
最高の素材、トップクラスの製造工程、最新のデザイン
とカラースキーム、これこそソダールコレクションのレ
シピです。このコンセプトは1963年デザイナーかつア
ーチストであるHans Jurgen Shobelにより構築されま
した。ただ一つのコンセプト：魅力的なパターンを使っ
た高品質商品の開発です。

ソダールのデザインチームは、ホームテキスタイルとラ
イフスタイル商品に焦点を当てトレンドを予測するため
に絶え間なく働いています。現代の顧客にクラシックで
エレガンドな最新のトレンドスタイルを選ぶオプション
を提供しています。

ソダールは、最新のデンマークデザインをリードするイ
ンテリアブランドです。



ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ ｴﾌﾟﾛﾝ ﾌﾞﾗｯｸ
上代 2,800円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007234404
品番：723440
ｻｲｽﾞ：約70x73cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ ﾃｨｰﾀｵﾙ ﾌﾞﾗｯｸ
上代 1,400円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007234411
品番：723441
ｻｲｽﾞ：約50x70cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ ﾎﾟｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ ﾌﾞﾗｯｸ
上代 1,200円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007234428
品番：723442
ｻｲｽﾞ：約24x24cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ ｴﾌﾟﾛﾝ ｸﾞﾚｰ
上代 2,800円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007234459
品番：723445
ｻｲｽﾞ：約70x73cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ ﾃｨｰﾀｵﾙ ｸﾞﾚｰ
上代 1,400円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007234466
品番：723446
ｻｲｽﾞ：約50x70cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ ﾎﾟｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ ｸﾞﾚｰ
上代 1,200円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007234473
品番：723447
ｻｲｽﾞ：約24x24cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ ｴﾌﾟﾛﾝ ﾌﾞﾙｰ
上代 2,800円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007234480
品番：723448
ｻｲｽﾞ：約70x73cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ ﾃｨｰﾀｵﾙ ﾌﾞﾙｰ
上代 1,400円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007234497
品番：723449
ｻｲｽﾞ：約50x70cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ ﾎﾟｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ ﾌﾞﾙｰ
上代 1,200円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007234503
品番：723450
ｻｲｽﾞ：約24x24cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ ｴﾌﾟﾛﾝ ｸﾞﾘｰﾝ
上代 2,800円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007234510
品番：723451
ｻｲｽﾞ：約70x73cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ ﾃｨｰﾀｵﾙ ｸﾞﾘｰﾝ
上代 1,400円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007234527
品番：723452
ｻｲｽﾞ：約50x70cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ ﾎﾟｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ ｸﾞﾘｰﾝ
上代 1,200円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007234534
品番：723453
ｻｲｽﾞ：約24x24cm
ｲﾝﾄﾞ製

参考



ﾐｽﾄ ﾌﾟﾚｲｽﾏｯﾄ ｸﾞﾚｰ
上代 650円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007235777
品番：723577
ｻｲｽﾞ：約33x48cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾐｽﾄ ﾌﾟﾚｲｽﾏｯﾄ ｸﾞﾘｰﾝ
上代 650円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007235784
品番：723578
ｻｲｽﾞ：約33x48cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ ﾃﾞｨｯｼｭｸﾛｽ BK
上代 1,500円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007234435
品番：723443
ｻｲｽﾞ：約30x30cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ ﾃﾞｨｯｼｭｸﾛｽ W
上代 1,500円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007234442
品番：723444
ｻｲｽﾞ：約30x30cm
ｲﾝﾄﾞ製

ｽﾄﾘｸﾄﾘｨ ﾃｨｰﾀｵﾙ ﾛｰｽﾞ
上代 1000円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007235791
品番：723579
ｻｲｽﾞ：約50x70cm
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ製

ｽﾄﾘｸﾄﾘｨ ﾃｨｰﾀｵﾙ ﾌﾞﾙｰ
上代 1000円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007235807
品番：723580
ｻｲｽﾞ：約50x70cm
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ製

ｽﾄﾘｸﾄﾘｨ ﾃｨｰﾀｵﾙ ｸﾞﾘｰﾝ
上代 1000円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007235814
品番：723581
ｻｲｽﾞ：約50x70cm
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ製

ｽﾄﾘｸﾄﾘｨ ﾃｨｰﾀｵﾙ ﾌﾞﾗｯｸ
上代 1000円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007235821
品番：723582
ｻｲｽﾞ：約50x70cm
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ製

４/中 ４/中

３/８ ３/８ ３/８ ３/８



ﾐｽﾄ ｺｽﾒﾊﾞｯｸﾞ M ﾌﾞﾙｰ
上代 3,600円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007236125
品番：723612
ｻｲｽﾞ：約18x28cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾐｽﾄ ｺｽﾒﾊﾞｯｸﾞ S ﾌﾞﾙｰ
上代 2,800円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007236118
品番：723611
ｻｲｽﾞ：約13x24cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾐｽﾄ ｺｽﾒﾊﾞｯｸﾞ M ｸﾞﾘｰﾝ
上代 3,600円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007236149
品番：723614
ｻｲｽﾞ：約18x28cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾐｽﾄ ｺｽﾒﾊﾞｯｸﾞ S ｸﾞﾘｰﾝ
上代 2,800円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007236132
品番：723613
ｻｲｽﾞ：約13x24cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾐｽﾄ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ ｸﾞﾘｰﾝ
上代 3,800円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007236170
品番：723617
ｻｲｽﾞ：約42x44cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾐｽﾄ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ ﾌﾞﾙｰ
上代 3,800円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007236163
品番：723616
ｻｲｽﾞ：約42x44cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾎﾞｯｸｽｸｯｼｮﾝ 40x40 ﾌﾞﾙｰ
上代 2,000円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007236484
品番：723648
ｻｲｽﾞ：約40x40cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾎﾞｯｸｽｸｯｼｮﾝ 40x40 ｸﾞﾘｰﾝ
上代 2,000円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007236507
品番：723650
ｻｲｽﾞ：約40x40cm
ｲﾝﾄﾞ製

参考

４/中 ４/中



ﾊﾊﾞﾅ ｸｯｼｮﾝｶﾊﾞｰ 50x50
上代 3,000円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007234589
品番：723458
ｻｲｽﾞ：約50x50cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾆｰﾄﾞﾙｽﾄﾗｲﾌﾟ ｸｯｼｮﾝｶﾊﾞｰ
40x40 GY
上代 3,000円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007236286
品番：723628
ｻｲｽﾞ：約40x40cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾍﾟﾌﾞﾙｽ ｸｯｼｮﾝｶﾊﾞｰ 40x60 GY
上代 3,500円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007236293
品番：723629
ｻｲｽﾞ：約40x60cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾍﾟﾌﾞﾙｽ ｸｯｼｮﾝｶﾊﾞｰ 40x60 BE
上代 3,500円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007236309
品番：723630
ｻｲｽﾞ：約40x60cm
ｲﾝﾄﾞ製

参考



ﾐｽﾄ ﾋﾞｰﾁﾀｵﾙ 50x100 ｸﾞﾚｰ
上代 3,500円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007235654
品番：723565
ｻｲｽﾞ：約50x100cm
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ製

ﾐｽﾄ ﾀｵﾙ 70x140 ｸﾞﾚｰ
上代 3,000円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007235586
品番：723558
ｻｲｽﾞ：約50x100cm
ﾄﾙｺ製

ﾐｽﾄ ﾀｵﾙ 50x100 ｸﾞﾘｰﾝ
上代 1,800円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007235593
品番：723559
ｻｲｽﾞ：約50x100cm
ﾄﾙｺ製

ﾐｽﾄ ﾀｵﾙ 70x140 ｸﾞﾘｰﾝ
上代 3,000円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007235609
品番：723560
ｻｲｽﾞ：約50x100cm
ﾄﾙｺ製

ﾐｽﾄ ﾀｵﾙ 50x100 ｸﾞﾚｰ
上代 1,800円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007235579
品番：723557
ｻｲｽﾞ：約50x100cm
ﾄﾙｺ製

ﾐｽﾄ ﾋﾞｰﾁﾀｵﾙ 50x100 ｸﾞﾘｰﾝ
上代 3,500円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007235678
品番：723567
ｻｲｽﾞ：約50x100cm
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ製

ﾗｽﾃｨｯｸ ﾊﾞｽﾏｯﾄ 60x90 ｸﾞﾘｰﾝ
上代 3,500円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007236057
品番：723605
ｻｲｽﾞ：約60x90cm
ｲﾝﾄﾞ製

ﾗｽﾃｨｯｸ ﾊﾞｽﾏｯﾄ 60x90 ﾅﾁｭﾗﾙ
上代 3,500円（税抜）
素材：ｺｯﾄﾝ100%
JAN：5722007236071
品番：723607
ｻｲｽﾞ：約60x90cm
ｲﾝﾄﾞ製

参考



ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ｿｰﾌﾟﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ
ﾈｲﾋﾞｰ
上代 4,000円（税抜）
素材：炻器
JAN：5722009761458
品番：976145
ｻｲｽﾞ：約10x16cm
中国製

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ 歯ﾌﾞﾗｼｽﾀﾝﾄﾞ
ﾈｲﾋﾞｰ
上代 3,000円（税抜）
素材：炻器
JAN：5722009761465
品番：976146
ｻｲｽﾞ：約10x11.5cm
中国製

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ｼﾞｬｰ
ﾈｲﾋﾞｰ
上代 3,800円（税抜）
素材：炻器
JAN：5722009761489
品番：976148
ｻｲｽﾞ：約14x10cm
中国製

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ﾄｲﾚﾌﾞﾗｼ
ﾈｲﾋﾞｰ
上代 5,800円（税抜）
素材：炻器
JAN：5722009761472
品番：976147
ｻｲｽﾞ：約13x13cm
中国製

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ｿｰﾌﾟﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ
ﾃｨｰﾙｸﾞﾘｰﾝ
上代 4,000円（税抜）
素材：炻器
JAN：5722009761410
品番：976141
ｻｲｽﾞ：約10x16cm
中国製

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ 歯ﾌﾞﾗｼｽﾀﾝﾄﾞ
ﾃｨｰﾙｸﾞﾘｰﾝ
上代 3,000円（税抜）
素材：炻器
JAN： 5722009761427
品番：976142
ｻｲｽﾞ：約10x11.5cm
中国製

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ｼﾞｬｰ
ﾃｨｰﾙｸﾞﾘｰﾝ
上代 3,800円（税抜）
素材：炻器
JAN：5722009761441
品番：976144
ｻｲｽﾞ：約14x10cm
中国製

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ﾄｲﾚﾌﾞﾗｼ
ﾃｨｰﾙｸﾞﾘｰﾝ
上代 5,800円（税抜）
素材：炻器
JAN： 5722009761434
品番： 976143
ｻｲｽﾞ：約13x13cm
中国製

参考

４/中 ４/中 ４/中 ４/中



※税抜き価格です。

ﾌﾛｰﾗ ﾀﾞﾆｶ ﾃｨｰﾀｵﾙ
3,000円

ｻｲｽﾞ：約50x70cm
材質：ﾘﾈﾝ85％､綿15％
原産国：ｲﾝﾄﾞ

ﾌﾛｰﾗ ﾃﾞｨﾙ
JAN：5722007267112
品番：726711

ﾌﾛｰﾗ ﾁｬｲﾌﾞ
JAN：5722007267129
品番：726712

ﾌﾛｰﾗ ｿﾚｰﾙ
JAN：5722007267136
品番：726713

限定商品。500年ほど前に、デンマーク王の命令により、国内すべての植物の図鑑が作られました。その４
０００種類にも及ぶ植物の人気の3種をティータオルにしました。オリネームには、その図鑑のナンバーが
記載されています。

ﾍﾘﾃｰｼﾞ ｽﾛｰ ｸﾞﾚｰ
6,000円

JAN：5722007267556
品番：726755
ｻｲｽﾞ：約130x170cm
材質：ｱｸﾘﾙ100%
原産国：ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ

ﾍﾘﾃｰｼﾞ ｽﾛｰ ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ
6,000円

JAN：5722007267563
品番：726756
ｻｲｽﾞ：約130x170cm
材質：ｱｸﾘﾙ100%
原産国：ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ

ﾍﾘﾃｰｼﾞ ｸｯｼｮﾝｶﾊﾞｰ ｸﾞﾚｰ
4,200円

JAN：5722007235098
品番：726742
ｻｲｽﾞ：約50x50cm
材質：ｳｰﾙ60%､綿40%
原産国：ｲﾝﾄﾞ

ｼﾞｬｰｼﾞｰｸｯｼｮﾝｶﾊﾞｰ
6,500円

JAN：5722007232530
品番：723253
ｻｲｽﾞ：約50x50cm
材質：綿100%
原産国：インド
洗濯可(30℃以下の水で)
ドライクリーニング、乾燥機不可



※税抜き価格です。

ビリーブイット
クッションカバー
パイン
5,800円

JAN：5722007267822
品番：726782
ｻｲｽﾞ：約50x50cm
材質：表面綿100%

裏面 綿100%
原産国：インド
ドライクリーニングのみ

ビリーブイット
クッションカバー
クリーム
5,800円

JAN：5722007267815
品番：726781
ｻｲｽﾞ：約50x50cm
材質：表面綿100%

裏面 綿100%
原産国：インド
ドライクリーニングのみ

エスニックビブズブランケット
ブラック
4,000円

JAN：5722007265378
品番：726537
ｻｲｽﾞ：約130x170cm
材質：綿100%
原産国：インド
洗濯可(30℃以下の水で)
ドライクリーニング、乾燥機不可

エスニックビブズブランケット
ブルー
4,000円

JAN：5722007265385
品番：726538
ｻｲｽﾞ：約130x170cm
材質：綿100%
原産国：インド
洗濯可(30℃以下の水で)
ドライクリーニング、乾燥機不可



ﾙｰﾑ ｼｪﾙﾌ 3 ﾌﾞﾗｯｸ
8,800円

JAN：5722009760604
品番：976060
ｻｲｽﾞ：約24x10xH45cm/
約1.7kg
材質：ｽﾁｰﾙ/MDF
原産国：台湾

ﾙｰﾑ ｼｪﾙﾌ 2 ﾌﾞﾗｯｸ
5,500円

JAN：5722009760611
品番：976061
ｻｲｽﾞ：約18x10xH30cm/
約1kg
材質：ｽﾁｰﾙ/MDF
原産国：台湾

ﾙｰﾑ ﾐﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｯｸ
4,800円

JAN：5722009760628
品番：976062
ｻｲｽﾞ：約14x14.8xH27cm
（ﾐﾗｰ約14x20cm)
材質：ｽﾁｰﾙ/MDF/ｶﾞﾗｽ
原産国：台湾

ﾙｰﾑ ｼｪﾙﾌ 3 ﾎﾜｲﾄ
8,800円

JAN：5722009760635
品番：976063
ｻｲｽﾞ：約24x10xH45cm/
約1.7kg
材質：ｽﾁｰﾙ/MDF
原産国：台湾

ﾙｰﾑ ｼｪﾙﾌ 2 ﾎﾜｲﾄ
5,500円

JAN：5722009760642
品番：976064
ｻｲｽﾞ：約18x10xH30cm/
約1kg
材質：ｽﾁｰﾙ/MDF
原産国：台湾

ﾙｰﾑ ﾐﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ ﾎﾜｲﾄ
4,800円

JAN：5722009760659
品番：976065
ｻｲｽﾞ：約14x14.8xH27cm
（ﾐﾗｰ約14x20cm)
材質：ｽﾁｰﾙ/MDF/ｶﾞﾗｽ
原産国：台湾

※税抜き価格です。

ｸﾘｰﾝ ｿｰﾌﾟﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ
ｱｲｽ
2,200円
JAN：5722009761113
品番：976111
ｻｲｽﾞ：約φ7xH18cm/約
300ml
材質：炻器、砲金
原産国：中国

ｸﾘｰﾝ ﾊﾌﾞﾗｼ入れ
ｱｲｽ
1,200円
JAN：5722009761120
品番：976112
ｻｲｽﾞ：約φ7xH12cm
材質：炻器
原産国：中国

ｸﾘｰﾝ ｼﾞｬｰ
ｱｲｽ
1,600円
JAN：5722009761144
品番：976114
ｻｲｽﾞ：約φ9xH9.5cm
材質：炻器
原産国：中国

ｸﾘｰﾝ ｿｰﾌﾟﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ
ﾈｲﾁｬｰ
2,200円
JAN：5722009761038
品番：976103
ｻｲｽﾞ：約φ7xH18cm/約
300ml
材質：炻器、砲金
原産国：中国

ｸﾘｰﾝ ﾊﾌﾞﾗｼ入れ
ﾈｲﾁｬｰ
1,200円
JAN：5722009761045
品番：976104
ｻｲｽﾞ：約φ7xH12cm
材質：炻器
原産国：中国

ｸﾘｰﾝ ｼﾞｬｰ
ﾈｲﾁｬｰ
1,600円
JAN：5722009761069
品番：976106
ｻｲｽﾞ：約φ9xH9.5cm
材質：炻器
原産国：中国



ｸﾞﾚｲ
JAN：5722007227741
品番：722774

ﾋﾙｽﾞ ﾊﾞｽﾏｯﾄ
3,500円

ｻｲｽﾞ：約50x80cm
材質：綿100%
原産国：ｲﾝﾄﾞ
※裏面」すべり止め加工

ｸﾞﾘｰﾝ
JAN：5722007227758
品番：722775

ﾛｰｽﾞ
JAN：5722007227765
品番：722776

ﾈｲﾋﾞｰ
JAN：5722007230949
品番：723094

ﾎﾜｲﾄ
JAN：5722007228694
品番：722869

ﾌﾞﾗｯｸ
JAN：5722007228854
品番：722885

ﾋﾙｽﾞ ﾀｵﾙ M
2,000円

ｻｲｽﾞ：約50x100cm
材質：綿100%
原産国：ﾄﾙｺ

ﾋﾙｽﾞ ﾀｵﾙ L
3,500円

ｻｲｽﾞ：約70x140cm
材質：綿100%
原産国：ﾄﾙｺ

ﾋﾙｽﾞ ﾀｵﾙ M ｸﾞﾘｰﾝ
JAN：5722007

230994
品番：723099

ﾋﾙｽﾞ ﾀｵﾙ L ｸﾞﾘｰﾝ
JAN：5722007

231007
品番：723100

ﾋﾙｽﾞ ﾀｵﾙ M ﾛｰｽﾞ
JAN：5722007

231014
品番：723101

ﾋﾙｽﾞ ﾀｵﾙ L ﾛｰｽﾞ
JAN：5722007

231021
品番：723102

ﾋﾙｽﾞ ﾀｵﾙ M ﾌﾞﾗｯｸ
JAN：5722007

230970
品番：723097

ﾋﾙｽﾞ ﾀｵﾙ L ﾌﾞﾗｯｸ
JAN：5722007

230987
品番：723098

ﾋﾙｽﾞ ﾀｵﾙ M ｸﾞﾚｲ
JAN：5722007

230956
品番：723095

ﾋﾙｽﾞ ﾀｵﾙ L ｸﾞﾚｲ
JAN：5722007

230963
品番：723096

※税抜き価格です。

OEKO-TEX® 
Standard 100

タオルについて
世界２４ヵ国の試験研究機関で構成する
エコテックス共同体で認定している、繊
維製品の国際的な安全基準である、エコ
テックス規格（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）１００の基準
をクリアしています。

ﾋﾙｽﾞ ﾀｵﾙ M ﾈｲﾋﾞｰ
JAN：5722007

262162
品番：726216

ﾋﾙｽﾞ ﾀｵﾙ L ﾈｲﾋﾞｰ
JAN：5722007

262179
品番：726217

https://www.oeko-tex.com/ja/manufacturers/concept/oeko_tex_standard_100/oeko_tex_standard_100.xhtml


ﾏｰﾌﾞﾙ ｿｰﾌﾟﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ
ﾌﾞﾗｯｸ
3,800円
JAN：5722009760055
品番：976005
ｻｲｽﾞ：約φ8.5xH17cm/
約150ml
材質：大理石、ｽﾃﾝﾚｽ、
PP
原産国：中国

ﾏｰﾌﾞﾙ ﾊﾌﾞﾗｼ入れ ﾌﾞﾗｯｸ
3,800円

JAN： 5722009760284
品番：976028
ｻｲｽﾞ：約φ9xH10cm
材質：大理石
原産国：中国

※税抜き価格です。

ﾏｰﾌﾞﾙ ｿｰﾌﾟﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ
ﾎﾜｲﾄ
3,800円
JAN： 5722009760062
品番：976006
ｻｲｽﾞ：約φ8.5xH17cm/
約150ml
材質：大理石、ｽﾃﾝﾚｽ、
PP
原産国：中国

ﾏｰﾌﾞﾙ ﾊﾌﾞﾗｼ入れ ﾎﾜｲﾄ
3,800円

JAN： 5722009760291
品番：976029
ｻｲｽﾞ：約φ9xH10cm
材質：大理石
原産国：中国

ﾏｰﾌﾞﾙ ｿｰﾌﾟﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ
ｸﾞﾚｰ
3,800円
JAN：5722009760048
品番：976004
ｻｲｽﾞ：約φ8.5xH17cm/
約150ml
材質：大理石、ｽﾃﾝﾚｽ、
PP
原産国：中国

ﾏｰﾌﾞﾙ ﾊﾌﾞﾗｼ入れ ｸﾞﾚｰ
3,800円

JAN：5722009760277
品番：976027
ｻｲｽﾞ：約φ9xH10cm
材質：大理石
原産国：中国

ﾀｵﾙ ﾆｯﾄ 2P
3,000円

ｻｲｽﾞ：約40x60cm
材質：綿100%
原産国：インド

ブルー
JAN：5722007265668
品番：726566

ダークグレー
JAN：5722007265644
品番：726564

グレー
JAN：5722007265651
品番：726565

ﾃﾞｨｯｼｭｸﾛｽ ﾆｯﾄ3P
2,000円

JAN：5722007264890
品番：726489
ｻｲｽﾞ：約25x25cm
材質：綿100%
原産国：インド



※税抜き価格です。

ダイアモンドグリッド タオル
1,400円

ｻｲｽﾞ：約50ｘ70cm
材質：綿100%
原産国：ポルトガル

ｱﾃｨﾃｭｰﾄﾞ ｴﾌﾟﾛﾝ ﾌﾞﾙｰ
4,200円

JAN：5722007264289
品番：726428
ｻｲｽﾞ：約85x93cm
材質：綿､真鍮
原産国：中国

ｱﾃｨﾃｭｰﾄﾞ ｹﾄﾙﾎﾙﾀﾞｰ ﾌﾞﾙｰ
1,400円

JAN：5722007264302
品番：726430
ｻｲｽﾞ：約24x24cm
材質：綿､真鍮
原産国：中国

ｱﾃｨﾃｭｰﾄﾞ ﾃﾞｨｯｼｭﾀｵﾙ ﾌﾞﾙｰ
1,400円

JAN：5722007264296
品番：726429
ｻｲｽﾞ：約24x24cm
材質：綿､真鍮
原産国：中国

グレー
JAN：5722007264821
品番：726482

ブルー
JAN：5722007264838
品番：726483

ブラック
JAN：5722007264852
品番：726485

ネイチャー
JAN：5722007264845
品番：726484

ｹﾄﾙﾎﾙﾀﾞｰ ﾆｯﾄ2P ｸﾞﾚｰ
3,200円

JAN：5722007264876
品番：726487
ｻｲｽﾞ：約20x20cm
材質：綿100%
原産国：インド

在庫限り



※税抜き価格です。

ナバホクッションカバー ブルー
4,800円

JAN：5722007267808
品番：726780
ｻｲｽﾞ：約45x45cm
材質：綿100%
原産国：インド
洗濯可(30℃以下の水で)
ドライクリーニング、乾燥機不可

ナバホクッションカバー ローズ
4,800円

JAN：5722007267792
品番：726779
ｻｲｽﾞ：約45x45cm
材質：綿100%
原産国：インド
洗濯可(30℃以下の水で)
ドライクリーニング、乾燥機不可

在庫限り

チェックイットアウト
クッションカバー
2,500円

JAN：5722007267679
品番：726767
ｻｲｽﾞ：約50x50cm
材質：綿100%
原産国：インド
洗濯可(40℃以下の水で)
ドライクリーニング、
乾燥機不可

ｾﾞﾝ ﾊﾞｽｹｯﾄｽｸｴｱ ｸﾞﾚｲ
10,000円

JAN：5722009760741
品番：976074
ｻｲｽﾞ：約21x17xH11cm L:約35x26xH11cm
材質：綿100%
原産国：中国

ｾﾞﾝ ﾊﾞｽｹｯﾄｽｸｴｱ ﾎﾜｲﾄ
10,000円

JAN：5722009760758
品番：976075
ｻｲｽﾞ：S:約21x17xH11cm L:約35x26xH11cm
材質：綿100%
原産国：中国

ﾄﾘｵ ﾊﾞｽﾏｯﾄ ｸﾞﾚｰ
3,500円

JAN： 5722007227734
品番： 722773
ｻｲｽﾞ：約50ｘ80cm
材質：綿100％
原産国：インド
洗濯可(40℃以下の水で)
ドライクリーニング、乾燥機不可

ﾄﾘｵ ﾊﾞｽﾏｯﾄ ﾌﾞﾗｯｸ
3,500円

JAN： 5722007227727
品番： 722772 
ｻｲｽﾞ：約50ｘ80cm
材質：綿100％
原産国：インド
洗濯可(40℃以下の水で)
ドライクリーニング、乾燥機不可



ｲﾝｻﾞｳｯﾄﾞｸｯｼｮﾝｶﾊﾞｰ
6,800円

JAN：5722007232523
品番：723252
ｻｲｽﾞ：約50x50cm
材質：綿100%
原産国：インド
手洗い
ドライクリーニング不可

ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄｸｯｼｮﾝｶﾊﾞｰ
7,800円

JAN：5722007232349
品番：723234
ｻｲｽﾞ：約50x50cm
材質：綿100%
原産国：インド
洗濯可(30℃以下の水で)
ドライクリーニング、乾燥機不可

ｺｰｼﾞｰｸｯｼｮﾝｶﾊﾞｰ ﾌﾞﾙｰ
6,000円

JAN：5722007232417
品番：723241
ｻｲｽﾞ：約50x50cm
材質：表面 ウール100%

裏面 綿100%
原産国：インド
ドライクリーニングのみ

※税抜き価格です。

ｺｽﾐｯｸｸｯｼｮﾝｶﾊﾞｰ ｸﾞﾚｰ
6,000円

JAN：5722007232370
品番：723237
ｻｲｽﾞ：約50x50cm
材質：表面 ウール100%

裏面 綿100%
原産国：インド
ドライクリーニングのみ

ｺｽﾐｯｸｸｯｼｮﾝｶﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ
6,000円

JAN：5722007232394
品番：723239
ｻｲｽﾞ：約50x50cm
材質：表面 ウール100%

裏面 綿100%
原産国：インド
ドライクリーニングのみ

ｺｽﾐｯｸｸｯｼｮﾝｶﾊﾞｰ ﾌﾞﾙｰ
6,000円

JAN：5722007232387
品番：723238
ｻｲｽﾞ：約50x50cm
材質：表面 ウール100%

裏面 綿100%
原産国：インド
ドライクリーニングのみ

ｺｰｼﾞｰｸｯｼｮﾝｶﾊﾞｰ ｸﾞﾚｰ
6,000円

JAN：5722007232400
品番：723240
ｻｲｽﾞ：約50x50cm
材質：表面 ウール100%

裏面 綿100%
原産国：インド
ドライクリーニングのみ

ｺｰｼﾞｰｸｯｼｮﾝｶﾊﾞｰ ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ
6,000円

JAN：5722007232424
品番：723242
ｻｲｽﾞ：約50x50cm
材質：表面 ウール100%

裏面 綿100%
原産国：インド
ドライクリーニングのみ

在庫限り


