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東京生まれのタオル。

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。

www.facebook.com/hotman.tokyo/

www.instagram.com/hotman_tokyotowel_off  icial/



A.　 グラシアカラー（9月中旬発売予定）
バスタオル（62×135cm） ¥5,000+税　ハンドタオル（38×80cm） ¥2,000+税　ハンカチ（24×24cm） ¥1,500+税
color：BGY・LPU　material：パイル地

B.グラシアジャカード（9月中旬発売予定）
ボディバスタオル（79×150cm） ¥7,000+税　バスタオル（62×135cm） ¥5,000+税　ハンドタオル（38×80cm） ¥2,000+税
ゲストタオル（38×43cm） ¥1,500+税　color：BGY・LPU　material：パイル地

上品で落ち着いたニュアンスカラーが優美なタオル。ふんわりとやわらかで贅沢な使用感です。

　 アコルト（9月上旬発売予定）
バスタオル（60×132cm） ¥4,500+税　ハンドタオル（37×80cm） ¥2,000+税　フェイスタオル（30×85cm） ¥1,200+税
color：WH・LPI・LGY　material：パイル地

草花をモチーフとした繊細な模様を刺繍やジャカードでエレガントに表現しました。

Luxe
日常生活から解放され、今という時間を楽しむ

優美で気品のある、心豊かな時間を

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

A.

B.

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。
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A.　 シンシア（9月下旬発売予定）
バスタオル（60×135cm） ¥4,000+税
ハンドタオル（35×80cm） ¥2,000+税
フェイスタオル（32×93cm） ¥1,200+税
ウォッシュタオル（30×30cm） ¥1,000+税
color：GR・BR　material：パイル地

フェアトレード認証コットンを使用しています。

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。

C.　 カレント
バスタオル （62×135cm）  ¥3,500+税
ハンドタオル（38×80cm）  ¥1,500+税
ゲストタオル （38×41cm）  ¥1,000+税
ポケットタオル （12×24cm）  ¥800+税
color：WH・NAV
material：パイル地（パイルに認証コットンを使用）

A.　 アマンダ（10月上旬発売予定）
ボディバスタオル（90×150cm）  ¥7,000+税
バスタオル（65×135cm）  ¥4,000+税
ハンドタオル（38×80cm）  ¥1,800+税
ウォッシュタオル（30×30cm）   ¥1,000+税
タオルケット（SI）（140×200cm）  ¥15,000+税
color：RG・DGR　material：シャーリング地

肌触りがなめらかなシャーリング地。秋の訪れを感じる色合いをお部屋に。

B.　 ホットマンカラー19Autumn（10月上旬発売予定）
バスタオル（65×137cm）  ¥3,800+税
ヘアタオル（38×99cm）  ¥1,700+税
フェイスタオル（35×90cm）  ¥1,000+税
color：RG・DBR・LBE　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）

チョコレートをイメージした味わいのあるカラー。B.　 シンシアカラー（9月下旬発売予定）
バスタオル（62×135cm）   ¥4,000+税
ハンドタオル（38×80cm）  ¥2,000+税
フェイスタオル（32×93cm）  ¥1,200+税
ハンカチ（23×23cm）  ¥800+税
color：YE・GR・LGY・BR　
material：パイル地

A.

C.

B.

A.

B.

タオルケット（SI）は限定店舗のみの販売となります。

03 04は1秒タオル認定商品です。 は1秒タオル認定商品です。（アマンダ タオルケット（SI）は除く）
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　 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）  ¥800+税
バスマット （81×61cm）  ¥5,000+税
color：NAV・SPI
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）  ¥3,200+税
color：SPI
スリッパ紳士 （L）  ¥3,400+税
color：NAV
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
綿をパイルに使用して、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。

　 ボーダーカラー19
（10月下旬発売予定）
バスタオル （63×132cm）  ¥5,000+税
ハンドタオル （37×82cm）  ¥2,000+税
color：NAV・SPI
material：シャーリング地／
超長繊維綿（スーピマ綿）

高密度に織られた、なめらかな肌触
りと光沢が美しいタオル。「ボーダー」
シリーズとのコーディネートに。

　 プレジール
バスタオル （62×135cm）  ¥5,500+税
ヘアバスタオル （53×110cm）  ¥3,200+税
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
タオルケット（SI） 
（145×215cm）  ¥15,000+税
color：SPI・BGY・BEI
material：パイル地／
超長繊維綿（スーピマ綿）

超長繊維綿の中でもコシのあるスー
ピマ綿をパイルに使用した程よい
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。

プレジールジャカード20
（2020年2月上旬発売予定）
バスタオル （62×135cm）  ¥5,500+税
ハンドタオル （37×80cm）  ¥2,200+税
バスマット （67×44cm）  ¥5,000+税
color：SPI・BGY・BEI
material：パイル地／
超長繊維綿（スーピマ綿）

人気の「プレジール」シリーズから
ジャカード模様が登場。パイルにスー
ピマ綿を使用し、密度高くふんわりと
仕上げました。

05 06は1秒タオル認定商品です。
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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）



あたたかみのある手織りのシェニール織り
ハンカチ。インテリアとしてもお部屋を
彩ります。

今年のクリスマスはブルーでまとめて大人の雰囲気に。

A.616雪降る夜に（10月下旬発売予定）
ハンカチM（23×23cm） ¥2,400+税
color：BL

B.617青いクリスマスツリー（10月下旬発売予定）
ハンカチM（23×23cm） ¥2,400+税
color：NAV　material：シェニール地

C.618 2019サンタクロース（10月下旬発売予定）
ハンカチS（19×19cm） ¥2,000+税
color：RE

D.619 2019雪だるま（10月下旬発売予定）
ハンカチS（19×19cm） ¥2,000+税
color：GR　material：シェニール地

A.　 チロリアン（11月中旬発売予定）
バスタオル（62×135cm） ¥4,000+税　ハンドタオル（38×80cm） ¥2,000+税　ゲストタオル（38×42cm） ¥1,200+税　color：BL・PI　
material：パイル地

B.　 ノルディック（11月中旬発売予定）
バスタオル（62×135cm） ¥4,000+税　ハンドタオル（38×80cm） ¥2,000+税　ゲストタオル（38×42cm） ¥1,200+税　color：BL・BR　
material：パイル地

チロリアンテープをモチーフにした「チロリアン」と雪のようにモコモコとした「ノルディック」。

B.　 フロコン（10月下旬発売予定）
バスタオル（60×135cm） ¥3,800+税　ハンドタオル（36×76cm） ¥2,000+税　ウォッシュタオル（30×30cm） ¥1,000+税
color：BL　material：シャーリング地

A.　 イヴェール（10月下旬発売予定）
ハンドタオル（35×79cm） ¥1,800+税　ハンカチ（24×24cm） ¥700+税　color：WH・BL・RE・GR　material：パイル地

かわいらしい帽子のプリントが冬を
盛り上げてくれます。

B.　 ボネ
（10月下旬発売予定）
バスタオル （60×135cm）  ¥3,800+税
ハンドタオル （36×76cm）  ¥2,000+税
ウォッシュタオル （30×30cm）  ¥1,000+税
color：GR
material：シャーリング地

A.　 イヴェール
（10月下旬発売予定）
ハンドタオル（35×79cm）  ¥1,800+税
ハンカチ（24×24cm）  ¥700+税
color：WH・BL・RE・GR
material：パイル地

B.

B.

A.

A.
A.

A.

B.

A. B.

C. D.
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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。



　 初桜（2020年1月中旬発売予定）
ボディバスタオル（90×150cm） ¥7,000+税　バスタオル（65×135cm） ¥4,500+税　
ハンドタオル（38×80cm） ¥2,000+税　material：シャーリング地　
フェイスタオル（33×86cm） ¥900+税　color：PI　material：表ガーゼ裏パイル地

幸せの青い鳥が初桜を舞います。

A.梅19
（12月中旬発売予定）
フェイスタオル （33×86cm） 
¥900+税
color：BL・PI
material：表ガーゼ裏パイル地

令和の由来となった
万葉集「梅花の歌」。
令和最初のお年賀に。

B.　 梅カラー19
（12月中旬発売予定）
フェイスタオル （30×88cm） 
¥1,000+税
color：NAV・RAS
material：パイル地

様々な表現の桜シリーズ。
日本人にとって桜は特別です。

B.　 初桜カラー
（2020年1月中旬発売予定）
ハンドタオル （38×80cm） 
¥1,800+税
フェイスタオル （30×88cm） 
¥1,200+税
ハンカチ （23×23cm） 
¥800+税
color：LPI・LPU
material：パイル地

A.桜空
（2020年1月中旬発売予定）
フェイスタオル （33×86cm） 
¥800+税
color：BL・PI
material：パイル地

C.チェリーツリー
（2020年1月中旬発売予定）
フェイスタオル （34×88cm） 
¥900+税
color：PI・PU
material：四重ガーゼ地

A.

B.

B.

A.

C.
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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。（初桜 フェイスタオルは除く）



D.　 プフィフ
（2020年2月上旬発売予定）
バスタオル （62×135cm）  ¥4,500+税
ハンドタオル （38×80cm）  ¥2,200+税
ゲストタオル （38×42cm）  ¥1,400+税
バスマット （65×46cm）  ¥3,000+税
color：GY・BEI　material：パイル地

インテリアに馴染むベーシックな
シリーズでスタイリッシュな新生活を。

E.　 2349プフィフ バスローブ
（2020年2月上旬発売予定）
兼用 （S・M・L）  ¥25,000+税
color：GY・BEI　material：パイル地

A.　 メロディブーケ
（2020年2月上旬発売予定）
バスタオル （64×132cm）  ¥3,800+税
ヘアタオル （37×100cm）  ¥2,000+税
ウォッシュタオル （31×31cm）  ¥1,000+税
フリークロス （95×150cm）  ¥5,500+税
material：表ガーゼ裏パイル地
ハンカチ （25×25cm）  ¥800+税
color：PI・YE
material：シャーリング地

B.　 ホットマンカラー20華花祭
（2020年2月上旬発売予定）
バスタオル （65×137cm）  ¥3,800+税
ヘアタオル （38×99cm）  ¥1,700+税
フェイスタオル （35×90cm）  ¥1,000+税
color：PI・PGR・CBR　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）

春を彩る花々のシリーズ。

ヘアタオルは頭に巻きやすいサイズ感。

C.　 リズムフラワー
（2020年2月上旬発売予定）
バスタオル （65×135cm）  ¥4,000+税
ハンドタオル （38×80cm）  ¥2,000+税
ウォッシュタオル （30×30cm）  ¥1,000+税
color：BL・PI
material：シャーリング地

男性モデル身長：179cm/着用サイズ：兼用L
女性モデル身長：165cm/着用サイズ：兼用M

A.

B.

D.

E.

C.

A.
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spring

は1秒タオル認定商品です。（メロディブーケ ハンカチは除く） は1秒タオル認定商品です。



ウッドランド
（2020年1月下旬発売予定）
巾着 大 （26×35cm）  ¥1,900+税
巾着 小 （36×26×4cm）  ¥1,600+税
color：BL・PI
material：シャーリング地

A. 　ウッドランド（2020年1月下旬発売予定）
バスタオル（59×115cm）   ¥3,600+税
ハンドタオル（34×75cm）   ¥1,800+税
ウォッシュタオル（25×25cm）  ¥700+税
color：BL・PI　material：シャーリング地

B. 　ウッドランドカラー（2020年1月下旬発売予定）
ミニバスタオル（52×102cm）  ¥3,000+税
color：LBL・LPI
ウォッシュタオル（31×31cm）  ¥900+税
ハンカチ（18×18cm）  ¥600+税
color：IVO・LBL・LPI・LGR・LOR　material：パイル地

小人たちが住む森にようこそ。カラフルで毎日使うのが楽しみになるシリーズです。一緒にあそぼう！

　 アニマル
（8月下旬発売予定）
バスタオル 
（60×127cm）  ¥3,500+税
ハンドタオル 
（36×78cm）  ¥1,800+税
ウォッシュタオル 
（30×30cm）  ¥1,000+税
color：PI・RE・YE・BLA
material：パイル地

動物たちとたのしく
バスタイム！

 　ウッドランド（2020年1月下旬発売予定）　お昼寝タオル（90×150cm） ¥7,000+税　color：YGR　material：シャーリング地

A.

B.

ハンカチ刺繍

IVO

LBL

LOR

LGR

LPI
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は1秒タオル認定商品です。



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）

ヘアタオル 
（38×99cm）

アイテム／サイズ 税別価格

ボディバスタオル 
（79×157cm） 　 ¥6,000

バスタオル 
（65×137cm） 　 ¥3,800

ヘアバスタオル 
（53×105cm） 　 ¥2,200

ハンドタオル 
（38×86cm） 　   ¥1,500

フェイスタオル 
（35×90cm） 　   ¥1,000

ゲストタオル 
（32×37cm） 　       ¥700

バスマット 
（67×44cm） 　   ¥2,400

ヘアタオル 
（38×99cm） 　   ¥1,700

ホットマンカラー

ワッフルスリッパL
　　　　     　　   ¥2,800

ワッフルスリッパM
　　　　     　　   ¥2,600

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

パイルに最高ランクの“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。

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

RO

1

PU

2

LGR

3

BGR

4

DBL

5

DGY

6

BR

7

YE

8

IVO

9

WH

10

LPI

11

PI

12

SPI

13

BEI

14

GY

15

PGR

16

BL

17

LBL

18

ホットマンカラー
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basic

basic

は1秒タオル認定商品です。（ワッフルスリッパは除く）



　 ふふら
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
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・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。

　 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）  ¥600+税
バスマット （65×40cm）  ¥2,800+税
タオルケット（SI） （145×200cm）   ¥9,000+税
color：WH・LBL・PI・YE
material：パイル地
綿毛布 （150×210cm）  ¥13,000+税
color：BL・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。ほどよい厚みと適度なやわら
かさが特長です。

蔦に実がなり、絡み合う優雅な模様。
レースで華やかに仕上げました。表面
はやわらかく、適度な弾力が楽しめる
タオルです。

　 リアン
バスタオル （63×132cm）  ¥10,000+税
ハンドタオル （37×82cm）  ¥3,500+税
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）

　 アリア
バスタオル （61×138cm）  ¥6,000+税
ハンドタオル （37×85cm）  ¥2,700+税
ゲストタオル （30×40cm）  ¥1,500+税
color：WH・LPI・LGR
material：パイル地

エレガントな刺繍と色合いが上品
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。

オレンジソルベオレンジソルベ

カシスパープルカシスパープル

フランボワーズ
ピンク
フランボワーズ
ピンク

ミルクセサミミルクセサミ

シャンパン
ホワイト
シャンパン
ホワイト

ミントグリーンミントグリーン
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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。（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）



　 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
ハンドタオル （36×80cm）  ¥1,600+税
ゲストタオル （30×35cm）  ¥1,000+税
color：DBL・RE・YGR・BR
material：パイル地

マットで鮮やかな色合いのシリーズです。
適度な厚さと、やわらかさ。“Toujour”
（フランス語）「いつも」使っていただき
たいタオルです。

　 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
フェイスタオル （29×85cm）  ¥1,000+税
color：DBL・RO・BGR・PU・BR
material：シャーリング地

光沢が美しい、シャーリング加工を施
したタオルです。パイルの先端がカット
されているので、なめらかでやさしい
肌あたりです。押さえるだけで水分を
吸収してくれます。

　 カサロ
ボディバスタオル （80×150cm） 
 ¥15,000+税
バスタオル （70×135cm）  ¥10,000+税
ヘアバスタオル （50×100cm） ¥6,000+税
ハンドタオル （38×80cm）  ¥4,000+税
ポケットタオル （12×24cm）  ¥1,000+税
color：IVO・NAV・RAS・BGR・YGR・DGY・OR
material：パイル地／
超長繊維綿（ギリシャ綿）

世界的に希少な最高品質のギリシャ
産超長繊維綿をパイルに使用してい
ます。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。

　 アンフィーサ
バスタオル （64×135cm） ¥15,000+税
ハンドタオル （38×80cm） ¥5,000+税
ゲストタオル （38×40cm） ¥2,000+税
バスマット （80×63cm） ¥10,000+税
color：WH　
material：パイル地／超長繊維綿

パイルに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。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。

おもいでは色あせない
「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。

※「永遠色」は商標登録済

ト　　 ワ　 イロ
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