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小さなアクションが世界を変える！
フェアトレード

この製品はセネガル共和国で育ったフェア
トレードコットンを使用し、ホットマンの
技で吸水性抜群の「1秒タオル」につくり
あげたフェアトレード認証製品です。
※パイルに認証コットンを使用

セネガルコットンは白く艶やかな
美しい綿花です。手摘みのため、
繊維へのダメージが少なくタオル
製品に適した強さを持ち合わせて
います。

フェアトレードとは、開発途上国から原料や製品を適正な価格で
購入することにより、生産者や労働者の生活状況の改善と自
立を目指す仕組みです。ホットマンは、この活動に共感し日本
初のフェアトレードコットンタオルをつくりました。

国際フェアトレード認証ラベル（コットン製品）
この製品に使われているコットンが国際フェアトレード基準に従い認証されて
いる事を保証するものです。
特定非営利活動法人 フェアトレード·ラベル·ジャパン   http://www.fairtrade-jp.org/

Republic
of

Senegal Africa

白く艶やかな美しいセネガル共和国産のフェアトレードコットンでつくりました。

吸水性抜群の「1秒タオル」認証のタオルです。

Current
カレント

バスタオル
ハンドタオル

価格：￥3,780（本体価格￥3,500）   サイズ：62×135cm  カラー：WH・NAV
価格：￥1,620（本体価格￥1,500）   サイズ：38×80cm  カラー：WH・NAV

カレント　　パイル地
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●FTカレント
　ハンドタオル×2

FT-48003
価 格：￥3,240
（本体価格￥3,000）
カラー：一配色

●FTカレント
　バスタオル×2

FT-48007
価 格：￥7,560
（本体価格￥7,000）
カラー：一配色

●FTカレント
　バスタオル×1

FT-48053
価 格：￥3,780
（本体価格￥3,500）
カラー：WH・NAV

●FTカレント
　バスタオル×1
　ハンドタオル×1

FT-48005
価 格：￥5,400
（本体価格￥5,000）
カラー：WH・NAV

●FTカレント
　バスタオル×2
　ハンドタオル×2

FT-480001
価 格：￥10,800
（本体価格￥10,000）
カラー：一配色

吸水性抜群の「1秒タオル」
「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
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自然の息吹を感じ、踊っているかのような

チューリップとバラをモチーフにした愛らしいデザインです。

Primavera
プリマヴェーラ

●プリマヴェーラカラー
　フェイスタオル×1

W-2618
価 格：￥864
（本体価格￥800）
カラー：PI・PU

●プリマヴェーラ
　フェイスタオル×1

W-2608
価 格：￥864
（本体価格￥800）
カラー：PI・PU

※フェイスタオルのみ表ガーゼ 裏パイル地

バスタオル
ハンドタオル
フェイスタオル

バスタオル
ハンドタオル
フェイスタオル

価格：￥3,456（本体価格￥3,200）   サイズ：60×127cm  カラー：PI・PU
価格：￥1,404（本体価格￥1,300）   サイズ：36×78cm  カラー：PI・PU
価格：￥864（本体価格￥800）   サイズ：30×88cm  カラー：PI・PU

価格：￥3,456（本体価格￥3,200）   サイズ：60×127cm  カラー：PI・PU
価格：￥1,404（本体価格￥1,300）   サイズ：36×78cm  カラー：PI・PU
価格：￥864（本体価格￥800）   サイズ：34×87cm  カラー：PI・PU

プリマヴェーラカラー　　パイル地

プリマヴェーラ　　パイル地
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●プリマヴェーラ
　バスタオル×1
　プリマヴェーラカラー
　フェイスタオル×1

W-26004
価 格：￥4,320
（本体価格￥4,000）
カラー：PI・PU

●プリマヴェーラ
　プリマヴェーラカラー
　ハンドタオル×2

W-26062
価 格：￥2,808
（本体価格￥2,600）
カラー：PI・PU

●プリマヴェーラ
　バスタオル×1

W-26023
価 格：￥3,456
（本体価格￥3,200）
カラー：PI・PU

●プリマヴェーラカラー
　バスタオル×1

W-26123
価 格：￥3,456
（本体価格￥3,200）
カラー：PI・PU

●プリマヴェーラ
　バスタオル×1
　プリマヴェーラカラー
　ハンドタオル×1
　フェイスタオル×1
　W-26035
価 格：￥5,724
（本体価格￥5,300）
カラー：PI・PU

●プリマヴェーラ
　フェイスタオル×2

W-26061
価 格：￥1,728
（本体価格￥1,600）
カラー：一配色

●プリマヴェーラカラー
　フェイスタオル×2

W-26161
価 格：￥1,728
（本体価格￥1,600）
カラー：一配色
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ベーネ

ベーネ　　パイル地

花の紋様をデザインした、ジャカードタオルです。

素材にこだわり、シルクのような肌ざわりとやわらかさを追求しました。

Bene

バスタオル
ハンドタオル

価格：￥5,400（本体価格￥5,000） サイズ：64×135cm カラー：WH・LGY
価格：￥2,160（本体価格￥2,000） サイズ：38×81cm カラー：WH・LGY

スーピマ綿
スーピマ綿とは、アメリカ南西部などで栽培される、綿の中でも35mm以上の長い繊
維長をもった最高級綿のことです。やわらかでシルクのような光沢感があり、耐久性
にも優れているため永く快適にお使いいただけます。
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●ベーネ
　ハンドタオル×2

W-67004
価 格：￥4,320
（本体価格￥4,000）
カラー：一配色

●ベーネ
　バスタオル×1

W-67005
価 格：￥5,400
（本体価格￥5,000）
カラー：WH・LGY

●ベーネ
　バスタオル×2

W-670001
価 格：￥10,800
（本体価格￥10,000）
カラー：一配色

●ベーネ
　バスタオル×1
　ハンドタオル×1

W-67007
価 格：￥7,560
（本体価格￥7,000）
カラー：WH・LGY

●ベーネ
　ハンドタオル×1

W-67002
価 格：￥2,160
（本体価格￥2,000）
カラー：WH・LGY
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●エメ
　フェイスタオル×1

E-5205
価 格：￥540
（本体価格￥500）
カラー：BL・PI

●エメ
　フェイスタオル×2

E-52001
価 格：￥1,080
（本体価格￥1,000）
カラー：一配色

バスタオル
ハンドタオル
フェイスタオル
タオルケット

エメ　　パイル地
価格：￥3,240（本体価格￥3,000）   サイズ：60×132cm  カラー：BL・PI
価格：￥1,296（本体価格￥1,200）   サイズ：37×85cm  カラー：BL・PI
価格：￥540（本体価格￥500）   サイズ：34×86cm  カラー：BL・PI
価格：￥10,800（本体価格￥10,000）   サイズ：140×210cm  カラー：BL・PI

かわいい小花を一面に散りばめたシリーズです。

やわらかな風合いをお楽しみいただけます。

Aimer
エメ
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●エメ
　フェイスタオル×3

E-52051
価 格：￥1,620
（本体価格￥1,500）
カラー：一配色

●エメ
　バスタオル×1
　フェイスタオル×1

E-52053
価 格：￥3,780
（本体価格￥3,500）
カラー：BL・PI

●エメ
　タオルケット×1

K-520001
価 格：￥10,800
（本体価格￥10,000）
カラー：BL・PI

●エメ
　バスタオル×2

E-52006
価 格：￥6,480
（本体価格￥6,000）
カラー：一配色

●エメ
　ハンドタオル×2

E-52042
価 格：￥2,592
（本体価格￥2,400）
カラー：一配色

●エメ
　バスタオル×1

E-52003
価 格：￥3,240
（本体価格￥3,000）
カラー：BL・PI

●エメ
　バスタオル×1
　フェイスタオル×1
　ハンドタオル×1

E-52074
価 格：￥5,076
（本体価格￥4,700）
カラー：BL・PI
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心地よい毎日を過ごしてもらいたいから

タオルは素材にこだわって

大切なあの方へホットマンのギフトシリーズを。

Gift Selection
こころを伝える、贈りもの。

●素材表示のないものは綿100%です。
●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。
●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。
●  販売期間及びお取り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。

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。

WH＝ホワイト NAV ＝ネイビー PI ＝ピンク PU ＝パープル
BL ＝ブルー LGY ＝ライトグレー

と商品タグについている　  は「1秒タオル」認定商品です。


