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ヨガをするという行為をサポートするために

1997年ブランドの設立以来

Mandukaはヨガの持つ革新的な力を信じています。

私たちは、高品質なヨガマットを通して

より多くの人々をヨガをするという行為へ導き

世界により多くの喜びをもたらします。

本物であることを追い求める

私たちの最初のヨガマットである

Black Mat PRO®は

製品哲学の原点にもなっており

ユーザーにとってより良いヨガのサポートとなるため

ヨガグッズ、アパレルなど全ての製品は

シンプルで耐久性があり

自然由来、再生可能な素材で作られています。

About Manduka



ヨガマット



PRO® Yoga Mat 6mm 19,250 23,100

PRO® 

PROヨガマットは、高密度でハイテク、機能性に優れてお
り、最高のパフォーマンスと耐久性を併せ持った理想の
マットです。

海外の一流ヨガインストラクター、ピラティス指導者、ア
スリート達の絶大な支持を受け、過去10年以上トップセー
ルスを更新してきました。その圧倒的な存在感は、まさに
ヨガマットの『ベントレー』と呼ばれるにふさわしいマッ
トです。

超高密度ゴムを多重構造することにより、強い衝撃に耐え
る頑強なつくりとなっています。
表面はテキスタイル加工を施し、ゴム素材でありながら、
シルク生地 のような滑らかな仕上がりとなっています。

More → https://bit.ly/2PBcTEL

商品番号 401105001 / 401105004 / 401105006

グリップ ★★★ 大変良い

原産国 ドイツ

サイズ レギュラー 66×180cm / ロング 66×216cm

厚さ 約6mm

重量 レギュラー 約3.4kg / ロング 約4.2kg

素材
PVC（ポリ塩化ビニル）

表面 テキスタイル仕上げ
裏面 多孔質クッション

manduka.jp 4

プロヨガマット6mm

https://bit.ly/2PBcTEL


PRO® Yoga Mat 6mm カラーバリエーション
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ブラック
レギュラー 19,250円
ロング 23,100円

ミッドナイト
レギュラー 19,250円
ロング 23,100円

ブラックマジック
レギュラー 19,250円
ロング 23,100円

※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

オデッセイ
レギュラー 19,250円
ロング 23,100円

ブラックセージ
レギュラー 19,250円
ロング 23,100円

ヴァーブ
レギュラー 19,250円
ロング 23,100円

レギュラー ロング レギュラー ロング レギュラー ロング

レギュラー ロング レギュラー ロング
レギュラー ロング

プロヨガマット6mm



シーフォーム
カラーフィールド
22,000円

PRO® Yoga Mat 6mm
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インダルジ
19,250円

サンダー
19,250円

限定カラー

マンドゥカレッド
19,250円

サーフ
19,250円

※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

プロヨガマット6mm カラーバリエーション



15,400 18,150

PROlite® 

PRO®ヨガマットの軽量版。軽くなったことで、持ち運び
もしやくなっています。マットの機能性は、そのまま、高
密度でハイテク、最高のパフォーマンスと耐久性を併せ
持っています。

超高密度ゴムを多重構造することにより、強い衝撃に耐え
る頑強なつくりとなっています。
表面はテキスタイル加工を施し、ゴム素材でありながら、
シルク生地 のような滑らかな仕上がりとなっています。

More → https://bit.ly/2PJQLb9

商品番号 401105003 / 401105005 / 401105094

グリップ ★★★ 大変良い

原産国 ドイツ

サイズ 61×180cm / Long 61×200cm

厚さ 約5mm

重量 約1.8kg / Long 約2.1kg

素材
PVC（ポリ塩化ビニル）

表面 テキスタイル仕上げ
裏面 多孔質クッション
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PROlite® Yoga Mat 5mm プロライトヨガマット5mm

https://bit.ly/2PJQLb9
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※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

PROlite® Yoga Mat 5mm

ブラック
レギュラー 15,400円
ロング 18,150円

ミッドナイト
レギュラー 15,400円
ロング 18,150円

サンダー
レギュラー 15,400円
ロング 18,150円

インダルジ
レギュラー 15,400円
ロング 18,150円

ブラックセージ
15,400円

ブラックマジック
15,400円

レギュラー ロング
レギュラー ロング

レギュラー ロング

プロライトヨガマット5mm カラーバリエーション

レギュラー ロング
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※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

PROlite® Yoga Mat 5mm

マンドゥカレッド
15,400円

プロライトヨガマット5mm

ドレスデンブルー
15,400円

パープル
15,400円

クリアブルー
15,400円

サーフ
15,400円

ダークディープシー
15,400円

ディープコーラル
15,400円

カラーバリエーション



10,780

PRO®Travel

PRO®ヨガマットの軽量版。PROマットの機能性をそのま
まに、どこでもヨガのプラクティスを楽しめるようにさら
に軽量・薄型になった折り畳み可能なヨガマットです。

PROシリーズならではのグリップ力、耐久性を併せ持って
います。一般的なトラベルマットより床の固さを感じにく
く、持ち運びのマットとしては最高のクオリティを誇りま
す。

More → https://bit.ly/3mrES5A

商品番号 401105091

グリップ ★★★ 大変良い

原産国 ドイツ

サイズ 61×180cm

厚さ 約2.5mm

重量 約1.3kg

素材
PVC（ポリ塩化ビニル）

表面 テキスタイル仕上げ
裏面 多孔質クッション
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PRO® Travel Yoga Mat 2.5mm プロトラベルヨガマット2.5mm

https://bit.ly/3mrES5A
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※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

ブラック
10,780円

ブラックセージ
10,780円

ミッドナイト
10,780円

ボールドブルー
10,780円

インダルジ
10,780円

オデッセイ
10,780円

フューシャ
10,780円

PRO® Travel Yoga Mat 2.5mm プロトラベルヨガマット2.5mm カラーバリエーション



15,400 17,050

eKO® 

最高品質＆高密度の天然ゴムを使用し、耐久性に非常に優
れています。 天然ゴムとリサイクル・シルク（合成繊維）
を2層構造にすることにより、天然ゴムのマットではあり
えない程の驚異的な耐久性を実現。

起泡剤・石油・接着剤・TPEやPOEのような人工物は一切
使用せず、MANDUKA社独自の方法で、天然ゴムの製品化
に成功しました。天然素材のため自然土壌に優しく、廃棄
の際は環境に一切痕跡を残さず、土に還元されます。また、
製造工程でもダイオキシンなどの有害物質を発生すること
がありません。

More → https://bit.ly/3cYzJPc

商品番号 401105011 / 401105111

グリップ ★★☆ 大変良い

原産国 台湾

サイズ 61×180cm / Long 66×200cm

厚さ 約5mm

重量 約3.1kg / Long 約3.6kg

素材
天然ゴム、リサイクルシルク

表面 ゼブラ風ウェーブ生地
裏面 多孔質クッション
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eKO® Yoga Mat 5mm エコヨガマット5mm

https://bit.ly/3cYzJPc
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※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

アサイ
レギュラー 15,400円
ロング 18,150円

エブ
レギュラー 15,400円
ロング 18,150円

チャコール
レギュラー 15,400円
ロング 18,150円

セージ
15,400円

ミッドナイト
15,400円

サーフマーブル
15,400円

レギュラー ロング
レギュラー ロング レギュラー ロング

eKO® Yoga Mat 5mm エコヨガマット5mm カラーバリエーション



12,650

eKOlite® 

eKO ヨガマットの軽量版。最高品質＆高密度の天然ゴムを
使用し、耐久性に非常に優れています。 天然ゴムとリサイ
クル・シルク（合成繊維）を2層構造にすることにより、
天然ゴムのマットではありえない程の驚異的な耐久性を実
現。

起泡剤・石油・接着剤・TPEやPOEのような人工物は一切
使用せず、MANDUKA社独自の方法で、天然ゴムの製品化
に成功しました。天然素材のため自然土壌に優しく、廃棄
の際は環境に一切痕跡を残さず、土に還元されます。また、
製造工程でもダイオキシンなどの有害物質を発生すること
がありません。

More → https://bit.ly/3mEBLHP

商品番号 401105013

グリップ ★★☆ 大変良い

原産国 台湾

サイズ 61×180cm

厚さ 約4mm

重量 約2kg

素材
天然ゴム、リサイクルシルク

表面 ゼブラ風ウェーブ生地
裏面 多孔質クッション
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eKO® LiteYoga Mat 4mm エコライトヨガマット4mm

https://bit.ly/3mEBLHP
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※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

エブ
12,650円

ミッドナイト
12,650円

アサイ
12,650円

チャコール
12,650円

eKO® LiteYoga Mat 4mm エコライトヨガマット4mm

コーラルマーブル
12,650円

サーフマーブル
12,650円

ダークサファイア
マーブル
12,650円

ディープシー
12,650円

カラーバリエーション
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※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

eKO® LiteYoga Mat 4mm エコライトヨガマット4mm

ブラック
12,650円

ブラックアメジス
トマーブル
12,650円

ルートマーブル
12,650円

カラーバリエーション



eKO® sperlite

小さく折りたたんで持ち運べる超軽量マット。約1.5mmと
いう薄さにもかかわらず、しっかりとした構造で、折り曲げ
ても高い耐久性を保ちます。

最高品質＆高密度の天然ゴムとリサイクル・シルク（合成繊
維）を2層構造にすることにより、天然ゴムのマットではあ
りえない程の驚異的な耐久性を実現。

起泡剤・石油・接着剤・TPEやPOEのような人工物は一切使
用せず、MANDUKA社独自の方法で、天然ゴムの製品化に成
功しました。天然素材のため自然土壌に優しく、廃棄の際は
環境に一切痕跡を残さず、土に還元されます。また、製造工
程でもダイオキシンなどの有害物質を発生することがありま
せん。

More → https://bit.ly/3fS1paA

商品番号 401105046 / 401105112

グリップ ★★☆ 大変良い

原産国 台湾

サイズ 61×180cm / Long 61×200cm

厚さ 約1.5mm

重量 約1kg / Long 1.2kg

素材 天然ゴム、リサイクルシルク(合成繊維)
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eKO® SuperLiteTravel Mat 1.5mm エコスーパーライトトラベルマット1.5mm 7,700 9,350

https://bit.ly/3fS1paA
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※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

ミッドナイト
レギュラー 7,700円
ロング 9,350円

エブ
レギュラー 7,700円
ロング 9,350円

チャコール
7,700円

アサイ
7,700円

ブラック
7,700円

デジライムマーブル
7,700円

eKO® SuperLiteTravel Mat 1.5mm エコスーパーライトトラベルマット1.5mm カラーバリエーション

レギュラー ロング
レギュラー ロング
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※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

ブラックアメジス
トマーブル
7,700円

クレイストライプ
7,700円

コーラル
7,700円

サーフ
7,700円

サーフストライプ
7,700円

シーフォームマーブル
7,700円

ディープコーラル
マーブル
7,700円

eKO® SuperLiteTravel Mat 1.5mm エコスーパーライトトラベルマット1.5mm カラーバリエーション



7,480

初めて持つヨガマットとして最適なモデル。
クッション性もしっかりあり、表面にはグリップ仕上げが
施されているので、ヨガのポーズをより安定させます。

環境に配慮したエコ素材TPEは、大変軽量で持ち運びにも
便利です。

これからヨガを始める方、中級者の方で、よりグレードの
高いマットを使いたい方向けにお勧めです。

More → https://bit.ly/3dIyvXI

商品番号 401105017

グリップ ★★☆ 大変良い

原産国 台湾

サイズ 61×172cm

厚さ 約5mm

重量 約1kg

素材
TPE

表面 グリップ仕上げ
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BeginYoga Mat 5mm ビギンヨガマット5mm

https://bit.ly/3dIyvXI
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※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

アルカディアング
リーン
7,480円

ライトブルー
7,480円

ダークピンク
7,480円

ボンダイブルー
7,480円

BeginYoga Mat 5mm ビギンヨガマット5mm

スティールグ
レー
7,480円

ネイビー
7,480円

ラベンダー
7,480円

マジック
7,480円

グレイシャーブ
ルー
7,480円

カラーバリエーション



9,350

ヨガのシーンだけではなく、フロアエクササイズなどのク
ロスフィットネスにも対応したマットです。

表面にドライグリップ加工を施しているので、しっかりと
マットを捉えることができます。
また、豊かなクッションにより、関節を守り、ヨガのポー
ズ時でも心地よく練習することができます。

TPEを使用しているため、クッション性・グリップ性に優
れていながら軽量で持ち運びにも便利です。

More → https://bit.ly/3dNgY0o

商品番号 401105017

グリップ ★★☆ 大変良い

原産国 台湾

サイズ 61×180cm

厚さ 約5mm

重量 約1.7kg

素材
TPE

表面 ドライグリップ仕上げ
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X Yoga Mat 5mm エックスヨガマット5mm

https://bit.ly/3dNgY0o
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※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

ブラック
9,350円

マジック
9,350円

ミッドナイト
9,350円

スライブ
9,350円

ダークピンク
9,350円

X Yoga Mat 5mm エックスヨガマット5mm カラーバリエーション



ヨガラグいらずのドライ＆高グリップ性を兼ねそろえた『究
極のホットヨガマット』

汗によるスリップを防ぐヨガタオルを必要としないグリップ
マット。濡れた状態と乾燥した状態どちらの時も、手に吸い
付くような感覚の高グリップ力が特徴です。

関節や骨への負担を軽減する厚さ6mmクッション(Liteは
4mm)。100％オープンセル3層構造による湿気を調整する木
炭添加物が加わり、消臭効果もあって衛生面でも安心です。

More → https://bit.ly/3sUxzG1

商品番号 401105009 / 401105109

グリップ ★★☆ 大変良い

原産国 スペイン

サイズ 66×180cm

厚さ 約6mm / Lite 約4mm

重量 約2.5kg/ Lite 約2.1kg

素材
ポリウレタン、天然ゴム

表面 PUレザー仕上げ
裏面 多孔質クッション
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GRP Yoga Mat 6mm / GRPlite 4mm
ジーアールピーヨガマット6mm 
ライトヨガマット4mm 15,400 14,300

https://bit.ly/3sUxzG1
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※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

スティールグレー
レギュラー 15,400円
ライト 14,300円

ミッドナイト
レギュラー 15,400円
ライト 14,300円

マジック
ライト 14,300円

ブラック
ライト 14,300円

GRP Yoga Mat 6mm / GRPlite 4mm
ジーアールピーヨガマット6mm 
ライトヨガマット4mm カラーバリエーション

レギュラー ライト
レギュラー ライト



最新テクノロジーを駆使した次世代ヨガマット
『妥協なきグリップ力と乗り心地』

マットの表面は、光沢のある極上のサテンのような手触り。
乾燥していても、濡れた状態でも、どちらの時も確かなグ
リップ力を発揮します。
裏面はエンボス加工のゴムを使用し、床面をしっかりホール
ドしてくれます。

パフォーマンスを向上させる独自開発の4層構造による豊か
なクッション性。跳ね返るような独特な弾力は、体への負担
が少なく、快適にさまざまなポーズへ対応してくれます。

More → https://bit.ly/2R7Wub0

商品番号 401105110

グリップ ★★☆ 大変良い

原産国 スペイン

サイズ 66×180cm

厚さ 約5mm

重量 約2.7kg

素材
ポリウレタン、天然ゴム

表面 PUレザー仕上げ
裏面 機能性発砲ゴム
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GRP adapt Yoga Mat 5mm ジーアールピーアダプトヨガマット5mm 10,780

https://bit.ly/2R7Wub0
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※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

ブラック
10,780円

GRP adapt Yoga Mat 5mm ジーアールピーアダプトヨガマット5mm カラーバリエーション



ヨガタオル

SKIDLESS & eQua



yogitoes® 

スキッドレスは、吸水・速乾性にも優れ、汗を吸い取り、手
足のすべりを抑える高機能タオルです。

天然ゴム製の小さな粒（米国特許取得）がタオル面に埋め込
まれており、マットの上に敷いてもズレたり、よれたりする
心配がありません。

ペットボトルを主原料としたリサイクル繊維を50％以上使用
したエコ素材です。

More → https://bit.ly/31SPXmD

商品番号 401101001 ～ 401101132

原産国 韓国

サイズ
61×180cm
※20SSシーズンより前は61×172cm
Large：67×182cm

重量
約460g
※20SSシーズンより前は約454g
Large：約566g

素材 ポリエステル、ナイロン
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8,250Yogitoes SKIDLESS ヨギトース スキッドレス

https://bit.ly/31SPXmD
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※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

チャクラブルー
8,250円

ミッドナイト
8,250円

インダルジ
8,250円

オニキス
8,250円

カラーバリエーションYogitoes SKIDLESS ヨギトース スキッドレス
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※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

フローラ
8,250円

サーフ
8,250円

シーフォーム
8,250円

ディープシー
8,250円

カラーバリエーションYogitoes SKIDLESS ヨギトース スキッドレス
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※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

リネン
ストライプ
8,250円

オーシャン
スウェル
8,250円

コースタル
スケイプ
8,250円

グレー
8,250円

イルミネイティ
ドフローラル
8,250円

カラーバリエーションYogitoes SKIDLESS ヨギトース スキッドレス
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※ロゴカラーは予告なく変更になる場合がございます。

Yogitoes SKIDLESS ヨギトース スキッドレス

ダブル
ダイブルー
8,250円

タイダイ
チェック
8,250円

スターダイ
コーラル
8,250円

スターダイ
クリアブルー
8,250円

タートルシー
8,250円

カラーバリエーション



eQuaマットタオル /ハンドタオル

eQua

吸水・速乾性にも
優れた高機能タオルです。

水分を含むことで滑り止め効果が発揮されるので、汗をたく
さんかいてもしっかりと表面を捉えることができます。

表面はスウェードのように滑らかで極上の肌触り。軽量で持
ち運びにも便利。

More → https://bit.ly/3dIfNzx

商品番号 401105040 / 401105041

原産国 中国

サイズ 67×183cm / ハンドサイズ 67×41cm

重量 約454g / ハンドサイズ 約181g

素材 マイクロファイバー
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イークアタオル 5,500 2,640

https://bit.ly/3dIfNzx
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ミッドナイト
マットサイズ 5,500円
ハンドサイズ 2,640円

eQuaマットタオル /ハンドタオル イークアタオル

マジック
マットサイズ 5,500円
ハンドサイズ 2,640円

サンダー
マットサイズ 5,500円
ハンドサイズ 2,640円

エブ＆フロー
マットサイズ 5,500円
ハンドサイズ 2,640円

スプラッター
スプラッシュブルー
マットサイズ 5,500円
ハンドサイズ 2,640円

コーラル
マットサイズ 5,500円
ハンドサイズ 2,640円

クリアブルー
マットサイズ 5,500円
ハンドサイズ 2,640円

カラーバリエーション

マットサイズ ハンドサイズ マットサイズ ハンドサイズ

マットサイズ ハンドサイズマットサイズ ハンドサイズマットサイズ ハンドサイズマットサイズ ハンドサイズ

マットサイズ ハンドサイズ



ヨガプロップス
＆ケアグッズ



2,700
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商品番号 401105061 / 401105113

原産国 中国

サイズ
15×22×10.5cm
ミニトラベル：約15.2cm × 11.4cm 
× 10.1cm

重量 約272g / ミニ 約181g

素材 EVA

素材のEVAは、軽量かつ、サポート力が高いので、
安心してご使用いただけます。また、耐久性を備え
ながら、環境に優しいリサイクル可能な素材です。

unBLOK

3,024

カーブの面は手元のフィット感を高め、平らな側面
は、従来のブロックのサポートを維持しながら、よ
り深く、より自然体でのポーズを可能にします。

商品番号 401105063

原産国 中国

サイズ 15.5×23.5×10.5cm

重量 約270g

素材 EVA

ヨガのポーズ補助に使用するヨガブロック。

2,420

リサイクルフォームブロック同素材のミニサイズ。
手のひらに収まるコンパクトサイズです。

サーフ クレイ

ミッドナイト

サーフ クレイ

サンド ボルドブルー

サンダー

More  →

https://bit.ly/3d0Zxum

More  →

https://bit.ly/3cZLy88

More  →

https://bit.ly/31Vl01k

Props：Block

https://bit.ly/3d0Zxum
https://bit.ly/3cZLy88
https://bit.ly/31Vl01k


Props：Block
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Lean Cork Block 

ヨガのポーズ補助に使用するヨガブロック。

商品番号 401105088

原産国 中国

サイズ 22×7×11cm

重量 約635g

素材 コルク

2, 700

リーンブロックは、細長タイプでコンパクトなので
ポーズの微調整に適しています。持ち運びにも最適
です。

Cork Block 

3,024

コルクにはスポンジには無い硬さがあるので、体重
をかけたときに手首の負担を吸収してしっかりと身
体を支えます。
筋や筋肉を傷めてしまうことを防ぎつつ、理想の
ポーズに近づくようサポートをしてくれます。

商品番号 401105042

原産国 中国

サイズ 15.5×23.5×10.5cm

重量 約907g

素材 コルク

More  →

https://bit.ly/3fLVQue

More  →

https://bit.ly/2PBeTgf

https://bit.ly/3fLVQue
https://bit.ly/2PBeTgf


2,530
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商品番号 401105076 / 401105114

原産国 中国

サイズ
6ft：3.2×182cm
8ft：3.2×243cm

素材 オーガニックコットン

ストラップ幅約3.2cmで、手の小さい方にも握りや
すく、初級者から上級者まで扱いやすいサイズ感。
100％天然・無漂白のコットンを使用しているので
肌の弱い人にも安心です。

More  →
https://bit.ly/3muWOfJ

ヨガのポーズ補助に使用するヨガストラップ。

ミッドナイトサンダー

Props：Strap

アンフォールドヨガストラップ

2,750アラインヨガストラップ

ダークディープシープレゼンス

商品番号 401105043 /401105044

原産国 中国

サイズ
8ft：4.5×243cm
10ft：4.5×304cm

素材 オーガニックコットン

世界的に名高いヨガ指導者、B.K.S.アイアンガーが
開発したヨガストラップをお手本にデザインされま
した。100％天然・無漂白のコットンを使用してい
るので肌の弱い人にも安心です。

More  →
https://bit.ly/2QagauE

ミッドナイトサンダー

ダークディープシーインダルジ

プレゼンス

https://bit.ly/3muWOfJ
https://bit.ly/2QagauE


12,100
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商品番号 401105047 / 401105077 / 401105086

原産国 中国

サイズ
レキュタンギュラー：67×29×14cm
ラウンド：68.5×23×23cm
リーン：74×8×18cm

重量
レキュタンギュラー：約1.1kg 
ラウンド：約1.8kg 
リーン：約0.95kg 

素材 マイクロファイバー

enlight Rectangular Bolster

アーサナや休息姿勢を補助するために開発されたヨガ用
ボルスター。

ブロックや毛布だけでは補助しにくい、広範囲でのサ
ポートが可能なため、初心者のアーサナ補助や、リスト
ラティブ(疲労回復)ヨガ、アイアンガーヨガなどで効果
を発揮します。

ポーズに合わせてお使い頂ける万能クッションです。

More  → https://bit.ly/39OBDQr

ヨガのポーズ補助に使用するヨガクッション。Props：Bolster

エンライトレキュタンギュラーボルスター

ミッドナイトサンダー

13,200

enlight Round Bolster

エンライトラウンドボルスター 9,900

enlight Lean Bolster

エンライトリーンボルスター

ディープシーサーフ

スターダイコーラルスターダイクリアブルー

https://bit.ly/39OBDQr


Props： Blanket
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Recycled Wool Blanket

ブランケットやラグとしての他、折り畳んでボルスターとしても使える便利な一枚。

商品番号 401105066

原産国 インド

サイズ 152×208cm

重量 約1.6kg

素材
リサイクルウール、リサイクル合成繊
維

7, 700

ウールと合成繊維の100％リサイクル素材を使用し、
環境への配慮した製品です。思わず頬ずりしてしま
いそうな快適な手触りを実現。端にはロックステッ
チを施しほつれを防止しています。伸びに強い高密
度織りで毛羽立ち・毛玉を防ぎ、いつまでも最高の
品質を保ちます。

Cotton Blanket

7,150

夏は涼しく、冬は暖かな最高品質のコットンブレン
ド素材。ロックステッチで縫製もしっかりしていま
す。インテリアにもマッチするお洒落な大判サイズ
のブランケットです。

商品番号 401105089

原産国 ペルー

サイズ 165×210.8cm

重量 約1.6kg

素材
リサイクルコットン、リサイクルアク
リル、ポリエステル

More  →
https://bit.ly/3t1GqFN

More  →
https://bit.ly/3dESq9U

https://bit.ly/3t1GqFN
https://bit.ly/3dESq9U


120ml 2,200 240ml 2,750 960ml 6,600
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商品番号 401105032 / 401105033 / 401105034

成分

【リフレッシュ】精製水、レモングラス精
油（またはオーガニックラベンダー精油）
、バイオベースの香料可溶化剤（PEGフリ
ー）
【リストア】精製水、ジンジャーグラス精
油、天然ホワイトビネガー、バイオベース
の香料可溶化剤（PEGフリー）

容量 120ml / 240ml / 960ml

大切なヨガマットを清潔に保つ、エッセンシャルオ
イル配合のマットクリーナー。
マルチに使える「リフレッシュ」と、天然ゴムの美
しい色を回復させる「リストア」の2タイプ
More →
https://bit.ly/3uBFQ2b

ヨガマットのお手入れに。

リフレッシュ：
レモングラス

リフレッシュ：
ラベンダー

Mat wash

リストア：
ジンジャーグラス

2,200

商品番号 401105099 / 401105100

ご注意
アレルギーに心配のある方は、医師に
相談の上ご購入ください。

「GRP ホットヨガマット」とすべてのオープ
ンセルヨガマット用に特別に作られたクリー
ナーです。マットの感触と臭いをケアし、清潔
な状態に保ちます。
More  →
https://bit.ly/3uKxLs7

2,970

https://bit.ly/3uBFQ2b
https://bit.ly/3uKxLs7


ヨガバッグ&キャリー



Yoga mat Bags
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ヨガマットと一緒ににタオルやウェアも運べるマットバッグ。

商品番号 401105069

原産国 ベトナム

サイズ 71×19×18cm

重量 約300g

素材 ポリエステル

7,040

内側に小物を仕分けられるポケット付き。最低限の
ものをコンパクトに持ち歩きたい方にオススメです。

GO Steady

9,900

2エリアに分かれているので中でごちゃごちゃして
しまう心配もありません。フルジップで大きなマッ
トも取り出しやすい大容量バッグです。

商品番号 401105070

原産国 ベトナム

サイズ 76×18×21cm

重量 約340g

素材 ポリエステル

More  →

https://bit.ly/3uuPG5M

More  →

https://bit.ly/31Z68Pi

商品番号 401105068

原産国 ベトナム

サイズ 30×20cm

重量 約200g

素材 ポリエステル

4,620

バックルベルトで簡単に装着できるポーチ一体型ス
リングバッグ。鍵や携帯電話などの貴重品を一緒に
持ち運べます。

More  →

https://bit.ly/2R7XTyi

GO Light GO Play

https://bit.ly/3uuPG5M
https://bit.ly/31Z68Pi
https://shop.manduka.jp/products/401105068-019
https://bit.ly/2R7XTyi


Yoga mat Carriers
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シンプルにヨガマットだけを運ぶ軽量キャリー。

GO Move 2,970

細身でシンプルだからこそ大切にした優れた耐久力
で持ち運びも楽々。輪っかの大きさを調整するだけ
で、全てのヨガマットに対応します。

商品番号 401105079

原産国 韓国

サイズ 2.5×172cm

重量 約400g

素材 ポリエステル、ナイロン

More  →

https://bit.ly/3wMA27U

サンダー ミッドナイト ブラック

サーフ クレイ ディープシー コーラル

COMMUTER
2,530

天然コットンの優れた耐久力と、快適なパッド入り
ショルダーストラップで、重いヨガマットも楽に運
べます。輪っかの大きさを調整するだけで、全ての
ヨガマットに対応。

商品番号 401105059

原産国 中国

サイズ 4×170cm

重量 約500g

素材 コットン

More  →

https://bit.ly/39S8cwS

Breath easy yoga mat bag

3,960

シンプルなメッシュマットバッグ。必要なものだけ
をコンパクトに持ち運びできるサイズです。通気性
もよく、保管バッグとしても衛生的です。

商品番号 401105090

原産国 韓国

サイズ 68.5×16.5×16.5cm

重量 約200g

素材 ポリエステル

More  →

https://bit.ly/3msICUo

へザーグレー×ブリス

ブラック

オデッセイ

セージ サンダー ブラックハーバー

https://bit.ly/3wMA27U
https://bit.ly/39S8cwS
https://bit.ly/3msICUo


Icon infomation
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Oeko-tex基準(Standard 100 by OEKO-TEX)を
クリアした排ガス0の製造工程。

製造工程での排ガスを一切出すことなく、
毒性を一切含まない、ラテックスフリー素材。

グリップ、クッション性ともに優れた最高品質。

関節や筋肉への負担を軽減する
超高密度構造クッション。

濡れた状態でも優れたグリップ性能を
発揮する、ノンスリップ仕様。

力をかけた時に負担がかかり辛い
サポート力の高いフィルムクッションを採用。

両面を表として使用できる
リバーシブル仕様。

汗などの水分が浸透せずに、
内部での細菌繁殖を防ぎます。

動き始めなど、乾いた状態でも優れたグリップ力
を発揮します。

汗をたくさんかき、水分を含んだ状態でも手に吸
い付くような高いグリップ力を発揮します。

エアフロー技術により、水分を逃がす発散性に優れて
いるので、汗などの水分を素早く乾燥させます。

クッション性と独特のバネのような弾力性で快適な
乗り心地を実現。

ペットボトル4本以上を主原料としたリサ
イクル繊維を30%以上使用。

リサイクル素材を使用したパッケージを採用。

アゾ染料・亜鉛などの重金属系の染料は一切含ま
れておらず、自然環境に配慮した製品です。

汗などの水分を含むことで、よりグリップ力を発揮します。


