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　 パルミエ（5月中旬発売予定）　
ボディバスタオル（165×90cm） ¥5,400　color：RO　material：パイル地（綿87％・レーヨン13％）

南国の植物や鳥をモチーフにしたトロピカルなムードのビーチタオル。

　 プラージュ（5月中旬発売予定）　
ボディバスタオル（165×90cm） ¥5,400　
color：BL　material：パイル地（綿87％・レーヨン13％）

プロバンスの雰囲気漂う爽やかなペイズリーは、
夏らしい1枚。

　 ホットマンカラー18Summer（5月中旬発売予定）
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
color：BGR・RBL・YE　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）

ヴァカンスボーダー（5月中旬発売予定）
バスタオル（62×134cm） ¥4,860　スポーツタオル（38×105cm） ¥2,484　ゲストタオル（38×42cm） ¥1,404
color：PI・YE・BGR　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）

夏の日差しに映えるカラフルなボーダーはスポーツシーンにおすすめ。人気No.1のホットマンカラーも、爽やかな限定色を揃えました。

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

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。

CUT

CUT

CUT

01 02は1秒タオル認定商品です。は1秒タオル認定商品です。



　 D.ルヴァン（5月中旬発売予定）
バスタオル（58×134cm） ¥3,456　ハンドタオル（36×81cm） ¥1,512　フェイスタオル（32×93cm） ¥972　ハンカチ（25×25cm） ¥648
color：IVO・SPI・PGR　material：パイル地

車窓から見えるフランスの田舎の風景をイメージしました。風になびく並木道の刺繍がポイントです。

　 C.アヴェニュー（5月中旬発売予定）
ボディバスタオル（95×150cm）  ¥5,940 　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
color：BL・PI　material：表ガーゼ裏パイル地

パリの街の石畳をイメージしました。表面と裏面で肌ざわりの違いを楽しめるタオルです。
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D.
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　 A.フロレゾン（3月上旬発売予定）
バスタオル（60×130cm） ¥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・RAS　material：パイル地

透明感のある花柄はバスシーンを明るく彩ります。カラータオルとのコーディネートでより華やかに。

　 B.No.2321カラーバスローブ　兼用（S・M・L） ¥16,200
　 カラーターバン ¥1,728
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。

03 04は1秒タオル認定商品です。（アヴェニュー フェイスタオル・ルヴァン ハンカチは除く）は1秒タオル認定商品です。



　 ピクニックボーダー（5月下旬発売予定）　ミニバスタオル （55×110cm） ¥3,888　ハンドタオル （35×75cm） ¥2,484
ウォッシュタオル （30×30cm） ¥1,296　color：RE・GY　material：表パイル裏先染ガーゼ地

家族でピクニックに出かけよう。お気に入りのタオルを持って一緒に楽しい時間を。

　 　 ピクニック（5月下旬発売予定）　ボディバスタオル （90×150cm） ¥6,480　ミニバスタオル （52×103cm） ¥3,240　
ウォッシュタオル （31×31cm） ¥864　color：YE　material：パイル地

　 サイクリング（5月下旬発売予定）　ウォッシュタオル （30×30cm） ¥972　color：RE・GY　material：表先染ガーゼ裏パイル地　
　　 サイクリングハンカチ （23×23cm） ¥756　color：RE・GR　material：パイル地

　 ファルベ（4月中旬発売予定）　マルチクロス90 （90×90cm） ¥6,480　color：RE・PU　material：布帛地

　 ピクニックボーダー（5月下旬発売予定）
スタイ衿付 （ベビー80） ¥2,376　ボトルケース ¥2,160　color：RE・GY　material：表先染ガーゼ裏パイル地

ガーゼシリーズ（5月中旬発売予定）　　汗取りパッド （ベビー80） ¥1,080　　スタイ〈丸〉 （ベビー80） ¥1,620
ハンカチ （19×19cm） ¥540　color：ひつじ　material：二重ガーゼ地
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ファルベ（4月中旬発売予定）　トート446（45×30×18cm） ¥10,260
color：RE・PU　material：布帛地

ファルベ（4月中旬発売予定）　　ショルダー448（38×30×13cm） 
¥9,720　　トート447（33×30×10cm） ¥5,184
　トートL（29×37cm） ¥4,104　　　巾着L（28×36cm） ¥3,024
color：RE・PU　material：布帛地

ファルベ（4月中旬発売予定）　　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－チマチ有（14×9×4cm） ¥3,456　
material：布帛地・一部本革　color：RE・PU

ファルベ（4月中旬発売予定）　リュック445（30×38×16cm） 
¥19,440　color：RE・PU　material：布帛地・一部本革
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ファルベ（4月中旬発売予定）
ワークエプロン  ¥10,800
color：RE・PU　material：布帛地

太陽・海・自然からイメージした色
彩豊かなファルベシリーズ。ワー
クエプロンはさっと着られて、大
きなポケットがとても便利です。

外に出かけたくなる軽やかなトートバッグ。
内側は巾着になっているので中身を隠せます。

見た目以上の大容量なリュック。
軽くて背負いやすいデザインです。
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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。

0 5 年ロンドンの大学院  R o y a l  
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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　 シトロン（6月上旬発売予定）
ヘアバスタオル（52×105cm） ¥3,240　ハンドタオル（35×75cm） ¥1,728　タオルマフラー（17×115cm） ¥1,404　
ウォッシュタオル（30×30cm） ¥756　color：YE・OR　material：パイル地

日常生活のアクセントになる夏らしいレモン柄。タオルマフラーは室内外問わず、さっと汗を吸い取ってくれるので重宝します。

プロバンスの光あふれる大地をイメージした麻混のタオル。麻素材は吸水性・
速乾性に優れ、湿気の多い梅雨の時期から通年快適にお使いいただけます。

No.5554シャワードレス（4月中旬発売予定）　婦人（M*～L*） ¥15,120
ターバン（4月中旬発売予定） ¥2,160　color：EGR・MBL　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。

　 カルム（6月上旬発売予定）
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・YGR　material：表ガーゼ裏パイル地（綿80％・麻20％）

は1秒タオル認定商品です。09 10は1秒タオル認定商品です。



ワッフルサッカーシーツ　シーツ（SI） （155×250cm） ¥8,640　
color：WH・LPI・PGR　material：ワッフルサッカー地

サラリと気持ちのよいフラットシーツです。通気性を考慮した、ボーダー模様のタオルシーツで快適な夜を。

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。

18先染オックスパジャマ（3月下旬発売予定）
No.5548婦人 （M*・L*） ¥21,600 color：RAS
No.5549紳士 （M・L）     ¥22,680 color：GR
material：オックス地

Simple is best!　綿素材でさらっと
した肌触りのパジャマはリラックスがで
き、快適な着心地です。

ブリューム（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

タイルのような模様を水彩画タッチで
みずみずしく描きました。軽やかなパイ
ル地のタオルケットで快適な夜を。

トランスパラン（5月中旬発売予定）
ブランケット （130×210cm）  ¥16,200
ハーフブランケット （130×105cm）  ¥9,180
color：LBL・BEI　material：八重ガーゼ地

特殊に織られた八重のガーゼ地は、
ふっくら柔らかく極上の肌触りです。

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

サラリとした肌ざわりのワッフル織りのシーツです。

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）

カジュアルの中にもエレガントさを感じさ
せる一着です。スーピマ綿を経糸に使用し
たガーゼ素材のパジャマは、使うほどにな
じみます。
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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.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

A.サラ パジャマ（4月中旬発売予定）
No.5555婦人 （M*・L*）  ¥24,840
B.サラ ワンピース（4月中旬発売予定）
No.5556婦人 （M*・L*）  ¥19,440
color：BL・PI　
material：細ストライプガーゼ地

サテン地とガーゼ地が交互に織られ、さら
りとした肌触りが心地よいリラックスパ
ジャマ。クラシカルなバラが上品でやさし
い雰囲気です。

※生地によって価格が異なります。
※アイテムによって一部選べない生地もございます。
※お受け渡しは約2週間です。
　詳細は店舗スタッフにお尋ねください。

ガーゼカラー
コンフォーターケース（SI） （150×210cm）  ¥28,080
ピロケース筒型 （50×85cm）  ¥4,320

4月よりスタート！
コンフォーターケース・ピロケース・
シーツの簡単オーダー
数種類の生地とサイズからお選びいただけます。

A. B.

13 14



カミーユ（5月中旬発売予定）　A.No.5558前開きワンピース 婦人（M*～L*） 
¥24,840　B.No.5557ワンピース 婦人（M*・L*） ¥20,520　C.No.5559チュニック 
婦人（M*～L*） ¥16,200　color：MAS・BGR　D.No.5560カラーハーフパンツ 
婦人（M*・L*） ¥14,040　color：NAV　material：麻混ガーゼ地（綿64％・麻36％）

バカンスにぴったりなリラックスウェア。麻混ガーゼ地なので清涼感と
やわらかさを感じられます。

シュシュ（4月中旬発売予定）　A.No.5550前開ワンピース 婦人（M*～L*） 
¥19,440　B.No.5551ブラウス 婦人（M*～L*） ¥9,720　C.No.5552チュニック 
婦人（M*～L*） ¥14,040　color：LBL・BEI　D.No.5553カラーパンツ 婦人
（M*～L*） ¥11,880　color：NAV　material：麻混オックス地（綿80％・麻20％）

麻混素材で軽くシャキッとした生地感。
可憐な小花をちりばめました。

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

A.

B. A.

C.

D.

D.

C.

B.

麻混ショール（23×170cm） ¥3,456　
color：NAV・RE・BEI　
material：二重ガーゼ地（綿60％・麻40％）

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触り。日焼け対策として
も使えて、おしゃれの幅が広がります。
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No.3426オルディネール
（4月中旬発売予定）
エプロン  ¥8,640
サロン  ¥6,156
color：NAV・BEI
material：厚手ガーゼ地

シンプルでナチュラルな印象のエプ
ロンです。厚手のしっかりとした生地
でありながらも軽い着け心地です。

No.3427レナ
（4月中旬発売予定）
エプロン  ¥8,424
サロン  ¥6,156
color：BL・PI
material：厚手ガーゼ地

ストライプにバラを組み合わせた
可愛らしいエプロンで、気分も明
るく。
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