2019 SPRING&SUMMER

summer

B.

Natural Life
A.

目に鮮やかな新緑や花の色

心を和ませる空や大地

エネルギーを感じながら

自然体で生きる生活

太陽の光を集めたような元気なカラーでアウトドアにもおすすめ。
ふっくらとしなやかなタオルです。
A.アリソンボーダー（5月中旬発売予定）
（38×43cm）¥1,300+税 スポーツタオル
（38×107cm）¥2,300+税
バスタオル
（62×135cm） ¥4,500+税 ゲストタオル
color：BL・RE・YE
B.

material：パイル地

ホットマンカラー19Summer（5月中旬発売予定）

ヘアバスタオル（53×105cm）¥2,200+税
color：DBL・SYE・OR
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ハンドタオル（38×86cm）¥1,500+税 フェイスタオル（35×90cm）¥1,000+税

material：パイル地
は1秒タオル認定商品です。
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ゆらゆらとした水 面と反 射する光を
モチーフに。薄 手で軽く、さわやかな
使い 心 地です。
A.

ルフレ（4月上旬発売予定）

ボディバスタオル（90×150cm） ¥5,600+税
バスタオル（60×135cm）

¥3,500+税

ハンドタオル（35×80cm）

¥1,500+税

color：BL・PI
B.

A.

B.

¥800+税

material：四重ガーゼ地

spring

spring

material：パイル地
フェイスタオル（34×88cm）

ルフレカラー（4月上旬発売予定）

バスタオル（62×135cm）

¥3,200+税

ハンドタオル（37×80cm）

¥1,400+税

material：ワッフルパイル地
フェイスタオル（32×93cm）

¥900+税

ハンカチ（25×25cm）

¥600+税

color：IVO・BL・PI・GR
material：パイル地

A.

B.

春風とともにゆれる花たちのやさしい
鮮やかに咲く花々のタオル。ロングパイルでふわっと軽い肌触りです。
A.

フィオーレ（2月中旬発売予定）

バスタオル（61×130cm）¥4,000+税
color：PI・PU
B.

カシスパープル
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ヘアタオル（37×100cm）¥2,000+税 ウォッシュタオル（30×30cm）¥800+税

ふふら
（2月中旬発売予定）

バスタオル（60×137cm）¥4,300+税

ヘアタオル（37×102cm）¥2,000+税 フェイスタオル（31×93cm）¥1,200+税
color：シャンパンホワイト・フランボワーズピンク・ミントグリーン・ミルクセサミ・オレンジソルベ・

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。

地、両 面 で 異 なる風 合 いを 楽しめる
タ オ ル で す。

material：パイル地

ウォッシュタオル（31×32cm）¥800+税

雰囲気のデザイン。ガーゼ地とパイル

パルテール（4月中旬発売予定）
バスタオル（64×132cm）

¥3,600+税

ハンドタオル（38×78cm）

¥1,500+税

ウォッシュタオル（31×31cm） ¥900+税
color：PI・GR
material：表ガーゼ裏パイル地
は1秒タオル認定商品です。
（ルフレ フェイスタオル/ルフレカラー ハンカチは除く）
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A.

summer

fairtrade
B.

自然をモチーフにしたシックなデザ
インとナチュラルな色合いがインテ
リアに馴染みます。少し太めのパイ
ルでしっかりとした拭き心地です。
フロウ
（4月中旬発売予定）

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

バスタオル（60×135cm） ¥4,000+税

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。

color：SBL・BEI

特定非営利活動法人 フェアトレード·ラベル·ジャパン

ハンドタオル（35×75cm） ¥2,000+税
material：パイル地（認証コットン使用）

まぶしい太陽の下で咲くひまわりがモチーフのタオル。甘撚りの糸を使い、軽やかでやわらかい肌触りです。

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

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を使用
しました。流れるような織り模様の
タオルです。

A.

サンフラワー（4月下旬発売予定）

ボディバスタオル（90×150cm）¥6,000+税 ミニバスタオル（50×100cm）¥3,200+税
color：BL・YE

ウォッシュタオル（30×30cm）¥800+税

ハンドタオル（38×80cm） ¥1,500+税

ひまわりをモチーフにしたシンプルな北欧調のプリント柄。細い糸で織り上げた、薄手でやわらかい肌触りです。

す。ホットマンは 、この 活 動 に共

ゲストタオル（38×41cm） ¥1,000+税

B.

感 し 日 本 初 の フェ アトレ ー ド

ポケットタオル（12×24cm） ¥800+税

バスタオル（60×135cm）¥3,500+税

コットンタオルをつくりました。

color：WH・NAV・BR material：パイル地

タオルマフラー（12×115cm）¥1,300+税

は1秒タオル認定商品です。

ハンドタオル（35×75cm）¥1,600+税

material：パイル地

カレント
バスタオル（62×135cm） ¥3,500+税

（パイルに認証コットンを使用）
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ストライプ柄のパイピングもポイント。

アウリンコ
（4月下旬発売予定）

フェイスタオル（34×88cm）¥800+税

ハンドタオル（35×75cm）¥1,500+税 ウォッシュタオル（30×30cm）¥800+税
material：パイル地

color：BL・MAS

material：四重ガーゼ地
は1秒タオル認定商品です。
（アウリンコ フェイスタオルは除く）
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CUT

CUT

紫外線をカットしてくれる糸を使用した
タオルです。薄くて軽く、持ち運びにも便
利。海水浴やレジャー、ヨガラグとしても
おすすめです。

summer

summer

真っ白なビー チとカラフル なパラソル
をタオルいっぱいに散りばめた遊び 心
のある一枚。
パラソル（5月下旬発売予定）
ボディバスタオル（165×90cm）¥5,000+税
color：RAS
material：パイル地（綿87％・レーヨン13％）

イル カ や カ ニ 、き れ い な お 魚 た ち 。海 の
生き物たちと一緒に水中散歩気分。短めの
パイルをぎゅっと高密度に織り上げました。
さっぱりとした拭き心地です。
オーシャン
（5月下旬発売予定）
ボディバスタオル（90×150cm）

¥6,000+税

ミニバスタオル（52×103cm）

¥3,000+税

ウォッシュタオル（31×31cm）

¥800+税

color：BL

material：パイル地

CUT

ストライプにギンガムチェック、小さ
な 刺 繍 がとってもキュ ート。ガ ー ゼ
地とパイル 地 、両 面 で 異 なる風 合 い
を楽しめるタオルです。
ミミ
（5月中旬発売予定）

南国モチーフが夏の気分を
盛り上げます。

バスタオル（65×135cm）

¥3,600+税

ハンドタオル（38×80cm）

¥1,500+税

ウォッシュタオル（32×32cm） ¥900+税
color：BL・RE
material：表ガーゼ裏パイル地

トロピカルビーチ
（5月下旬発売予定）
ボディバスタオル（165×90cm）¥5,000+税
color：RO

material：パイル地

（綿87％・レーヨン13％）
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は1秒タオル認定商品です。

は1秒タオル認定商品です。

08

autumn

style of life
花をモチーフにした更 紗 模 様 。麻 素 材
ならではのさっぱりと清涼感のある使い
心地が特徴です。
フィール（5月下旬発売予定）
ボディバスタオル（91×150cm）¥8,000+税
バスタオル（60×132cm）

¥5,000+税

ハンドタオル（34×76cm）

¥2,000+税

ゲストタオル（28×28cm）

¥1,000+税

color：DBL・PU
material：表ガーゼ裏パイル地
（綿80％・麻20％）

縁 の 幾 何 学 的 な 織 り模 様とダ ー クカ
ラーがアクセントのシンプルなタオル。
麻は吸水性・速乾性に優れ、べたつかず、
さらりとした肌触り。使うほどになじみ、
風 合いが 増していきます。
ブルック
（5月下旬発売予定）
バスタオル（62×135cm）
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は1秒タオル認定商品です。

¥5,000+税

ハンドタオル（38×80cm）

¥2,000+税

ゲストタオル（38×42cm）

¥1,200+税

秋らしい色が美しい繊細なタッチのボタニカル柄。なめらかな肌触りで、しっとりとした使い心地のシャーリング地タオルです。
キャロライン
（8月下旬発売予定）

color：LBL・LBE

ボディバスタオル（90×150cm）¥6,800+税 バスタオル（60×130cm）¥4,000+税 ハンドタオル（35×75cm）¥1,800+税

material：パイル地（綿80％・麻20％）

color：YE・OR

material：シャーリング地
は1秒タオル認定商品です。
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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!

ホットマンカラー
アイテム／サイズ 税別価格
ボディバスタオル
¥6,000

バスタオル
（65×137cm）

¥3,800

PU

1

2

LGR BGR DBL DGY

3

4

5

6

BR

YE

IVO

WH

LPI

PI

SPI

BEI

GY

PGR

BL

LBL

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

basic

basic

（79×157cm）

RO

ヘアバスタオル
（53×105cm） ¥2,200
ヘアタオル
（38×99cm）

¥1,700

ハンドタオル
（38×86cm）

¥1,500

フェイスタオル
1

11

4

16

18

5

（35×90cm）

¥1,000

ゲストタオル
（32×37cm）

¥700

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）

13

3

17

15

12

9

2

10

14

8

7

6

バスマット
（67×44cm）

¥2,400

material：パイル地
ワッフルスリッパL
¥2,800
ワッフルスリッパM
¥2,600
material：ワッフル地

Color variation
1 RO ローズ

2 PU パープル

3 LGR ライトグリーン

4 BGR ブルーグリーン

5 DBL ダークブルー

6 DGY ダークグレー

7 BR ブラウン

8 YE

9 IVO アイボリー

10 WH ホワイト

11 LPI ライトピンク

12 PI

ピンク

13 SPI サーモンピンク

14 BEI

15 GY

16 PGR ペールグリーン

17 BL

ブルー

18 LBL ライトブルー

ホットマンカラー
Towel size

イエロー

ベージュ

グレー

ヘアタオル

（38×99cm）
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）
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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）

は1秒タオル認定商品です。
（ワッフルスリッパは除く）
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カシスパープル
カシス
シスパ
スパープル
プル

feminine

feminine

フランボワーズピンク
フ
ランボワーズ
ーズピンク
ンク

オレンジ
オレンジソルベ
ンジソルベ
ソル
ソル
ルベ
ベ

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。新 色「ミルク
シャンパンホワイト
シャンパ
ンパン
ンホワイト

セサミ」と「オレンジソルべ」が仲間入
りしました。

蔦に実がなり、絡み合う優雅な模様。

ふふら
（2月中旬発売予定）

ミントグリーン
ミ
ントグリーン

レースで華やかに仕上げました。表面

バスタオル（60×137cm）

¥4,300+税

ヘアタオル（37×102cm）

¥2,000+税

フェイスタオル（31×93cm） ¥1,200+税
ウォッシュタオル（31×32cm） ¥800+税

ミ
ルクセサミ
ルク
ミルクセサミ

はやわらかく、適度な弾力が楽しめる
タオルです。
リアン

color：シャンパンホワイト・フランボワー

バスタオル（63×132cm） ¥10,000+税

ズピンク・ミントグリーン・ミルクセサミ・

ハンドタオル（37×82cm）

オレンジソルベ・カシスパープル

color：WH・IVO・PI

material：パイル地／超長繊維綿

¥3,500+税

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）

（ホットマンオリジナル糸）

宮殿に咲く気品あるバラをイメージし
ました。ほどよい厚みと適度なやわら
かさが特長です。
パレスローズ
ボディバスタオル（76×152cm） ¥5,000+税
バスタオル（60×132cm）

¥3,200+税

ハンドタオル（37×80cm）

¥1,500+税

フェイスタオル（32×86cm）

¥900+税

ウォッシュタオル（30×30cm） ¥800+税
ハンカチ（25×25cm）
バスマット（65×40cm）

¥600+税
¥2,800+税

タオルケット（SI）
（145×200cm） ¥9,000+税

なタオル 。細くやわらかい糸を使い、
ふんわりと軽やかな風合いです。
アリア

color：WH・LBL・PI・YE

バスタオル（61×138cm）

¥6,000+税

material：パイル地

ハンドタオル（37×85cm）

¥2,700+税

ゲストタオル（30×40cm）

¥1,500+税

綿毛布（150×210cm）
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エ レ ガ ント な 刺 繍 と 色 合 い が 上 品

¥13,000+税

color：BL・PI・BEI

color：WH・LPI・LGR

material：綿起毛地

material：パイル地

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）

は1秒タオル認定商品です。
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おもいでは色あせない
ト

ワ

イロ

「永遠色 ※タオル」
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。
美しい色のまま永くご愛用いただけます。

basic

basic

※「永遠色」は商標登録済

超 長 繊 維 綿の中でもコシのあるスー
ピマ綿を使 用した程よい 厚さとやわ
らかさ、バランスの取れたタオルです。
シンプルでいて上品な、飽きがこない
デザインです。
マットで鮮やかな色合いのシリーズです。

プレジール
バスタオル（62×135cm）

¥5,500+税

適度な厚さと、やわらかさ。“Toujour”

ヘアバスタオル（53×110cm） ¥3,200+税

（フランス語）
「いつも」使っていただき

ハンドタオル（37×80cm）

¥2,000+税

color：WH・SPI・BGY・BEI
ハンカチ（26×26cm）

¥1,000+税

バスマット（79×59cm）

¥6,000+税

たいタオルです。
トゥジュール
バスタオル（62×135cm）

¥4,000+税

スポーツタオル（30×112cm）¥2,500+税

タオルケット
（SI）

ハンドタオル（36×80cm）

¥1,600+税

color：SPI・BGY・BEI

ゲストタオル（30×35cm）

¥1,000+税

material：パイル地／

color：DBL・RE・YGR・BR

超長繊維綿（スーピマ綿）

material：パイル地

（145×215cm）

¥15,000+税

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
織り上げました。弾力性とやわらかさ
を 兼 ね 備 えた 、包 み 込 まれるような
使い心地のタオルです。
ボーダー
バスタオル（63×132cm）

¥5,000+税

ハンドタオル（37×82cm）

¥1,800+税

ゲストタオル（31×47cm）

¥1,000+税

ポケットタオル（12×24cm）
バスマット（81×61cm）

¥800+税

光沢が美しい、シャーリング加工を施

¥5,000+税

したタオルです。パイルの先端がカット

color：NAV・SPI

されているので 、なめらかでやさしい

material：パイル地／

肌あたりです。押さえるだけで水 分を

超長繊維綿（スーピマ綿）

吸収してくれます。

ボーダースリッパ
スリッパ婦人（M）

¥3,200+税

color：SPI
スリッパ紳士（L）
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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）

¥3,400+税

ホットマンカラーシャーリング
バスタオル（73×146cm）

¥5,000+税

ハンドタオル（42×91cm）

¥2,000+税

color：NAV

フェイスタオル（29×85cm） ¥1,000+税

material：パイル地／

color：DBL・RO・BGR・PU・BR

超長繊維綿（スーピマ綿）

material：シャーリング地
は1秒タオル認定商品です。
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basic

basic
世界的に希少な最高品質のギリシャ産超長繊維綿を使用しています。

超長繊維綿を贅沢に使用し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。

しっかりと撚りのかかった糸を高密度でロングパイルに織り上げたタオルは、ボリュームがありながらもしなやかです。

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。
アンフィーサ

カサロ
ボディバスタオル（80×150cm）¥15,000+税
ハンドタオル（38×80cm）¥4,000+税

は1秒タオル認定商品です。

ヘアバスタオル（50×100cm）¥6,000+税

ポケットタオル（12×24cm）¥1,000+税

color：IVO・NAV・RAS・BGR・YGR・DGY・OR
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バスタオル（70×135cm）¥10,000+税

バスタオル（64×135cm）¥15,000+税
バスマット（80×63cm）¥10,000+税

ハンドタオル（38×80cm）¥5,000+税 ゲストタオル（38×40cm）¥2,000+税
color：WH

material：パイル地／超長繊維綿

material：パイル地／超長繊維綿（ギリシャ綿）
は1秒タオル認定商品です。
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