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GAUZE WAFFLEPÉREMÉRE

Youthのベーシックな無地タオルは 4種類。
ていねいに手摘みされた上質コットンで織られています。
それぞれの風合いを楽しんでください。
初めて触れた時の優しい感覚が、ずっと続きます。　

MÉRE（メール）はフランス語で母の意味。
赤ちゃんをそっと包むように優しい肌触りです。

PÉRE（ペール）はフランス語で父の意味。
厚めの生地で、優しい風合いの中にもコシのある力強
さを感じるタオルです。

ふんわりと軽やかで、やわらかな肌触りのガーゼパイル
タイプ。乾きも早く、たたむとコンパクトになる使い
やすいタオルです。

凹凸の弾力感がふっくらと気持ちのよいワッフルガーゼ
タイプ。吸水性・通気性にも優れています。

Color

13色

OW オフホワイト KA カーキグリーンMP モネピンクBA バニラIV アイボリー GB グレーベージュ TB ターコイズ 
 ブルー

BK ブラック CW キャンバス
 ホワイト

NB ネイビーOR オレンジPU パープル BR ブラウン

ウオッシュタオル  (34× 35cm) ¥600

フェイスタオル  (34× 85cm) ¥1,200

バスタオル  (63× 130cm) ¥3,200

バスマット  (35× 50cm) ¥1,600

ウオッシュタオル  (34× 35cm) ¥600

フェイスタオル  (34× 85cm) ¥1,200

バスタオル  (63× 130cm) ¥3,200

バスマット  (50× 70cm) ¥2,800

ウオッシュタオル  (34× 40cm) ¥440

フェイスタオル  (34× 85cm) ¥880

バスタオル  (63× 125cm) ¥2,000

ウオッシュタオル  (35× 40cm) ¥500

フェイスタオル  (35× 80cm) ¥1,000

バスタオル  (61× 130cm) ¥2,600

綿 ………………………… 丁寧に手摘みされた上質なコットン〈シャンカー 6〉を使用しています。

タオル専用糸  …… 上質のシャンカー 6のリングコーマ糸（短い綿毛を取り除き、甘く撚った）を
  ユースオリジナルのタオル専用糸に仕上げています。

今治の晒し ……… 蛍光増白剤を使用せず、清冽な今治の水で時間と手間ひまをかけて晒した糸を
  ユースオリジナルタオルに織り上げています。

 だから、 ■ 綿本来の特性を生かして良く水を吸うタオルになります。
  ■ おろしたてでも水を良く吸い吸水力が持続します。
  ■ 洗うほどにふんわりボリュームがでます。
  ■ 毛羽立ちが少なく、柔らかさが持続します。

〈両面パイル〉　認定番号 第 2010-183号 〈両面パイル〉　認定番号 第 2010-184号 〈表面ガーゼ／裏面パイル〉　認定番号 第 2010-181号 〈表面ワッフル／裏面ガーゼ〉　認定番号 第 2010-182号
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ミコノスシリーズはエーゲ海に浮かぶ
“白い宝石”とよばれるミコノス島のイメージを
刺繍とレースでエレガントに表現しました。
繊細なレースもタオルの糸で作られていて吸水性があります。
お肌のお手入れにもお使いいただけるシリーズです。 

モザイク
モザイク画をイメージした柄とふちのレースの組み合わ
せは気品があります。

ハンカチタオル (22.5× 22.5cm)  ¥1,200

クローバー
クローバーの花と葉の柄がナチュラルな優しい印象
です。

ハンカチタオル  (24 × 24cm)  ¥1,500

アカンサス
ゆっくりと動く葉をデザインしたリーフ柄が美しいです。

ハンカチタオル  (24× 24cm)  ¥1,200

マリーローズ
咲き誇る連続したローズ柄が奇麗です。

ハンカチタオル (M) (20× 20cm)  ¥800
ハンカチタオル (L) (25× 25cm)  ¥1,000
ゲストタオル  (30× 50cm)  ¥2,200

スズラン
スズランが美しい曲線柄で表現されて優雅な印象です。

ハンカチタオル  (24× 24cm)  ¥1,600

アフロディ
やさしく飛び交うチョウチョウ柄の曲線が美しいです。

ハンカチタオル  (24× 24cm)  ¥1,200

クローバー
浮かび上がるクローバー柄の刺繍とタオルの生地を合
わせたデザインです。

パイルハンカチ (25 × 25cm) ¥1,400
フェイスタオル (34 × 85cm)  ¥2,400
バスタオル  (63 × 130cm)  ¥5,200

ローズ
気品あるローズと葉の柄のコントラストが美しいです。

ハンカチタオル (24× 24cm)  ¥1,600

ヴィティス
世界中で愛されている葡萄と曲線の蔓の柄が美しいです。

ハンカチタオル  (25 × 25cm)  ¥1,600

パウダーローズ
パウダーのようなふんわりした模様の中に大きな
ローズ柄の刺繍が美しいです。

ハンカチタオル (M) (20× 20cm)  ¥900
ハンカチタオル (L) (25× 25cm)  ¥1,100
ゲストタオル  (30× 50cm)  ¥2,200

セレイス
古くから愛されている桜柄の刺繍とタオル生地を合わ
せたデザインです。

パイルハンカチ  (25 × 25cm)  ¥1,400
フェイスタオル  (34 × 85cm)  ¥2,400
バスタオル (63 × 130cm)  ¥5,200

オリーブ
平和の象徴のオリーブ柄が明るい印象です。

ハンカチタオル (23× 23cm)  ¥1,500

セレイス
古くから愛されている桜が美しく流れているような柄
のデザインです。

ハンカチタオル (24× 24cm)  ¥1,500

Mykonos

ミコノス

シリーズ

【タオル生地】

【二重ガーゼ生地】

認定番号 第 2012-355号 認定番号 第 2015-347号タオル生地をベースにし、
美しい刺繍を施しています。

ガーゼ生地に、タオルの糸で
繊細な刺繍を施しています。



Mykonos
マフラータオル
おひざ掛け
シリーズ

スズラン
タオルマフラー (24 × 150cm) ¥12,000
おひざ掛け  (24 × 45cm)    ¥4,800

ヴィティス
タオルマフラー (24 × 150cm) ¥12,000
おひざ掛け  (24 × 45cm)    ¥4,800

ローズ
タオルマフラー (24 × 150cm) ¥12,000
おひざ掛け  (24 × 45cm)    ¥4,800
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Mini Gift

ミニギフト

シリーズ

【タオル生地】

クローバー
パイルハンカチ
(25 × 25cm)  ¥1,500

セレイス
ハンカチタオル  
(24× 24cm)  
¥1,600

ローズ
ハンカチタオル  
(24× 24cm)  ¥1,700

マリーローズ
ハンカチタオル (M)
(20× 20cm) ¥900
ハンカチタオル (L) 
(25× 25cm)  ¥1,100

スズラン
ハンカチタオル
(24× 24cm)  ¥1,700

パウダーローズ
ハンカチタオル (M)
(20× 20cm) ¥1,000
ハンカチタオル (L) 
(25× 25cm)  ¥1,200

ヴィティス
ハンカチタオル
(25× 25cm)  ¥1,700

クローバー
コスメガーゼ 
(12× 24cm)  ¥1,000

セレイス
パイルハンカチ
(25 × 25cm)  ¥1,500

アカンサス
ハンカチタオル
(24× 24cm)  
¥1,300

オリーブ
ハンカチタオル
(23× 23cm)  ¥1,600

モザイク
ハンカチタオル
(22.5× 22.5cm)   
¥1,300

アフロディ
ハンカチタオル
(24× 24cm)  
¥1,300

クローバー
ハンカチタオル  
(24× 24cm)  ¥1,600

【二重ガーゼ生地】

認定番号 第 2012-355号 認定番号 第 2015-347号
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8 strings  ＜エイトストリングス＞　
■　 スポーツタオル (25× 120cm) ¥1,500 ■　 ミニハンカチ (25× 25cm) ¥500

Stream  ＜ストリーム＞　
■　 スポーツタオル (26× 130cm)  ¥1,600

NB

GR

BR

DBR

BK

BK

BR GR NB

DBR

P

BG

BK

吸水性が良いのに乾きも早く、さらっと柔らかな肌触り。
軽くて携帯に便利なので、幅広い年齢層にもお使い頂ける
シックなスポーツタオルです。

吸水性が良いのに乾きも早く、さらっと柔らかな肌触り。
綿・糸・織り・カラー・デザイン・機能・感性
そして使われる人への作り手の思い。
8つの要素が織りなすタオルです。

認定番号 第 2013-296号

認定番号 第 2015-300号

スポーツする時もおしゃれなタオルを使いたい。
でも肌触りも優しくないといや！
YOUTHのスポーツタオルは、そんな気持ちに応えたタオルです。
ていねいに手摘みされた上質コットンで織られており、
ちょっと大きめサイズ。
運動した後の汗をすーっと吸収して肌を優しく包みます。

ライナーライン・パープル×ブラック

ブルー

ブルー

ライナーライン・マゼンダ×ブラック

ピンク

ライナーライン・ブルー×ブラック

グレー

ピンク

youth sports towels  LINER  ＜ライナー＞ 　■　 スポーツタオル (35× 120cm)  ¥1,600

YS SPORTS  ＜スポーツ＞ 　■　 スポーツタオル　　　(35× 120cm) 　　　　¥1,600

  YS LINE  ＜ライン＞  　■　 スポーツタオル (35× 120cm)  ¥1,600

認定番号 第 2012-218号

New

New



認定番号 第 2011-105号
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バスタオル (63× 125cm)  ¥2,800
フェイスタオル (35× 80cm)  ¥1,200
ウオッシュタオル  (35× 35cm)  ¥600

コーマ糸 …… 不純物を取り除いた毛羽落ちの少ない上質な糸を使用していますので
 吸水性に優れ、ソフトな感触があります。

まるで森の中にいるよう。夏涼しく、冬温かいフォレスト。
甘く撚った上質な細い糸を特殊な技術で織り上げています。
だから軽いのにほどよいボリューム。
包まれているような安心感のある使い心地です。

IV   アイボリー

IV   アイボリー

BE   ベージュ

BE   ベージュ

フォレストチェック

フォレスト
オーバーストライプ

バスタオル (63× 125cm)  ¥2,800
フェイスタオル (35× 80cm)  ¥1,200
ウオッシュタオル  (35× 35cm)  ¥600

認定番号 第 2011-104号



ウォッシュクロス   （３４×３５ｃｍ ）　¥500 
色：B（ブルー）･ G（グリーン）

素材：ガーゼ／蜂巣織り

ねこ
日本だけでなく世界中で愛され、ペットとして
飼われています。人類が農耕開始の頃、穀物を
守る益獣として大切にされたのが始まりです。

ウォッシュクロス   （３４×３５ｃｍ ）　¥500 
色：B（ブルー）･ G（グリーン）

素材：ガーゼ／蜂巣織り

森の仲間
元気でとても可愛い仲間達が、今日も森で大賑
わい。街の喧騒に疲れたら、楽しい森に行って
みませんか。

ウォッシュクロス   （３４×３５ｃｍ ）　¥500 
色：G（グリーン）･ R（レッド）

素材：ガーゼ／蜂巣織り

サニーフラワー
若い方も年配の方も何か懐かしい。ちょっと前？
もう少し前の昭和の時代を思い出すちょっとレ
トロで可愛いデザイン。

ウォッシュクロス

ウォッシュクロス

ウォッシュクロス

ウォッシュクロス

ウォッシュクロス   （３４×３５ｃｍ ）　¥500 
色：P（ピンク）･ OR（オレンジ）

素材：ガーゼ／蜂巣織り

海の幸
自然に恵まれた瀬戸内海中部の来島海峡。日本三大急潮の一つ
で、その中で育った魚は絶品。大自然の恵みです。
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ウォッシュクロス

¥500ウォッシュクロス

¥500ウォッシュクロス

¥500ウォッシュクロス

¥500ウォッシュクロス

¥500ウォッシュクロス

¥500ウォッシュクロス

¥500ウォッシュクロス

¥500ウォッシュクロス

¥500ウォッシュクロス
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¥500ウォッシュクロス

¥500ウォッシュクロス

¥500ウォッシュクロス

¥500ウォッシュクロス

ガーゼ／蜂巣織り

表面のしっかりしたガーゼと

裏面の蜂巣織りとの組み合わ

せが清潔感を感じさせる和風

クロスです。

ガーゼハンカチ (ガーゼ &パイル )

 (25× 25cm)  　　  ¥400
パイルハンカチ (両面パイル )

 Lサイズ (25× 25cm)  ¥400
Mサイズ (20× 20cm)  ¥300
 Sサイズ (25× 12cm)  ¥250

認定番号 第 2013-007号

ストレッチヘアタオル
Mサイズ (34× 80cm)  　¥1,000
Lサイズ (34× 110cm)  　¥1,200
※伸縮素材につきサイズに誤差がございます。

ラップタオル
筒状になっており、ぬれた髪にかぶります。
先端をまとめるゴムが付いています。

 (24× 35cm)  　¥700
素材：ストレッチパイル

コットンと伸縮性のある素材を使用しているので、シャワーや入浴後の髪に。
吸水性のある、使い勝手のよいヘアケアシリーズです。

ヘアターバン
 (幅 7cm)  ¥600
素材：シャーリングパイル

ヘアケアタオル

ハンカチタオル 吸水性があり、肌触りのいいコンパクトなタオルハンカチ。
おでかけの時にどうぞ。

Color 13色

Color 10色

ORPUBRKAMPTBGBIVBAOW

認定番号 第 2010-181号

PPPBGYBKGYBENAOW

NBCWBK
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タオルができるまで

の

上質手摘み綿 Shanker 6を
オリジナル紡績 in INDIA

インドの神の名前を与えられた上質綿
『シャンカー６』は、

中西部のグジャラート州で
主に栽培されている中長綿です。

綿花農場
一面に地平線が見える広大な大地に広がる綿花畑で
す。

コットンボール
綿花は下から順に咲いて実ができます。ユースでは
タオルに適した2番摘みを使用しています。

市場
綿花商を通してのみ綿が取引され、市場内は伝統的
な農民スタイルの人々で活気にあふれています。

紡績工場（タオル専用糸）
最上級AAAグレードから厳選された綿は清潔な紡
績工場でタオルに適した甘燃り糸に仕上げられます。

ジン工場（種の除去）
買付けた綿はジン工場へ運ばれ手作業でゴミなどを
丁寧に選り分けた後、機械で種を除去します。

綿花
綿花はクリーム白色で、咲いた翌日から赤みを帯び
てしぼんでいきます。

手摘み
手間のかかる手摘みでの収穫は繊維を傷めず枯葉剤
を使用しない安心で上質な綿になります。

洗うほどにふんわりボリュームが増し、
かたくならず毛羽立ちも少ない

おろしたてでも水をよく吸い、吸水力が持続
■ 常温・常圧でじっくり時間をかけて綿本来の特性・柔らかさを引き出す昔ながらの加工をしています。
 だから洗濯仕上げ時に柔軟剤を使用しなくても柔らかさが持続して、水を良く吸います。

■ 日照時間の短い冬や夜干しでも乾きやすいよう適度なボリュームで織り上げていますので気軽に洗え、
 収納に納まりやすいです。

洗濯前 洗濯 2回 洗濯 20回

※ 柔軟剤を使用せず実験しています。
※上、メール /下、ペールを使用して
います。

上質手摘み綿を
タオル向けに紡績した

特別オーダー糸がつくりだす

YOUTHタオル
の魅力

自社グループ工場による一貫した生産 in IMABARI
織加工から最終製品加工まで自社グループによる一貫生産加工のネットワークにより、素材にこだわった

ハイクオリティーなタオルを安定した品質で供給する生産体制をもっています。

空調管理の整った清潔な織工場 瀬戸内海環境基準をクリアする排水
処理設備の染色工場

緻密な計測を可能とする粉体自動計
量器での品質管理

均質な製品を完成させる連続仕上げ
での製品加工ライン




