
PRICE LIST

ORGANIC 120

ORGANIC 140

ORGANIC 330

ORGANIC 332

ORGANIC 520

ORGANIC 540

           

バスタオル 72×145cm ¥5,060
フェイスタオル 35×80cm ¥1,980
ウォッシュタオル 35×38cm ¥990

バスシーツ 90×200cm ¥11,000

プレミアムコンパクトバスタオル 55×120cm ¥5,060

 
ラージダブルタオルケット 225×225cm ¥38,500

バスタオル 72×135cm ¥5,500
シャワータオル 35×120cm ¥3,300
フェイスタオル 35×72cm ¥2,200
ウォッシュタオル 35×35cm ¥1,100

おしぼり 35×28cm ¥990

キッチンタオル 27×95cm ¥2,420

プレミアムコンパクトバスタオル 55×120cm ¥5,720

バスタオル 72×150cm ¥6,600
フェイスタオル 35×80cm ¥2,640
ウォッシュタオル 35×38cm ¥1,320

プレミアムコンパクトバスタオル 55×120cm ¥5,280

ORGANIC 732

ORGANIC 960

ORGANIC AIR

ORGANIC AIR PREMIUM

ORGANIC AIR WHIPPED

COTTON NOUVEAU

BAMBOO 120

バスタオル 72×145cm ¥7,700
フェイスタオル 35×80cm ¥3,190
ウォッシュタオル 35×37cm ¥1,320
バスマット 50×72cm ¥5,170
タオルケット 146×190cm ¥23,100
タオルシーツ 146×240cm ¥15,400

バスタオル 72×145cm ¥12,100
フェイスタオル 35×80cm ¥3,850
ウォッシュタオル 35×38cm ¥2,200
バスマット 60×90cm ￥12,100

バスタオル 72×145cm ¥6,380
フェイスタオル 34×100cm ¥2,640
ウォッシュタオル 34×35cm ¥1,320

バスローブ FREE（着丈110cm） ¥33,000

バスタオル 72×145cm ¥6,600
フェイスタオル 35×80cm ¥2,640
ウォッシュタオル 35×40cm ¥1,430
タオルケット 146×200cm ¥19,800

バスタオル 72×135cm ¥8,250
フェイスタオル 35×72cm ¥2,860
ウォッシュタオル 35×35cm ¥1,430

タオルケット 146×200cm ¥26,400

バスタオル 72×145cm ¥8,250
フェイスタオル 35×80cm ¥2,970
ウォッシュタオル 35×35cm ¥1,870
ベビーガーゼブランケット 72×72cm ¥4,950
ボックスセット  ¥13,640

バスタオル 72×145cm ¥9,020
フェイスタオル 35×80cm ¥3,190
ウォッシュタオル 35×35cm ¥1,980
ベビーガーゼブランケット 72×72cm ¥5,390
ボックスセット  ¥14,740

バスタオル 72×145cm ¥5,060
フェイスタオル 35×80cm ¥1,980

BAMBOO 540

STRAITS 220

 

ORGANIC 120
ROOM SHOES

ORGANIC 120
BATHROBE

ORGANIC   240

ウォッシュタオル 35×35cm ¥990

バスタオル 72×145cm ¥9,350
フェイスタオル 35×80cm ¥3,190
ウォッシュタオル 35×35cm ¥1,650
タオルハンカチ 25×25cm ¥1,210

タオルケット 146×200cm ¥29,700

タオルケット 146×200cm ¥31,900

バスタオル 60×120cm ¥3,960
フェイスタオル 34×80cm ¥1,760
ウォッシュタオル 34×34cm ¥825

タオルハンカチ 25×25cm ¥660

ルームシューズ S 23.5-24.5cm ¥4,950
ルームシューズ M 25.0-26.0cm ¥5,500
ルームシューズ L 27.5-28.5cm ¥6,050

バスローブ FREE（着丈110cm） ¥33,000

パジャマ XS  ¥27,500
パジャマ S  ¥27,500
パジャマ M  ¥30,800
パジャマ L  ¥33,000

セットアップ M  ¥30,800
セットアップ L  ¥33,220
セットアップ LL  ¥35,420
ワンピース M  ¥22,000
ワンピース L  ¥23,650

フラットシーツ シングル 150×272cm ¥29,700
フラットシーツ ダブル 200×272cm ¥30,800
フラットシーツ クイーン 240×272cm ¥31,900
フラットシーツ キング 280×272cm ¥33,000
ピローケース 43×63 43×63cm ¥4,180
ピローケース 50×70 50×70cm ¥4,180
クッションカバー 43×43cm ¥2,970

ORGANIC   432

ORGANIC 120 BABY

TOWELIE TOWELIE

ORGANIC COTTON BABY

ORGANIC K B1

ORGANIC KB2

銭湯タオル

サウナタオル

オーガニックマスク　

ブランケット シングル 145×216cm ¥22,000
ブランケット ダブル 216×260cm ¥38,500

ベビーブランケット 72×72cm ¥5,720
ベビービブ 16×18cm ¥2,200
ベビーシューズ 9cm ¥2,640
ベビーミトン 11×7cm ¥1,430

ベビーローブ 着丈53cm（1-24ケ月児用） ¥11,000

ベビーローブ 着丈53cm（1-24ケ月児用） ¥13,200

ウォッシュタオル 35×37cm ¥2,200

にぎにぎ 高さ11cm ¥1,430
パペット(手人形) 高さ26cm ¥2,970

ベビーキャップ 40-44cm ¥5,720
ベビーミトン 7×10cm ¥1,430
ベビーソックス 7-8 7-8cm ¥1,760
ベビーソックス 9-10 9-10cm ¥1,760
短肌着 50-60cm（身丈31cm） ¥8,800
長肌着 50-60cm（身丈46cm） ¥9,350

ベビーキャップ 44-48cm ¥5,720
ベビーソックス 9-12cm ¥1,760

銭湯タオル 34×100cm ¥1,430

サウナタオル 35×113.7cm ¥2,970

オーガニックマスク M 13×16cm ¥1,980
オーガニックマスク L 14×18.5cm ¥1,980

ホワイト・アイボリー・ライトピンク・ミント・グレイ・ネイビー

ホワイト・アイボリー・ライトピンク・ミント・ネイビー

ホワイト・ライトピンク・ミント

ホワイト・グレイ

ホワイト・アイボリー・ダークグレイ・ネイビー

ホワイト・ネイビー

ホワイト・ダークグレイ

ナチュラル・アイボリー・サンド

ホワイト・ピンク・ブルー・グレイ

ホワイト・ピンク・ブルー

ホワイト・アイボリー・グレイ・ダークグレイ・ワイン

アイボリー・ベージュ・チャコールグレイ

ホワイト・アイボリー・ピンク・グレイ

ホワイト・グレイ

ホワイト・グレイッシュベージュ

ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン

ブルー・グリーン

ホワイト

ピンク・ブルー

ホワイト・ベージュ・ピンク・ブルー

 

ゴールド・オレンジ・ボルドー・バイオレット・ネイビー・グリーン・エメラルド

ホワイト

ネイビー・チャコールグレイ

ホワイト・ピンク・ブルー・ライトグレイ

ホワイト・ピンク・コーラル・ライトパープル・ブルー・ライトグリーン・グリーン・イエロー

ホワイト・グレイ・ネイビー

ホワイト・グレイ・ネイビー

ホワイト・ライトグレイ

ライトグレイ

ホワイト・ライトグレイ

ホワイト・アイボリー・ピンク・グレイ

アイボリー・ピンク・ブルー

ホワイト

アイボリー・ライトピンク・ミント

ままごと・かたちあわせ・どうろ・めいろ・あみだくじ・すうじあわせ

※カラーはアソートです。各ストアへお問い合わせください。

ホワイト・グレイッシュベージュ

ナチュラル・ライトピンク・ブルー・グレイ

ホワイト

ホワイト・エメラルド・チャコールグレイ

ホワイト・ピンク・グレイ・ダークグレイ・ネイビー・ワイン
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このリストに掲載されている表示価格は税込みです。

OUTSIDE



PRICE LIST

ORGANIC 120

ORGANIC 140

ORGANIC 330

ORGANIC 332

ORGANIC 520

ORGANIC 540

           

バスタオル 72×145cm ¥5,060
フェイスタオル 35×80cm ¥1,980
ウォッシュタオル 35×38cm ¥990

バスシーツ 90×200cm ¥11,000

プレミアムコンパクトバスタオル 55×120cm ¥5,060

 
ラージダブルタオルケット 225×225cm ¥38,500

バスタオル 72×135cm ¥5,500
シャワータオル 35×120cm ¥3,300
フェイスタオル 35×72cm ¥2,200
ウォッシュタオル 35×35cm ¥1,100

おしぼり 35×28cm ¥990

キッチンタオル 27×95cm ¥2,420

プレミアムコンパクトバスタオル 55×120cm ¥5,720

バスタオル 72×150cm ¥6,600
フェイスタオル 35×80cm ¥2,640
ウォッシュタオル 35×38cm ¥1,320

プレミアムコンパクトバスタオル 55×120cm ¥5,280

ORGANIC 732

ORGANIC 960

ORGANIC AIR

ORGANIC AIR PREMIUM

ORGANIC AIR WHIPPED

COTTON NOUVEAU

BAMBOO 120

バスタオル 72×145cm ¥7,700
フェイスタオル 35×80cm ¥3,190
ウォッシュタオル 35×37cm ¥1,320
バスマット 50×72cm ¥5,170
タオルケット 146×190cm ¥23,100
タオルシーツ 146×240cm ¥15,400

バスタオル 72×145cm ¥12,100
フェイスタオル 35×80cm ¥3,850
ウォッシュタオル 35×38cm ¥2,200
バスマット 60×90cm ￥12,100

バスタオル 72×145cm ¥6,380
フェイスタオル 34×100cm ¥2,640
ウォッシュタオル 34×35cm ¥1,320

バスローブ FREE（着丈110cm） ¥33,000

バスタオル 72×145cm ¥6,600
フェイスタオル 35×80cm ¥2,640
ウォッシュタオル 35×40cm ¥1,430
タオルケット 146×200cm ¥19,800

バスタオル 72×135cm ¥8,250
フェイスタオル 35×72cm ¥2,860
ウォッシュタオル 35×35cm ¥1,430

タオルケット 146×200cm ¥26,400

バスタオル 72×145cm ¥8,250
フェイスタオル 35×80cm ¥2,970
ウォッシュタオル 35×35cm ¥1,870
ベビーガーゼブランケット 72×72cm ¥4,950
ボックスセット  ¥13,640

バスタオル 72×145cm ¥9,020
フェイスタオル 35×80cm ¥3,190
ウォッシュタオル 35×35cm ¥1,980
ベビーガーゼブランケット 72×72cm ¥5,390
ボックスセット  ¥14,740

バスタオル 72×145cm ¥5,060
フェイスタオル 35×80cm ¥1,980

BAMBOO 540

STRAITS 220

 

ORGANIC 120
ROOM SHOES

ORGANIC 120
BATHROBE

ORGANIC   240

ウォッシュタオル 35×35cm ¥990

バスタオル 72×145cm ¥9,350
フェイスタオル 35×80cm ¥3,190
ウォッシュタオル 35×35cm ¥1,650
タオルハンカチ 25×25cm ¥1,210

タオルケット 146×200cm ¥29,700

タオルケット 146×200cm ¥31,900

バスタオル 60×120cm ¥3,960
フェイスタオル 34×80cm ¥1,760
ウォッシュタオル 34×34cm ¥825

タオルハンカチ 25×25cm ¥660

ルームシューズ S 23.5-24.5cm ¥4,950
ルームシューズ M 25.0-26.0cm ¥5,500
ルームシューズ L 27.5-28.5cm ¥6,050

バスローブ FREE（着丈110cm） ¥33,000

パジャマ XS  ¥27,500
パジャマ S  ¥27,500
パジャマ M  ¥30,800
パジャマ L  ¥33,000

セットアップ M  ¥30,800
セットアップ L  ¥33,220
セットアップ LL  ¥35,420
ワンピース M  ¥22,000
ワンピース L  ¥23,650

フラットシーツ シングル 150×272cm ¥29,700
フラットシーツ ダブル 200×272cm ¥30,800
フラットシーツ クイーン 240×272cm ¥31,900
フラットシーツ キング 280×272cm ¥33,000
ピローケース 43×63 43×63cm ¥4,180
ピローケース 50×70 50×70cm ¥4,180
クッションカバー 43×43cm ¥2,970

ORGANIC   432

ORGANIC 120 BABY

TOWELIE TOWELIE

ORGANIC COTTON BABY

ORGANIC K B1

ORGANIC KB2

銭湯タオル

サウナタオル

オーガニックマスク　

ブランケット シングル 145×216cm ¥22,000
ブランケット ダブル 216×260cm ¥38,500

ベビーブランケット 72×72cm ¥5,720
ベビービブ 16×18cm ¥2,200
ベビーシューズ 9cm ¥2,640
ベビーミトン 11×7cm ¥1,430

ベビーローブ 着丈53cm（1-24ケ月児用） ¥11,000

ベビーローブ 着丈53cm（1-24ケ月児用） ¥13,200

ウォッシュタオル 35×37cm ¥2,200

にぎにぎ 高さ11cm ¥1,430
パペット(手人形) 高さ26cm ¥2,970

ベビーキャップ 40-44cm ¥5,720
ベビーミトン 7×10cm ¥1,430
ベビーソックス 7-8 7-8cm ¥1,760
ベビーソックス 9-10 9-10cm ¥1,760
短肌着 50-60cm（身丈31cm） ¥8,800
長肌着 50-60cm（身丈46cm） ¥9,350

ベビーキャップ 44-48cm ¥5,720
ベビーソックス 9-12cm ¥1,760

銭湯タオル 34×100cm ¥1,430

サウナタオル 35×113.7cm ¥2,970

オーガニックマスク M 13×16cm ¥1,980
オーガニックマスク L 14×18.5cm ¥1,980

対応身長 150-160cm
対応身長 160-170cm
対応身長 165-175cm
対応身長 175-185cm

対応身長 150-160cm
対応身長 160-170cm
対応身長 170-180cm
対応身長 155-160cm（膝丈）
対応身長 160-175cm（膝丈）

（バスタオル /フェイスタオル /ウォッシュタオル）

（バスタオル /フェイスタオル /ウォッシュタオル）

ホワイト・アイボリー・ライトピンク・ミント・グレイ・ネイビー

ホワイト・アイボリー・ライトピンク・ミント・ネイビー

ホワイト・ライトピンク・ミント

ホワイト・グレイ

ホワイト・アイボリー・ダークグレイ・ネイビー

ホワイト・ネイビー

ホワイト・ダークグレイ

ナチュラル・アイボリー・サンド

ホワイト・ピンク・ブルー・グレイ

ホワイト・ピンク・ブルー

ホワイト・アイボリー・グレイ・ダークグレイ・ワイン

アイボリー・ベージュ・チャコールグレイ

ホワイト・アイボリー・ピンク・グレイ

ホワイト・グレイ

ホワイト・グレイッシュベージュ

ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン

ブルー・グリーン

ホワイト

ピンク・ブルー

ホワイト・ベージュ・ピンク・ブルー

 

ゴールド・オレンジ・ボルドー・バイオレット・ネイビー・グリーン・エメラルド

ホワイト

ネイビー・チャコールグレイ

ホワイト・ピンク・ブルー・ライトグレイ

ホワイト・ピンク・コーラル・ライトパープル・ブルー・ライトグリーン・グリーン・イエロー

ホワイト・グレイ・ネイビー

ホワイト・グレイ・ネイビー

ホワイト・ライトグレイ

ライトグレイ

ホワイト・ライトグレイ

ホワイト・アイボリー・ピンク・グレイ

アイボリー・ピンク・ブルー

ホワイト

アイボリー・ライトピンク・ミント

ままごと・かたちあわせ・どうろ・めいろ・あみだくじ・すうじあわせ

※カラーはアソートです。各ストアへお問い合わせください。

ホワイト・グレイッシュベージュ

ナチュラル・ライトピンク・ブルー・グレイ

ホワイト

ホワイト・エメラルド・チャコールグレイ

ホワイト・ピンク・グレイ・ダークグレイ・ネイビー・ワイン

セピア・ライトグレイ

INSIDE


