


毎日手に使うものだから選びたい、マイクロファイバー

MICROFIBER
BATHGOODS

マイクロファイバーグッズ

NT115
マイクロファイバーバスローブ
size:フリーサイズ
material: ポリエステル100%
color:purple/gray/blue/brown/
         pink/green

PURPLE GRAY BLUE

PINK GREEN BROWN

マイクロファイバーバスローブ
累計

販売突破の人気商品
50,000枚



吸水力が強く、速乾性にも優れた
マイクロファイバー素材。
超低摩擦で肌を刺激せず、
お肌を優しく包みます。

PURPLE GRAY BLUE

PINK GREEN BROWN

NT111
マイクロファイバーバスラップ
size:フリーサイズ
material: ポリエステル100%
color:purple/gray/blue/brown/
         pink/green

バスローブ、バスラップに加えフェイスタオル・
バスタオル・ヘアバンド・ヘアキャップなど
豊富なラインナップでご用意しています。
各種お問い合わせ下さい。

Lineup
揃えたくなるラインナップ

MATERIAL



お風呂上りにサッと被れば
勝手にタオルドライしてくれる
タオルキャップ。
吸水性抜群のマイクロファイバー
だから忙しいママも湯冷め防止
やドライヤー時間の短縮に活躍！

NT114
マイクロファイバーヘアキャップ
size:フリーサイズ
material: ポリエステル100%
color:purple/gray/blue/brown/
         pink/green

GREEN BEIGE

PINK PURPLE

NAVY

脱げ防止や、
洗濯の際に便利な
紐付きタイプです



KIDS ITEMS

PURPLE GRAY

湯冷め防止やルームウエアとしても

size:フリーサイズ
material: ポリエステル100%
color:purple/gray

NT305
マイクロファイバーバスローブ

お子様向けのバスローブはパーカーのような
シンプルデザインに仕上げたので、湯冷め防止
としてだけでなくルームウエアとしても活躍！

PURPLE GRAY

お腹もしっかり隠れる長めデザイン

size:フリーサイズ
material: ポリエステル100%
color:purple/gray

NT306
マイクロファイバーキッズスリーパー

保温性に優れたマイクロファイバー素材だから
しっかり防寒できて安心のアイテム！
ルームウエアや就寝時の着用におすすめです。

PURPLE GRAY

動き回るお子さまにはポンチョが◎

size:フリーサイズ
material: ポリエステル100%
color:purple/gray

NT307
マイクロファイバーポンチョ

お袖を通す必要がないので、肩から羽織らせる
だけで完成のポンチョタイプがおすすめ！
プールやアウトドアなどでも活躍します

保温性もあるマイクロ
ファイバーはお子さまの
睡眠や湯冷めを守ります

Bathrobe

Poncho

Sleeper



親子でお揃いが叶う
コットンバスローブ
シリーズ

COTTON
BATHGOODS

コットンバスローブ

NT329
マイクロファイバーバスローブ
大人用

NT328
コットンバスローブ
子供用

size:フリーサイズ
material: 綿 100%
color:purple/gray

PURPLEGRAY



BATHROBE collection
バスローブライフはじめませんか？
タオルでも人気の素材や機能性に

優れたオリジンライフのバスローブをお届けします



型崩れのしないしっかりとした
重量感があるからこそ生まれる高級感
幅広い年齢層にマッチするカラバリで
取り揃えております

BROWN BEIGE GRAY

NT275
ワッフルバスローブ

size:フリーサイズ
material: ポリエステル100%
color:brown/beige/gray

WAFFLE

BROWN BEIGE GRAY

NT274
ワッフルバスラップ

size:フリーサイズ
material: ポリエステル100%
color:brown/beige/gray



お子さまとの触れ合いも安心の
ガーゼ素材のバスアイテム。
軽量で着ていることを忘れる程
快適にお過ごしいただけます

GAUZE

PINK YELLOW BLUE GREEN

PINK YELLOW BLUE GREEN

NT276
ガーゼバスローブ

size:フリーサイズ
material: 綿 100%
color:pink/yellow/blue/green

NT288
ガーゼバスラップ

size:フリーサイズ
material: 綿 100%
color:pink/yellow/blue/green



新作ガーゼは内側がタオルのような
パイル地の素材。お風呂上りに
しっかり吸水できる優れもの！
忙しいママにもおすすめのアイテム。

GAUZE

BLUE GRAY PINK

NT300
ガーゼバスローブ

size:フリーサイズ
material: ポリエステル100%
color:blue/gray/pink

BLUE GRAY PINK

NT301
ガーゼバスラップ

size:フリーサイズ
material: ポリエステル100%
color:blue/gray/pink

吸水性抜群のパイル地が裏面に。
肌触りも抜群！



PAJAMAS collection
上質な肌触りでおうちでのリラックスタイムが

より特別な時間に…

MODAL
PAJAMA

絶妙な柔らかさのモダール素材は
まるでシルクのような肌触りが特長。
パジャマだってデザインに妥協しない
トレンド感のあるお洒落な仕上がりに。

Pink



MODAL
PAJAMA

毎日着たくなる特別な使用感。

モダールが織りなす優しい肌触りは
リラックスタイムにピッタリです

Dark gray

Gray

NT286
モダールパジャマ

size:M/L
material: モダール
color:pink/gray/darkgray

サイズ詳細はお問い合わせ下さい
ピンク：Mサイズ
グレー /ダークグレー：Lサイズ



GAUZE
PAJAMA
一般的なタオルの糸よりも細くて
柔らかな糸を使用している為、
お肌への負担がかかりにくく
毎日安心して着ることが出来ます。

3層ガーゼだから敏感肌の
肩へもおすすめです

PINK YELLOW

BLUE GREEN

NT289
ガーゼパジャマ
size:フリーサイズ
material: 綿 100%
color:pink/yellow/blue/green



COTTON
PAJAMA
綿100％の生地を使用し、
通気性がよく滑らかでさらりとした
肌触りの着心地

半袖・短パンの春夏にぴったりの
爽やかなデザインです

PINK ORANGE

BLUE GREEN

NT330
コットンパジャマ
size:M/Lサイズ
material: 綿 100%
color:pink/orange/blue/green



COTTON
KIDS PAJAMA
まるで大人！
お洒落で可愛いパジャマ登場！
パイピングの配色がお洒落で
胸元のロゴもポイントに。

NAVY

PINK

NT331
コットンパジャマ

size:110 / 120 / 130 / 140 サイズ
material: 綿 100%
color:pink/navy



BAG collection
使いやすくてお洒落

機能性だけでなく、お洒落なデザインだから
毎日持ちたくなるアイテム勢ぞろい



WHITE DENIMBLUE BLUE PINK

GRAY/WHITE WHITE/BLACK GRAY/BLACK BLACK

WHITE BROWN GRAY BLACK

BROWN

Tote&ShoulderBag

MINI CANVASBAG

3つの仕切りで整理整頓上手に使える
トートバッグはコンパクトなのに大容量！

NT322
キャンバスミニトーバッグ

size: 約 28cm×23cm×21cm
material: 綿
color:white/brown/denimblue/
         gray-white/pink/blue/black
         white-black/gray-black/

流行りのバケットバッグも
クールでお洒落なデザインで

NT324
トート＆ショルダー
バケットバッグ

size: 約 14cm×23cm×22cm
material:PU
color:white/brown/gray/black/



WHITE RED BROWN GRAY BLACK

Tote&ShoulderBag

鍵付きデザインで上品なデザイン。
オフィススタイルにも、
プライベートスタイルにも

NT325
鍵付きショルダー＆トートバッグ

size: 約 30cm×14cm×24cm
material:PU
color:white/brown/red/gray/black

流行りのコンパクトバッグも
おしゃれに可愛く使える

NT326
トート＆ショルダー
ミニバッグ

size: 約 29cm×20cm×12.5cm
material:PU
color:gray/pink/black/

GRAY PINK BLACK



TOWEL collection
毎日使うものだからこだわりたい

機能性や肌触りだけでなく、お洒落なデザインだから
インテリアを素敵に彩ります。



開店当初から不動の人気を誇る
ワッフルタオルシリーズ。
何とも言えないふわふわ感と
柔らかさがとても気持ちいい！

WAFFLE

NT045
ワッフルフェイスタオル
size: 約 32cm×80cm
material: 綿 100%
color:beige/brown/red/gray/
         green/navy/yellow

NT104
ワッフルバスタオル
size: 約 68cm×140cm
material: 綿 100%
color:beige/brown/red/gray/
         green/navy/yellow

BEIGE BROWN RED GRAY

GREEN NAVY YELLOW

Facetowel

Bathtowel

ワッフルシリーズ累計

販売突破の人気商品
100,000枚



見た目も可愛いチェック柄の
タオルは表面がガーゼ素材、
裏面はパイル地となっていて
吸水性抜群＆敏感肌に安心！

GAUZE

NT017
チェック柄ガーゼ
フェイスタオル

size: 約 35cm×76cm
material: 綿 100%
color:pink/orange/
        blue/green

PINK

ORANGE

BLUE

GREEN

Facetowel

NT024
チェック柄ガーゼ
バスタオル

size: 約 70cm×140cm
material: 綿 100%
color:pink/orange/
        blue/green

PINK

ORANGE

BLUE

GREEN

Bathtowel



ママの声から生まれたフック付き
タオルはボタンで取り付けができるので
家の中だけでなくベビーカーや車の中
など好きなところに取り付けられる！
幼稚園や保育園での手拭きタオルと
しても人気です！

HANDTOWEL

NT005
チェック柄ガーゼ
ハンドタオル

size: 約 35cm×35cm
material: 綿 100%
color:pink/orange/
        blue/green

PINK

ORANGE

BLUE

GREEN

Handtowel

NT002
ドット柄フック付き
ハンドタオル

size: 直径 約 56cm
material: 綿 100%
color:pink/yellow/
        blue/green

PINK YELLOW

BLUE GREEN

With hook



糸むらがなく美しくつややかな
コーマ糸は洗濯にも強く吸水性が
非常に良い高級綿として人気です。
実際にホテルでも使用される
贅沢タオルとしていま人気急上昇

HOTEL TYPE

NT046
コーマ糸ホテルタイプ
フェイスタオル

size: 約 34cm×75cm
material: 綿 100%
　　　（コーマ糸棉使用）
color:ivory/beige/gray/
         yellow/navy

IVORY BEIGE

YELLOW NAVY

GRAY

Facetowel

NT047
コーマ糸ホテルタイプ
バスタオル

size: 約 60cm×120cm
material: 綿 100%（コーマ糸棉使用）
color:ivory/beige/gray

IVORY

BEIGE

GRAY Bathtowel



別名：美容師タオルと呼ばれる程
吸水性に優れているため、タオル
ドライにピッタリの素材！
忙しい毎日にもご自宅で大活躍！

MICROFIBER

NT117
マイクロファイバー
フェイスタオル

size: 約 34cm×76cm
material: ポリエステル100%
color:green/beige/navy/
         pink/purple

NT118
マイクロファイバー
バスタオル

size: 約 60cm×120cm
material: ポリエステル100%
color:green/beige/navy/
         pink/purple

GREEN BEIGE

PINK PURPLE

NAVY

Facetowel

BEIGEGREEN NAVY

PINK PURPLE

Bathtowel



毛羽落ちの少ない特殊なあたらしい糸
「ボルテックス糸」でつくられた
タオルはボリューム感と柔らかさを
しっかりとキープするタオルです

VORTEX

NT239
ボルテックス
フェイスタオル

size: 約 30cm×80cm
material: 綿 100％
color:white/navy/brown

WHITE NAVY BROWN

部屋干しや梅雨の時期などにも人気の
抗菌防臭タオルです

NT240
ボルテックス
ビッグフェイスタオル

size: 約 40cm×100cm
material: 綿 100％
color:white/navy/brown

お子様用バスタオルなどにも人気の
少し大きめなフェイスタオルのサイズ

NT241
ボルテックス
バスタオル

size: 約 60cm×120cm
material: 綿 100％
color:white/navy/brown

シンプルでクールなデザイン。
耐久性にも優れていて繰り返し使っても
ボリューム感と柔らかさをキープ！

Facetowel

BigFacetowel

Bathtowel



環境に配慮したお洒落ボーダータオルは
タオルをつくる際の余った生地を再利用
して作りました。工場直営店だからこそ
実現した製法で、低価格で高品質な
ものをお客様にお届けしています！

BORDERTOWEL

NT250
ジャガード織
フェイスタオル

size: 約 35cm×80cm
material: 綿 100%
color:pink/brown/
        gray/purple

PINK

BROWN

GRAY

PURPLE

Facetowel

NT269
お洒落ボーダー
フェイスタオル

size: 約 35cm×80cm
material: 綿 100%
color:pink/yellow/navy

PINK YELLOW

NAVY

Fashionable

border towel



一般財団法人ボーゲン品質評価機構にて
抗菌活性値にて大幅に基準値を上回る結果
となったタオルで、抗菌防臭に強い商品と
して梅雨の季節などにおすすめです！

ANTIBACTERIAL

NT284
ダイヤモンドチェック柄
抗菌防臭ハンドタオル

size: 約 35cm×35cm
material: 綿 100％
color:pink/yellow/greem/
         blue/gray

NT285
ダイヤモンドチェック柄
抗菌防臭バスタオル

size: 約 60cm×120cm
material: 綿 100％
color:pink/yellow/greem/
         blue/gray

GREEN YELLOW

PINK BLUE GRAY

CO LOR
VAR I AT I ON

Bathtowel

Handtowel



夏の暑い季節におすすめの冷感タオル！
濡らして絞って使えばひんやり爽快な
使い心地！アウトドアやスポーツシーン
のほか日常での使用もおすすめです！

FEELING COOL

NT293
ひんやり冷感
フェイスタオル

size: 約 30cm×100cm
color:blue/purple/gray

BLUE PURPLE GRAY

毎日使うものだから
お気に入りのタオルと共に…



SLIPPER collection

天然竹のデニムスリッパ
足の汗によるニオイを抑制して
くれる竹素材が特長で爽やかな
履き心地の優しいスリッパです。

NT290
天然竹デニムスリッパ

size:M（23-25cm）
　　L（25.5-26.5cm）
material: 踏み底 : 竹
　　甲 : ポリエステル・綿
color:blue/inndigobue/black

BLUE INNDIGO
BLUE

BLACK

天然竹のデニムスリッパ
足の汗によるニオイを抑制して
くれる竹素材が特長で爽やかな
履き心地の優しいスリッパです。

NT297
ツボ押し健康スリッパ
size:M（23-25cm）
　　L（25.5-26.5cm）
material: 甲：ポリエステル、アクリル、綿 /
踏み底：ポリエステル / 大底：ポリエステル
踏み底 : ポリエステル（ニット）/ 底：PVC
color:pink/gray GRAY PINK

デザイン性・機能性に優れたスリッパを
バリエーション豊富に取り揃えています
シーズンに合わせたアイテムも随時販売中



天然麻素材のスリッパ
軽量でソフトな履き心地き心地！
軽い使用感で天然麻がさわやかく
クセになるアイテムです

NT291
天然麻ボーダースリッパ

size:M（23-25cm）
　　L（25.5-26.5cm）
material: 甲 : 綿・ポリエステル・麻
　　　　  踏み底 : 麻
　　　　  底：ポリエステル（スエード）
color:black/navy

BLACK NAVY

天然麻素材のスリッパ
軽量でソフトな履き心地き心地！
軽い使用感で天然麻がさわやかく
クセになるアイテムです

NT298
天然麻ボーダースリッパ

size:M（23-25cm）
　　L（25.5-26.5cm）
material: 甲：ポリエステル、綿 / 踏み底：ポリエステル
大底：ポリエステル / 底：PVC
color:green/orange

GREEN ORANGE



着る
ブランケット
ボタンがついてるので
ポンチョとして着れる !

ブランケットとして 肩から掛けてポンチョとして リバーシブルでも使える!

3WAY
着まわし

BLANKET collection
今注目の着るブランケット！！今は膝かけとしてだけでなく

ポンチョや腰に巻けるスタイルが注目！



NT310
マイクロファイバー
無地ブランケット

size: 約 100×150cm
material: ポリエステル100％（フランネル）
color:gray/darkgray/brown/
         orange/navy/blue

Relaxtime Blanket

GRAY

DARK GRAY

BROWN

ORANGE

BLUE

NAVY



Relaxtime Blanket

IVORY GRAY GREEN

BRIGE RED

NT311
マイクロファイバー
チェック柄ブランケット
size: 約 100×140cm
material: ポリエステル100％（フランネル）
color:ivory/gray/green/beige/red



BATHMAT collection

お家時間をより特別な時間にする
お洒落で快適なアイテムを取り揃えています



Bathmat item

GRAY GREEN BLUE NAVY PINK

NEW ITEM
マイクロファイバー
バスマット
size: 約 40×60cm
material: 表：ポリエステル / 裏：PVC
color:gray/green/blue/navy/pink

弾力性があり足に優しい
ふわふわ感触がとても
気持ちの良いバスマット



NEW ITEM
スウェードタイプ
バスマット
size: 約 40×60cm
material: 表：ポリエステル
color:gray/brown/navy

GRAY BROWN NAVY



Bathmat item

NEW ITEM
バスマット

size:M- 約 43x60cm
       L- 約 51x99cm
material:PVC
color:black

PURPLE

GRAY

BLUE

ORANGE

NT208
厚手パイル
バスマット

size: 約 35cm×50cm
color:orange/gray
         pueple/blue






