




コンボマット　3.5mm
厚さ3.5mm、表面はマイクロファイバー、ベースは天然ゴム。タオ
ルとヨガマットが一つになった、オールインワン・ヨガマットです。手と
足が乾いている方は、表面のマイクロファイバーに水スプレーをか
けますと滑りを防げます。
エコフレンドリー
環境に優しい素材でつくりました。
天然ゴムとリサイクルペットボトルで作られたマイクロファイ
バー、プリントは水性インキ。シリコーン、有害な接着剤、フタル酸
は使用しておりません。色堅牢度試験とRoHS（特定有害物質使用
制限）の認証を取得
しています。
お洗濯
手洗い、または洗濯機で洗えます。
洗濯機は手洗いコースを選択してください。
脱水機、乾燥機はご使用できません。
風通しの良い場所に干してください。

178 cm x 61 cm x 3.5 mm
約 2.2  kg
ヨガマットストラップ付き

Combo Mat 3.5mm



コンボマット 3.5 mm  

ゲオ カイバルヤハラジュク

オリジンズ マリエクォーツシャバーサナ

トライベッカ・サンドアマニ 

マンダラ・ターコイズ マンダラ・ブラック

ジャワ

FreeText
9,400円




コミューターマット    1.5mm
厚さ1.5mm、表面はマイクロファイバー、ベースは天然ゴム。
折りたたみができます。「コミューター」とは「通勤者」という意味。ヨガマッ
トと共に行動したい、活動的なヨギのためにつくりました。

エコフレンドリー
環境に優しい素材でつくりました。
天然ゴムとリサイクルペットボトルで作られたマイクロファイバー、プリント
は水性インキ。シリコーン、有害な接着剤、フタル酸は使用しておりませ
ん。色堅牢度試験とRoHS（特定有害物質使用制限）の認証を取得して
います。

お洗濯
手洗い、または洗濯機で洗えます。
洗濯機は手洗いコースを選択してください。
脱水機、乾燥機はご使用できません。
風通しの良い場所に干してください。

178 cm x 61 cm x 1.5 mm
約1.6 kg
ヨガマットストラップ付き

Commuter Mat 1.5mm



コミューターマット 1.5 mm  

ゲオ ゲオ・ブルー ハラジュク

NEW

クォーツ

ブレス マリエ

ジャワメキシカーナ

マンダラ・ブラック

FreeText
7,300円




トラベルマット　  1mm
厚さ1mm、表面はマイクロファイバー、ベースは天然ゴム。折りたたみが
できて、バックに入れられます。ヨガ、トラベル、レジャーなど、あらゆる場
所へ持ち運びができる、軽量ヨガマットです。

エコフレンドリー
環境に優しい素材でつくりました。
天然ゴムとリサイクルペットボトルで作られたマイクロファイバー、プリント
は水性インキ。シリコーン、有害な接着剤、フタル酸は使用しておりませ
ん。色堅牢度試験とRoHS（特定有害物質使用制限）の認証を取得して
います。

お洗濯
手洗い、または洗濯機で洗えます。洗濯機は手洗いコースを選択してくだ
さい。脱水機、乾燥機はご使用できません。風通しの良い場所に干してく
ださい。

178 cm x 61 cm x 1 mm
約1 kg
ヨガマットストラップ付き

Travel Mat 1mm



トラベルマット  1mm  

ゲオ・ブルー ハラジュク
トライベッカ・サンド

マリエ クォーツ

オリジンズ

メキシカーナ ジャワモナコ

マンダラ・ブラック

FreeText
6,600円








あなたのお好みとライフスタイルに合わせて
デザイン、厚さをお選びください。

             コンボマット                                            
                  3.5 mm   
                                                     
グリップ性とクッション性                           
を兼ね備えた定番ヨガマッ
ト。スタジオやご自宅での
毎日のプラクティスに。

       トラベルマット
              1 mm

スーパー軽量ヨガマット。
コンパクトに折りたたみが
でき、バックに入りやすい
サイズです。ご旅行、パー
クヨガ、アウトドアのお供
に。マットの上に置いてヨ
ガラグのようにご使用でき
ます。

      コミューターマット
              1.5 mm   

ヨガマットと共にお出かけ
したい、アクティブなヨギ
のために作りました。折り
たたみができ、定番コンボ
マットをより軽くしました。どこ
でも、ご自分のマットでプラク
ティスをされたい方へ。

178cm x 61cm x 3.5mm
               2.2kg

178cm x 61cm x 1.5mm
               1.6kg

178cm x 61cm x 1mm
                1kg





CORK MAT  3.5mm 

コルクマット 3.5mm 

天然素材がお好みのヨギへ。
コルクの安定したクッション力、アライメントをサポートするマンダラ・デザイ
ン。コルクは水スプレーをかけると、よりグリップ力を発揮します！
耐久性：
認定されたファームから調達した高品質素材。速乾性があります。
エコフレンドリー：
生分解性の天然コルクと天然ゴム。環境に優しい水性インキ。シリコー
ン、PVC、フタル酸は使用しておりません。
簡単なお手入れでOK：
天然コルクは抗菌作用に優れ、清潔に保つことができます。湿ったタオル
で拭いてください。ご使用後、マットが濡れている時は干してください。

178 cm x 61 cm x 3.5 mm 
1.8 kg

ヨガストラップ付き

FreeText
9,400円




TRAVEL CORK MAT 1.5mm

トラベル・コルクマット 1.5mm

より軽くて楽に待ち運びができるコルクマット を作りました。ご自宅やスタ
ジオだけではなく、パークヨガでもご使用できます！

耐久性：
認定されたファームから調達した高品質素材。速乾性があります。
エコフレンドリー：
生分解性の天然コルクと天然ゴム。環境に優しい水性インキ。シリコーン、
PVC、フタル酸は使用しておりません。
簡単なお手入れでOK：
天然コルクは抗菌作用に優れ、清潔に保つことができます。湿ったタオル
で拭いてください。ご使用後、マットが濡れている時は干してください。

178 x 61 cm x 1.5mm
1.6kg

ヨガストラップ 付き。

FreeText
6,600円




NEW

マンダラ・ブラック マンダラ・ホワイト

コルクマット 3.5mm & 1.5mm





FLOW MAT  6mm

フローマット　6mm
超軽量、6mmの厚み、グリップ力が備わった、ビギナーでも使い
やすいヨガマット。マンダラ模様は、ヨギがポーズの位置が取りや
すいようにデザインしています。
耐久性があり、リバーシブル。
濡れた手足、乾いた手足でも、グリップ力を発揮します。

エコフレンドリー：
生分解性でリサイクル可能な TPE。シリコーン、PVC、フタル酸は
使用しておりません。

簡単なお手入れ：
湿ったタオルで拭いてく、干してください。

173 cm x 61 cm x 6 mm
0.85 kg
ヨガストラップ付き



マンダラ・ラベンダー

フローマット 6mm

マンダラ・ローズ マンダラ・アクア マンダラ・チャコール

FreeText
6,400円








INFINITY MAT 5mm

インフィニティマット    5mm
ヨギにふさわしいスタジオ・クオリティーのヨガマットが仲間入り

しました。ヨガやフィットネスにふさわしい機能性（グリップ性・

クッション性）とデザイン性を兼ね備えた高級感。なめらかで触

り心地が良い天然ゴムで作りました。

パフォーマンスへの優れたサポート力
乾いた手足、濡れた手足でも滑りを防ぎます。厚さ５ミリのエク
ストラ・クッション。
エコフレンドー
生分解性の天然ゴムを使用しています。

簡単なお手入れ

湿ったタオルでふいて、干してください。

180 cm x 61 cm x 5 mm
約2.8 kg
ヨガマットストラップ付き

グリップ力あります！スタジオ & ご自宅用にオススメ。



インフィニティマット　5mm  

マンダラ・ローズ マンダラ・アクア マンダラ・チャコール マンダラ・ティール

NEW

FreeText
11,000円






ヨガマットタオル　
軽量、優れた吸収性と速乾性。
滑りを防いでくれる、
マイクロファイバーのヨガマットタオル。
汗ふきタオルとしても、ご使用できます。

エコフレンドリー
環境に優しい水性インキのプリント。
色落ちしにくい、長持ちするカラーです。

お洗濯
洗濯機で洗えます。
脱水機、乾燥機は、弱めのコースをご選択ください。

多目的
ヨガ、スポーツ、レジャーなど、
あらゆるアクティビィティにご活用できます。

183 cm x 61 cm
約 465 g

YOGA MAT TOWEL



ヨガマットタオル 

ゲオ ゲオ・ブルー

ブレス マンダラ・ジンジャー マンダラ・ターコイズ

モナコ メキシカーナ

ウルワツ

マリエ

　

ジャワ

トライベッカ・サンド

FreeText
5,200円






ヨガハンドタオル　　
軽量、優れた吸収性と速乾性。
滑りを防いでくれる、
マイクロファイバーのハンドタオル。
ヨガマットの上に置いてサポーターとして、
汗ふきタオルとして、ご使用できます。

エコフレンドリー
環境に優しい水性インキのプリント。
色落ちしにくい、長持ちするカラーです。

お洗濯
洗濯機で洗えます。
脱水機、乾燥機は、弱めのコースをご選択ください。

多目的
ヨガ、スポーツ、レジャーなど、
あらゆるアクティビィティにご活用できます。

38 cm x 61 cm
約 98  g

YOGA HAND TOWEL



ハンドタオル

マンダラ・ターコイズ
トライベッカ・サンド トロピカ マンダラ・ブラック

FreeText
2,000円




ヨガストラップ　　
エクストラ・ロング。
肌触りが優しいやわらかい素材と
美しいエコ・プリントの ヨガストラップ。
ポーズとバランスを保ちます。

エコフレンドリー
環境に優しい水性インキのプリントです。

240 cm

YOGA STRAP



ヨガストラップ 

トライバル・コーラル トライベッカ・サンド
カレイドスコープ

マンダラ・ターコイズ マンダラ・ブラック

FreeText
2,000円






 CORK BLOCK

コルクブロック

しっかりとしたグリップ力、安定感。より深くヨガポーズにチャレンジ

できます。バランス、アジャストメント、アライメントをサポートしま

す。初級、中級、上級者、全てのレベルにご使用できます。

高密度コルク：

弾力性と安定性に優れています。

エコフレンドリー：

生分解性の100%の天然コルク。
簡単なお手入れでOK：
天然コルクは抗菌作用に優れています。清潔に保つことができま

す。湿ったタオルで拭いて自然乾燥をさせてください。

14 cm (縦) x 23 cm (横)　7.6 cm (高さ)  
700 g

両面にマンダラデザインが

プリントされています。
横面はYoga Design Labの
ロゴになります。

FreeText
2,800円






Cork WHEEL / Mandala Black

ヨガホイール  (コルク)

胸、肩、背中、股関節屈筋を開き
柔軟性、体幹を鍛えます。

あなたの背中を安全にサポートする
理想的なサイズです。

ヨガの初心者から上級者までご使用になれます。

ヨガホイールを使って
苦手なポーズにチャレンジできます。

後屈をサポートし、硬い筋肉をほぐします。

よりディープにストレッチができます。

32.5 cm（直径）x 13 cm（幅）
約1.3 kg
耐荷重 200 kg

FreeText
7,000円




PU WHEEL / Mandala Night
ヨガホイール  (PU)

胸、肩、背中、股関節屈筋を開き
柔軟性、体幹を鍛えます。

あなたの背中を安全にサポートする
理想的なサイズです。

ヨガの初心者から上級者までご使用になれます。

ヨガホイールを使って
苦手なポーズにチャレンジできます。

後屈をサポートし、硬い筋肉をほぐします。

よりディープにストレッチができます。

32.5 cm（直径）x 13 cm（幅）
約1.35 kg
耐荷重 200 kg

FreeText
7,000円






Yoga Mat Bag

ヨガマットバッグ
ヨガマットとのお出かけが、よりハッピーになるバッグをつくり
ました。タオルや大切な必需品も入ります。
便利なポケット付き

安全なジッパー式の５つのポケット。

ソフトで耐久性のある素材

ウォータープルーフで、環境に優しい水性インキでプリントして

います。

高さ：　73.5 cm 
マチ幅：17 cm
周長：　53.4 cm
ストラップ （最長）：85 cm

空気穴つき



ヨガマットバッグ 

マンダラ・ラベンダー トライベッカ・サンド アマニ ウルワツ

FreeText
7,800円



