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　 ホットマンカラー17Autumn（10月中旬発売予定）
バスタオル（65×137cm） ¥4,104　ヘアタオル（38×99cm） ¥1,836　フェイスタオル（35×90cm） ¥1,080
color：SBL・PU・LBE　material：パイル地

　 ハーモニー（9月上旬発売予定）
ボディバスタオル（90×150cm） ¥7,560　バスタオル（65×135cm） ¥4,320　ハンドタオル（38×80cm） ¥1,944　
ウォッシュタオル（30×30cm） ¥1,080　タオルケット（145×200cm） ¥12,960　color：WI・GR　material：シャーリング地

生活に秋色をプラスして、季節を愉しみましょう。

          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

「心の中の森の風景」

　
そこは、自分がニュートラルになる場所

なつかしさ　あたたかさ

癒しを感じられる「自然」の力を借りて

自分らしくいられる上質な空間を

は1秒タオル認定商品です。（ハーモニー タオルケットは除く）01 02



　 シャロン（9月上旬発売予定）
バスタオル（60×130cm） ¥4,104　ハンドタオル（37×80cm） ¥1,944　ウォッシュタオル（30×30cm） ¥972　color：SPI・BLA　material：パイル地

凛としながらもふんわりと包み込むような、優しい肌触りのタオルです。

　 シャロンカラー（9月上旬発売予定）
バスタオル（60×130cm） ¥4,104　ハンドタオル（37×80cm） ¥1,944　ウォッシュタオル（30×30cm） ¥972　color：LPI・PI　material：パイル地

　 クラッシー（10月中旬発売予定）
ボディバスタオル （90×150cm）   ¥7,560
バスタオル （65×135cm）   ¥4,320
ハンドタオル （38×80cm）   ¥1,944
color：NAV・WI　
material：シャーリング地

どこか懐かしく新鮮なテイスト。
温かみのある風合いで贈り物にも
おすすめです。

クラッシージャカード（10月中旬発売予定）
バスタオル （62×136cm）   ¥4,968
ハンドタオル （38×81cm）   ¥2,376
color：NAV・BR　
material：パイル地

は1秒タオル認定商品です。03 04



A.パッチワーク（11月上旬発売予定）
ハンドタオル（38×84cm） ¥1,944　ゲストタオル（38×42cm） ¥1,080　color：RE・YE　material：パイル地
B.フェアアイル（11月上旬発売予定）
ハンドタオル（38×80cm） ¥1,944　ゲストタオル（38×42cm） ¥1,080　color：RE・GY　material：パイル地

冬を楽しく彩るインテリアに、あたたかみのある素敵なタオルを。

ブロックチェック（9月上旬発売予定）
ひざかけ（100×71cm）   ¥6,480
ブランケット（100×141cm）   ¥12,960
color：NAV・RE　material：綿起毛地

軽くて優しい肌ざわりの綿起毛で、
あたたかいリラックスタイムを。

　 梅ふわり（12月上旬発売予定）
バスタオル （64×132cm）   ¥3,780
ハンドタオル （38×78cm）  ¥1,620
フェイスタオル （33×86cm）   ¥756
ハンカチ （26×26cm）   ¥648
color：PI　
material：表ガーゼ裏パイル地

春の訪れを知らせる梅の花。
新しい季節の贈り物に。

　 梅ふわりカラー（12月上旬発売予定）
フェイスタオル （30×88cm）   ¥1,080
ハンカチ （23×23cm）   ¥756
color：CRE・YGR　
material：パイル地

A.豆さくら（2018年1月中旬発売予定）
フェイスタオル （34×88cm）   ¥756
color：GR・PU　
material：四重ガーゼ地

薄手で乾きが早いフェイスタオル。
さくらの柄で春らしさを演出。

B.花さくら（2018年1月中旬発売予定）
フェイスタオル （32×87cm）   ¥864
color：PI・PU　
material：パイル地

は1秒タオル認定商品です。（梅ふわり フェイスタオル・ハンカチは除く）

A.

A.

B.

B.
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は1秒タオル認定商品です。（ブルーミー ハンカチは除く）

　 さくら雲（2018年1月中旬発売予定）
ボディバスタオル （90×150cm）   ¥7,560
バスタオル （65×135cm）  ¥4,320
ハンドタオル （38×80cm）   ¥2,160
color：PI・PU　
material：シャーリング地

春の霞がかった空に満開のさくら
がモクモクと咲く風景をタオルにし
ました。

春の輝く空とさくらが咲き誇る、
日本の原風景を色にのせて。
　 ホットマンカラー18Sakura
（2018年1月中旬発売予定）
バスタオル （65×137cm）   ¥4,104
ヘアタオル （38×99cm）   ¥1,836
フェイスタオル （35×90cm）   ¥1,080
color：ABL・BPI・MAG　
material：パイル地

　 さくらかさね
（2018年1月中旬発売予定）
バスタオル （62×134cm）   ¥4,104
ハンドタオル （38×80cm）  ¥1,944
フェイスタオル （30×88cm）   ¥1,296
ハンカチ （23×23cm）   ¥864
color：LPI・LPU　
material：パイル地

春らしい淡い色のタオル。
かわいらしい刺繍がポイントです。

　 ブルーミー
（2018年2月上旬発売予定）
バスタオル （65×135cm）   ¥4,320
ハンドタオル （38×80cm）  ¥2,160
ウォッシュタオル （30×30cm）   ¥1,080
フリークロス （90×150cm）   ¥7,560
material：シャーリング地
ハンカチ （25×25cm）   ¥864
color：BL・PI　
material：表ガーゼ裏パイル地

花畑に満開に咲くパステル調の
花々をイメージしました。

エリー（2018年2月上旬発売予定）
バスタオル（60×120cm） ¥3,456　フェイスタオル（32×86cm） ¥1,296　material：シャーリング地　
ハンカチ（30×30cm） ¥864　color：BL・PI　material：パイル地

しなやかで優しい肌触り。華やかに咲き誇るバラをちりばめました。

07 08



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
color：PI・SPI・PU

No.5502紳士 （M・L） ¥20,520
color：LBL・PGR・BGY
material：二重ガーゼ地

ペイズリーパジャマ（イージーオーダー生地）
（2018年3月下旬発売予定）
No.5543婦人 （M*・L*） ¥21,600　color：PI
No.5544紳士 （M・L） ¥21,600　color：GY　
material：二重ガーゼ地　
※イージーオーダーは2018年4月より

軽い着心地の二重ガーゼ生地に、
おしゃれなペイズリー柄をのせました。

No.5541ブルーミーワンピース
（2018年3月上旬発売予定）
婦人 （M*～L*）   ¥19,440
color：SPI・PU　
material：二重ガーゼ地

No.5542ブルーミーパジャマ
（2018年3月上旬発売予定）
婦人 （M*・L*）   ¥21,600
color：SPI・PU　
material：二重ガーゼ地

日常を楽しむ華やかな色合いの1枚。

サテンストライプパジャマ
（9月上旬発売予定）
No.5530婦人 （M*・L*）   ¥29,160
color：PI・PU

No.5531紳士 （M・L）   ¥29,160
color：DBL・BGY　
material：サテンストライプ地

ホットマンならではのオリジ
ナル生地を使った優雅なパ
ジャマ。肌が当たる内側は繊
細な糸で織り上げたパイル地
です。空気の層により保温性
が生まれます。寝汗もしっか
り吸水してくれるので、寒い季
節におすすめです。

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170cm
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は1秒タオル認定商品です。

お風呂上りにさっと着ら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。

　 カシュクールローブ（2018年2月中旬発売予定）
No.2335婦人 （M*～L*） ¥19,440　color：NAV・CRE・BEI　material：パイル地

カラーガウン（10月上旬発売予定）
A.No.2336婦人 （M*・L*） ¥20,520　color：WI・NAV　B.No.2337紳士 （M・L） ¥23,760　color：NAV・DGY
C.No.2338兼用 （M・L） ¥23,760　color：LGY・WI・DGY　material：シャーリング地

ビロードのような上品な手触りと深い光沢が自慢のシャーリング地のガウンです。
就寝前のリラックスタイムに。

A.

B.

C.
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フランネル
（10月中旬発売予定）
No.5537ロングシャツ 婦人（M*～L*）   ¥19,440
No.5538パンツ 婦人（M*～L*）  ¥15,120
color：NAT・NAV・BR　material：ネル地

素肌に心地よいフランネルシリーズ。
生地が空気を含みあたたかさを感じるウエアです。

ガーゼ（2018年1月中旬発売予定）
A.No.5539ワンピース 婦人（M*～L*） ¥20,520
B.No.5540ロングワンピース 婦人（M*～L*）  ¥21,600
color：BEI・LGY・YGR　material：三重ガーゼ地

空気を織り込むようにふっくらと織り上げた
軽い着心地のワンピース。

A.

B.
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No.3408カラー
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。シャーリング地のエプロン・サ
ロンなので水分をサッと吸収してくれます。
くり返しのお洗濯に強く、色落ちしにくい性
質を持つ染色方法で染めました。いつまで
も美しい色合いでお使いいただけます。

ハーモニー（10月中旬発売予定）
No.3421
A.エプロン   ¥6,480
B.サロン  ¥5,400
C.No.3422ハウスエプロン   ¥12,960
color：RAS・BGR　
material：シャーリング地

吸水性が自慢のシャーリング地のエプ
ロン。キッチンも秋の装いで楽しく。

No.3423先染ワッフル（2018年2月中旬発売予定）
エプロン ¥7,020　サロン ¥6,264
color：GY・BEI　material：ワッフル地

杢糸で織り上げたワッフル地のエプロン。
軽くて動きやすく、乾きやすいので毎日使っ
て欲しい1枚です。

A.

B.

C.
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　 アドヴェンチャー
（2018年1月下旬発売予定）
バスタオル （60×113cm）   ¥3,780
ハンドタオル （36×74cm）  ¥1,620
ウォッシュタオル （25×25cm）   ¥756
小物入れ （26×35cm）   ¥2,052
レッスンバッグ （36×26×4cm）   ¥3,780
color：BL・PI　material：シャーリング地

世界の仲間達とアルファベットで遊ぼう！

　 ワールドマップ（2018年1月下旬発売予定）
お昼寝タオル （90×150cm） ¥7,560　color：YE　material：シャーリング地

　 アドヴェンチャーカラー（2018年1月下旬発売予定）
ミニバスタオル （52×105cm） ¥2,808　color：BL・PI
ウォッシュタオル （31×31cm） ¥864　ハンカチ （18×18cm） ¥648　color：BL・PI・YE・GR　material：パイル地

冒険の旅の途中。どんな楽しいことが待っているのかな？
世界地図を持って冒険の旅へ。アルファベットをたどって楽しく学ぼう！

は1秒タオル認定商品です。（アドベンチャー 小物入れ・レッスンバッグは除く）17 18



は1秒タオル認定商品です。

ビビッドウォーキング
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。

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） ¥864
color：BL・RE・YE・LBL・YGR・GR・PU・OR・BEI
material：パイル地
※イニシャルの種類・色に関しては
　右表をご参照ください。

ポケットタオル
イニシャル
A
K
S
H
M
Y
N
T
R

配色
OR
RE
LBL
BEI
YE
YGR
BL
GR
PU

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。

ホットマンベロア
ハンカチ（S） （24×24cm）  ¥648
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）

鮮やかな色合いのハンカチです。

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

かわいらしいラッキーモチーフで持ち主に幸運を！ 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　ハンカチ （23×23cm） ¥648
color：IVO・PI・YGR・PGR・PU　material：パイル地

先染コットンストール（30×160cm） ¥2,160　
color：PI・PGR・LPU・LGY　material：ガーゼ地

日除けや冷房対策などにおすすめの肌触りの良い
コットンストールです。

ブラックマーシャ18
（2018年2月上旬発売予定）
バスタオル （62×128cm）   ¥3,780
ハンドタオル （33×81cm）  ¥1,620
ゲストタオル （33×37cm）   ¥1,080
color：RAS　
material：パイル地

コットンの妖精ブラックマーシャは、
ちょっぴり恥ずかしがりや。
大人かわいいタオルです。

（10月上旬発売予定）　A.アデル　ハンカチ（26×26cm）  ¥1,296　
B.ラフィネ　ハンカチ（25×25cm） ¥864　material：シャーリング地　
C.ロザンヌ　ハンカチ（26×26cm） ¥864　color：PI・IVO　
material：パイル地

フォーマルなシーンでも使いたいフェミニンなタオルハンカチシリーズです。

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。
なめらかで肌触りのよいハンカチです。

A.
B.

C.
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ハンドタオル 
（38×86cm）

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）

ゲストタオル 
（32×37cm）

フェイスタオル 
（35×90cm）

は1秒タオル認定商品です。（ワッフルスリッパは除く）

アイテム／サイズ 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

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。

ホットマンカラー

18colors!

1

89
10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

3

4

5

6

7

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
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は1秒タオル認定商品です。

　 プレジール
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、
シンプルで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 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産スーピマ綿を使用して、ボリュームたっぷりに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、使い込む程に肌に馴染んでいきます。

　 ホットマンカラーシャーリング
バスタオル（73×146cm）  ¥5,400
ハンドタオル（42×91cm）  ¥2,160
フェイスタオル（29×85cm）  ¥1,080
color：DBL・RO・BGR・PU・BR　
material：シャーリング地

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シャーリング地
の美容タオルです。
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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
を生かした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

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

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

ふふらバスローブ
ライト

ふふらバスローブ
ライト
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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）

　 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。

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。

通気性を考慮した、ボーダー模様のタオルシーツです。
パイルシーツ
シーツ（SI） （160×245cm） ¥8,640
color：WH・LBL・PI・YE　
material：パイル地

ワッフルパイルケット
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。
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は1秒タオル認定商品です。

　 アリア
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

淡く優しい色合いのタオルにエレガ
ントな刺繍を施しました。柔らかくふ
んわりとした風合いです。

　 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）

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

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/

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
格で取引することにより、生産者や労働者の生活状況の改善
と自立を持続的に目指す貿易の仕組みです。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。

　 カレント
バスタオル（62×135cm） ¥3,780　ハンドタオル（38×80cm） ¥1,620
ゲストタオル（38×41cm） ¥1,080　ポケットタオル（12×24cm） ¥864
color：WH・NAV・BR　material：パイル地（パイルに認証コットンを使用）

　 アンフィーサ
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、細い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。

白く、つややかな美しいセネガル産のフェアトレードコットンを
使用しました。流れるような凹凸模様のタオルです。
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フォルスト （8月下旬発売予定）
　トート577-17A （28×35×7cm）  ¥19,440
　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
　ポシェット360-6A （20×21×5cm）  ¥10,800
material：シェニール地・一部本革・合皮
バッグ247-1S （30×22×11cm）  ¥12,960
material：シェニール地・一部合皮
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
　バッグ226-8A （33×35cm）  ¥11,880
　カードケース707-8A （21×11cm）  ¥8,208
　PTポーチ775-16S （15×10cm）  ¥4,104
　メガネケースB （17×8cm）  ¥3,024
　ポーチ615-3S （13×8×4cm）  ¥3,888
material：シェニール地
　ポーチ653-14A （13×8×7cm）  ¥5,184
　ポーチ211-9A （21×12cm）  ¥4,320
material：シェニール地・一部本革
　小物入れ773-17A （22×26cm）  ¥7,344
color：GR　material：シェニール地・一部合皮
　ハンカチM （23×23cm）  ¥2,592
color：BLA・EGR　material：シェニール地
　◆フリークロスM （155×120cm）  ¥49,680
◆フリークロスS （155×90cm）  ¥36,720
◆マルチファブリック75 （75×75cm）  ¥15,120
◆マルチファブリック50 （50×50cm）  ¥8,208
　◆ボルスタークッション （43×17cm）  ¥23,760
◆クッションM （36×36cm）  ¥12,960
　◆ピロクッション （42×30cm）  ¥11,880
◆クッションS （26×26cm）  ¥8,640
color：GR　material：シェニール地
◆は、受注生産になります。

エルフィ （10月上旬発売予定）
　◆フリークロスM （155×120cm）  ¥49,680
◆フリークロスS （155×90cm）  ¥36,720
◆マルチファブリック75 （75×75cm）  ¥15,120
◆マルチファブリック50 （50×50cm）  ¥8,208
　◆クッションM （36×36cm）  ¥12,960
◆クッションS （26×26cm）  ¥8,640
material：シェニール地
◆は、受注生産になります。
　トート577-17A （28×35×7cm）  ¥19,440
　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
　ポシェット365-11A （26×16×6cm）  ¥10,800
material：シェニール地・一部本革・合皮
バッグ247-1S （30×22×11cm）  ¥12,960
material：シェニール地・一部合皮

バッグ142-16A （21×15×8cm）  ¥7,020
material：シェニール地・一部本革
　バッグ226-8A （33×35cm）  ¥11,880
　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
　メガネケースB （17×8cm）  ¥3,024
material：シェニール地
　ポーチ653-14A （13×8×7cm）  ¥5,184
　ポーチ211-9A （21×12cm）  ¥4,320
material：シェニール地・一部本革
　ハンカチS （19×19cm）  ¥2,160
material：シェニール地
　小物入れ773-17A （22×26cm）  ¥7,344
color：BR　
material：シェニール地・一部合皮

深い森をイメージしたペイズリー柄のシェニール
織り。トレンドカラーのグリーンが目を引きます。

咲き誇るバラが優雅な雰囲気を演出します。10
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スウィートローズ
No.836エプロン ¥11,880　No.836サロン ¥7,560
color：CRE・GR・PU・BOR　material：シェニール地・シャーリング地

シェニール織りとシャーリング地を組み合わせた優雅なエプロン・サロン。

2017年7月から2018年4月にわたり、期間中1柄づつ発売。

ラビアンローズ　
No.877エプロン ¥11,880　No.877サロン ¥7,560
color：PI・PU・SBL　material：シェニール地・シャーリング地

フォルスト（8月下旬発売予定）
A.No.883エプロン ¥14,040　B.No.883サロン  ¥9,720
No.885ハウスエプロン  ¥15,120　No.886タブリエ  ¥15,120
No.5532スモックドレス  ¥25,920
color：GR・BLA　material：シェニール地・シャーリング地

エルフィ（10月上旬～中旬発売予定）
C.No.884エプロン  ¥10,260　D.No.884サロン  ¥8,100
No.887ハウスエプロン  ¥15,120　No.888タブリエ  ¥15,120
color：BGR・PI　material：シェニール地・シャーリング地

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

B.
A.

C.

D.

シーズンズシリーズ ハンカチS（19×19cm） ¥2,160　material：シェニール地
No.560かばの夏休み　color：PU　No.561キツネとぶどう　color：YE　No.562月夜のふくろう　color：GY　No.563猫のお昼寝　color：LPI　
No.571うさぎの宝探し　color：OR　No.572ヒツジのお散歩　color：YGR　No.573インコの合唱　color：IVO　No.574花畑のりす　color：YE
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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。 
■商品の仕様、色、形は予告なく変更する場合があります。

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

カラー記号　NAV＝ネイビー　WI＝ワイン　IVO＝アイボリー　BL＝ブルー　PU＝パープル　OR＝オレンジ　GR＝グリーン　YGR＝イエローグリーン
BEI＝ベージュ　RAS＝ラズベリー　LGY＝ライトグレー　PI＝ピンク　PGR＝ペールグリーン　LPU＝ライトパープル　BR＝ブラウン　WH＝ホワイト
LPI＝ライトピンク　LBL＝ライトブルー　YE＝イエロー　RO＝ローズ　BGR＝ブルーグリーン　CRE＝コーラルレッド　GY＝グレー　MAS＝マスタード
EGR＝エメラルドグリーン　RE＝レッド　SPI＝サーモンピンク　LBE＝ライトベージュ　SBL＝サックスブルー　DBL＝ダークブルー　DGY＝ダークグレー
BGY＝ブルーグレー　LGR＝ライトグリーン　BLA＝ブラック　NAT＝ナチュラル　ABL＝アクアブルー　BOR＝ボルドー　BPI＝ベビーピンク　MAG＝マジェンタ
LYE＝ライトイエロー　DGR＝ダークグリーン


