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IKEUCHI ORGANIC は、 最大限の安全と最小限の環境負荷でテキスタイルをつくるトータル

オーガニックライフスタイルカンパニーです。生活のために織り編まれたファブリックだけでなく、社会

の組織をも織物 (Fabric)と見立て、Life Fabric ― 豊かな生活のファブリックを提案し、より

自然にピュアになっていく未来を目指しています。

タオルファクトリーとして愛媛県今治の地に創業して以来、 脈 と々受け継がれてきた精密なものづく

りの精神。この精神と共に、私たちはこれからも Life Fabricを提案し続けます。

リアリティのある新しい次の時代のオーガニックへ向かって。IKEUCHI ORGANIC と共に、より

豊かで、より上質な毎日を。

Aiming for true organic



テキスタイルの安全性を審査する国際的認
証システム 「エコテックス規格 100」 のテ
ストを受け、 最も基準の厳しいクラスⅠ
(36ヶ月未満の乳幼児が口に含んでも安全 )
の認定を受けています。

エコテックス規格 100
環境負荷を最小限に抑えるため、 タオルの
製織工場の使用電力 100% を風力発電で
賄うグリーン電力証書システムを利用してい
ます。「風で織るタオル」 の愛称で親しまれ、
再生可能エネルギーの普及に貢献しています。

グリーン電力
私たちのつくる製品は “食品である “という
考えで安全性を見直し、 第一歩として本社
工場は食品工場の安全基準 ISO22000
を取得しました。 私たちは世界で最も安全
なファブリックの製造を目指しています。

ISO22000



会社の同僚へ贈るおすすめのギフト
いつも一緒に仕事をしている同僚に使ってほしい定番のタオルセット

￥3,000ご予算 程度



オーガニック 120 フェイスタオル (35×80cm) ライトピンク、 オーガニック 330 ウォッシュタオル (35×35cm) アイボリー
ギフトボックスサイズ　SS( 幅 19.5×奥行き 15× 高さ 9.5cm)

オーガニック 120 フェイスタオル・オーガニック 330 ウォッシュタオルセット  ￥3,410

ストレイツ 220 フェイスタオル (34×80cm) ブルー /ピンク
ギフトボックスサイズ　S( 幅 30× 奥行き 19.5× 高さ 9.5cm)

ストレイツ 220 フェイスタオルセット  ￥3,850

会社の同僚へ贈るおすすめのギフト



友人へ贈るおすすめのギフト
大好きな友人に使ってほしいこだわりのタオルセット

￥5,000ご予算 程度



オーガニック 520・コットンヌーボーフェイスタオルセット  ￥5,940
オーガニック 520 フェイスタオル (35×80cm) ピンク / コットンヌーボー フェイスタオル (35×80cm) ホワイト
ギフトボックスサイズ　S( 幅 30× 奥行き 19.5× 高さ 9.5cm)

バンブー 540 ウォッシュタオル・フェイスタオルセット  ￥6,820
バンブー 540 ウォッシュタオル (35×35cm) ゴールド /ネイビー、 フェイスタオル (35×80cm) ボルドー 
ギフトボックスサイズ　S( 幅 30× 奥行き 19.5× 高さ 9.5cm)

友人へ贈るおすすめのギフト

※コットンヌーボーは最新の年号で用意いたします。



ご両親やご親戚へ贈るおすすめのギフト
大切な家族に贈りたい特別なタオルセット

￥10,000ご予算 程度



コットンヌーボーボックスセット  ￥13,640
コットンヌーボー ウォッシュタオル (35×35cm) , フェイスタオル (35×80cm) , バスタオル (72×145cm) ホワイト
ギフトボックスサイズ　コットンヌーボー専用ボックス ( 幅 39× 奥行き 30× 高さ 8cm)

オーガニックエアーバスタオルセット  ￥13,090
オーガニックエアー バスタオル (72×145cm) グレイ /ピンク
ギフトボックスサイズ　M( 幅 39 × 奥行き 30 × 高さ 8cm)

ご両親やご親戚へ贈るおすすめのギフト

※コットンヌーボーは最新の年号で用意いたします。



会社の上司や目上の人へ贈るおすすめのギフト
いつもお世話になっている会社の上司や祖父母に贈りたい上質なタオルセット

￥10,000 以上の高額ギフト



オーガニック 732 バスタオルセット  ￥15,730
オーガニック 732 バスタオル (72×145cm) ワイン / アイボリー
ギフトボックスサイズ　L( 幅 39 × 奥行き 30 × 高さ 12cm)

オーガニック 960 バスタオルセット  ￥24,530
オーガニック 960 バスタオル (72×145cm) チャコールグレイ / アイボリー
ギフトボックスサイズ　L( 幅 39 × 奥行き 30 × 高さ 12cm)

会社の上司や目上の人へ贈るおすすめのギフト



特別な贈りものやお礼に
おすすめのギフト
特別な方へ贈りたいふんわりと軽いオーガニックエアーのバスローブ

￥20,000 以上の高額ギフト



オーガニックエアーバスローブ  ￥33,330
オーガニックエアー バスローブ ( 着丈 110cm) ホワイト
ギフトボックスサイズ　M( 幅 39 × 奥行き 30 × 高さ 8cm)

特別な贈りものやお礼へおすすめのギフト



IKEUCHI ORGANIC でご購入頂いたタオルに、イニシャルやお名前等刺繍い

たします。ご自宅用はもちろん、 記念の贈りものにも最適です。世界にひとつだけ

のオリジナルタオルをプレゼントしてみませんか？

 1文字  ￥220

 2～3 文字  ￥440

 4～ 8 文字 ￥880

IKEUCHI ORGANIC では、ちょっとした贈りものからご結婚、ご出産のお祝いなどお贈りするシーンに合わせたギフトのご相談を承って

おります。お客様のご希望やご予算に合わせたプランをご提案させていただきます。また、 内祝いなどまとまった数のギフトをご希望のお客

様へはオーダーメイドのギフトサービスをご用意いたしておりますのでお気軽にご相談ください。毎日使うものだからこそ、使って気持ちいい

ものを贈りたい、贈り主の気持ちをかたちにしてお届けいたします。

刺繍入れ

※イニシャルのドットは字数に含まれません。　
※字数が 9 文字以上の場合はお問い合わせください。



これからは二人で助け合い明るい

家庭を築いていきたいと思いま

す。ささやかですが、感謝のお品

をお贈りいたします。

結
婚
内
祝

池
内

ギフトサービス

ご購入頂いた商品の内容に合わせて専用のギフトボックスにお詰めし、リボン、包

装紙でギフトラッピングいたします。

 ラッピング ( 箱入れ )  ￥330

ギフトラッピング

箱入れの有料ラッピングをご用命の場合、お贈りするシーンに合わせて無料でのし

をお付けできます。熨斗への名入れも承ります。

のし掛け

ギフトラッピングをご用命の場合、ハガキサイズのカードにメッセージを印字いたし

ます。最大文字数は半角300文字(全角150文字）です。

メッセージカード

※店舗とWEB で一部価格が異なります。



※このカタログに掲載されている表示価格は税込です。
※色や質感が実際の商品と異なる場合がありますのでご了承ください。
※掲載内容はすべて 2022 年 5月現在のものです。

※このカタログに掲載されている表示価格は税込です。
※色や質感が実際の商品と異なる場合がありますのでご了承ください。
※掲載内容はすべて 2022 年 5月現在のものです。

TOKYO STORE

KYOTO STORE

FACTORY STORE

お問い合わせ・電話注文

WEB STORE

東京都港区南青山6-2-13 2F　tel 03 6427 7870　open 11：30-19：30

京都市中京区富小路通三条上る福長町101  SACRA ANNEX 1F　tel 075 251 1017　open 11：30-19：30

愛媛県今治市延喜甲762　tel 0898 31 2255　open 9:00-17:30 (平日のみ営業)

tel 0120 939 682 (9:00－17:30、平日のみ)　fax 0898 31 2274

www.ikeuchi.org/webshop

このカタログの掲載商品はIKEUCHI ORGANICオフィシャルWEBストアにてご購入頂けます。

左記QRコードからもご購入頂けます。

https://www.ikeuchi.org/fs/ikor/c/giftcatalog


