










参考上代　¥3,000 +税

参考上代　¥1,700 +税

参考上代　¥2,500 +税

参考上代　¥2,200 +税

参考上代　¥1,500 +税

JAN：860484 JAN：860491JAN：860521 JAN：860545 JAN：860538 JAN：860552

JAN：860569 JAN：860576

JAN：860507 JAN：860514
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REPO
サイズ　奥行き 55×幅 60cm
材　質　ポリエステル 100%

材　質　ポリエステル 100%

レポ
ピンク

レポ
ベージュ 

触り心地がふんわりとした太めの糸を使用し、毛足の
長さに変化をつけ立体感のある仕上がりにしました。



参考上代　¥2,800 +税

参考上代　¥1,500 +税

参考上代　¥2,200 +税

参考上代　¥1,800 +税

参考上代　¥1,300 +税

JAN：860248 JAN：860255JAN：860286 JAN：860309 JAN：860293 JAN：860316

JAN：860323 JAN：860330

JAN：860262 JAN：860279
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サイズ　　：奥行き 45× 幅 60cm
材　質 　：ポリエステル62％
　　　　　 アクリル 38%
JAN ：715364
参考上代　：¥2,200 +税

ムーミン メイズ

サイズ　　：奥行き 45× 幅 60cm
材　質 　：ポリエステル65％
　　　　　 アクリル 35%
JAN ：715357
参考上代　：¥2,200 +税

スナフキン ナイト

サイズ　　：奥行き 45× 幅 60cm
材　質 　：ポリエステル55％
　　　　　 アクリル 45%
JAN ：715333
参考上代　：¥2,200 +税

アップル リトルミイ



ACCENT �T
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ACCENT �T

サイズ　　：奥行き 55× 幅 48cm
材　質 　：ポリエステル100％
JAN ：715388
参考上代　：¥2,200 +税

こっち向いて ムーミン

サイズ　　：奥行き 55× 幅 49cm
材　質 　：ポリエステル100％
JAN ：715401
参考上代　：¥2,200 +税

こっち向いて スナフキン

サイズ　　：奥行き 58× 幅 47cm
材　質 　：ポリエステル100％
JAN ：715395
参考上代　：¥2,200 +税

こっち向いて リトルミイ

ふかふかの柔らかいマイクロファイバー生地を使用。
やさしい色合いのシンプルなデザインにしました。
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吸水した水分は、珪藻土の自己呼吸作用により放出
され、毎回乾燥させなくても表面はサラッとした状態を
保ち、カビや雑菌の繁殖を抑制します。イヤなニオイを
消臭するので、いつでも快適にご使用いただけます。

３秒後 ３０秒後 ６０秒後

驚きの吸水・速乾力

珪藻土バスマット
Diatomaceous Earth Bath Mat

いつでも清潔・快適！

珪藻土バスマットに空いているナノサイズの無数の穴が、水分を瞬時に吸収する為、マットの表面は
常に乾いた状態です。濡れた足をバスマットに乗せてからほんの数秒で、水分がほとんど吸い
取られ、サラッと快適です。

ムーミンキャラクターたちが、お花畑で楽しく
遊んでいる、華やかなイメージのデザインに
仕上げました。

サイズ　　：奥行き 39× 幅 60cm
材　質 　：珪藻土、植物繊維など
JAN ：715371
参考上代　：¥3,000 +税

珪藻土バスマット 花畑

ムーミンキャラクターたちの
可愛らしいプリント！

洗濯は不要です。風通しの良い場所で定期的
に立てかけておくだけでカビの繁殖を防げ
ます。また、吸水力が低下しても付属のサンド
ペーパーで薄く削れば吸水力が再び回復
します。

洗濯不要、お手入れ簡単！



吸水力・詳しい商品の
説明はこちらから。
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3層構造でしっかり吸水
踏んだ瞬間に吸水・速乾！

珪藻土パウダー入り ソフトバスマット
Diatomaceous Earth Soft Bath Mat

透水層
（ポリウレタン）

水分拡散層
（ポリエステル不織布）

床面浸透防止層
（珪藻土入り天然ゴム）

滑りにくい加工で安心！

お手入れラクラク！
汚れた場合は、濡れた布で優しく拭き取るだけ。使用後は、ハンガーなどで釣り干し可能。
乾燥後はコンパクトに丸めて収納できます。

マットの裏面には天然ゴムにエンボス加工を施して
いるので滑りにくく、床にも傷がつきません。
*床材に対する昇華試験実施済み。

動
画
掲
載
ペ
ー
ジ

サイズ　　：奥行き 40× 幅 60cm
材　質 　：珪藻土入り天然ゴム

ポリエステル、ポリウレタン
JAN ：715852
参考上代　：¥2,700 +税

珪藻土入り ソフトバスマット
ボタニス

サイズ　　：奥行き 40× 幅 60cm
材　質 　：珪藻土入り天然ゴム

ポリエステル、ポリウレタン
JAN ：715869
参考上代　：¥2,700 +税

珪藻土入り ソフトバスマット
シェイプス

サイズ　　：奥行き 40× 幅 60cm
材　質 　：珪藻土入り天然ゴム

ポリエステル、ポリウレタン
JAN ：715876
参考上代　：¥2,700 +税

珪藻土入り ソフトバスマット
フォーク

*素材の特性上、生産ロットごとで生地とプリントの色味に差が生じます。
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お風呂てぬぐい
 Bath Tenugui

サイズ　　：幅 32× 長さ 100cm
材　質 　：綿100%
JAN ：ピンク 543875
    ：ブルー 543882
参考上代　：¥1,000 +税

お風呂てぬぐい

ジム・サウナ・旅行等、様々な場所に持ち運び
がしやすく便利です。かさばらないのでカバン
の中でも場所をとりません。

軽くてコンパクトに畳めるので
持ち運びラクラク！

BODY TOWEL
使うほどに柔らかく、心地よい肌触り。泡立ちや
すく、キメ細やかな泡で皮脂をスッキリ洗い落と
します。肘や膝、踵等角質が気になるところにも
お使いいただけます。

泡立ち豊富で洗い心地スッキリ！
使い続けてお肌つるつるに

天然素材にこだわり、綿を100％使用したてぬ
ぐいです。天然のヒノキ科の木から抽出された
成分（ヒノキチオール）配合で抗菌・防臭効果
があるので、毎日安心してお使いいただけます。

天然素材を使用しているので
いつでも安心・安全！

綿
100％
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サイズ（奥行き×幅）
約45×120 cm  JAN 715418　参考上代  ¥2,200 +税
約45×180cm  JAN 715425　参考上代  ¥3,300 +税
約45×240cm  JAN 715432　参考上代  ¥4,400 +税
材　質：ポリエステル100%

フィーカ インテリアマット
ムーミン

サイズ（奥行き×幅）
約45×120 cm  JAN 715449　参考上代  ¥2,200 +税
約45×180cm  JAN 715456　参考上代  ¥3,300 +税
約45×240cm  JAN 715463　参考上代  ¥4,400 +税
材　質：ポリエステル100%

フィーカ インテリアマット
リトルミイ

interior �T
しっとり柔らかなフランネル生地に繊細な柄を表現。
キッチン・玄関・寝室等の床の汚れ防止や足元の冷え防止に。




