
「佐藤可士和展 限定オリジナル 今治タオル」を

今治タオル オフィシャルオンラインストアにて発売開始
～5社のメーカーごとに異なる風合いで、至高の「美」であるLINESを表現～

2021年2月10日

今治タオル工業組合

報道関係者各位

PRESS RELEASE

この度、今治タオル工業組合（愛媛県今治市 理事長 井上裕基）により推進されるジャパンブランド「今治タオル」

は、今治タオルのブランディング・プロデューサーを務めるクリエイティブ・ディレクター 佐藤可士和氏によるデザインの

もと、佐藤可士和展を記念し、「佐藤可士和展 限定オリジナル 今治タオル」を2月10日(水)より今治タオル オフィ

シャルオンラインストアにて発売いたします。その他、国立新美術館ではもちろん、今治タオル オフィシャルショップなど

でもご購入いただけます。

今治タオルは、2006年、佐藤可士和がブランディング・プロデューサーに就任し、「今治タオル再生プロジェクト」をスタート。

今治の豊かな自然と産業復興への思いを象徴するロゴマークを制作し、「５秒ルール」などの品質保証マークとして機能させると

ともに、「白いタオル」をキープロダクトに設定。今治タオルの本質的価値である「安心・安全・高品質」を守り、伝えていく戦略が

功を奏し、ジャパンクオリティの代表製品として、ゆるぎない地位を確立。特にそのやわらかさと吸水性の高さは、さまざまな海外

の展示会などでも注目を集め、世界にもその名を広げています。

今回は、2021年2月3日から国立新美術館にて開催されている「佐藤可士和展」を記念し、今治タオル5メーカーとコラボレー

ションをした計9種類の今治タオルを、今治タオル オフィシャルオンラインストアにて販売開始いたします。今回の佐藤可士和展の

アイコンともなっている佐藤氏のアートワークシリーズで、「至高の美」を表現している「LINES」をモティーフにした限定デザインのタ

オルです。バスタオル・フェイスタオル・マフラータオル・ハンカチと様々な種類をご用意しております。同じ今治タオルでも、メーカーご

とに異なる肌ざわりや風合いの違いをそれぞれお楽しみください。
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佐藤可士和展 限定オリジナル 今治タオル

※価格は全て税別となります。
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アイテム名 ：バスタオル
メーカー名 ：丸栄タオル
認定番号 ：第2021-159号
サイズ ：72X140cm
組織 ：綿100％
価格 ：￥5,000

アイテム名 ：バスタオル
メーカー名 ：丸栄タオル
認定番号 ：第2021-159号
サイズ ：72X140cm
組織 ：綿100％
価格 ：￥5,000

アイテム名 ：バスタオル
メーカー名 ：丸栄タオル
認定番号 ：第2021-159号
サイズ ：72X140cm
組織 ：綿100％
価格 ：￥5,000

アイテム名 ：バスタオル
メーカー名 ：丸栄タオル
認定番号 ：第2021-159号
サイズ ：72X140cm
組織 ：綿100％
価格 ：￥5,000

アイテム名 ：フェイスタオル
メーカー名 ：丸栄タオル
認定番号 ：第2021-159号
サイズ ：34X85cm
組織 ：綿100％
価格 ：￥1,600

アイテム名 ：フェイスタオル
メーカー名 ：丸栄タオル
認定番号 ：第2021-159号
サイズ ：34X85cm
組織 ：綿100％
価格 ：￥1,600

アイテム名 ：マフラータオル
メーカー名 ：丸山タオル
認定番号 ：第2020-928号
サイズ ：34X160cm
組織 ：綿100％
価格 ：￥1,600

アイテム名 ：マフラータオル
メーカー名 ：丸山タオル
認定番号 ：第2020-928号
サイズ ：34X160cm
組織 ：綿100％
価格 ：￥1,600



※価格は全て税別となります。
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アイテム名 ：ハンカチ
メーカー名 ：七福タオル
認定番号 ：第2020-1900号
サイズ ：25X25cm
組織 ：綿100％
価格 ：￥630

アイテム名 ：ハンカチ
メーカー名 ：藤高
認定番号 ：第2021-113号
サイズ ：25X25cm
組織 ：綿100％
価格 ：￥700

アイテム名 ：ハンカチ
メーカー名 ：渡辺パイル織物
認定番号 ：第2021-047号
サイズ ：25X25cm
組織 ：綿100％
価格 ：￥700

アイテム名 ：ハンカチ
メーカー名 ：七福タオル
番号 ：第2020-1900号
サイズ ：25X25cm
組織 ：綿100％
価格 ：￥630

アイテム名 ：ハンカチ
メーカー名 ：渡辺パイル織物
認定番号 ：第2021-047号
サイズ ：25X25cm
組織 ：綿100％
価格 ：￥700

アイテム名 ：ハンカチ
メーカー名 ：藤高
認定番号 ：第2021-113号
サイズ ：25X25cm
組織 ：綿100％
価格 ：￥700

今治タオル 本店 :愛媛県今治市東門町5丁目14番3号 TEL 0898-34-3486

今治タオル 南青山店 :東京都港区南青山5-3-10 FROM-1st 2F203号 TEL 03-6427-2941

今治タオル 今治国際ホテル店 :愛媛県今治市旭町2-3-4 TEL 0898-32-5533

今治タオル 松山エアポートストア :愛媛県松山市南吉田町2731番地 松山空港1階 TEL 089-971-2012

今治タオル オフィシャルオンラインストア :https://imabari-towel.jp/ TEL 0898-52-3730

国立新美術館 :東京都港区六本木7丁目22-2 TEL  03-5777-8600 

TBSショッピング ：https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/sale_top/kashiwasato
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1965年東京生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業。クリエイティブスタジオ「SAMURAI」代
表。慶應義塾大学特別招聘教授（2012～2020）、多摩美術大学客員教授（2008～）。博報
堂を経て「SAMURAI」設立。進化する視点と強力なビジュアル開発力によるトータルなクリエイションは多
方面より高い評価を得ている。近年は文化庁・文化交流使を務めるなど、日本の優れた文化、伝統、ブ
ランド、技術などを広く海外に発信することにも注力している。
今治タオルプロジェクトでは、ブランドマーク&ロゴデザインやオリジナルタオルのデザイン、今治タオル本店の

空間デザインをはじめ、「奇跡の復活」と評される今治タオルのブランド戦略のトータルプロデュースを今治タ

オル工業組合との信頼関係をベースに2006年より続けている。

佐藤可士和／クリエイティブ・ディレクター

代表者 ：理事長 井上 裕基
住所 ：〒794-0033愛媛県今治市東門町5丁目14番3号
TEL ：0898-32-7000
URL ：http://www.itia.or.jp
SNS ：Facebook @imabaritowel

：Instagram         imabaritowelofficial
設立年月日 ：昭和27年11月1日
組合員 ：102社
出資金 ：119,366千円
事業内容 ：タオル製造業に関する指導及び教育、

タオル製造業に関する情報・資料の収集及び提供、
タオル製造業に関する調査研究、
組合員のために行う組合ブランド推進事業、共同購買事業、共同金融事業他

今治タオル工業組合 概要
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<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先>

今治タオルPR 事務局 (株式会社プラチナム内) 担当: 石原、山口

TEL: 03-5572-7351 ／ MAIL: imabaritowel@vectorinc.co.jp 
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佐藤可士和展

会期 ：2021年2月3日（水）～5月10日（月）
休館日 ：毎週火曜日（※火曜日が祝日の場合は開館）、2月24日（水）
開館時間 ：10:00～18:00（※入場は閉館の30分前まで。開館時間は変更の可能性あり）
会場 ：国立新美術館 企画展示室1E
住所 ：東京都港区六本木7-22-2
公式サイト ：https://kashiwasato2020.com/

LINES

「美とは何か」という普遍的な問いをめぐり、佐藤氏が2017年から断続的に制作してきたシリーズ作品。佐藤氏は、直線は
人間だけが持つ思考の力、すなわち「概念」の象徴であり、最上の「美」であると考えています。それを感じられる形にする実
験がアートワーク「LINES」であり、あらゆるメディアに展開される可能性を秘めています。決して劣化することのない概念として
の直線の美しさを通して、絶えず進化を求める佐藤可士和氏のクリエイションをご覧下さい。
今回の「佐藤可士和展 限定オリジナル 今治タオル」においても、個々のタオルごとに線の太さや配列を換えた直線
「LINES」がデザインされています。

http://www.itia.or.jp/
https://kashiwasato2020.com/

