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●商品サイズ：約28×100cm
●包装サイズ：255×110×15mm
●包装重量：46g　●入数：10P×18=180
●材質：ナイロン85％、ポリエステル15％
●JANコード：609008

●商品サイズ：約20×90cm
●包装サイズ：255×110×15mm
●包装重量：49g　●入数：10P×18=180
●材質：ポリエステル60％、ポリプロピレン40％
●JANコード：609015

●商品サイズ：約20×90cm
●包装サイズ：255×110×15mm
●包装重量：46g　●入数：10P×18=180
●材質：ナイロン60％、ポリエステル30%、綿10％
●JANコード：609022

●商品サイズ：約28×100cm
●包装サイズ：255×110×15mm
●包装重量：42g　●入数：10P×18=180
●材質：ナイロン65％、ポリエステル35％
●JANコード：609039

●商品サイズ：約23×120cm（伸長時）
●包装サイズ：255×110×30mm
●包装重量：66g　●入数：10P×18=180
●材質：ポリプロピレン95％、ポリエステル5％
●JANコード：609046

●商品サイズ：約28×100cm
●包装サイズ：255×110×15mm
●包装重量：43g　●入数：10P×18=180
●材質：ナイロン65％、ポリエステル35％
●JANコード：609053

●商品サイズ：約28×120cm
●包装サイズ：255×110×30mm
●包装重量：71g　●入数：10P×18=180
●材質：ナイロン90％、ポリエステル10％
●JANコード：609060

●商品サイズ：約20×90cm
●包装サイズ：255×120×20mm
●包装重量：56g　●入数：10P×20=200
●材質：ポリエステル65％、綿35％
●JANコード：631610

●商品サイズ：約20×90cm
●包装サイズ：255×120×20mm
●包装重量：56g　●入数：10P×20=200
●材質：ポリエステル65％、綿35％
●JANコード：631658

●商品サイズ：約20×90cm
●包装サイズ：250×120×25mm
●包装重量：53g　●入数：10P×18=180
●材質：ポリエステル100％
●JANコード：612312

●商品サイズ：約20×90cm
●包装サイズ：245×125×30mm
●包装重量：41g　●入数：10P×18=180
●材質：ポリエステル100％
●JANコード：613418

●商品サイズ：約20×90cm
●包装サイズ：245×125×30mm
●包装重量：41g　●入数：10P×18=180
●材質：ポリエステル100％
●JANコード：613456

●商品サイズ：約27×90cm
●包装サイズ：260×125×25mm
●包装重量：61g　●入数：10P×18=180
●材質：ナイロン70％、ポリエステル30％
●JANコード：613319

●商品サイズ：約20×90cm
●包装サイズ：235×110×25mm
●包装重量：61g　●入数：10P×18=180
●材質：ポリエステル100％
●JANコード：631160

●商品サイズ：約20×90cm
●包装サイズ：235×110×25mm
●包装重量：61g　●入数：10P×18=180
●材質：ポリエステル100％
●JANコード：631177

●商品サイズ：約20×90cm
●包装サイズ：240×110×40mm
●包装重量：42g　●入数：10P×18=180
●材質：ポリエステル50％、ポリプロピレン50％
●JANコード：（P）631702、（G）631719、
（B）631726

●商品サイズ：約20×90cm
●包装サイズ：250×120×25mm
●包装重量：53g　●入数：10P×18=180
●材質：ポリエステル100％
●JANコード：612350

●商品サイズ：約20×100cm
●包装サイズ：245×125×20mm
●包装重量：50g　●入数：10P×24=240
●材質：ポリエステル70％、綿30％
●JANコード：（P）602719、（B）602757

●商品サイズ：約20×90cm
●包装サイズ：240×105×20mm
●包装重量：55g　●入数：10P×20=200
●材質：ポリエステル70％、綿30％
●JANコード：612725

●商品サイズ：約20×90cm
●包装サイズ：240×105×15mm
●包装重量：43g　●入数：10P×20=200
●材質：綿45％、ポリエステル45％、ナイロン10％
●JANコード：612619

●商品サイズ：約18×55cm（伸長時約100cm）
●包装サイズ：250×120×50mm
●包装重量：63g　●入数：10P×18=180
●材質：ポリプロピレン60％、ナイロン35％、
ポリエステル5％
●JANコード：609916

●商品サイズ：約26×90㎝
●包装サイズ：260×120×20mm
●包装重量：58g　●入数：10P×22=220
●材質：綿75％、ポリエステル25％
●JANコード：658327

●商品サイズ：約26×90㎝
●包装サイズ：260×120×20mm
●包装重量：58g　●入数：10P×22=220
●材質：綿75％、ポリエステル25％
●JANコード：658341

●商品サイズ：約26×90㎝
●包装サイズ：260×120×20mm
●包装重量：58g　●入数：10P×22=220
●材質：綿75％、ポリエステル25％
●JANコード：658358

●商品サイズ：約26×90㎝
●包装サイズ：260×120×20mm
●包装重量：58g　●入数：10P×22=220
●材質：綿75％、ポリエステル25％
●JANコード：658372

●商品サイズ：約27×90cm
●包装サイズ：260×125×25mm
●包装重量：61g　●入数：10P×18=180
●材質：ナイロン70％、ポリエステル30％
●JANコード：613357

●商品サイズ：約18×40cm
（伸長時約90cm）
●包装サイズ：250×125×30mm
●包装重量：58g　●入数：10P×18=180
●材質：ポリプロピレン90％、ナイロン10％
●JANコード：(Or)612411、(B)612459

パステル・スクレ ボディタオル Ｐ
63161

パステル・スクレ ボディタオル Ｂ
63165

ダブルソフト ボディタオル Ｐ
61231

ダブルソフト ボディタオル Ｂ
61235

泡のパティシエ ボディタオル Ｐ
61341

MBナイロンタオル ソフトストライプ
60900

MBボディタオル ソフトタッチ
60901

MBボディタオル ソフトバブル
60902

MBナイロンタオル ミディアムチェック
60903

MBボディタオル ミディアムフィット
60904

MBナイロンタオル ハードチェック
60905

MBナイロンタオル スーパーハード
60906

泡のパティシエ ボディタオル Ｂ
61345

豊潤泡 ボディタオル Ｐ
61331

豊潤泡 ボディタオル Ｂ
61335

ぽこぷにタオル Ｐ
63116

ぽこぷにタオル B
63117

PU2 泡タオル
P:63170 G:63171 B:63172

ＦＲＥＥ ボディタオル
Or:61241 B:61245

ソフティア ボディタオル
P:60271 B:60275

乙女の美 ボディウォッシュタオル    
61272

メリーさんのボディタオル ホイッぷる タオル
60991

ＳＢＴ αリポ酸タオル
65832

ＳＢＴ ヒアルロン酸タオル
65834

ＳＢＴ コエンザイムＱ10タオル
65835

ＳＢＴ コラーゲンタオル
65837

1 2 3 4ソフト ハード1 2 3 4ソフト ハード 1 2 3 4ソフト ハード 1 2 3 4ソフト ハード

1 2 3 4ソフト ハード 1 2 3 4ソフト ハード 1 2 3 4ソフト ハード

Mono Body

●バスルームに調和するシックな
　カラーを基調に取り揃えました。
●女性にもご購入いただけるよう、
　男性限定の商品から、「MENS」
　表示を意図的に外しています。
●男性の美肌意識の向上や、
　乾燥対策として、ソフト～
　ミディアムゾーンのライン
　アップを拡充しました。

シックなカラー！
男性だけでなく
女性にもターゲットを拡大！モノボディ

肌ざわりソフト

肌ざわりハード肌ざわりミディアム

爽やかに洗える
泡立ちバツグン

身体にフィットする
伸縮素材

ソフトに洗える
泡立ちバツグン

心地よく洗える
凹凸立体織り

やさしく洗える
ふわふわ繊維

ハードな刺激の
泡立ちバツグン

スーパーハードな刺激
ブラックストライプ

バスルームにも
しっくりなじむ

●商品サイズ：約20×90cm
●包装サイズ：250×110×30mm
●包装重量：60g　●入数：10P×18=180
●材質：ポリエステル100％
●JANコード：(Be)612916、(Br)612923、(G)612930、(R)612947

ＴＳ ボディタオル
Be:61291 Br:61292 G:61293 R:61294

ふんわり、やさしい

リッチなパイル生地
泡立ちもGOOD♪

おちついた雰囲気の
浴室にぴったり
タオルと一緒に

トータルコーディネイト

●商品サイズ：約28×100cm
●包装サイズ：250×130×30mm
●包装重量：48g　●入数：10P×18=180
●材質：ナイロン100％
●JANコード：(P)613906、(Y)613913、(G)613920、(B)613937

ぽこ泡 ボディタオル
P:61390 Y:61391 G:61392 B:61393

タオルの表面のぽこぽこ
がお肌を適度に刺激し、
汚れをすっきりと落とし
ます。

極細繊維
66ナイロンを使用。
きめ細やかでたっぷり
の泡立ちです。

心地よい
ぽこぽこ触感

極細繊維を
使用

きめ細やかでたっぷりきめ細やかでたっぷり

極細繊維を21

キメ細やかで豊かな泡立ち

モノクロカラー

61261
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