
ハピネス　ハンカチ（25×25cm） ¥600+税　material：パイル地　巾着（24×27.5×2cm） ¥2,500+税　ポーチ（13×10cm） ¥1,600+税
color：RAS・BGR・YGR・CGY　material：シャーリング地

ラッキーモチーフが幸運を運びます。

ホットマンベロア
深みのある色合いで大人の落ち着いたイメージに。
A.ハンカチ （26×26cm） ¥800+税
color：NAV・WI・MAS・GR・BGR・OR

鮮やかな色合いでやや小ぶりのラウンドハンカチ。
B.ハンカチ（S） （24×24cm）  ¥600+税
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）

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） ¥600+税
color：IVO・PI・YGR・PGR・PU　material：パイル地 A.アデル　ハンカチ（26×26cm）  ¥1,200+税　

B.ラフィネ　ハンカチ（25×25cm） ¥800+税　material：シャーリング地
C.ロザンヌ　ハンカチ（26×26cm） ¥800+税　
color：IVO・PI　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。

A.

A.

B.

B.

C.

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） ¥800+税
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

ヘルシーカラー
ウォーキングタオル 
（24×130cm） 　　　　¥1,300+税
color：DBL・RO・SPI・YGR・PGR・
GY・PU
material：パイルガーゼ地
（綿90％・レーヨン10％）

首に巻いて使うことができるウォーキングタオル。しなやかでやわらかなヘルシーカラー。
速乾性に優れ、さらりとしたアクティブカラー。お気に入りを身につけてスポーツやアウトドアを楽しく快適に。

アクティブカラー
ウォーキングタオル 
（24×130cm） ¥1,300+税
ハンカチ 
（24×24cm） ¥600+税
color：NAV・DBL・OR・RAS・MAS・
BGR・DGY
material：パイルガーゼ地
（綿95％・ポリエステル5％）
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優れた吸水性とさわやかな着心地のバスローブは心と身体をリラックスさせてくれます。

たっぷりボリューム感のある生地は、
包みこまれるような着心地。

薄手で軽いパイル地で乾きやすい一着。

サイズ調整可能なお揃いのバスターバン。

　 2321カラーバスローブ
兼用 （S・M・L） ¥15,000+税
ターバン ¥1,600+税
color：WH・PGR・SPI　
material：パイル地

　 ボーダーバスローブ
2328婦人 （M*） ¥30,000+税　color：SPI  
2329紳士 （M） ¥30,000+税　color：NAV　
material：パイル地／超長繊維綿（スーピマ綿）

 　2348カシュクールローブ
（2020年1月中旬発売予定）
婦人 （M*～L*） ¥18,000+税
color：PI・PGR・CBR
material：パイル地

肌なじみのよいカラーで、
エレガントなスタイル。

小花のプリントが可愛らしい
快適な前開きのバスローブ。

 　2350ミニフラワー
（2020年2月上旬発売予定）
前開きローブ 婦人 （M*～L*） ¥18,000+税
color：BL・PI
material：パイル地

モデル身長：165cm/着用サイズ：兼用M
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サテンストライプパジャマ
（9月中旬発売予定）
5593婦人 （M*・L*）  ¥27,000+税
color：RO・LPU

5594紳士 （M・L）  ¥27,000+税
color：NAV・BGR
material：サテンストライプ地

ふふらバスローブ

ふふらバスローブ
ライト

アイスブルー

フランボワーズ
ピンク

ふんわりふっくらした風合いで、やわらかく肌になじみます。

薄手でふんわりやわらかい風合いは体にフィットします。

　 ふふらバスローブ
2314婦人 （M*・L*） ¥21,000+税
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
2315紳士 （M・L） ¥22,000+税
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
2325婦人 （M*・L*） ¥18,000+税
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
2326紳士 （M・L） ¥19,000+税
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）

ガーゼパジャマ
5501婦人 （S*・M*・L*）  ¥19,000+税
color：PI・SPI・PU
material：二重ガーゼ地

5502紳士 （M・L）  ¥19,000+税
color：LBL・PGR・BGY
material：二重ガーゼ地

二重にしっかり重ねたガーゼ地。
やわらかく肌になじみます。

ふふら
バスローブ

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。

男性モデル身長：
179cm/着用サイズ：紳士M
女性モデル身長：
165cm/着用サイズ：婦人M*
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ボーダーカラー19パジャマ（10月中旬発売予定）
5598婦人（M*・L*） ¥25,000+税　color：SPI　5599紳士（M・L） ¥26,000+税　color：NAV
material：レーヨン混二重ガーゼ地（綿92％・レーヨン8％）

パイピングがアクセントの柔らかで心地よい二重ガーゼ地パジャマです。

5595ツイル起毛 ワンピース（9月下旬発売予定）
婦人（M*～L*） ¥17,000+税
color：LGY・BL　material：ツイル起毛地

5597ツイル起毛 ロングシャツ（9月下旬発売予定）
婦人（M*～L*） ¥16,000+税
color：LGY・BL　material：ツイル起毛地

5596ツイル起毛 パンツ（9月下旬発売予定）
婦人（M*～L*） ¥11,500+税
color：LGY・BL　material：ツイル起毛地

あたたかみのある起毛生地でゆったりとした安らぎのひと時を。
男性モデル身長：179cm/着用サイズ：紳士L　女性モデル身長：165cm/着用サイズ：婦人M*
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E.

D.C. A.カラー綿毛布18　綿毛布 （152×210cm） ¥13,000+税　ハーフ綿毛布 （152×100cm） ¥7,500+税　
color：DBL・WI・RO・PGR・BR　material：綿起毛地
B.カラーシャーリング　タオルケット（SI） （150×210cm） ¥13,000+税　
color：DBL・RO・LYE・LGR・BR　material：シャーリング地

B.A. B.A.

D.C.

A.パレスローズ　タオルケット（SI）（145×200cm） ¥9,000+税　color：WH・LBL・PI・YE　material：パイル地
B.ワッフルパイルケット　タオルケット（SI）（150×210cm） ¥10,000+税　color：IVO・BL・RO　material：ワッフルパイル地
C.パイルシーツ　シーツ（SI）（160×245cm） ¥8,000+税　color：WH・LBL・PI・YE　material：パイル地
D.カラー　ワッフルシーツ（SI）（140×250cm） ¥5,000+税　color：WH・LBL・LPI・LYE・LGR　material：ワッフル地
E.17ワッフルサッカーシーツ　シーツ（SI）（155×250cm） ¥8,000+税　color：WH・LPI・PGR　material：ワッフルサッカー地

C.アレンジフラワー
タオルケット（SI）（150×210cm） ¥15,000+税　color：IVO・BL・PI　material：シェニール地・シャーリング地
D.スウィートフラワー
タオルケット（SI）（150×210cm） ¥15,000+税　color：RO・BGR　material：シェニール地・シャーリング地

29 30

sheet &blanket

sheet &blanket



3441麻ネップ（2020年3月中旬発売予定）
エプロン   ¥12,000+税　color：BL・BEI　material：布帛地（綿70％・麻30％）

薄手で動きやすくデザイン性のあるエプロン。紐はゆったりと結んでカジュアルな着こなしに。
麻ネップの表情ある生地が特徴です。

3439アレグラ（9月下旬発売予定）
エプロン ¥8,600+税　サロン ¥7,000+税　color：NAV・BOR　material：布帛地

男女兼用のシンプルな型で、エプロンは肩ひもの長さが調節可能です。
厚手でしっかりとした表情のあるこだわりの生地。

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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A. B.

A.877ラビアンローズ　エプロン ¥11,000+税　サロン ¥7,000+税　color：PI・PU・SBL
B.891スウィートローズ　ラウンドエプロン ¥12,000+税　サロン ¥11,500+税　color：RAS・YE・DGR
material：シェニール地・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。

3408カラー
エプロン ¥5,400+税　サロン ¥4,500+税
color：NAV・PI・WI・PU・OR　
material：シャーリング地

3440ディアナ
（12月上旬発売予定）
ハウスエプロン  ¥11,500+税
サロン  ¥7,000+税
color：RAS・BGR
material：シャーリング地

エプロンは前後左右で結んで楽しめ
る3WAYタイプ。軽くあたたかいコー
デュロイ風のシャーリング地は当社
オリジナルの生地です。

905ラゴム
（9月上旬発売予定）
ハウスエプロン ¥16,500+税
サロン  ¥11,500+税
color：WI・CGY
material：シェニール地・
シャーリング地

深みのあるシックな色合い
がお洒落なシリーズです。
エプロンは前後左右で結ん
で楽しめる3WAYタイプ。

モデル身長：166cm
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花柄モチーフと千鳥格子を組み合わ
せたスタイリッシュな北欧調のデザ
イン。シンプルな千鳥格子のリーテン
シリーズとのコーディネートもおすす
めです。

ラゴム（8月下旬発売予定）
　ポ－チ641-12S （20×11×7cm） ¥6,500+税　　ポーチ617-4A 
（14.5×11.5×5cm） ¥5,200+税　material：シェニール地・一部本革
　ハンカチM （23×23cm） ¥2,400+税　color：BEI　
material：シェニール地
リーテン（8月下旬発売予定）
　ポ－チ211-9A （21×12cm） ¥4,000+税　　ポ－チ656-19S 
（18×12×5cm） ¥6,800+税　material：シェニール地・一部本革
　ハンカチS （19×19cm） ¥2,000+税
color：GY　material：シェニール地

フィーカ（9月中旬発売予定）
　カードケース707-8A （21×11cm） ¥7,600+税　
material：シェニール地
　ポ－チ641-12S （20×11×7cm） ¥6,500+税
　ポ－チ644-18A （10×7×4cm） ¥3,800+税　
material：シェニール地・一部本革　color：RAS
　ハンカチS （19×19cm） ¥2,000+税
color：PI・NAV　material：シェニール地

シックな装いにぴったりなシェニール織りのバッグ。

ブラック無地（8月下旬発売予定）
　バッグ132-19A（35（30）×27×14cm） ¥30,000+税　color：BLA　material：シェニール地・一部本革
ラゴム（8月下旬発売予定）
　バッグ247-1S（30(19)×22×11cm） ¥12,000+税　material：シェニール地・一部合皮　　バッグ248-1S（20×24×7cm） ¥9,000+税
material：シェニール地　　バッグ132-19A（35（30）×27×14cm） ¥30,000+税　material：シェニール地・一部本革　color：BEI

1

1 2

3

4

6

5

2

1

3

2

3

4

5

6

2 3

4

1

1

2

4

3

1

2

3

ラゴム（8月下旬発売予定）
　◆フリークロスM （155×120cm）  
¥46,000+税
　◆クッションM （36×36cm）  
¥12,000+税
color：BEI
リーテン（8月下旬発売予定）
　◆クッションM （36×36cm）  
¥12,000+税
color：GY
material：シェニール地
◆は、受注生産になります。
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リーテン（8月下旬発売予定）
　バッグ248-1S （20×24×7cm） ¥9,000+税
material：シェニール地
　バッグ133-19A （32（21）×22×8cm） ¥22,000+税
material：シェニール地・一部本革
　ポシェット365-11A （26×16×6cm） ¥10,000+税
material：シェニール地・一部本革・合皮　color：GY

1

2

3

フィーカ（9月中旬発売予定）
　◆フリークロスM （155×120cm） ¥46,000+税
　◆クッションM （36×36cm） ¥12,000+税
color：RAS　material：シェニール地
◆は、受注生産になります。

1

2

スウェーデン語で「お茶しましょ」を意味するフィーカ。
カラフルな色彩が楽しいデザインです。
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ホットマンのシェニール織り

～ドイツ生まれの東京・青梅育ち～

Made in Tokyo

ドイツの老舗「アルパロー社」での
作業の様子

ホットマンが誇るドイツの伝統織物「シェニール織り」は1985年、ドイツの老舗シェニ

ール企業「アルパロー社」の技術と設備の全てを東京・青梅に移転し、「ホットマン

シェニール」として現在に至ります。一度織り上げた生地を縦に切り分け、撚りをか

けてモール状にしたものをヨコ糸として再び織り上げる伝統技術シェニール織り。

職人の手仕事で丹念に織り上げられた生地はあたたかみのある独特の風合いを

生み出します。24色の色彩で表現される芸術的で美しい織物をお楽しみください。

■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。 ■表示価格は本体価格で表示しています。 ■mater ia l表示は主にパ
イルの説明です。 ■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。

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
B E I＝ベージュ　RA S＝ラズベリー　P I＝ピンク　PG R＝ペールグリーン　L P U＝ライトパープル　B R＝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　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　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
LYE＝ライトイエロー　DGR＝ダークグリーン　CGY＝チャコールグレー　LGY＝ライトグレー　RG＝レンガ　CBR＝ココアブラウン　DBR＝ダークブラウン
LOR＝ライトオレンジ　BLA＝ブラック　BOR＝ボルドー　LBE＝ライトベージュ

フレイヤ
（10月上旬発売予定）
　◆フリークロスM 
（155×120cm）  ¥46,000+税
　◆クッションM 
（36×36cm）  ¥12,000+税
color：BLA　
material：シェニール地
◆は、受注生産になります。

シックで上品な黒地に繊細
な花柄が描かれた美しく
エレガントなシリーズ。

絵画のように美しいシェニール織りハンカチ。お部屋に飾ってもお楽しみいただけます。

フレイヤ（10月上旬発売予定）
　ポシェット372-18S （28×20×10cm）  ¥15,000+税
　ポシェット375-19A （21×22×8cm）  ¥15,000+税
material：シェニール地・一部本革
　ポシェット360-6A （20×21×5cm）  ¥10,000+税
color：BLA　material：シェニール地・一部本革・合皮

フレイヤ（10月上旬発売予定）
　ポ－チ656-19S （18×12×5cm）  ¥6,800+税　material：シェニー
ル地・一部本革　　バッグ288-18A （34（26）×27×10cm） 
¥13,000+税　　ハンカチS （19×19cm） ¥2,000+税
　ポ－チ616-3S （12×6×3cm）  ¥3,000+税　　メガネケースB
（17×8cm） ¥2,800+税　color：BLA　material：シェニール地
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622 2020雛祭り
（2020年1月中旬発売予定）
ハンカチM（23×23cm） ¥2,400+税
color：RE　material：シェニール地

623 2020鯉のぼり
（2020年1月中旬発売予定）
ハンカチM（23×23cm） ¥2,400+税
color：BL　material：シェニール地

624 イングリッシュガーデン
（2020年3月上旬発売予定）
ハンカチM（23×23cm） ¥2,400+税
color：PI　material：シェニール地
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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

2 0 1 9  A U T U M N & W I N T E R

https://www.hotman-onlineshop.com/
公式オンラインショップ

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/




