ORGANIC 120

ORGANIC AIR

IKEUCHI ORGANIC の永久定番
Organic Cotton

100%

20 番手 / 単糸

5.4 倍

ORGANIC 120

投げてみれば、 ふんわりと空を舞うほど
軽いのに吸水力抜群のタオル

バスタオル / フェイスタオル / ウォッシュタオル / バスシーツ

ミント

グレイ

ホワイト アイボリー

ORGANIC AIR PREMIUM

定番のオーガニック 120 を、
よりやわらかく、 ボリューミーに
Organic Cotton

100%

40 番手 / 双糸

5.4 倍

プレミアムコンパクトバスタオル
ラージダブルタオルケット ( グレイ ・ ホワイトのみ）

アイボリー ライトピンク

ORGANIC 330

100%

Organic Cotton

100%

Organic Cotton

60 番手 / 単糸

5.4 倍

20 番手 / 単糸

5.4 倍

ー/ー

ORGANIC AIR WHIPPED

しっかり ・ ふっくら ・ ちょうどいい
Organic Cotton

100%

30 番手 / 双糸

6.3 倍

ORGANIC 520

IKEUCHI ORGANIC TOWEL MATRIX

BAMBOO
540

ホワイト

ORGANIC 240

繊細なオーガニックエアーを、
使いやすくより贅沢に
Organic Cotton

100%

30 番手 / 単糸

5.4 倍

100%
ー

にぎにぎ / パペット ( 手人形 )

COTTON NOUVEAU

Organic Cotton

100%

32 番手 / 双糸

6.3 倍

ピンク

ブルー

BAMBOO 120

ふっくらとしてやわらかい、
ソフトさを追求したタオル

ピンク

パジャマとしても
リモートワークの仕事着としても使えるルームウェア

40 番手 / 双糸

Organic Cotton

100%

30 番手 / 双糸

6.0 倍

ORGANIC KB2

Organic Cotton

100%

Bamboo Rayon
Organic Cotton

20 番手 / 単糸

7.0 倍

20 番手 / 単糸

銭湯タオル

Organic Cotton

ORGANIC 432

255g/㎡

サウナタオル

Organic Cotton

100%

16 番手 / 単糸

2.8 倍

一枚で、 洗って拭いて巻ける
サウナ好きのためのサウナタオル

100%

30 番手 / 双糸

バスタオル / フェイスタオル / ウォッシュタオル

Organic Cotton

ホワイト

オーガニックコットンを
4 重に織り重ねたガーゼタオル

5.4 倍

グレイ

銭湯タオル

ライトグレイ

75%
25%

ブルー

手ぬぐいのように軽くて、 身体も拭ける
ハイブリッドな銭湯タオル

100%

フラットシーツ ( シングル / ダブル / クイーン / キング）
ピローケース (43 × 63cm / 50 × 70cm）
クッションカバー

バンブーレーヨンでつくる
しっとりなめらかな質感と爽やかな使い心地

ー

ベビーキャップ（ 44-48cm ） / ベビーソックス（ 9-12cm ）

ナチュラル ライトピンク

40 番手 / 双糸

100%

30 番手 / 双糸

172g/㎡

使い込むほどやわらかに
さらりとしなやかな肌触り

ホワイト

縫い目がひとつもなく、
まるで身につけていることを忘れてしまう着心地

100%

セットアップ ( M/L/LL ） / ワンピース ( M/L）

グッドデザイン賞
2015 受賞

ブルー

ー

キッズデザイン賞
2017 受賞

ホワイト グレイッシュベージュ

5.4 倍

ORGANIC 240

100%

30 番手 / 双糸

ライトグレイ

Organic Cotton

バスタオル / フェイスタオル / ウォッシュタオル

172g/㎡

ライトグレイ

Organic Cotton

オーガニックコットンの風合いの違いを
ワインのように愉しもう

ホワイト

Organic Cotton

ベビーキャップ（ 40-44cm ） / ベビーミトン /
ベビーソックス（ 7-8cm / 9-10cm ）
短肌着（ 50-60cm ） / 長肌着（ 50-60cm ）

100%

グリーン

オーガニックコットンで編んだ
無縫製のニットのベビーシリーズ

100%

40 番手 / 双糸

バスタオル / フェイスタオル / ウォッシュタオル /
ベビーガーゼブランケット / ボックスセット

サンド

ORGANIC K B1

パジャマ ( XS/S/M/L ）

バスタオル / フェイスタオル / ウォッシュタオル / タオルケット

ホワイト

* カラーはアソートです。 各ストアまたはオンラインストアへお問い合わせください。

ネイビー

Organic Cotton

ORGANIC 240

ふんわり柔らか、 重厚な肌触り

グレイ

快適な睡眠体験をお届けする、
オーガニックコットン 100% のパジャマ

ホワイト

16 番手 / 単糸、 30 番手 / 双糸

プレミアムコンパクトバスタオル

アイボリー

グレイ

Organic Cotton

ネイビー

はずむようなボリュームが心地いい

ナチュラル

ピンク

ホワイト グレイッシュベージュ

バスタオル / シャワータオル / フェイスタオル / ウォッシュタオル
おしぼり / キッチンタオル

ORGANIC 332

バスローブ

バスタオル / フェイスタオル / ウォッシュタオル / タオルケット

ミント

ホワイト アイボリー ダークグレイ

オーガニックコットンのタオルでつくった
赤ちゃんが口に含んでも安全なベビーグッズ

ネイビー

*一部商品にお取り扱いのない色がございます。

ORGANIC 140

ORGANIC COTTON BABY

Organic Cotton

バスタオル / フェイスタオル / ウォッシュタオル / バスローブ

ホワイト アイボリー ライトピンク

私たちの永久定番オーガニック 120 のバスローブ

382g/㎡

ブランケット（ シングル / ダブル ）

Organic Cotton

100%

20 番手 / 単糸

5.4 倍

サウナタオル

ORGANIC
960
ORGANIC COTTON
732 NOUVEAU

ORGANIC
540
BAMBOO
120

ORGANIC
AIR
WHIPPED
ホワイト

ORGANIC
520

ORGANIC 540

ORGANIC ORGANIC
332
330

ピンク

ブルー

グレイ

ホワイト

ORGANIC
AIR
PREMIUM
ORGANIC
140

Organic Cotton

100%

40 番手 / 双糸

7.0 倍

STRAITS
220

ORGANIC 732

ピンク

ORGANIC 120 BABY

バンブーのしなやかさと
オーガニックのさわやかさで織りなす新境地

アイボリー

ピンク

グレイ

ホワイト エメラルド チャコールグレイ

オーガニックマスク

タオルを使ってつくった
絶対安定品質のベビーシリーズ

63%
37%
6.5 倍

Organic Cotton

100%

20 番手 / 単糸

5.4 倍

何度でも洗えるオーガニックコットンマスク
Organic Cotton

100%

40 番手 / 双糸

ー

マスク（ M/L）

ベビーブランケット / ベビービブ / ベビーシューズ
ベビーミトン

バスタオル / フェイスタオル / ウォッシュタオル / タオルハンカチ
タオルケット ( ホワイト ・ ネイビー ・ チャコールグレイのみ）

ゴールド

Organic Cotton

1

Organic Cotton

100%

2

3
4
20 番手 / 単糸

5
7.0 倍

ORGANIC 960

素材の割合を示しています。

4 単糸 / 双糸

1本の糸は単糸、単糸を2本撚り合わせた糸を双糸といいます。

5 パイル倍率

パイルの長さを表します。倍率が大きいと、パイルが長く、重量感のある
タオルに。倍率が小さいと、パイルが短く、軽い風合いになります。

ダークグレイ

バイオレット

グリーン

20 番手 / 単糸

アイボリー

エメラルド

ORGANIC 120 BABY

ピンク

ブルー

ブルー

ホワイト

ピンク

グレイ

ダークグレイ

ネイビー

ワイン

赤ちゃんを優しく包む
ベビーバスローブ
Organic Cotton

100%

GIFT

出産、結婚、新築・引越し、快気の内祝いや、お香典返
し、法事などのお返しの贈りものに、上質な IKEUCHI

20 番手 / 単糸

6.0 倍

5.4 倍

ORGANIC のタオルをどうぞ。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

ベビーローブ

をかたちにしてお届けします。お贈りするシーンに合わ
せたアイテムの選び方など、豊富な知識を持つタオル
ソムリエがギフト選びをお手 伝いいたします。

ライトグレイ

*タオルハンカチは全10色となります。

ORGANIC 120

ピンク

86%
8%
6%

バスタオル / フェイスタオル / ウォッシュタオル
タオルハンカチ

ワイン

Organic Cotton

ネイビー

Organic Cotton
Bamboo Rayon
Polyester

7.2 倍

私たちが今できるベストのオーガニックタオル

ニット

糸の太さを表します。番手の数が小さいと、糸が太くふっくらした手触り
に、番手の数が大きいと、やわらかくて軽い手触りになります。

グレイ

ボルドー

海がつくるグラデーション、
3 素材が波模様を浮かび上がらせるタオル

ホワイト
ホワイト アイボリー

オレンジ

100%

バスタオル / フェイスタオル / ウォッシュタオル / バスマット
タオルケット / タオルシーツ

バスタオル / フェイスタオル / ウォッシュタオル

テキスタイル

STRAITS 220

贅沢な糸使いでヘビーユースに耐えるプロ仕様

30 番手 / 双糸

3 糸番手

ホワイト

C: 40 番手 / 双糸
R: 20 番手 / 単糸

ブルー

MATERIALS

タオル

ブルー

ORGANIC
AIR
ホワイト

2 カテゴリー

ピンク

Organic Cotton
Bamboo Rayon

プレミアムコンパクトバスタオル

ORGANIC
120

1 素材

BAMBOO 540

オーガニック 520 を、 より綿密にふっくらと

ベージュ

ホワイト

TOWELIE TOWELIE

ふっくら足元を優しく包んでくれる
ふわふわタオル地のルームシューズ

アイボリー ライトピンク

ミント

ギフトラッピング

ハンドタオル、 ビブ、 おままごとにも使える
1 枚 3 役の “ 親子タオル ”

商品の内容に合わせて専用のギフトボックスにお詰

100%

Organic Cotton

100%

Organic Cotton

100%

7.0 倍

40 番手 / 双糸

6.0 倍

40 番手 / 双糸

5.4 倍

めし、リボン、包装紙、のし紙、メッセージカードの印字
などお贈りするシーンに合わせて対応いたします。

60 番手 / 単糸 3 本引き揃え

バスタオル / フェイスタオル / ウォッシュタオル / バスマット

ルームシューズ ( S/M/L ）

ウォッシュタオル

刺繍・名入れ
ご購入頂きましたタオルに、イニシャル、お名前、屋号
等刺繍をお入れします。出産、結婚、周年祝いなどに

アイボリー

ベージュ チャコールグレイ

ホワイト

グレイ

ネイビー

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

喜ばれる、世界でひとつだけの記念品をおつくりします。

素材へのこだわり

IKEUCHI ORGANICは、畑から紡績工程まで
を審査対象とする厳しいEU基準に基づいてスイ
ス認証機関bio.inspectaから審査を受け、第
三者機関よりオーガニック認証を取得しています。
オーガニックコットンは下記3つの条件を満たす必
要があります。
・3年以上農薬が使われていない土壌で栽培
・遺伝子組み換え種子を使用しない
・フェアトレードである
その他にも、2〜3 年のサイクルで成長し、伐採し
ても自然環境のバランスにはほとんど影響がない
竹から作られる、バンブーレーヨンもタオルつくり
に使用しています。

2073年（創業120周年）

までに赤ちゃんが食べられる
タオルをつくる

風で織るタオル

1953 年にタオルの街、愛媛県今治市に創業し
た IKEUCHI ORGANIC は､60 年の歳月を

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% を風力発電で間接的に

かけて抗菌性の商品を除く製品は全て、世界最

賄うグリーン電力証書システムを利用していま

高水準の安全な繊維の証である「エコテックス®

す。織られたタオルは、「風で織るタオル」の愛

スタンダード100」を取得しました。その中でも、

称で親しまれ、再生可能エネルギーの普及に貢

36ヶ月未満の乳幼児に向けた「製品クラスⅠ」

献しています。気候変動の影響を最小限に抑え、

の認定を受け、“赤ちゃんが口に含んでも安全”と

オーガニックコットンを将来にわたって安定的か

いうテキスタイルメーカーとなりました。さらに、

つ、収穫量を増加させながらタオルの製造を続

2073 年までに“赤ちゃんが食べられるタオルを

けるために、私たちは風力発電を選択します。

つくる”という次の安全性基 準を企業の行動指
操 業にともなう消費電力の100% を風力発電

針として設定しました。

でまか なう私 たちは 、電 力 消 費に占め る風 力
発 電の 割 合 が 25% 以 上であ ることを定め る、

WindMade の認定基準を余裕をもってクリア
しました。

※ エコテックスは抗菌性商品は検査対象外です

IKEUCHI ORGANIC は、最大限の安全と

持続可能な社会への取り組み

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。

STORE INFORMATION

IKEUCHI ORGANIC が 採用する bioRe
プロジェクトのコットンは、スイスの REMEI 社
（リーメイ社）によって供給されています。「尊敬

生活のために織り編まれたファブリックだけで

の念を持って人と自然に対峙することが、持続

なく、社会の組織をも織物 (Fabric)と見立て、

可能 な 経 済 的 成 功 へ の 鍵 であ る」というメッ

Life Fabric −豊かな生活のファブリック

セージを企業哲学として掲げるREMEI 社。私

を提案し、より自然にピュアになっていく未来を

たちは、REMEI 社の哲学に賛同し､製品をつ

目指しています。

くっています。

タオルファクトリーとして 愛 媛 県 今 治 の 地 に

bioRe プロジェクトでは、次の5つの原則をもっ

創業して以来、脈々と受け継がれてきた精密な

て事業が進められています。

TOKYO STORE

東京都港区南青山 6-2-13 2F

tel 03 6427 7870
11:30–19:30

KYOTO STORE

京都府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
11:30–19:30

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。

・透明性をもつこと

FACTORY STORE

・カーボンニュートラルであること
リアリティのある新しい次の時代のオーガニック

・環境に良いこと

へ向かって。IKEUCHI ORGANIC と共に、

・オーガニックであること

より豊かで、より上質な毎日を。

・フェアトレードの上で取引をされていること

最小限の環境負荷

tel 0898 31 2255
9:00–17:30（平日のみ営業）

織布工場から食布工場へ

赤ちゃんがなめても安全で、かつ洗濯しても色落
ちのしないタオルをつくるために、染色には重金

から、本社工場は織布工場から食布工場へ変貌
を始め､2015 年に食品工場の安全基準 ISO-

廃水は世界一厳しいとされる瀬戸内海の排水基

22000 を取得しました。現在は､食品の安 全
基 準 HACCP（ハサップ）に準じて IKEUCHI
ORGANIC の製品は生産されています。

長時間かけて処理しています。

HACCP基準の衛生管理を行う製造現場では､

が多い染色工程。IKEUCHI ORGANIC は、

着帽、直接製品を触る縫製、検品の工程では手

人体に安全で環 境負荷の少ない染 色を目指す

袋を着用し、異物混入などのリスク軽減の取り

オルを染色しています。

REMEI AG / PANOCO ORGANIC COTTON

タオルの製造工程において最もエネルギー消費

ローインパクト・ダイという考え方に基づいてタ

WEB SHOP

www.ikeuchi.org/webshop

お客様相談室 ・電話注文

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

私たちのつくる製品は“食品である”という考え

属を含まない反 応染料を使 用しています。その
準をクリアする浄化施設で、バクテリアを使って

愛媛県今治市延喜甲 762

@ikeuchi.org

@ikeuchiorganic

@ikeuchiorganic

@ikeuchiorganic

※印刷の都合上、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。

組みを行っています。

www.ikeuchi.org

202204

Aiming for
true organic

