
暮らしに使える良質なお品に、ひと手間の“気持ち”を。
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名入れカード　タオル



名入れカード　タオル付き

《お名前のみ》＆《お名前＋お写真》の 2 種類、

それぞれに 2 カラーをご用意しております。

サイズ：ヨコ／10 c m ×タテ／14 . 8 c m（ハガキサイズ）

お子様の〈お名前〉、〈お誕生日〉

カード C・カード D には〈お写真〉が入ります。

カードA カードB カードC カードD

ご注文方法

①ご注文書に必要項目をご記入ください。

②お写真入りのカードをご希望の際は、下記のメールアドレスに

　お写真のデータをお送りください。
　 お送りの際は、件名に「名入れカード付きタオル写真　No . 0 0 000000」とお書き添えください。

okur imonoya 2012@ k -w inw in . co . j p

w w w . k - w i n w i n . c o . j p

富山市千歳町 1- 6 -18　河口ビル 1F　Te l . 0 76 -442-0801

ご注文方法・件名など、
これで良いか再度ご確認をお願い致します。



今治本晒

白織タオル
クロス模様のガーゼパイルと
清楚なボーダーがアクセント。
見ているだけで
心が弾みそうな
タオルギフトです。

認定番号：第2016‐582号
認定番号：第2016‐583号

「はじめまして」の
想いを込め、
お名前入りのカードを添えて。
厳選した人気のタオル、
4種類から
お選びいただけます。
表示価格は税抜きです。ご購入時点での税率が別途加算されます。

カードは 4 タイプ

カードA カードB カードC カードD

コンテックス〈シェルシェ〉
フェイスタオル＆ゲストタオル
¥2,000（税抜）

お申込
番号
ブルー

カードA　▶　C7126-514-A
カードC　▶　C7126-514-C

カードB　▶　C7126-514-B
カードD　▶　C7126-514-D

お申込
番号
イエロー

カードA　▶　C7126-528-A
カードC　▶　C7126-528-C

カードB　▶　C7126-528-B
カードD　▶　C7126-528-D

日本製
ブルー

イエロー

●サイズ／フェイスタオル（パイル）：33×83cm、ゲストタオル：33×36cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／15×25×6cm　●日本
KA-1518…　半紙　入り数／ 54　K331-M4600-D

コンテックス〈シェルシェ〉
フェイスタオル2P＆ゲストタオル
¥3,000（税抜）

お申込
番号
ブルー

カードA　▶　C7126-535-A
カードC　▶　C7126-535-C

カードB　▶　C7126-535-B
カードD　▶　C7126-535-D

お申込
番号
イエロー

カードA　▶　C7126-549-A
カードC　▶　C7126-549-C

カードB　▶　C7126-549-B
カードD　▶　C7126-549-D

日本製
ブルー

イエロー

●サイズ／フェイスタオル（パイル）：33×83cm、フェイスタオル（ガーゼ）：33×80cm、
ゲストタオル：33×36cm　●材質／綿100%　●箱サイズ／17×27×6.5cm　●日本
KA-2518…　半紙　入り数／32　K331-M4600-D

コンテックス〈シェルシェ〉
バスタオル＆ゲストタオル
¥3,500（税抜）

お申込
番号
ブルー

カードA　▶　C7126-556-A
カードC　▶　C7126-556-C

カードB　▶　C7126-556-B
カードD　▶　C7126-556-D

お申込
番号
イエロー

カードA　▶　C7126-560-A
カードC　▶　C7126-560-C

カードB　▶　C7126-560-B
カードD　▶　C7126-560-D

日本製
ブルー

イエロー

●サイズ／バスタオル：56×120cm、ゲストタオル：33×36cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／17×27×6.5cm　●日本
KA-3018…　半紙　入り数／ 32　K331-M4600-D

コンテックス〈シェルシェ〉
タオルセット
¥4,500（税抜）

お申込
番号
ブルー

カードA　▶　C7126-577-A
カードC　▶　C7126-577-C

カードB　▶　C7126-577-B
カードD　▶　C7126-577-D

お申込
番号
イエロー

カードA　▶　C7126-584-A
カードC　▶　C7126-584-C

カードB　▶　C7126-584-B
カードD　▶　C7126-584-D

日本製
ブルー

イエロー

●材質／綿100%　●セット内容／バスタオル（56×120cm）・フェイスタオル（ガーゼ）
（33×80cm）・ゲストタオル（33×36cm）×各1　●箱サイズ／21.5×30×8cm　●日本
KA-4018…　みの　入り数／ 20　K331-M4600-D

●材質／綿100%　●セット内容／バスタオル（56×120cm）・フェイスタオル（パイル）
（33×83cm）・フェイスタオル（ガーゼ）（33×80cm）・ゲストタオル（33×36cm）×各1
●箱サイズ／21.5×30×8cm　●日本
KA-5018…　みの　入り数／ 20　K331-M4600-D

コンテックス〈シェルシェ〉
タオルセット
¥5,500（税抜）

お申込
番号
ブルー

カードA　▶　C7126-598-A
カードC　▶　C7126-598-C

カードB　▶　C7126-598-B
カードD　▶　C7126-598-D

お申込
番号
イエロー

カードA　▶　C7126-606-A
カードC　▶　C7126-606-C

カードB　▶　C7126-606-B
カードD　▶　C7126-606-D

日本製
ブルー

イエロー

今治謹製〈白織タオル〉
フェイスタオル＆ウォッシュタオル（木箱入）
¥2,000（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7119-510-A
カードC　▶　C7119-510-C

カードB　▶　C7119-510-B
カードD　▶　C7119-510-D

日本製
●サイズ／フェイスタオル：33×75cm、ウォッシュタオル：33×31cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／22×28×5cm　●日本
SR1539…　半紙　入り数／ 24　K-275-M4300-D

今治謹製〈白織タオル〉
フェイスタオル2P（木箱入）
¥2,500（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7119-527-A
カードC　▶　C7119-527-C

カードB　▶　C7119-527-B
カードD　▶　C7119-527-D

日本製
●サイズ／33×75cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／22×28×5cm　●日本
SR2039…　半紙　入り数／ 24　K-275-M4300-D

今治謹製〈白織タオル〉
バスタオル（木箱入）
¥3,000（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7119-534-A
カードC　▶　C7119-534-C

カードB　▶　C7119-534-B
カードD　▶　C7119-534-D

日本製
●サイズ／60×110cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／22×28×5cm　●日本
SR2539…　半紙　入り数／ 24　K-275-M4300-D

今治謹製〈白織タオル〉
バスタオル＆ウォッシュタオル（木箱入）
¥3,500（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7119-548-A
カードC　▶　C7119-548-C

カードB　▶　C7119-548-B
カードD　▶　C7119-548-D

日本製
●サイズ／バスタオル：60×110cm、ウォッシュタオル：33×31cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／30×40×6cm　●日本
SR3039…　中杉　入り数／ 16　K-275-M4300-D

今治謹製〈白織タオル〉
バスタオル＆フェイスタオル（木箱入）
¥4,000（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7119-555-A
カードC　▶　C7119-555-C

カードB　▶　C7119-555-B
カードD　▶　C7119-555-D

日本製
●サイズ／バスタオル：60×110cm、フェイスタオル：33×75cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／30×40×6cm　●日本
SR3539…　中杉　入り数／ 16　K-275-M4300-D

今治謹製〈白織タオル〉
タオルセット（木箱入）
¥4,500（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7119-569-A
カードC　▶　C7119-569-C

カードB　▶　C7119-569-B
カードD　▶　C7119-569-D

日本製
●材質／綿 100%　●セット内容／バスタオル（60×110cm）・フェイスタオル
（33×75cm）・ウォッシュタオル（33×31cm）×各 1
●箱サイズ／30×40×6cm　●日本
SR4039…　中杉　入り数／ 16　K-275-M4300-D

今治謹製〈白織タオル〉
バスタオル2P（木箱入）
¥5,500（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7119-576-A
カードC　▶　C7119-576-C

カードB　▶　C7119-576-B
カードD　▶　C7119-576-D

日本製
●サイズ／60×110cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／30×40×6cm　●日本
SR5039…　中杉　入り数／ 16　K-275-M4300-D

今治謹製〈白織タオル〉
バスタオル2P＆フェイスタオル2P（木箱入）
¥7,500（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7119-580-A
カードC　▶　C7119-580-C

カードB　▶　C7119-580-B
カードD　▶　C7119-580-D

日本製
●サイズ／バスタオル：60×110cm、フェイスタオル：33×75cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／30×40×10cm　●日本
SR7039…　中杉　入り数／ 8　K-275-M4300-D

●サイズ／バスタオル：60×110cm、フェイスタオル：33×75cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／30×40×10cm　●日本
SR9039…　中杉　入り数／ 8　K-275-M4300-D

今治謹製〈白織タオル〉
バスタオル2P＆フェイスタオル4P（木箱入）
¥9,500（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7119-597-A
カードC　▶　C7119-597-C

カードB　▶　C7119-597-B
カードD　▶　C7119-597-D

日本製

今治タオル〈蒼海〉
ウォッシュタオル
¥800（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7124-510-A
カードC　▶　C7124-510-C

カードB　▶　C7124-510-B
カードD　▶　C7124-510-D

日本製
●サイズ／34×36cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／20×15×4cm　●日本
J-4305…　A5　入り数／ 100　K373-M4800-C

今治タオル〈蒼海〉
ウォッシュタオル2P
¥1,500（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7124-527-A
カードC　▶　C7124-527-C

カードB　▶　C7124-527-B
カードD　▶　C7124-527-D

日本製
●サイズ／34×36cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／20×30×4cm　●日本
J-4310…　B4　入り数／ 60　K373-M4800-C

今治タオル〈蒼海〉
フェイスタオル2P
¥2,000（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7124-534-A
カードC　▶　C7124-534-C

カードB　▶　C7124-534-B
カードD　▶　C7124-534-D

日本製
●サイズ／34×80cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／20×30×4cm　●日本
J-4315…　B4　入り数／ 60　K373-M4800-C

今治タオル〈蒼海〉
フェイスタオル2P＆ウォッシュタオル
¥2,500（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7124-548-A
カードC　▶　C7124-548-C

カードB　▶　C7124-548-B
カードD　▶　C7124-548-D

日本製
●サイズ／フェイスタオル：34×80cm、ウォッシュタオル：34×36cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／24×36×5cm　●日本
J-4320…　中杉　入り数／ 30　K373-M4800-C

今治タオル〈蒼海〉
バスタオル＆ウォッシュタオル
¥3,000（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7124-555-A
カードC　▶　C7124-555-C

カードB　▶　C7124-555-B
カードD　▶　C7124-555-D

日本製
●サイズ／バスタオル：60×120cm、ウォッシュタオル：34×36cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／24×36×5cm　●日本
J-4325…　中杉　入り数／ 30　K373-M4800-C

今治タオル〈蒼海〉
バスタオル＆ウォッシュタオル2P
¥3,500（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7124-569-A
カードC　▶　C7124-569-C

カードB　▶　C7124-569-B
カードD　▶　C7124-569-D

日本製
●サイズ／バスタオル：60×120cm、ウォッシュタオル：34×36cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／30×40×6cm　●日本
J-4330…　中杉　入り数／ 20　K373-M4800-C

今治タオル〈蒼海〉
タオルセット
¥4,500（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7124-576-A
カードC　▶　C7124-576-C

カードB　▶　C7124-576-B
カードD　▶　C7124-576-D

日本製
●材質／綿100%　●セット内容／フェイスタオル（34×80cm）×2、バスタオル
（60×120cm）・ウォッシュタオル（34×36cm）×各 1
●箱サイズ／30×40×6cm　●日本
J-4340…　中杉　入り数／ 20　K373-M4800-C

今治タオル〈蒼海〉
バスタオル2P＆ウォッシュタオル2P
¥5,500（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7124-580-A
カードC　▶　C7124-580-C

カードB　▶　C7124-580-B
カードD　▶　C7124-580-D

日本製
●サイズ／バスタオル：60×120cm、ウォッシュタオル：34×36cm
●材質／綿100%　●箱サイズ／30×52×6.5cm　●日本
J-4350…　大杉　入り数／ 12　K373-M4800-C

ディズニー〈ミッキー＆ミニー ナチュラルガーデン〉
ウォッシュタオル2P
¥1,500（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7111-516-A
カードC　▶　C7111-516-C

カードB　▶　C7111-516-B
カードD　▶　C7111-516-D

●サイズ／ 34×36cm　●材質／綿 100%（オーガニックコットン使用）　●箱サイ
ズ／21×30×4cm　●中国
DS-2510…　みの　入り数／ 60　K373-M4800-C

ディズニー〈ミッキー＆ミニー ナチュラルガーデン〉
フェイスタオル＆ウォッシュタオル
¥2,000（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7111-520-A
カードC　▶　C7111-520-C

カードB　▶　C7111-520-B
カードD　▶　C7111-520-D

●サイズ／フェイスタオル：34×80cm、ウォッシュタオル：34×36cm　●材質
／綿 100%（オーガニックコットン使用）　●箱サイズ／23.5×33.5×6cm　●中国
DS-2515…　A3　入り数／ 40　K373-M4800-C

ディズニー〈ミッキー＆ミニー ナチュラルガーデン〉
フェイスタオル＆ウォッシュタオル2P
¥2,500（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7111-537-A
カードC　▶　C7111-537-C

カードB　▶　C7111-537-B
カードD　▶　C7111-537-D

●サイズ／フェイスタオル：34×80cm、ウォッシュタオル：34×36cm　●材質
／綿 100%（オーガニックコットン使用）　●箱サイズ／23.5×33.5×6cm　●中国
DS-2520…　A3　入り数／ 40　K373-M4800-C

ディズニー〈ミッキー＆ミニー ナチュラルガーデン〉
バスタオル＆ウォッシュタオル
¥3,000（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7111-544-A
カードC　▶　C7111-544-C

カードB　▶　C7111-544-B
カードD　▶　C7111-544-D

●サイズ／バスタオル：60×120cm、ウォッシュタオル：34×36cm　●材質／綿
100%（オーガニックコットン使用）　●箱サイズ／23.5×33.5×6cm　●中国
DS-2525…　A3　入り数／ 40　K373-M4800-C

ディズニー〈ミッキー＆ミニー ナチュラルガーデン〉
バスタオル＆ウォッシュタオル2P
¥3,500（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7111-558-A
カードC　▶　C7111-558-C

カードB　▶　C7111-558-B
カードD　▶　C7111-558-D

●サイズ／バスタオル：60×120cm、ウォッシュタオル：34×36cm　●材質／綿
100%（オーガニックコットン使用）　●箱サイズ／28×36×6cm　●中国
DS-2530…　中杉　入り数／ 30　K373-M4800-C

ディズニー〈ミッキー＆ミニー ナチュラルガーデン〉
タオルセット
¥4,500（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7111-565-A
カードC　▶　C7111-565-C

カードB　▶　C7111-565-B
カードD　▶　C7111-565-D

●材質／綿 100%（オーガニックコットン使用）　●セット内容／ウォッシュタオル
（34×36cm）×2、バスタオル（60×120cm）・フェイスタオル（34×80cm）×各 1
●箱サイズ／28×36×6cm　●中国
DS-2540…　中杉　入り数／ 30　K373-M4800-C

ディズニー〈ミッキー＆ミニー ナチュラルガーデン〉
タオルセット
¥5,500（税抜）

お申込
番号

カードA　▶　C7111-579-A
カードC　▶　C7111-579-C

カードB　▶　C7111-579-B
カードD　▶　C7111-579-D

●材質／綿 100%（オーガニックコットン使用）　●セット内容／フェイスタオル
（34×80cm）・ウォッシュタオル（34×36cm）×各 2、バスタオル（60×120cm）×1
●箱サイズ／30×48×6cm　●中国
DS-2550…　大杉　入り数／ 16　K373-M4800-C

キュートだけじゃない
やわらかな肌ざわりも人気の秘密。

Character Collection

やわらかさが際立つ
真っ白なタオル。
今治の穏やかで
蒼く広々とした海が
モチーフです。

蒼　海

認定番号：第2009‐580号

百十余年の歴史を持つ
今治で受け継がれた技術と
モノづくりの想いを宿した
「今治本晒」。
選りすぐりの逸品です。 認定番号：第2014‐301号


