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G[Z[ST

G[Z[ST
お部屋を華やかにする花柄プリントタオル
と季節限定のホットマンカラー。
秋らしいコーディネートを楽しめます。
A.

ベリンダ（8月下旬発売予定）

バスタオル（60×130cm）

¥4,104

ハンドタオル（35×75cm）

¥1,944

ウォッシュタオル（30×30cm）

A.
B.

¥972

color：RAS・PU
material：パイル地
B.

ホットマンカラー18Autumn

（9月中旬発売予定）

B.

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：WI・CRE・DGR
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）

A.

〈150周年記念商品〉
ホットマンが 初 めて製 造
したストライプのタオルは
1970年代当時、斬新な柄
として大ヒットしました。
現 代 風 に ア レン ジ し た
スタイリッシュなタオルを
スポーツシーンにも。
リ・ストライプ
（10月上旬発売予定）
バスタオル
（61×135cm）

¥4,860

スポーツタオル
（31×112cm）

¥2,160

ゲストタオル
（31×35cm）

¥1,296

color：NAV・WI
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）

大胆な花柄のプリントとヨーロッパ調のクラシックな織り模様。
ラグジュアリーなタオルで秋の深まりを感じて。
A.

カルロッタ
（9月中旬発売予定）

ボディバスタオル（90×150cm）¥7,560
タオルケット
（SI）
（145×200cm）¥12,960

バスタオル（65×135cm）¥4,320
color：NAV・WI

ハンドタオル（38×80cm）¥1,944

material：シャーリング地

B.エイミー（9月中旬発売予定）
ボディバスタオル（79×157cm）¥8,640
color：NAV・WI
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バスタオル（61×135cm）¥5,400

ハンドタオル（38×82cm）¥2,700

material：シャーリング地／超長繊維綿

は1秒タオル認定商品です。
（カルロッタ タオルケット
（SI）は除く）

は1秒タオル認定商品です。
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)NXOYZSGY

]OTZKX
温 かみのあるニット模 様 。もこもこやわらかい
肌触りで肌をやさしく包みます。
ムー（11月上旬発売予定）
ハンドタオル（38×80cm）

¥2,160

ゲストタオル（38×42cm）

¥1,296

color：LBL・LPI
material：パイル地／超長繊維綿
（ホットマンオリジナル糸）

A.

クリスマスタウン
（10月下旬発売予定）
ハンカチ（25×25cm）¥756
color：WH・DBL
material：シャーリング地／超長繊維綿（スーピマ綿）

A.

B.

いつの時代も愛される
あたたかい雰囲気のチェック。
B.
ウィンターチェック18
（11月上旬発売予定）

C.

バスタオル（61×135cm）

¥5,184

ハンドタオル（38×82cm）

¥2,376

ゲストタオル（38×42cm）

¥1,404

color：NAV・RE

D.

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）

待ち遠しいクリスマス。街ではクリスマスに向けて大忙し。
眺める度に楽しくなるシリーズです。
A.

クリスマスタウンカラー（10月下旬発売予定）

ハンドタオル（35×79cm）¥1,620
color：BL・RE・GR
B.

クリスマスタウン
（10月下旬発売予定）

ミニバスタオル（50×100cm）

¥3,672

ハンドタオル（34×75cm）

¥2,160

ウォッシュタオル（30×30cm）

¥1,080

color：RE
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ハンカチ（24×24cm）¥648

material：パイル地

material：シャーリング地

は1秒タオル認定商品です。

シェニールハンカチM（10月下旬発売予定）
A.590オーナメント color：RE
B.591ローズチェック color：RE
（23×23cm）¥2,592

material：シェニール地

シェニールハンカチS（10月下旬発売予定）
C.592お月様

color：PI

（19×19cm）¥2,160

D.593クリスマスツリー

color：RE

material：シェニール地
は1秒タオル認定商品です。
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B.

夢のように美しくも儚いさくら。

春 の お だ や か な 季 節 に 咲くライ

さくらの花が 舞う景 色をイメージ

ラック。なめらかなガ ー ゼ に満 開

した可憐なタオルです。

の花がやさしく揺れます。

A.

カラ
（2019年2月下旬発売予定）

夢見草

フリークロス（95×150cm） ¥5,940

（2019年1月中旬発売予定）

バスタオル（64×132cm）

¥3,888

¥7,560

ハンドタオル（38×78cm）

¥1,620

¥4,320

ウォッシュタオル（31×31cm） ¥972

ボディバスタオル
（90×150cm）
バスタオル（65×135cm）

ハンドタオル（38×80cm） ¥2,160

ハンカチ（25×25cm）

color：PI・PU

color：PI・PU

material：シャーリング地

material：表ガーゼ裏パイル地

¥864

日本古来の伝統色を表現した限定
のホットマンカラー 。さくらシリー
ズとのコーディネートで春らしく。
B.

ホットマンカラー限定色19

（2019年1月下旬発売予定）
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：YE・BOR・MAG

A.

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）

2342ボニー バスローブ

さくらのモチーフを多様なパターン
で表現しました。お好みのアレンジ
で組み合わせを楽しんで。
A.

（2019年2月上旬発売予定）

C.

婦人（M*〜L*）
¥18,360

B.

color：SBL・SPI

夢見草カラー

material：パイル地

（2019年1月中旬発売予定）
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：PI・PU
material：パイル地
B.さくら散歩
（2019年1月中旬発売予定）
フェイスタオル（33×86cm）

¥756

color：PI・PU
material：表ガーゼ裏パイル地
C.花時（2019年1月中旬発売予定）
フェイスタオル（33×87cm）
color：PI・PU
material：パイル地

¥864
A.

心躍るような明るい彩りのタオルやバスローブでお家の中から春らしく。
ボニー（2019年2月上旬発売予定）
バスタオル（60×130cm）¥4,104

ハンドタオル（35×75cm）¥1,944

ウォッシュタオル（30×30cm）¥972 タオルケット
（SI）
（140×210cm）
¥10,800
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は1秒タオル認定商品です。

color：BL・PI

material：パイル地

は1秒タオル認定商品です。
（カラ ハンカチ/ボニー タオルケット
（SI）は除く）
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YZ_RKULROLK

B.
A.

ゆったりと心落ち着かせる優雅なカラー。
くつろぎの時間を上品に彩ります。
A.

ウォッシュタオル（30×30cm）¥972
B.

ハンドタオル（37×80cm）¥1,944
color：PGR・LPU

material：シャーリング地

カプリスカラー（2019年3月上旬発売予定）

バスタオル（60×130cm）¥4,104
ウォッシュタオル（30×30cm）¥972
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新しい季節にこそ上質なタオルを。
トライアングルをモチーフにした模様の

カプリス
（2019年3月上旬発売予定）

バスタオル（60×130cm）¥4,104

は1秒タオル認定商品です。

ハンドタオル（37×80cm）¥1,944
color：PGR・LPU

material：パイル地

シンプルでスタイリッシュなシリーズです。
ファウスタ
（2019年2月下旬発売予定）
バスタオル（62×137cm）¥4,860

ハンドタオル（38×81cm）¥2,376

ゲストタオル（38×42cm）¥1,512

バスマット（65×46cm）¥3,240

color：GY・LGY

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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YZ_RKULROLK

A.

YZ_RKULROLK

B.

D.

E.F.

モデル身長 166cm

モデル身長 165cm

C.

肌触りの良いフランネルシリーズ。
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F.

しなやかで軽やかな肌触りのガーゼ生地。

生地が空気を含んであたたかさを感じるウエアです。

ゆったりしたくつろぎのルームウエアです。

フランネル（9月下旬発売予定）

チェックガーゼ（2019年1月中旬発売予定）

A.5566ワンピース 婦人（M*〜L*）¥19,440

D.5569ワンピース 婦人（M*〜L*）¥22,680

B.5567オーバーワンピース 婦人（M*〜L*）¥19,440

E.5570チュニック 婦人（M*〜L*）¥15,120

C.5568パンツ 婦人（M*〜L*）¥16,200

F.5571パンツ 婦人（M*〜L*）¥15,120

color：NAV・BEI

color：NAV・BEI

material：ネル地

material：二重ガーゼ地（綿92％・レーヨン8％）
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GVXUT

GVXUT

フェミニンで上 品なカラーと繊 細な
刺 繍 が ポイントで す。キッチンで の
時間を優雅に。
3431カプリスカラー
（2019年3月上旬発売予定）
エプロン ¥6,264
color：PU・GR

サロン ¥5,184

material：シャーリング地

シンプルなカラーとデザインで毎日を快適に。
シャーリング地は水分をサッと吸収してくれます。

軽くて、乾きやすいワッフル生地のエプロン・サロンです。

3408カラー

シックな無地とスタイリッシュなボーダー柄。

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
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3430先染ワッフル（2019年2月下旬発売予定）
エプロン ¥7,344

サロン ¥6,264

color：NAV・BR（※BRのみボーダー柄） material：ワッフル地
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GVXUT

GVXUT

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。
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。
いつまでも美しい色合いでお使いいただけます。 ※｢永遠色」は商標登録済

A.

A.ラビアンローズ

B.

877エプロン ¥11,880

B.スウィートローズ

877サロン ¥7,560

891ラウンドエプロン ¥12,960

color：PI・PU・SBL

891サロン ¥12,420

color：RAS・YE・DGR
material：シェニール地・シャーリング地

女性らしく上品な色合いのシャーリング地と黒地に映える可愛らしい

足さばきの良いショート丈のエプロン・サロン。

小花柄のシェニール織りを組み合わせたエプロンシリーズです。

温かみのある民族調のシェニール織りがポイントです。

ファティマ（9月上旬発売予定）

ナトゥーア
（10月上旬発売予定）

899エプロン ¥12,960
color：WI・RAS・PU
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899サロン ¥9,720

material：シェニール地・シャーリング地

902エプロン ¥10,800
color：BEI・MAS

902サロン ¥10,260

material：シェニール地・シャーリング地
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XKRG^]KGX

XKRG^]KGX

お風呂上りにさっと羽織れる
カシュクールローブです。
やさしい雰囲気のライラックモチーフ。
軽く、やわらかな着心地のガーゼ地を使用した
ルームウエアです。
カラ
（2019年2月上旬発売予定）

女性らしいシルエットにこだわりました。
2341カシュクールローブ（2019年1月中旬発売予定）
婦人（M*〜L*）¥19,440
color：RO・SPI・BGR

material：パイル地

5572パジャマ 婦人（M*・L*）¥21,600
5573ワンピース 婦人（M*〜L*）¥19,440
color：PI・PU
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material：二重ガーゼ地
は1秒タオル認定商品です。
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XKRG^]KGX

XKRG^]KGX

二 重 にしっ か りと 重 ね た ガ ー ゼ 地 は 、
軽くて保温性があり、吸水性が良いので、
寝 汗 も よく 吸 収 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
5501婦人（S*・M*・L*）
color：PI・SPI・PU

¥20,520

material：二重ガーゼ地

5502紳士（M・L）

¥20,520

color：LBL・PGR・BGY material：二重ガーゼ地

サテン地とシャーリング地の上品な光沢感が魅力のオリジナ

さらりとした肌触りのオックス地。

ル生地を使用したパジャマ。肌にふれる内側は繊細な糸で織

爽やかな配色と着心地で、上質

り上げたパイル地です。空気の層ができ、あたたかく、寒い季

な睡眠を。

節も快適な着心地です。寝汗もしっかり吸収してくれます。
サテンストライプパジャマ（9月上旬発売予定）
5563婦人（M*・L*）¥29,160

color：SPI・LPU

18先染オックスパジャマ
5548婦人（M*・L*）

¥21,600

color：RAS
5549紳士（M・L）

¥22,680

color：GR
material：オックス地
5564紳士（M・L）¥29,160

color：DBL・PGR

material：サテンストライプ地
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