
ふんわり起毛のハーフケットです。寝具として、
大判ひざ掛けとしてマルチに使える１枚です。
A-8216  オーガニックコットン
ふんわりハーフケット
(ネーネ、ボニータ)
価格 9,720円（税込）
サイズ : 140×100cm 
ふんわり起毛のプチケットです。外出時にも持
ち運びできるコンパクトサイズ。様々な場面で
お使いいただけます。
A-5203  オーガニックコットン
ふんわりプチケット
(ネーネ、ボニータ)
価格 5,940円（税込）
サイズ : 70×100cm 

ネーネ

ボニータ

アゲインのものづくりは、１３０年の歴史ある毛布産地、大阪・泉大
津の織物メーカー『日の出毛織』のこだわりの素材から生み出されます。
昔ながらの低速織機を使い、生地企画から１００％オリジナル製品。“末
永く、心地良くお使いいただけるように”、 心を込めてお届けします。

有限会社 アゲイン
大阪府 泉大津市
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ふんわりと丁寧に起毛した綿毛布で
す。心地よい肌触りが安らかな睡眠
時間を手助けします。

A-5201  
オーガニックコットン毛布（プロト）
価格 18,360円（税込）
サイズ : 140×200cm 重さ：約1200g  

A-002  オーガニックコットン
毛布（フラバゾン）
価格 18,360円（税込）
サイズ: 140×200cm 重さ：約1400g 

レウニー

内側起毛、外側ガー
ゼのリバーシブル
素材。冷房対策ひ
ざ掛に、ボタンを
止めてポンチョに。

A-7203  
オーガニックコットン
2wayポンチョ
（片面起毛）
価格 8,640円（税込）
サイズ : フリー  

A-8217  オーガニックコットン
ギフトボックス(ネーネ)
価格 12,420円（税込）
サイズ : 70×100cm  

片面起毛

刺子織りの凹凸があるストールで
す。菱刺しのモダンなデザイン。
レギュラーサイズです。

A-7206  
刺子織りストール（菱刺し）
Ｍサイズ
価格 8,640円（税込）
サイズ : 35×160cm 
色：ベージュ・オフ白

洗う度にふんわり優しい肌触りのカジュアルなマフラーです /２柄

A-8127  ふんわりガーゼマフラー（フロラシエンテ/フィノス）
価格 2,484円（税込）サイズ : 23×100cm  

A-8129  newガーゼバスマット(M）
価格 2,700円（税込）
サイズ : 45×68cm  色：オフ白

通気性の良いガーゼ素材のバスマット、しっかりとした
厚みがあります／Mサイズ

A-8128  ふんわりガーゼハンカチS
（フロラシエンテ/フィノス）
価格 864円（税込）
サイズ : 25×25cm  

洗う度にふんわり優しい肌触りのハンカチ。
嵩張らずにコンパクトなサイズ /2柄

フロラシエンテ

フィノス

空気を含み３重に織上げ、さらり
とした肌触りの定番ガーゼケット。
Ａ-6201  オーガニックコットン
3重織ガーゼケット（レウニー）
価格 14,040円（税込）
サイズ : 150×200cm  

空気を含み 2 重に織上げ、薄手タイプ
のガーゼケット。
A-6102  オーガニックコットン
2重織ガーゼケット
（アビアリア/ボニータ）
価格 12,960円（税込）
サイズ : 150×210cm  

通気性の良いガーゼ、４重織りのしっかりした生地なので
ソファー掛けなどの敷き使用にもおすすめです。

A-8126  オーガニックコットン４重織ガーゼ・マルチケット
価格 11,800円（税込）サイズ: 145×200cm 

プリメラ：伸縮性と凹凸のある表情
カラミ：昔ながらの織機でループ糸
を使用した絡み織

A-8130  クッションカバー
価格 3,240円（税込）
サイズ: 45×45cm 
色：オフ白レウニー

アビアリア

ボニータ

フラバゾン

夏用ひざ掛、バスタオル代わりに、ベビーブラン
ケットに薄手ガーゼは乾きも早くお手入楽ちん／2柄
A-6103  ふんわりガーゼプチケット
（ネーネ、くじら）
価格 5,400円（税込）
サイズ : 70×100cm 

ネーネ

くじら

プロト

プリメラ

プリメラ

カラミ

カラミ

数量限定
１５

数量限定
１５

数量限定
１５

※カラー表記について：オフ白は生成りの白です
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ヘリンボンとワッフルの柄をジャガードで織り上げたシン
グルサイズのフラットシーツです。滑らかな肌触りが贅沢で
心地良い眠りをサポート。年間通じてお使いいただけます。
A-7124  オーガニックコットン・ジャカードシーツ
価格 10,800円（税込）
サイズ : 140x240cm  色：オフ白

ふんわり起毛とガーゼの２タイプの
プチケットのセットにガーゼハンカ
チ (柄選択不可 )の少しお得なギフト
ボックスです。箱入れなのでプレゼ
ントとしてもお使いいただけます。

気になる日差しから肌を守る＆秋冬の防寒対策に

ジャバラ式立体マスク
鼻当て部分ワイヤー入り
表シーチング・裏ニットガーゼ

C-5103  立体マスク
価格 1,296円（税込）
サイズ : フリ－(紐調整 )　色：オフ白・ブラウン

C-6204  クレープロングワッチ
価格 2,970円（税込）
サイズ: 56.0～58.0cm　色：ナチュラルボーダー

柔らかなつばがついた
キャスケット。伸縮性
あってすっぽり。

C-6102  段々キャスケット
価格 2,970円（税込）
サイズ : 56.0 ～ 58.0cm　
色：ブラウン・ブラック・グレ－

つばの傾斜がしっかり
あり、日よけに最適。
畳めて便利。

C-8202  ガーゼハット
価格 6,264円（税込）
サイズ : M 57.5cm（56㎝まで調整可）　
色：オフ白

裏面

リバーシブルでかぶれ
るソフトなハット。
後ろゴムでフィット感
あり

C-6101  パイル帽子
価格 6,264円（税込）
サイズ : M:57.5cm　（56㎝まで調整可）　
色：ネイビ－

大阪・豊中の閑静な住宅地でオーガニックコットンのみ
の縫製をしています。様々なアイディアがここで生み出
され、和気あいあいと丹精込めて縫製しております。

株式会社 キャナル
大阪府 豊中市
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ローゲージのざっく
りしたニット帽
折り返しのデザイン
で小顔効果あり

C-7207  縄編みニットワッチ
価格 3,996円（税込）
サイズ : 56.0 ～ 58.0cm　色：オフ白

ローゲージニットで
縄編み柄のマフラー。
長めで暖か

C-7208  
縄編みニットマフラー
価格 8,100円（税込）
サイズ : 巾：20㎝ 長さ：160㎝
色：オフ白

C-5203  スクリューワッチ
価格 3,996円（税込）
サイズ: 56.0～58.0cm　色：ブラウン

たっぷり深めに被れ
表情のあるデザイン。
首まで入れればネッ
クウォーマーにもな
る２ WAY の帽子で
す。

2way
C-055  ボアワッチ
価格 4,968円（税込）
サイズ : 56.0～ 58.0cm　色：ブラウン・オフ白

C-5202  襟マフ
価格 4,968円（税込）
サイズ : フリー　色：ブラウン・オフ白

室内での冷え取りはも
ちろん外出時はアウ
ターの襟部分につけれ
ばエレガントな雰囲気
に。裏面にボタンが付
いています。

オ ー ガ ニ ッ ク
コットンのボア
と 裏 面 は ベ ル
ベットを使用し
た暖か帽子。
リバーシブルで
被 れ て 耳 ま で
すっぽりです。

肉厚で凹凸感のあ
る素材で防寒にも
なります。
そのまま被っても
折り返して被って
もOK。

リバーシブル

新商品

新商品

Gift
Set

オフ白ベージュフィノス フロラシエンテ


