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。

大 切なのは 吸 水 性
※

「 1 秒タオル 」とは、タオルを1c m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
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ホットマンカラー

18colors!

7
15

最高ランクの“超長繊維綿”だけを独自の配合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。

ホットマンカラー
16

サイズ／素材

税込価格

RO

PU

LGR BGR DBL DGY

BR

YE

IVO

WH

LPI

PI

SPI

BEI

GY

PGR

BL

LBL

ボディバスタオル
（79×157cm） ¥6,480

17

バスタオル
（65×137cm）

18

¥4,104

ヘアバスタオル

Color variation
1 RO ローズ

2 PU パープル

3 LGR ライトグリーン

4 BGR ブルーグリーン

5 DBL ダークブルー

6 DGY ダークグレー

7 BR ブラウン

8 YE

9 IVO アイボリー

10 WH ホワイト

11 LPI ライトピンク

12 PI

ピンク

13 SPI サーモンピンク

14 BEI ベージュ

15 GY グレー

16 PGR ペールグリーン

17 BL

ブルー

18 LBL ライトブルー

イエロー

（53×105cm）

¥2,376

ハンドタオル
（38×86cm）

¥1,620

フェイスタオル
（35×90cm）

¥1,080

ゲストタオル
（32×37cm）

¥756

ポケットタオル
（12×24cm）

¥648

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
Towel size

ハンドタオル

バスマット
（67×44cm）

¥2,592

（38×86cm）
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）

material：パイル地
フェイスタオル

（35×90cm）

¥3,024
ゲストタオル

（32×37cm）
ポケットタオル

（12×24cm）

03

ワッフルスリッパL

ワッフルスリッパM
¥2,808
material：ワッフル地
は1秒タオル認定商品です。
（ワッフルスリッパは除く）
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HGYOI

HGYOI

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）

押さえるだけで水分を吸収し、肌あたりが優しくなめらかなベロア生地の美容タオルです。

ギザカラー

ホットマンカラーシャーリング
バスタオル（73×146cm）¥5,400
color：DBL・RO・BGR・PU・BR

05

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。

ハンドタオル（42×91cm）¥2,160 フェイスタオル（29×85cm）¥1,080

material：シャーリング地

ボディバスタオル（80×150cm）¥16,200
¥4,320

バスタオル（70×135cm）¥10,800

ポケットタオル（12×24cm）¥1,080

ヘアバスタオル（50×100cm）¥6,480

color：IVO・BL・BGR・YGR・OR・BR

ハンドタオル（38×80cm）

material：パイル地／超長繊維綿（エジプト綿・ギザ45）
は1秒タオル認定商品です。
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HGYOI

HGYOI
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
ト

ワ

イロ

「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

超長繊維綿（スーピマ綿）を使用してい

ボーダーパジャマ

ます。ゆったりと優雅なアフターバスの

No.5155婦人（M）

ひとときを過ごせるバスローブです。

color：SPI

material：布帛地／超長繊維綿（スーピマ綿）

ホットマンジャカードバスローブ
¥32,400

color：NAV・LGY・PU
material：パイル地／超長繊維綿
（スーピマ綿）

¥19,440

color：NAV

No.2307
兼用（S・M・L）

No.5156紳士（M）

¥19,440

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）

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
上げたホテル仕様のタオルです。
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。
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

バスマット
（81×61cm）

¥5,400

ポケットタオル（12×24cm）

¥864

color：NAV・SPI
material：パイル地／超長繊維綿（スーピマ綿）
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は1秒タオル認定商品です。
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HGYOI

HGYOI
“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。
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）

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。
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）
バスマット（80×63cm）

¥2,160
¥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）

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。
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）
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は1秒タオル認定商品です。
（プレジール バスマット・ブティ バスマットは除く）
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LKSOTOTK

LKSOTOTK
婦人

カシスパープル
紳士

カシスパープル

メロングリーン

フランボワーズピンク

シトラスイエロー

シャンパンホワイト

アイスブルー
婦人・紳士

ミントグリーン

フランボワーズピンク
ソーダブルー

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。
ふふらバスローブ

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。

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

ふふら
バスタオル（60×137cm）¥4,644

No.2315 紳士（M・L）¥23,760

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・アイスブルー・メロングリーン

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）
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シャンパンホワイト

material：パイル地／超長繊維綿（ホットマンオリジナル糸）
は1秒タオル認定商品です。
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LKSOTOTK

NGTJQKXINOKL
かわいらしいラッキーモチーフで持ち主に
幸運を！
グッドラック
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

〈トリ〉飛躍・幸運を運ぶ
〈クローバー〉愛・健康

〈イルカ〉
幸運への先導者

〈ネコ〉 魔除けのシンボル
〈バラ〉
〈カギ〉幸運の扉を開く 愛と美の象徴

〈ウサギ〉災難を防ぐ
〈リボン〉絆を結ぶ

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。
エテルナ

パレスローズ
ボディバスタオル（76×152cm）¥5,400
フェイスタオル（32×86cm）¥972

ウォッシュタオル（30×30cm）¥864

ハンドタオル（37×80cm）¥1,620

バスマット（65×40cm）¥3,024

material：シャーリング地／超長繊維綿（スーピマ綿）
フィノ ハンカチ（26×26cm）¥756

color：WH・LBL・PI・YE

color：PU

material：パイル地
color：LBL・PI・BEI

material：綿起毛地

〈カモミール〉
親交、
逆境に
屈しない

ハンカチ（26×26cm）¥756

color：OR

ハンカチ（25×25cm）¥648 タオルケット
（SI）
（145×200cm）¥9,720
綿毛布（150×210cm）¥10,800
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バスタオル（60×132cm）¥3,456

〈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

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。
ラトゥール

material：シャーリング地／超長繊維綿（スーピマ綿）

ハンカチ（23×23cm）¥648

color：IVO・PI・YGR・PGR・PU

material：パイル地

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）
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NGTJQKXINOKL

IURUXHGYOI

深みのある色合いで大人の落ち着いたイメージに。

鮮やかな色合いのハンカチです。

ホットマンベロア

ホットマンベロア

ハンカチ（26×26cm）¥864

ハンカチ（S）
（24×24cm）¥648

color：NAV・WI・MAS・GR・BGR・OR

color：WH・LBL・BL・PI・RAS・YGR・EGR

material：シャーリング地／超長繊維綿（スーピマ綿）

material：シャーリング地／超長繊維綿（スーピマ綿）

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。

首まわりの 汗をさっと吸 収する、麻 混 なら

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。

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。

ビビッドウォーキング
ウォーキングタオル（24×130cm）¥1,404

麻混ショール（23×170cm）¥3,456

color：BL・RAS・BGR・YGR・DGY・PU・OR

color：NAV・RE・BEI

material：パイルガーゼ地（綿95％・ポリエステル5％）

material：二重ガーゼ地（綿60％・麻40％）

GVXUT

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。

清楚なホワイトレースをかわいらしく縁取りました。

シャーリング地で肌触りのよいハンカチです。

アールヌーヴォー調のモチーフでエレガントに。

ホワイトローズ

レーヌ

ハンカチ（24×24cm）¥2,376

ハンカチ（28×28cm）¥2,160

color：WH・LPI

color：WH

material：シャーリング地／超長繊維綿（スーピマ綿）

material：シャーリング地／超長繊維綿（スーピマ綿）

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
ポケットタオル（12×24cm）

イニシャル

配色

color：BL・RE・YE・LBL・YGR・GR・OR・BEI

A

OR

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

material：パイル地

K

RE

※イニシャルの種類・色に関しては

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

S

LBL

右表をご参照ください。
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は1秒タオル認定商品です。

ポケットタオル
¥864

H

BEI

M

YE

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。

Y

YGR

No.3408カラー

N

BL

エプロン ¥5,832

T

GR

color：NAV・PI・WI・PU・OR

サロン ¥4,860
material：シャーリング地
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HRGTQKZ

XKRG^]KGX
通 気 性 を 考 慮した 、ボ ー ダー 模 様 の

薄 手 の バ ス ロ ーブ は 、軽 い 着 心 地 。

タオルシーツで快適な夜を。

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

パイルシーツ

カラー でター バンも。

シーツ（SI）
（160×245cm）¥8,640
color：WH・LBL・PI・YE

カラーターバン

material：パイル地

¥1,728

No.2321カラーバスローブ
兼用（S・M・L）¥16,200
color：WH・PGR・SPI
material：パイル地

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

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
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

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

綿 1 0 0％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。
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

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.5501婦人（S*・M*・L*）¥20,520

No.5502紳士（M・L）¥20,520

color：PI・SPI・PU

color：LBL・PGR・BGY

material：二重ガーゼ地
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は1秒タオル認定商品です。
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