
C.　 ジュウィール（3月上旬発売予定）
バスタオル （64×132cm）  ¥4,320
ハンドタオル （38×78cm）  ¥2,160
フリークロス （95×150cm）  ¥7,560
ハンカチ （26×26cm）  ¥756
color：BL・PI　material：表ガーゼ裏パイル地

は1秒タオル認定商品です。（ジュウィール ハンカチは除く）

穏やかな春の訪れを感じる
優しい色遣いのタオルです。

B.No.5503ジュウィールワンピース（3月上旬発売予定）
婦人（M*～L*） ¥19,440　
color：LPI・LBE　material：ガーゼ地

A.No.5504ジュウィールパジャマ（3月上旬発売予定）
婦人（M*・L*） ¥21,600　
color：LPI・LBE　material：ガーゼ地

水彩タッチの春らしい柔らかな色のガーゼ生地で
気持ちよく過ごせる1枚。贈り物にもおすすめです。　 No.5519シャワードレス

（5月中旬発売予定）　
婦人 （M*～L*） ¥15,120 
color：NAV・RAS・BR
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。

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。

　 カラーターバン ¥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

A. B.

C.
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ストライプガーゼパジャマ
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）

プレザンパジャマ
（3月下旬発売予定）
No.5509婦人 （M*・L*） ¥27,000
color：PI

No.5510紳士 （M・L） ¥27,000
color：BL
material：表サテン裏パイル地

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。

モデル着用サイズ 
女性 M*　男性 L

先染オックスパジャマ
No.5513婦人 （M*・L*） ¥21,600　
color：SPI
No.5514紳士 （M・L） ¥21,600　
color：SBL　
material：オックス地

S imple  i s  bes t !気持のよい綿
素材のパジャマで快適な眠りを。

モデル着用サイズ 
女性 M*　男性 L

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。

表がサテン地・裏がパイル地の
素肌に気持ち良いパジャマです。
幾何学模様のデザインです。

ガーゼパジャマ 
No.5501婦人 （S*・M*・L*） ¥20,520
color：PI・SPI・PU
material：二重ガーゼ地

No.5502紳士 （M・L） ¥20,520
color：LBL・PGR・BGY
material：二重ガーゼ地
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　 プレジール（4月下旬発売予定）
バスタオル （62×135cm） ¥5,940　ヘアバスタオル （53×110cm） ¥3,456　ハンドタオル （37×80cm） ¥2,160
color：WH・SPI・BGY・BEI　
ハンカチ （26×26cm） ¥1,080　バスマット （79×59cm） ¥6,480　タオルケット（SI） （145×215cm） ¥16,200
color：SPI・BGY・BEI　material：パイル地／超長繊維綿（スーピマ綿）

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、
ボリュームがあり、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。は1秒タオル認定商品です。（プレジール ハンカチ・バスマット・タオルケット（SI）は除く）

　 ボーダーバスローブ  
No.2328婦人 （M*）  ¥32,400　color：SPI　No.2329紳士 （M） ¥32,400　color：NAV　material：パイル地／超長繊維綿（スーピマ綿）
ボーダーパジャマ     
No.5155婦人 （M*）  ¥19,440　color：SPI　No.5156紳士 （M） ¥19,440　color：NAV　material：布帛地／超長繊維綿（スーピマ綿）
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（スーピマ綿）

　 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）

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。
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　 アンフィーサ（3月下旬発売予定）
バスタオル （64×135cm）  ¥16,200
ハンドタオル （38×80cm）  ¥5,400
ゲストタオル （38×40cm）  ¥2,160
バスマット （80×63cm）  ¥10,800
color：WH　
material：パイル地／超長繊維綿

超 長 繊 維 綿を贅 沢に使った
ホットマンオリジナルプレミア
ム糸と、細番手の糸を組み合
わせた逸品。ボリュームがあり
ながらも繊細な風合いでやさ
しく包みます。

　 アリア（3月下旬発売予定）
バスタオル （61×138cm） ¥6,480　ハンドタオル （37×85cm） ¥2,916　ゲストタオル （30×40cm） ¥1,620
color：WH・LPI・LGR　material：パイル地

淡く優しい色合いにエレガンスな刺繍を施しました。柔らかくふんわりとした風合いのタオルです。

　 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・BEI　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1秒タオル認定商品です。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）25 26



ホットマンカラー

18colors!
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GY   グレー15

WH  ホワイト10

DBL ダークブルー5

BEI   ベージュ14

IVO  アイボリー9

BGR ブルーグリーン4

LBL  ライトブルー18

SPI   サーモンピンク13

YE    イエロー8

LGR ライトグリーン3

BL    ブルー17

PI     ピンク12

BR    ブラウン7

PU   パープル　　2

PGR ペールグリーン16

LPI   ライトピンク11

DGY ダークグレー6

RO   ローズ1

Color variation

ハンドタオル 
（38×86cm）

フェイスタオル 
（35×90cm）

ゲストタオル 
（32×37cm）

ポケットタオル 
（12×24cm）

ホットマンカラー
Towel size

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）

は1秒タオル認定商品です。（ワッフルスリッパは除く）

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 
（35×90cm） 　   ¥1,080

ゲストタオル 
（32×37cm） 　       ¥756

ポケットタオル 
（12×24cm） 　       ¥648

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

ワッフルスリッパL
　　　　     　　   ¥3,024

ワッフルスリッパM
　　　　     　　   ¥2,808

material：パイル地

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）

material：ワッフル地

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。
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　 クレア（4月上旬発売予定）
バスタオル （61×130cm） ¥4,320　ハンドタオル （37×80cm） ¥1,944
ウォッシュタオル （30×30cm） ¥864
color：BL・PI　material：パイル地

紫陽花をモチーフにしたやわらかな肌ざわりのタオルです。
ふふらと組み合わせて贈り物にも最適です。

は1秒タオル認定商品です。

　 ふふら
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

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

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。

お客様の声から生まれた、ふふらのふんわりとした風合い
でありながらも薄手のバスローブです。

　 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）

　 ふふらバスローブライト
No.2325婦人 （M*・L*） ¥19,440 
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.2326紳士 （M・L） ¥20,520 
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）

紳士

婦人 婦人・紳士

メロングリーンアイスブルー

シャンパンホワイトカシスパープル

フランボワーズピンク

ふふらバスローブ

ふふらバスローブ
ライト
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シュパース（4月上旬発売予定）
　ポシェット365-11A （26×16×6cm）  ¥10,800
material：シェニール地・一部本革・一部合皮
　トート576-17S （28×35×7cm）  ¥18,360
material：シェニール地・一部本革
　バッグ287-15S （26×20×10cm）  ¥9,936
　バッグ242-0S （21×15×8cm）  ¥6,264
material：シェニール地・一部合皮
　トート566-10S （39×32×10cm）  ¥18,144
　ポシェット356-4S （21×22×8cm）  ¥14,040
material：シェニール地・一部本革
　バッグ248-1S （20×24×7cm）  ¥9,720
　カードケース707-8A （21×11cm）  ¥8,208
　PTポーチ775-16S （15×10cm）  ¥4,104
　ポーチ615-3S （13×8×4cm）  ¥3,888
　ハンカチM （23×23cm）  ¥2,592
material：シェニール地
　◆フリークロスM （155×120cm）  ¥49,680
　◆クッションM （36×36cm）  ¥12,960
color：BEI　material：シェニール地
◆は、受注生産になります。
　No.880ボーダーエプロン  ¥9,720
　No.880ボーダーサロン  ¥7,560
color：BL・SPI・PU　
material：シェニール地・シャーリング地

ゆったりと風に流れて咲き誇る花をイメージ
しました。
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ファルベ（PUのみ4月下旬発売予定）
　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・PU

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。

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。

Designer
梶原加奈子
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ウイ（2月下旬発売予定）
　◆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129-14A （33×25×13cm）  ¥32,400
　トート566-10S （39×32×10cm）  ¥18,144
　トート576-17S （28×35×7cm）  ¥18,360
ポシェット356-4S （21×22×8cm）  ¥14,040
　バッグ142-16A （21×15×8cm）  ¥7,020
material：シェニール地・一部本革
　バッグ248-1S （20×24×7cm）  ¥9,720
　カードケース707-8A （21×11cm）  ¥8,208
material：シェニール地
　ポーチ211-9A （21×12cm）  ¥4,320
　ポーチ653-14A （13×8×7cm）  ¥5,184
material：シェニール地・一部本革
　PTポーチ775-16S （15×10cm）  ¥4,104
　ポーチ615-3S （13×8×4cm）  ¥3,888
　メガネケースB （17×8cm）  ¥3,024
color：NAV
　ハンカチM （23×23cm）  ¥2,592
color：OL・PU　material：シェニール地

朝陽の訪れを待ちわびていっそう華やかに
輝き美しく咲く南国の花をイメージしました。
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キリフネ（6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。
　トート576-17S （28×35×7cm）  ¥18,360
ポシェット356-4S （21×22×8cm）  ¥14,040
　バッグ142-16A （21×15×8cm）  ¥7,020
　ポーチ211-9A （21×12cm）  ¥4,320
　ポーチ653-14A （13×8×7cm）  ¥5,184
material：シェニール地・一部本革
　カードケース707-8A （21×11cm）  ¥8,208
　バッグ248-1S （20×24×7cm）  ¥9,720
　フリーケース504-8A （17×7×2.5cm）  ¥5,184
　ポーチ615-3S （13×8×4cm）  ¥3,888
　PTポーチ775-16S （15×10cm）  ¥4,104
　メガネケースB （17×8cm）  ¥3,024
color：NAV
　ハンカチS （19×19cm）  ¥2,160
color：OL・ PU　material：シェニール地

ハワイ語でハワイの霧雨＝幸運を意味します。
水面に輝く光の反射をイメージしました。
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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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