオル （30×30cm） ¥864　material：シャーリング地　
フェイスタオル （34×88cm） ¥756　material：四重ガーゼ地　color：DBL・RO

初秋の彩り。美しいバラの花を肌ざわりのやさしいシャーリング生地にのせました。
フェイスタオルは四重ガーゼタオルです。

は1秒タオル認定商品です。（クレイオ フェイスタオルは除く）17 18

summer summer



ホットマンベロア
ハンカチ （26×26cm）  ¥864
color：NAV・WI・MAS・GR・BGR・OR
material：シャーリング地／
超長繊維綿（スーピマ綿）

深みのある色合いで
大人の落ち着いたイメージに。

ホワイトローズ
ハンカチ （24×24cm）  ¥2,376
color：WH・LPI
material：シャーリング地／
超長繊維綿（スーピマ綿）

気品あるバラの刺繍をハンカチに
のせた上質な1枚です。シャーリン
グ地で肌触りのよいハンカチです。

ホットマンベロアS
ハンカチ（S） （24×24cm）  ¥648
color：WH・PI・RAS・YE・BGR・YGR・
EGR・DGY・VIO
material：シャーリング地／
超長繊維綿（スーピマ綿）

鮮やかな色合いのハンカチです。

レーヌ
ハンカチ （28×28cm）  ¥2,160
color：WH
material：シャーリング地／
超長繊維綿（スーピマ綿）

清楚なホワイトレースをかわいらし
く縁取りました。アールヌーヴォー
調のモチーフでエレガントに。

は1秒タオル認定商品です。

グッドラック（2月上旬発売予定）
ハンカチ （25×25cm）  ¥648
material：パイル地／
超長繊維綿（スーピマ綿）
ティッシュケースポーチ   ¥1,836
巾着   ¥2,484
material：シャーリング地
color：BL・CRE・YE・GR・GY

かわいらしいラッキーモチーフで
持ち主に幸運を！

　 ラトゥール
（3月上旬発売予定）
ハンカチ （23×23cm）  ¥648
color：IVO・PI・YGR・PGR・PU
material：パイル地

心も身体も癒されるハーブを
モチーフにしたハンカチです。

〈トリ〉 飛躍・幸運を運ぶ 
〈クローバー〉 愛・健康

〈カモミール〉
親交、逆境に
屈しない

〈マリーゴールド〉
勇者、信頼、
変わらぬ愛

〈フェンネル〉
精神の強さ、
強い意志、賞賛

〈ミント〉
元気回復、喜び、
有徳の人

〈ラベンダー〉
期待、優美

〈イルカ〉
幸運への先導者

〈ウサギ〉 災難を防ぐ
〈リボン〉 絆を結ぶ

〈ネコ〉  魔除けのシンボル
〈カギ〉 幸運の扉を開く

〈バラ〉
愛と美の象徴

19 20

handkerchief handkerchief



color basic color basic

は1秒タオル認定商品です。

ビビッドウォーキング（4月上旬発売予定）
ウォーキングタオル （24×130cm）  ¥1,404
color：BL・RAS・BGR・YGR・DGY・PU・OR
material：パイルガーゼ地（綿95％・ポリエステル5％）

吸水性・速乾性に優れ、サラリとしたウォーキン
グタオルです。鮮やかな色を身に着けてスポー
ツやアウトドアを楽しく快適に。 ワッフルパイルケット（5月中旬発売予定）

タオルケット（SI） （150×210cm）  ¥10,800
color：IVO・BL・RO
material：ワッフルパイル地

素肌に気持ちの良いワッフル地とパイ
ル地を組み合わせたタオルケットです。

細い糸でゆるめに織りこんだタオル
ケットなのでとっても軽やか。

通気性を考慮した、ボーダー模様の
タオルシーツで快適な夜を。

パイルシーツ（5月中旬発売予定）
シーツ（SI） （160×245cm）  ¥8,640
color：WH・LBL・PI・YE
material：パイル地

プレーンドット（5月中旬発売予定）
タオルケット（SI） （140×210cm） ¥10,800
color：BL・PI
material：パイル地

おでかけに持っていきたくなる楽しい一枚！
プレゼントや自分用にもおすすめです。

　 イニシャル（5月中旬発売予定）
ハンディタオル （37×43cm）  ¥1,296
ポケットタオル （12×24cm）  ¥864
color：BL・RE・YE・LBL・YGR・GR・OR・BEI
material：パイル地
※イニシャルの種類・色に関しては下表をご参照ください。
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テラ（4月上旬発売予定）
A.No.5491ワンピース 婦人 （M*～L*） ¥12,960　B.No.5490前開ワンピース 婦人 （M*～L*） ¥15,120　C.No.5492ブラウス 婦人 
（M*～L*） ¥8,100　D.No.5493パンツ 婦人 （M*～L*） ¥11,880　color：NAV・PU　material：布帛地（綿80％・麻20％）

E.麻混ショール（4月上旬発売予定）　（23×170cm） ¥3,456　color：NAV・RE・BEI　material：二重ガーゼ地（綿60％・麻40％）

麻混素材でサラリと着れるリゾートウエア。軽やかな着心地で、少し大きめのリラックスアイテムです。

首まわりの汗をさっと吸収する、麻混ならではのサラリとした肌ざわり。日焼け対策としても使えて、おしゃれの幅が広がります。

は1秒タオル認定商品です。

　 No.2322カシュクールローブ（5月中旬発売予定）
婦人 （M*～L*） ¥15,120　color：DGY・BEI　material：パイル地

お風呂あがりにさっと着れるカシュクールローブ。女性らしいエレガントなスタイルに。

A.

B.

C.
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E.

E.
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カラーシャーリング
シャーリングシーツ（SI） （160×240cm） ¥10,800
color：LBL･LPI・LYE・LGR
material：シャーリング地

ビロードのようになめらかな肌触りの
フラットシーツです。

カラーシャーリング
タオルケット（SI）（150×210cm） ¥14,040
color：DBL・RO・LYE・LGR・BR
material：シャーリング地

なめらかなシャーリング地と、パイル地が
組み合わさったタオルケットです。

カラー
ワッフルシーツ（SI） （140×250cm） ¥5,400　
color：WH・LBL・LPI・LYE・LGR　
material：ワッフル地

カラー　
綿毛布 （150×210cm） ¥14,040　
ハーフ綿毛布 （150×95cm） ¥8,100　
color：DBL・RO・LYE・LGR・BR　material：綿起毛地

綿100％のなめらかな手触りの毛布は暖かく
安らぎをもたらします。

サラリとした肌ざわりのワッフル織りのシーツです。

　 コンフォート（6月中旬発売予定）
ボディバスタオル （91×150cm） ¥8,640　バスタオル （60×132cm） ¥5,400　ハンドタオル （34×76cm） ¥2,160
ゲストタオル （28×28cm） ¥1,080　color：BL・PU　material：表ガーゼ裏パイル地（綿80％・麻20％）

毎年人気の麻混シリーズに水彩画タッチのデザイン。麻は吸水性・速乾性に優れ、使い込むことで
やわらかくなじみが良くなる素材です。暑い時期こそ快適に。

は1秒タオル認定商品です。25 26
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二重にしっかりと重ねた生地なので軽くて保温性が
あり、吸水性が良いので寝汗をよく吸水してくれます。
素肌がリラックスできる快適な着心地です。

ガーゼパジャマ   
No.5390婦人 （S*・M*・L*） ¥20,520
color：IVO・RO・SPI・PU

No.5392紳士 （M・L） ¥20,520
color：DBL・PGR
material：二重ガーゼ地

ストライプガーゼパジャマ
（5月下旬発売予定）
No.5488婦人 （M*・L*）
¥24,840
color：WH・NAV・SPI

No.5489紳士 （M・L）
¥25,920
color：WH・NAV
material：二重ガーゼ地／
経糸のみ超長繊維綿
（スーピマ綿）

カラーターバン（3月上旬発売予定）　 ¥1,728
　 No.2321カラーバスローブ（3月上旬発売予定）
兼用 （S・M・L） ¥16,200　color：WH・PGR・SPI　material：パイル地

薄手のバスローブは、軽い着心地。乾きやすいのでお洗濯がしやすいのはうれしいポイントです。おそろいカラーでターバンも。

カジュアルで、リラックス
の中にもエレガントを融
合させた、大人の余裕を
感じさせる雰囲気です。
スーピマ綿を経糸に使用
したシャキッとしたガー
ゼ素材のパジャマは、使
うほどになじみ、長持ちし
ます。

は1秒タオル認定商品です。

モデル着用サイズ 共にM
女性モデル身長165cm　男性モデル身長180cm

モデル着用サイズ 
女性 M*　男性 L

27 28

relax wear relax wear



先染ストライプパジャマ（3月下旬発売予定）
No.5041婦人 （M*・L*） ¥20,520　color：SPI
No.5042紳士（M・L） ¥20,520　color：SBL　material：布帛地

Simple is best!気持のよい綿素材のパジャマで快適な眠りを。

　 No.5494シャワードレス（4月下旬発売予定）
婦人 （M*～L*） ¥15,120　color：NAV・PI・RAS　material：パイル地

ゆったりとしたシルエットでお風呂上がりに着やすいドレスタイプ。体に沿わせたラインでエレガントに。

は1秒タオル認定商品です。

モデル着用サイズ 
女性 M*　男性 L

relax wear relax wear
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No.5020レマンパジャマ（3月下旬発売予定）
婦人 （M*・L*） ¥21,600　
color：NAV・WI　material：二重ガーゼ地

No.5495レマンワンピース（3月下旬発売予定）
婦人 （M*～L*） ¥15,120　
color：NAV・WI　material：二重ガーゼ地

やわらかく涼しい二重ガーゼ地に
優しい清涼感ある花々をのせました。

No.3408カラー（3月上旬発売予定）
エプロン ¥5,832　サロン ¥4,860
color：NAV・PI・WI・PU・OR　material：シャーリング地

スタイリッシュなカラーとデザインで毎日を素敵に演出。ベロ
ア生地のエプロン・サロンなので水分をサッと吸収してくれま
す。塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい特殊染料で染め
ました。いつまでも美しい色合いでお使いいただけます。

No.3409先染ストライプ（4月上旬発売予定）
エプロン ¥8,856　サロン ¥5,616
color：GY・NAV　material：布帛地

肩ひもの長さを調整可能なナチュラルテイストのワークエ
プロン・サロンです。ワッフル地で乾きやすく軽やかなので、
ガーデニングにもぴったり。

836シェニール（スウィートローズ）
エプロン ¥11,880　
サロン ¥7,560
color：CRE・GR・PU・BOR　
material：シェニール地・シャーリング地

シェニール織りとタオル地を組み
合わせた優雅なエプロン・サロン。
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ロイヤルグレー（3月上旬発売予定）
バッグ130-16S （43×28×12cm）  ¥28,080
material：シェニール地・持ち手、付属一部本革
ショルダー681-16S （39×27×12cm）  ¥18,144
color：GY　
material：シェニール地・一部帆布・付属一部本革

気品のある爽やかなグレー。
春の装いにぴったりな、アイテムです。

アクアレール（3月上旬発売予定）
ハンカチS （19×19cm） ¥2,160
color：WH　material：シェニール地

を重ね、企画から色の配合、染色、織り、
仕上げに至るまで、全ての工程を自社一
貫管理で丹念に製造しています。『厳選
した綿糸』『色の奥深さ』『織りの美しさ』
をぜひ手にとってお確かめください。

シェニール織り
18世紀に英国で生まれ19世紀にドイツ
に広まった「シェニール織り」。1984年に
ミュンヘン郊外のアルパロー社のブラ
ンドと施設のすべてを青梅に移転して
以来、伝統を重んじながらさらなる改善
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アクアレール（3月上旬発売予定）
　◆フリークロスM （155×120cm）  ¥49,680
　◆クッションM （36×36cm）  ¥12,960
material：シェニール地　◆は、受注生産になります。
　バッグ130-16S （43×28×12cm）  ¥28,080
material：シェニール地・持ち手、付属一部本革
　ショルダー681-16S （39×27×12cm）  ¥18,144
material：シェニール地・一部帆布・付属一部本革
　ポシェット356-4S （21×22×8cm）  ¥14,040
　ポシェット365-11A （26×16×6cm）  ¥10,800
　ポシェット360-6A （20×21×5cm）  ¥10,800
　ポーチ653-14A （13×8×7cm）  ¥5,184
material：シェニール地・一部本革
　バッグ226-8A （33×35cm）  ¥11,880
　バッグ242-0S （21×15×8cm）  ¥6,264
　バッグ248-1S （20×24×7cm）  ¥9,720
　カードケース707-8A （21×11cm）  ¥8,208
　ポーチ211-9A（21×12cm）  ¥4,320
　PTポーチ775-16S （15×10cm）  ¥4,104
　メガネケースB （17×8cm）  ¥3,024
color：WH　material：シェニール地

光と影の絶妙な色彩と朝霧のやさしい光に
包まれた花をイメージしました。
繊細なシェニール織りは、まさに芸術品。
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ファルベ（4月上旬発売予定）
●帆布底トートL （50×34×12cm） ¥15,120　　帆布底トー
トS （40×27×10cm） ¥13,500　material：布帛地・底帆布・
持ち手本革　　トートL （29×37cm） ¥4,104　　トートM
（30×20×12cm） ¥3,672　material：布帛地
　ポ－チ三角マチ （18×12×7cm） ¥3,780　　ポ－チL 
（18×12cm） ¥3,240　material：布帛地・引き手一部本革
　442エプロン ¥10,260　　カフェサロン ¥7,020　
material：布帛地　color：MBL

爽やかなグラデーションが夏の匂いを感じさせる
シリーズです。
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FARBEはドイツ語で「色」という意味。テ
キスタイルは緯糸に22色の色数を使うこ
とができる特殊な織機で織っています。こ
の織機は1985年に遠いドイツから海を渡

りホットマンへ受け継がれました。東京・青梅の地で織り
上げられる色とりどりの縞模様。多彩な色から縞を生み
出すFARBEの世界をお届けします。

FA R B E



05年ロンドンの大学院 Royal College of Art卒業と同時にフリーラン

スのテキスタイルデザイナーとなりヨーロッパで制作活動。その後日本に

帰国し、テキスタイルディレクターとして日本の産地と

共に服地開発に精力的に取り組み、国内外のファッ

ションとインテリアのマーケットに生地を提案。08年

自身のデザイン事務所「KAJIHARA DESIGN 

STUDIO」を設立。プリント柄提供やブランディング

アドバイス、プロダクトや制服を手掛けるなど、テキス

タイルの分野のみに限らず、幅広く活動している。
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ファルベ
　442エプロン ¥10,260　　カフェサロン ¥7,020　
　トートL （29×37cm） ¥4,104　　トートM （30×20×12cm） ¥3,672
material：布帛地　　ポ－チ三角マチ （18×12×7cm） ¥3,780
　ポ－チL （18×12cm） ¥3,240　
material：布帛地・引き手一部本革　color：SPI
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ホットマン株式会社　本社／〒198-8522 東京都青梅市長淵 5-251
TEL.0428-24-6500 ㈹　フリーコール 　  0120-29-6900　ホームページ  www.hotman.co.jp
　　　　　　　　　　　　　   《番号の押し間違いにご注意ください。》

Designer
梶原加奈子


