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水と空気のきれいな富士北麓の地で古くより続く絹織物の技術を礎
に生産しています。
豊かな自然と伝統を活かした「前田源商店ならでは」のオーガニック
コットンの生地作り、製品づくりに励んでいます。
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※カラー表記について：オフ白は生成りの白です

年間を通して快適に着用できる、
肌触りが爽やかなドビー素材の
ワンピース。
着心地を重視したオーソドック
スなデザインです。

G-5205  
ジンコード・
リラックスワンピ－ス
価格 12,960円（税込）
サイズ : 婦人M・L　
色：オフ白

年間を通して快適に着用できる、肌触り
が爽やかなドビー素材のパジャマ。
着心地を重視したオーソドックスなデザ
インです。
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G-6102  
メンズ 
オリジナルパジャマ
G-6103  
レディース 
オリジナルパジャマ
価格 14,580円（税込）
サイズ :
 婦人 /紳士 M・L　
色：オフ白

単位 cm
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見た目にも楽しい変わり織りの
起毛素材。触り心地はまるで柔
らかなひつじに触れているよう
なやさしさです。ブランケット
やひざ掛け、赤ちゃんのおくる
みと幅広い用途に大活躍のブラ
ンケットです。
G-22 ブランケット
（シープスノー）
価格 7,344円（税込）
サイズ : 100×135cm　
色：オフ白
G-22 ブランケット
（チェック）
価格 8,424円（税込）
サイズ : 100×135cm　
色：チェック

チェック

シープスノー

スタイ2枚、
にぎにぎぬいぐるみ
（色柄は選べません）1個、
4重ガーゼアフガン1枚、
ベビーレッグウォーマー1組、
バスガーゼ1枚、
ガーゼハンカチ2枚のセット

G-8123  
やさしいベビーセット
価格 16,632円（税込）

オーガニックコットンの素材感
を生かしたストール。自然な楊
柳仕上げなので、バッグに入れ
てもしわが気になりません。両
サイド結び房仕上げ。

柔らかなピマコットンを本
藍染で染色し、生成りと組
み合わせて市松模様に織り
あげました。

コットンの起毛素材のマフラーは柔
らかくて暖かな肌触り。お出かけだけ
でなく、お休みの時にも快適です。

G-014  マフラー
価格 3,240円（税込）
サイズ : 32×145cm　色：茶

軽くて肌触りのやさしいスーピマ
オーガニックコットンの鹿の子編
み。オンタイムにも着用可能な、衿
は「レギュラーカラー」と袖口はリ
ブ無しのストレート仕上げ。

G-5102  ポロシャツ　
ス－ピマ鹿の子 
価格 8,424円（税込）
サイズ: SS・S・M・L・LL　色：オフ白
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安心感のあるしっかりとしたシャンブ
レー生地を使用。シンプルであきのこ
ないオーソドックスなデザイン。着用
し、洗濯するごとに体になじんできて、
「わたしだけの服」になってゆきます。

G-5203  
ボタンダウンシャツ
価格 10,800円（税込）
サイズ : S・M・L　色：オフ白
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G-5206 
7 分袖 T シャツ（20 天竺）
価格 4,320円（税込）
サイズ : SS・S・M・L　
色：オフ白
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肌触りのやさしい定番の「20 天竺」
を、縫製にもオーガニックコットン
を使用しています。
衿はバインダー仕上。

G-6201  
ゆらぎ3重ガーゼ マルチシャツ
（ナチュラルウォッシュの
ガーゼ素材）
価格 12,960円（税込）
サイズ : 婦人フリ－　色：オフ白
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ナチュラルウォッシュのゆらいでい
るような質感で肌触りが抜群です。軽
くて空気をまとうような柔らかさと暖
かさが体を包んでくれます。重ね着に
も最適で、腰回りが絞れるタイプなの
でスタイルよく着こなしが楽しめます。

通年使える定番シャツやパジャマが勢揃い

さらっと羽織れるオーガニックコッ
トンの風合いが映えるワンピース。
シンプルなデザインは他のアイテム
との相性も良いので、様々なシーン
に活躍します。

G-6105  シャツワンピース
価格 19,224円（税込）
サイズ : フリー　色：オフ白

G-012  
大判ナチュラルストール　（ガーゼ）
価格 6,480円（税込）
サイズ : 80×175cm　色：オフ白

G-8218  
本藍染　
市松柄ストール
価格 8,640円（税込）
サイズ : 45×200cm　
色：
オフ白×藍色（ブルー）
オフ白×濃紺（超濃紺）

G-013  
ナチュラルストール　（ガーゼ）
価格 4,104円（税込）
サイズ : 40×175cm　色：オフ白

ボリューム感のある大判サイズ。

赤ちゃんの沐浴にも大活躍の 2 重ガーゼの
タオルとガーゼハンカチです。軟らかさと吸水性
が特徴で、幅広い用途にご使用いただけます。

L サイズ

Mサイズ

内側にスーピマオーガニックのガーゼを 10 層で
使用しています。特に保湿効果に優れたマスク。
紐や縫い糸もオーガニックコットンを使用。
布マスク
G-021M  価格 1,080円（税込）
サイズ : 10.5×13.5cm 色：チェック

G-021L 価格 1,188円（税込）
サイズ : 11.5×14.5cm 色：オフ白

泡立ちがよく、肌触りの滑らかなカラミ織りの
浴用アカスリです。

G-019  カラミ織ボディタオル
価格 1,080円（税込）
サイズ : 35×92cm　色：オフ白・茶

カラードグリーンの「水玉＆花柄」、茜染ピンクの
「うさぎ＆人参」、ロッグウッドグレーの「パンダ
＆笹」の３色・３柄のガーゼハンカチ３枚セット。

G-5103  ガーゼハンカチ　３柄セット
価格 1,296円（税込）
サイズ : 24×24cm　
色：グリーン・ピンク・チャコール
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ガ－ゼハンカチ

G-018  
ガーゼハンカチ
価格 756円（税込）
サイズ: 35×35cm　
色：オフ白

G-020  
バスガーゼ
価格 1,188円（税込）
サイズ: 35×70cm　
色：オフ白

バスガーゼ

G-8121  小紋柄ロングタオル
価格 2,160円（税込）
サイズ : 約 23×118ｃｍ　　
色：オフ白×ブラウン

優れた吸水性、保温性、安全性が特徴。薄手の
素材でがさばらないので、おでかけや、スポーツ・
ベビーケア・温泉など様々なシーンで大活躍。

G-7211  ハニカムスリッパ
価格 3,024円（税込）
サイズ: M（～約24ｃｍ）・L（～約26.5ｃｍ） 色：茶

素足でも気持ちの良い
「ハニカム（変わり蜂巣）
織り」のスリッパ。底には
綿の帆布（はんぷ）を使用し
ていて、手洗いができます。

麻の葉柄

矢羽柄

天然の紫外線遮蔽効果のある「カラーブラウン」
のシンプルな折りたたみ日傘。収納用の布袋も
ついています。生地の紫外線遮蔽率は８５％以上。
(弊社調査）

G-016  折りたたみパラソル
価格 9,504円（税込）
サイズ : 親骨　45cm　色：ブラウン

ロッグウッドで染色した糸で織り上げたすっき
りとしたストライプの折りたたみ日傘。収納用
の布袋もついています。生地の紫外線遮蔽率は
９０％以上。（弊社調査）

G-8122  折りたたみパラソル　
価格 10,800円（税込）
サイズ : 親骨　45cm　色：ロッグウッド
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