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中綿の製綿加工から裁断、縫製、仕立てまでを自社で行っています。
商品は全て受注生産のため、中綿、生地、縫製糸、紐のサンプルを
事前に送付しています。ふとん職人が丁寧に仕立てた商品は、
外気に触れないよう二重包装して発送しています。

ふとんのマスダ
茨城県 つくばみらい市

何層にも積み重ねたコットン
が体をしっかり支えます。重
さは控えめながらも保温性・
吸湿性に優れ、四季を通じて
お使い頂けます。

MS-7103  敷き布団
価格 36,720円（税込）
サイズ : 100cm×200cm 重さ：中綿 5.1kg

MS-7104  敷き布団カバー
価格 8,640円（税込）
サイズ : 105cm×205cm　色：オフ白
カバーは紐タイプ

ふっくらとした風合いと適度な重みが、
掛けた時に暖かさと安心感を与えてくれます。

MS-7105  
掛け布団
価格 31,320円（税込）
サイズ: 150cm×200cm 
重さ：中綿3kg　

カバーは紐タイプ

MS-7106  掛け布団カバー
価格 8,640円（税込）
サイズ : 155cm×205cm　色：オフ白

長く座っても疲れにくく、
クッションとしてもお使
い頂けます。

MS-7107  座布団
価格 7,560円（税込）
サイズ : 50cm×50cm
重さ：中綿 0.7kg　 カバーは紐タイプ

MS-7108  座布団カバー
価格 2,160円（税込）
サイズ : 52cm×52cm

中綿ポリエステル 100％　ノンシリコン

MS-8132  抱き枕（カバー付）
価格 15,444円（税込）
サイズ : 45cm×140cm 重さ：中綿 1.6 ㎏  色：オフ白 

MS-8132C  抱き枕カバー
価格 4,104円（税込）
サイズ : 48 ㎝×170㎝  色：オフ白 
封筒型カバー

コットンの程良い弾力が頭を優しく支えます。
首や肩にも負担をかけず吸湿性に優れています。

MS-7109  枕
価格 8,100円（税込）
サイズ : 43cm×63cm 
重さ：中綿 0.9kg　

封筒型カバー

MS-7110  枕カバー
価格 2,700円（税込）
サイズ : 45cm×90cm　色：オフ白

MS-7111  肌掛け布団
価格 28,080円（税込）
サイズ : 150cm×200cm 
重さ：中綿 1.5kg

シンプルな生成りの
平織りシーツです。

MS-7112  シーツ　
価格 5,400円（税込）
サイズ : 150 ㎝×260cm　色：オフ白

日本の伝統的な和布団。手作業で一枚一枚丁寧に仕上げます
※布団・カバーはロングサイズ（210 ㎝）対応可　価格 10％増

H30.10.1 より価格改定致しました

やわらかい掛け心地で身体に馴染み
ます。通気性・吸湿性に優れ、夏は
これ一枚で冬は毛布代わりにお使い
頂けます。

抱きしめやすいサイズと弾力性で
リラックスしてお休みいただけます。
カバー付

※カラー表記について：オフ白は生成りの白です

最高級超長綿「スーピマ」
をふんだんに使用したタ
オル。やさしい肌ざわり
とロングパイルを合わせ
た極上のタオルが完成し
ました。

コレットタオル 
T-6101W  ウオッシュタオル  価格 648円（税込）
サイズ : 33×37cm 重さ：40g　色：オフ白
T-6101F  フェイスタオル  価格 1,296円（税込）
サイズ : 33×78cm 重さ：80g　色：オフ白

T-6101B  バスタオル  価格 3,240円（税込）
サイズ : 58×120cm 重さ：260g　色：オフ白

水玉柄のファミリー向けタ
オルです。スタンダード
なタオルで、適度な重さ
とサイズになっています。

ドットタオル
T-6102W ウォッシュタオル  価格 540円（税込）
サイズ : 33×36cm 重さ：40g　色：茶
T-6102F  フェイスタオル  価格 1,080円（税込）
サイズ : 33×80cm 重さ：90g　色：茶

T-6102B  バスタオル  価格 3,024円（税込）
サイズ : 58×120cm 重さ：250g　色：茶

ベーシックな無地タオル
です。重量感があり、ふっ
くらとしたボリュームが
特徴です。

プレーンタオル
T-6103W ウオッシュタオル  価格 648円（税込）
サイズ : 33×36cm 重さ：55g　色：茶
T-6103F  フェイスタオル  価格 1,296円（税込）
サイズ : 33×76cm 重さ：110g　色：茶

T-6103B  バスタオル  価格 3,240円（税込）
サイズ : 58×120cm 重さ：320g　色：茶

パイル地の寝具は吸水性に優れ、汗をかいてもひんやりしないの
でオールシーズン快適に使えます。

T-008  タオルシ－ツ
価格 8,640円（税込）
サイズ : 140×240cm　重さ： 950g　色：オフ白

「気持ちよく眠る」ことを追求したシンプルなデザインのタオル
ケット。 吸水性に優れている上、適度な重さがあって寝冷えをし
ないことから夏向けの寝具として最適です。

T-009  タオルケット
価格 10,260円（税込）
サイズ : 140×190cm　重さ： 1,100g　色：オフ白

パイル地とガーゼ地の 2 層構造で優しく体を包みます。裏面を
ガーゼにすることで、通気性は抜群。蒸れにくく、汗をかいても
湿気を逃してくれるタオルケットです。

T-7101  裏ガーゼタオルケット
価格 16,200円（税込）
サイズ : 140×190cm 重さ：880ｇ 色：オフ白

優しいガーゼマフラー＆吸水性のある実用的なタオル

当社は 1928 年、タオルの産地、今治に創業しました。一片の綿花
を起点に、織機でタオルを織り、風合いを左右する洗いの工程は石
けんと酵素だけで自然に仕上げます。伝統と革新のバランスを活か
して仕立て、最高峰の国産タオルをお届けします。

壷内タオル株式会社
愛媛県 今治市

T-6107  ヘアーバンド
価格 1,080円（税込）
サイズ : 19×10cm 
重さ： 40g　色：オフ白・茶

長い髪もスッキリ納まるので
お風呂上りにとっても便利。
大きめのギャザーで締め付け
もソフト。着脱もスムーズに
できます。

T-6108  
藍染ガーゼマフラー
価格 5,400円（税込）
サイズ : 33×180cm 重さ： 36g　
色：漆紺（無地）・薄暮（グラデーション）
専用パッケージ入り

草木
染め

藍から生まれたその青は
空のように鮮やかに海のよう
に深い青へと深化する
徳島の阿波藍で染めた軽くて
軟らかなマフラー

Japan blue
伝統の本藍染

T-7201  バスローブ
価格 15,120円（税込）
サイズ : 男女フリー 重さ：870ｇ色：オフ白

湯上りのバスタオルとして疲れた体をゆっくりほ
ぐします。くつろぎタイムには必需品です。

T-8201  
草木染めガーゼマフラー
価格 3,240円（税込）
サイズ : 33ｘ180cm 重さ： 36g　
色：ブルー /ピンク /グレー
専用パッケージ入り

古来から培われた先人たち
の知恵と現代の職人技で生
まれた草木染めマフラー。
きなりベースに色の太ボー
ダー柄がアクセント。
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