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180年の歴史を誇るイギリス
名門ファブリックメーカー。

バックデン アモライト 
（メリノウール  ）
本体価格 ￥8,000
0385014900　JAN4992272627367

ストール／170×70cm（フリンジ含めず）
●ウール100% 英国製

ピンク プレイド 
（メリノウール  ）
本体価格 ￥8,000
0385015000　JAN4992272627374

ストール／170×70cm（フリンジ含めず）
●ウール100% 英国製

ティール ベージュ ブロック
（メリノウール  ）
本体価格 ￥8,000
0385015100　JAN4992272627381

ストール／170×70cm（フリンジ含めず）
●ウール100% 英国製

MADE IN

UNITED 
KINGDOM

EST.1837

MADE  IN  ENGLAND

HERITAGE ・DESIGN ・QUALITY

良質なイギリス製ストール。
ブランケットとしても
お愉しみいただけます。

STOLE

MOON/ムーン

【伝統・デザイン・品質】
 1837 年の創業から、180 年もの間、最高のウール製品を作り続けてい
ます。築いてきた伝統に誇りを持つとともに、近代的で、革新的なデザイ
ンとの融合にも挑戦し染色から紡績、製織から仕上げまでを一手に担い
、その品質の素晴らしさで、お客様からの信頼を勝ち得ています。
1996 年にはバッキンガム宮殿にて表彰され、近年では、オバマ大統領が
ムーンを訪れた際にホワイトハウスの椅子生地として選ばれています。ム
ーンの生地は歴史ある城、由緒ある名家だけでなく、五ツ星ホテルでも見
受けられます。

Pure Merino Wool
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バックデン アモライト 
（  メリノウール）
本体価格 ￥3,500
0385014600　JAN4992272627336

マフラー／180×25cm（フリンジ含めず）
●ウール100% 英国製

バックデン アモライト 
（  メリノウール）
本体価格 ￥10,000
0385015200　JAN4992272627398

ショール／125×140cm（フリンジ含めず）
●ウール100% 英国製

ピンク プレイド 
（  メリノウール）
本体価格 ￥3,500
0385014700　JAN4992272627343

マフラー／180×25cm（フリンジ含めず）
●ウール100% 英国製

ピンク プレイド 
（  メリノウール）
本体価格 ￥10,000
0385015300　JAN4992272627404

ショール／125×140cm（フリンジ含めず）
●ウール100% 英国製

ティール ベージュ ブロック 
（  メリノウール）
本体価格 ￥3,500
0385014800　JAN4992272627350

マフラー／180×25cm（フリンジ含めず）
●ウール100% 英国製

ティール ベージュ ブロック 
（  メリノウール）
本体価格 ￥10,000
0385015400　JAN4992272627411

ショール／125×140cm（フリンジ含めず）
●ウール100% 英国製

英国製

イングルバラ シルバー 
（  メリノウール）
本体価格 ￥3,500
0385015500　JAN4992272627428

マフラー／180×25cm（フリンジ含めず）
●ウール100%

英国製

コウム シルバー
（  メリノウール）
本体価格 ￥3,500
0385015600　JAN4992272627435

マフラー／180×25cm（フリンジ含めず）
●ウール100%

英国製

ブロック ウィンドウペーン 
（  メリノウール）
本体価格 ￥3,500
0385015700　JAN4992272627442

マフラー／180×25cm（フリンジ含めず）
●ウール100%

SCARF

SHAWL

バックデン アモライト 

イングルバラ シルバー 

ピンク プレイド 

コウム シルバー

ティール ベージュ ブロック 

ブロック ウィンドウペーン 
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バックデン　アモライト

CUSHION COVER

ピンク

レッド

イエロー

グレーパープル

チャコールピンク

デニムブルー

パテレー
（シェットランドウール）
本体価格 ￥3,000

〈ピンク〉0385013200　JAN4992272627480
〈パープル〉0385013300　JAN4992272627497
〈ブルー〉0385013400　JAN4992272627503

クッションカバー／45×45cm
●ウール100%
●カラー／ピンク・パープル・ブルー

マルチスポット 
（シェットランドウール）
本体価格 ￥3,000

〈チャコール〉0385013500　JAN4992272627459
〈グレー〉0385013600　JAN4992272627466
〈デニム〉0385013700　JAN4992272627473

クッションカバー／45×45cm
●ウール100%
●カラー／チャコール・グレー・デニム

メルボルンブリック 
（シェットランドウール）
本体価格 ￥3,000

〈イエロー〉0385013800　JAN4992272627510
〈ピンク〉0385013900　JAN4992272627527
〈レッド〉0385014000　JAN4992272627534

クッションカバー／45×45cm
●ウール100%
●カラー／イエロー・ピンク・レッド
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クラシックキャット
（シェットランドウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥5,000
6865003500　JAN4992272619744

クッションカバー／45×45cm
●表生地：ウール100%
　刺繍部分：ポリエステル100%
　裏生地：ポリエステル100%

クラシックキャット
（シェットランドウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥3,500
6905004000　JAN4992272619751

ミニバッグ／H20×W32×D9cm（持ち手含めず）
●表生地：ウール100%
　刺繍部分：ポリエステル100%
　裏生地：T/C
　引き手部分：合皮　

クラシックキャット
（シェットランドウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥2,000
6905004200　JAN4992272619775

ポーチ／H13×W19×D5cm
●表生地：ウール100%
　刺繍部分：ポリエステル100%
　裏生地：T/C
　持ち手部分：合皮　

クラシックキャット
（シェットランドウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥2,500
6905004300　JAN4992272619782

薄型ポーチ／H16×W32×D1.5cm
●表生地：ウール100%
　刺繍部分：ポリエステル100%
　裏生地：T/C
　持ち手部分：合皮　

クラシックキャット
（シェットランドウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥2,500
6905004100　JAN4992272619768

ショルダーポーチ／H12×W20×D6cm（持ち手含めず）
●表生地：ウール100%
　刺繍部分：ポリエステル100%
　裏生地：T/C
　ショルダー部分：合皮　

×

クラシックキャット
（メリノウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥10,000
6885000800　JAN4992272619737

ストール／170×70cm（フリンジ含めず）
●ウール100% 英国製

英国老舗メーカー「MOON」社製生地使用。
ボーダー柄のネコは、今回の企画の為にリサ・ラーソン氏本人が

特別に描き起こしてくださいました。
他のどこにも無い、上品で質の高い商品です。

Pure Merino Wool
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MOON meets
         GHIBLI

英国製

英国製
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Pure Merino Wool

となりのトトロ 「クラシックトトロ」
（シェットランドウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥5,000
1145006100　JAN4992272618914

クッションカバー／45×45cm
●表生地：ウール100%
　刺繍部分：ポリエステル100%
　裏生地：ポリエステル100%

魔女の宅急便 「クラシックジジ」
（シェットランドウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥5,000
1145006200　JAN4992272618921

クッションカバー／45×45cm
●表生地：ウール100%
　刺繍部分：ポリエステル100%
　裏生地：ポリエステル100%

となりのトトロ 「クラシックトトロ」
（メリノウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥10,000
1125005700　JAN4992272618891

ストール／170×70cm（フリンジ含めず）
●ウール100%

魔女の宅急便 「クラシックジジ」
（メリノウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥10,000
1125005800　JAN4992272618907

ストール／170×70cm（フリンジ含めず）
●ウール100%

CUSHION 
         COVER

STOLE
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×

となりのトトロ 「クラシックトトロ」
（シェットランドウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥3,500
1165017100　JAN4992272618938

ミニバッグ／H20×W32×D9cm（持ち手含めず）
●表生地：ウール100%
　刺繍部分：ポリエステル100%
　裏生地：T/C
　持ち手部分：合皮　

となりのトトロ 「クラシックトトロ」
（シェットランドウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥2,000
1165017500　JAN4992272618976

ポーチ／H13×W19×D5cm
●表生地：ウール100%
　刺繍部分：ポリエステル100%
　裏生地：T/C
　引き手部分：合皮　

魔女の宅急便 「クラシックジジ」
（シェットランドウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥3,500
1165017200　JAN4992272618945

ミニバッグ／H20×W32×D9cm（持ち手含めず）
●表生地：ウール100%
　刺繍部分：ポリエステル100%
　裏生地：T/C
　持ち手部分：合皮　

魔女の宅急便 「クラシックジジ」
（シェットランドウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥2,000
1165017600　JAN4992272618983

ポーチ／H13×W19×D5cm
●表生地：ウール100%
　刺繍部分：ポリエステル100%
　裏生地：T/C
　引き手部分：合皮　

となりのトトロ 「クラシックトトロ」
（シェットランドウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥2,500
1165017300　JAN4992272618952

ショルダーポーチ／H12×W20×D6cm（持ち手含めず）
●表生地：ウール100%
　刺繍部分：ポリエステル100%
　裏生地：T/C
　ショルダー部分：合皮　

となりのトトロ 「クラシックトトロ」
（シェットランドウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥2,500
1165017700　JAN4992272618990

薄型ポーチ／H16×W32×D1.5cm
●表生地：ウール100%
　刺繍部分：ポリエステル100%
　裏生地：T/C
　持ち手部分：合皮　

魔女の宅急便 「クラシックジジ」
（シェットランドウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥2,500
1165017400　JAN4992272618969

ショルダーポーチ／H12×W20×D6cm（持ち手含めず）
●表生地：ウール100%
　刺繍部分：ポリエステル100%
　裏生地：T/C
　ショルダー部分：合皮　

魔女の宅急便 「クラシックジジ」
（シェットランドウール・刺繍・織ネーム）
本体価格 ￥2,500
1165017800　JAN4992272619003

薄型ポーチ／H16×W32×D1.5cm
●表生地：ウール100%
　刺繍部分：ポリエステル100%
　裏生地：T/C
　持ち手部分：合皮　
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英国（MOON社）生地使用

イギリスの MOON 社の生地を使用したシリーズです。
深みのある色合いのチェック柄はこの企画のために織り上げた生地です。
MOON 社と、「となりのトトロ」「魔女の宅急便」の Wネームの織ネームがアクセントです。



ジグザグカバー 
（シェットランドウール・織りネーム）
本体価格 ￥5,000
〈レッド〉3215007400　JAN4992272632385
〈ホワイト〉3215007500　JAN4992272632392
〈グレー〉3215007600　JAN4992272632408

クッションカバー／45×45cm
●    ウール１００％
●カラー／レッド・ホワイト・グレー

ジグザグシューズ
（シェットランドウール・織りネーム）
本体価格 ￥3,000

〈レッド〉
3215009900　JAN4992272637687
〈ホワイト〉
3215007900　JAN4992272632439
〈グレー〉
3215008000　JAN4992272632446

ルームシューズ／約23～25cmに適応
●    表生地：ウール１００％
●カラー／レッド・ホワイト・グレー

ジグザグストール
 （メリノウール・織りネーム）
本体価格 ￥10,000

〈レッド〉
3335003900　JAN4992272632583
〈ホワイト〉
3335004000　JAN4992272632590
〈グレー〉
3335004100　JAN4992272632606

ストール／170×70cm（フリンジ含めず）
●ウール100%
●カラー／レッド・ホワイト・グレー 英国製

Pure Merino Wool

7

レッド

レッド

グレー

グレー

ホワイト

イギリスのMOON の生地を
使用したシリーズです。
大人っぽい落ち着いたデザインに
MOONと、「Hello Kitty」の
Wネームの織りネームが
アクセントになっています。

×
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ホワイト

英国（MOON）生地使用
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581927

ジグザグボックス
（シェットランドウール・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
3215007800　JAN4992272632422

ティッシュBOXカバー／H6×W26×D13cm
●    表生地：ウール100％
　裏生地：ポリエステル100%

ジグザグポーチ 
（シェットランドウール・織りネーム）
本体価格 ￥1,800

〈ホワイト〉
3335002800　JAN4992272632477

〈グレー〉
3335002900　JAN4992272632484

マルチポーチ／H14×W18×D4cm
●表生地：ウール１００％
　裏生地：合成皮革
　中生地：ポリエステル100%
●カラー／ホワイト・グレー

裏面

裏面織りネーム付き

裏面織りネーム付き

ジグザグクッション
（シェットランドウール・織りネーム）
本体価格 ￥3,800

〈レッド〉
3215008800　JAN4992272637212
〈グレー〉
3215007700　JAN4992272632415

座布団／φ50×D3cm
●    表生地：ウール100％
　裏生地：綿100%
　詰め物：ポリエステル100%
●カラー／レッド・グレー

ジグザグクラッチ 
（シェットランドウール・織りネーム）
本体価格 ￥3,500

〈ホワイト〉
3335003400　JAN4992272632538
〈グレー〉
3335003500　JAN4992272632545

クラッチバッグ／H25×W33cm
●表生地：ウール１００％
　裏生地：合成皮革
　中生地：ポリエステル100%
●カラー／ホワイト・グレー

ジグザグトート （シェットランドウール・織りネーム）
本体価格 ￥4,800

〈ホワイト〉
3335003200　JAN4992272632514

〈グレー〉
3335003300　JAN4992272632521

トートバッグ／H26×W41×D12cm（持ち手含めず）
●表生地：ウール１００％
　中生地：ポリエステル100%
　底・持ち手部分：合成皮革
●カラー／ホワイト・グレー
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Fabriqué en France  ▲担当のフィリップさん

MIDIPY/ミディピ

「MIDIPY（ミディピ）」社は、1988年にフランスで設立。ピレネー
山脈で放牧された羊からとれる、上質な羊毛を使用し、伝統的な技
術と知識によってつくられた製品は、柔らかく上品な仕上がりです。

フランスの南西部、ピレネー山脈（バスク地方）は
羊の移牧（遊牧）の発祥の地とも云われています。
厳しい寒さに耐えて育つ羊の毛は、暖かで上質です。

Fabrigue èn France.
Corverture Laine.

優雅をまとう暖かさの極みピレネー産、
極上ウールのスローブランケット。

M A D E  I N

F R A N C E
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チャコール ホワイト グレー

100%pureWool /
一頭から25～30%の良質の羊毛を使用。
このブランケットは、ホワイトとチャコールの２種類の原毛（カラー）を使い、
その二種類を合わせてグレーカラーを作りだしています。

チョコレート アイボリー グレー

ウールブランケット（ブランケットステッチ・皮ネーム・牛革ハンディーベルト付き）
本体価格 ￥40,000

〈チャコール〉
0375000900  JAN4992272593112

〈ホワイト〉
0375000800  JAN4992272593136

〈グレー〉
0375000700  JAN4992272593129

ブランケット／180×120cm
●ウール100%
●カラー／チャコール（ストライプ：オレンジ）・ホワイト（ストライプ：レッド）・グレー（ストライプ：キャメル）

フランス製

アルパカブランケット
（皮ネーム・牛革ハンディーベルト付き）
本体価格 ￥80,000
0375001000　JAN4992272593150

ブランケット／160×140cm（フリンジ含めず）
●アルパカ100% フランス製

ウールブランケット（ブランケットステッチ・皮ネーム・牛革ハンディーベルト付き）
本体価格 ￥20,000

〈チョコレート〉
0295008200  JAN4992272579154

〈アイボリー〉
0295008300  JAN4992272579161

〈グレー〉
0295008400  JAN4992272579178

ブランケット／120×90cm
●ウール100%
●カラー／チョコレート（ストライプ：オレンジ）・アイボリー（ストライプ：キャメル）・グレー（ストライプ：チョコレート）

フランス製
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南アメリカ大陸原産の家畜の1種である、ラクダ科の「アルパカ」
は極めて良質な体毛を具えており、古来より衣類を始めとする生
活用品へ加工利用されてきました。アルパカの毛は軽くて柔らか
く、丈夫な繊維です。「しっとりとした滑らかさ」「美しい光沢」
を持ち、毛布のチクチク感が苦手な方にも安心してお使いいただ
けます。また、繊維内にあるごく微細な空気穴により、アルパカ
特有の保温性を備え持っています。この空気穴が寒い時には体の
熱を保持し暖かな時は空気穴を通して熱を発散する役目を果たす
ので、冬は暖かく、夏は涼しく、四季を通して気持ち良くお使い
いただけます。 

軽くて柔らかく暖かい、
アルパカのブランケット。



ミッキーマウス 「おでかけ ミッキー」
（立体ボアブランケット）
本体価格 ￥3,800
2245012600　JAN4992272624700

バッグ付きブランケット／（ブランケット）70×100cm
 （バッグ）φ17.5×W27cm
●ブランケット：ポリエステル100%
　バッグ：（表生地） ポリエステル100%
  　        （紐） 綿 100%

Blanket with 
　a Bag

バッグ付きブランケット
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バッグのように持ち歩
ける！

ぬいぐるみ付き

ブランケットが新登場
！

広げた状態

「く
るっ
」と

巻い
て

肩ひもを
つけると…

バッグのよう
に

持ち歩けます
！

［ブランケット］ 
中に入っている
ブランケットは
こちらの2枚から
選べます。

「ムーミンの花束」

「お花のうえ」

ブランケットにキャラクターのぬいぐるみが付
いたとても可愛いグッズです !
広げるとモコモコ暖かなひざかけになり、
「くるっ」と巻いて肩ひもを付けると
バッグの様に持ち歩けます。

1

2 4 1

2

3

4
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ぬいぐるみ付きブランケット

ブランケット部分   90×85mm

ムーミン 「ムーミンと一緒」
（プリント・ハンディーベルト付き・織りネーム）
本体価格 ￥5,800
0430115300　JAN4992272543001

ぬいぐるみ付きブランケット／（ブランケット部分）90×85cm
●ブランケット部分：ポリエステル100%

リトルミイ 「リトルミイと一緒」
（プリント・ハンディーベルト付き・織りネーム）
本体価格 ￥5,800
0430115400　JAN4992272543018

ぬいぐるみ付きブランケット／（ブランケット部分）90×85cm
●ブランケット部分：ポリエステル100%

となりのトトロ 「トトロとおでかけ」
（プリント・ハンディーベルト付き・織りネーム）
本体価格 ￥5,800
0560058900　JAN4992272542493

ぬいぐるみ付きブランケット／（ブランケット部分）90×85cm
●ブランケット部分：ポリエステル100%

魔女の宅急便 「ジジとおでかけ」
（プリント・ハンディーベルト付き・織りネーム）
本体価格 ￥5,800
0560059000　JAN4992272542509

ぬいぐるみ付きブランケット／（ブランケット部分）90×85cm
●ブランケット部分：ポリエステル100%

ムーミン  「すてきな家」（プリント・刺繍  ）
本体価格 ￥3,800

〈ムーミンの花束〉
0434100000　JAN4992272543025

〈お花のうえ〉
0434100500　JAN4992272543070

ブランケットインクッション／（ケース）φ27×39cm（ブランケット）70×100cm
●ケース：（生地）ポリエステル100% （本体部分 詰め物）EVA樹脂 
　　　　  （屋根部分 詰め物）ポリエステル100%・ウレタンフォーム
●ブランケット：ムーミン／（毛羽部分）アクリル100％ （地糸部分）ポリエステル100%
　　　　　　     リトルミイ／ポリエステル100% 
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Blanket in Cushion

Blanket with a Stuffed Doll

ブランケットインクッション
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インゲラ 「ワームバード」
（染料プリント・裏面シープボア付き）
本体価格 ￥3,000
3665000100　JAN4992272620207

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

インゲラ 「ライオンと小鳥」
（染料プリント・裏面シープボア付き）
本体価格 ￥3,000
3665000000　JAN4992272620191

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

Sh
eep B

o
a B

lan
k

et 

サイズ　

70×100cm

シ
ー
プ
ボ
ア
付
き
ひ
ざ
掛
け

Ⓒ 2017 Ingela Peterson Arrhenius. All Rights Reserved
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となりのトトロ 「満点笑顔」
（染料プリント・両面シープボア付き）
本体価格 ￥3,000
0560054100　JAN4992272512076

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

リサ・ラーソン 「マイキーライン」
（染料プリント・裏面シープボア付き）
本体価格 ￥3,000
8885000300　JAN4992272596663

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

魔女の宅急便 「ふんわりローズ」
（染料プリント・両面シープボア付き）
本体価格 ￥3,000
0560058200　JAN4992272542448

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

シープ加工なので、
肌ざわりでがとても優しく
滑らかでとってもあったかい、
優しさいっぱいのひざ掛けです。

メアリと魔女の花「メアリと空」
（染料プリント・裏面シープボア付き）
本体価格 ￥3,000
3835001000　JAN4992272624946

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

くまのプーさん 「アンティークポット」
（ニット・裏面シープボア付き） 
本体価格 ￥2,500
2245009800　JAN4992272600193

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100% ニット

くまのプーさん  「ブルーツリー」
（ニット・裏面シープボア付き） 
本体価格 ￥2,500
2245009900　JAN4992272600186

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100% ニット

となりのトトロ 「どんぐり小道」
（ニット・染料プリント・裏面シープボア付き）
本体価格 ￥2,500
1125000600　JAN4992272559286

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100% ニット

魔女の宅急便 「リボンとバラ」
（ニット・染料プリント・裏面シープボア付き）
本体価格 ￥2,500
1125000800　JAN4992272559309

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100% ニット
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リトルミイ 「花でいっぱい」
（染料プリント・両面シープボア付き）
本体価格 ￥3,000
0434101000　JAN4992272543124

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%



大人気キャラクターのコミカルな表情が愉しい

“ふわふわ”“あったか”ひざ掛けシリーズ

ポリエステルマイヤーひざ掛け

Blanket
サイズ　70×100cm

ミッキーマウス 「ミッキーハンド」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
2245012200　JAN4992272623505

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

ミニーマウス 「ミニーハートリボン」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
2245012300　JAN4992272623512

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

ドナルドダック 「ドナルドハット」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
2245012400　JAN4992272623529

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

デイジーダック 「デイジーフラワー」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
2245012500　JAN4992272623536

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

トイ・ストーリー 「フェイスエイリアン」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
2245012100　JAN4992272623543

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

スター・ウォーズ 「インパクトドロイド」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
2535014700　JAN4992272623550

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

くまのプーさん 「フェイスプー」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
2245012000　JAN4992272623567

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

チップ&デール 「フェイスどんぐり」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
2245011900　JAN4992272623574

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%
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Assemble of warmth and cutness of characters.
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ハローキティ 「インザリボン」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
3245005100　JAN4992272623611

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

マイメロディ 「ハートメロディ」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
3245004900　JAN4992272623628

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

ポムポムプリン 「スマイルクローバー」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
3245004700　JAN4992272623635

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

ぐでたま 「ぐでたまドット」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
3245004600　JAN4992272623642

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

ドラえもん 「フェイスドラえもん」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
2885000200　JAN4992272623659

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

ミニオンズ 「ミニオントーク」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
4805005100　JAN4992272623666

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

リラックマ
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
6485000800　JAN4992272623673

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%

ウォーリーをさがせ！
 「キープルッキング」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
4905001300　JAN4992272623680

ひざ掛け／70×100cm
●ポリエステル100%
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シープボア付ブランケット

Sheep Boa 
BLANKET 

となりのトトロ 「こもれびとトトロ」
（先白プリント・ 裏面シープボア付き）
ひざ掛け 本体価格 ￥3,000
70×100cm 1125006200　JAN4992272619218

ハーフ毛布 本体価格 ￥5,000
140×100cm 1125006300　JAN4992272619225

毛布 本体価格 ￥8,000
200×140cm 1125006400　JAN4992272619232

●ポリエステル100%

魔女の宅急便 「ジジと花のリース」
（先白プリント・裏面シープボア付き）
ひざ掛け 本体価格 ￥3,000
70×100cm 1125006500　JAN4992272619249

ハーフ毛布 本体価格 ￥5,000
140×100cm 1125006600　JAN4992272619256

●ポリエステル100%
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BLANKET 
アクリルブランケット 

アクリル素材は保温性に優れており肌ざわりもふっくら優しく、

また耐久性が強く、強く縮んだりしわになりにくいのも特徴です。

リサ・ラーソン 「マイキーモウフ」
（染料プリント）
ひざ掛け 本体価格 ￥3,000
70×100cm 8885000400　JAN4992272596670

ハーフ毛布 本体価格 ￥5,000
140×100cm 8885000500　JAN4992272596687

毛布 本体価格 ￥10,000
200×140cm 8885000600　JAN4992272596694
●毛羽部分：アクリル100%
　地糸部分：ポリエステル100% 日本製

となりのトトロ 「落ち葉拾い」
（染料プリント）
ひざ掛け 本体価格 ￥3,000
70×100cm 1125006700　JAN4992272619263

ハーフ毛布 本体価格 ￥5,000
140×100cm 1125006800　JAN4992272619270

毛布 本体価格 ￥10,000
200×140cm 1125006900　JAN4992272619287
●毛羽部分：アクリル100%
　地糸部分：ポリエステル100% 日本製

魔女の宅急便 「パンたくさん」
（染料プリント）
ひざ掛け 本体価格 ￥3,000
70×100cm 1125001300　JAN4992272559255

ハーフ毛布 本体価格 ￥5,000
140×100cm 1125001400　JAN4992272559262
●毛羽部分：アクリル100%
　地糸部分：ポリエステル100% 日本製
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Long Blanket
ロングサイズで腰に巻きやすく、

家事やオフィスで大活躍！

となりのトトロ 「どんぐりの季節」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,500
1125007900　JAN4992272619300

ロングブランケット／80×150cm
●ポリエステル100%

となりのトトロ 「ころころクロスケ」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,500
1125008000　JAN4992272619317

ロングブランケット／80×150cm
●ポリエステル100%

魔女の宅急便 「ジジと街」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,500
1125008100　JAN4992272619324

ロングブランケット／80×150cm
●ポリエステル100%

サイズ　80×150cm
ロングブランケット

1

2

3

1

2

3
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※季節商品のため在庫に限りがあります。ご了承ください。

ひざ掛けとしては

もちろん、羽織ったり

お腹に巻いたりしやすい

ロングサイズの

ブランケットです。

やさしい肌ざわりのあったかブランケット

リサ・ラーソン 「ビッグマイキー」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,500
6885001000　JAN4992272620047

ロングブランケット／80×150cm
●ポリエステル100%

リサ・ラーソン 「ハリネズミパターン」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,500
6885001100　JAN4992272620054

ロングブランケット／80×150cm
●ポリエステル100%

リサ・ラーソン 「ミンミカラフル」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,500
6885001200　JAN4992272620061

ロングブランケット／80×150cm
●ポリエステル100%

ムーミン 「アップルフォレスト」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,500
1465003500　JAN4992272619508

ロングブランケット／80×150cm
●ポリエステル100%

リトルミイ 「バブルズインルーム」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,500
1465003600　JAN4992272619515

ロングブランケット／80×150cm
●ポリエステル100%

リラックマ 
（染料プリント）
本体価格 ￥1,500
6485000600　JAN4992272624298

ロングブランケット／80×150cm
●ポリエステル100%

7

581927

ハローキティ 「かくれんぼ」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,500
3245004800　JAN4992272624274

ロングブランケット／80×150cm
●ポリエステル100%

クレヨンしんちゃん 「クレヨンスタイル」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,500
6335000600　JAN4992272624281

ロングブランケット／80×150cm
●ポリエステル100%
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3となりのトトロ 「ころころクロスケ」
（染料プリント）
本体価格 ￥2,500
1125007000　JAN4992272619294

ラップ毛布／80×115cm
●ポリエステル100%

となりのトトロ 「ぬくもりトトロ」
（染料プリント）
本体価格 ￥2,500
0560058500　JAN4992272542479

ラップ毛布／80×115cm
●ポリエステル100%

もこもこひつじ
（染料プリント）
本体価格 ￥1,500
0295023100　JAN4992272595338

ラップ毛布／80×115cm
●ポリエステル100%

ミニオンズ 「グリーティングミニオン」
（染料プリント）
本体価格 ￥2,000
4805005500　JAN4992272623802

ラップ毛布／80×115cm
●ポリエステル100%

ムーミン 「あたたかい日」
（染料プリント）
本体価格 ￥2,500
0430115200　JAN4992272542998

ラップ毛布／80×115cm
●ポリエステル100%

ドラえもん 「ドラえもんフェイス」
（染料プリント）
本体価格 ￥2,000
2885000900　JAN4992272623741

ラップ毛布／80×115cm
●ポリエステル100%

ノルディックレインディア
（染料プリント）
本体価格 ￥1,500
0295022800　JAN4992272596625

ラップ毛布／80×115cm
●ポリエステル100%

リラックマ
（染料プリント）
本体価格 ￥2,000
6485001400　JAN4992272625226

ラップ毛布／80×115cm
●ポリエステル100%

魔女の宅急便 「ぬくもりジジ」
（染料プリント）
本体価格 ￥2,500
0560058600　JAN4992272542486

ラップ毛布／80×115cm
●ポリエステル100%

7

ラップ毛布
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※季節商品のため在庫に限りがあります。ご了承ください。

ワニ
（染料プリント・手、足部分半立体）
本体価格 ￥3,000
0295045400　JAN4992272625318

マーメイドブランケット／175×53cm
●ポリエステル100%

ジンベイザメ
（染料プリント・胸ビレ、背ビレ部分半立体）
本体価格 ￥3,000
0295045700　JAN4992272625301

マーメイドブランケット／140×85cm
●ポリエステル100%

マーメイドブランケット
（染料プリント）
本体価格 ￥3,000

〈ブルー〉
0295045500　JAN4992272625288
〈ピンク〉
0295045600　JAN4992272625295

マーメイドブランケット／170×57cm
●ポリエステル100%
●カラー／ブルー・ピンク
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51

足裏・つま先・甲部分まで
ふわふわのファーを贅沢に敷き詰めました。
まるで柔らかな絨毯の上を
歩いてるような履き心地。
寒い季節も足下あったかです！

ムートンスリッパ

ふわふわもこもこのファーが足を優しく包み込む
履き心地も暖かさも最高 !

Mouton Slippers

ムーミン 「ドローイングムーミン」
（ムートン・刺繍）
本体価格 ￥4,800
1445003400　JAN4992272587524

スリッパ／約22～24cmに適応

リトルミイ 「リトルミイの谷あそび」
（ムートン・刺繍）
本体価格 ￥4,800
1445003500　JAN4992272587531

スリッパ／約22～24cmに適応

リサ・ラーソン 「マイキームートン」
（ムートン・刺繍）
本体価格 ￥4,800
6865000900　JAN4992272590005

スリッパ／約22～24cmに適応

リサ・ラーソン 「ハリエットムートン」
（ムートン・刺繍）
本体価格 ￥4,800
6865000800　JAN4992272589894

スリッパ／約22～24cmに適応

リサ・ラーソン 「ライオンムートン」
（ムートン・刺繍）
本体価格 ￥4,800
6865001000　JAN4992272589993

スリッパ／約22～24cmに適応

お部屋での
リラックスタイムの

必需品。
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ボアスリッパ

※季節商品のため在庫に限りがあります。ご了承ください。
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ハローキティ 「アップルウォーム」
（プリント・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,000
3215006700　JAN4992272624113

スリッパ／約23～25cmに適応

マイメロディ 「ローズウォーム」
（プリント・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,000
3215006900　JAN4992272624120

スリッパ／約23～25cmに適応

リトルツインスターズ 「スターウォーム」
（プリント・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,000
3215007100　JAN4992272624137

スリッパ／約23～25cmに適応

ミニオンズ 「ポイントミニオン」
（プリント・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,000
4805003400　JAN4992272624144

スリッパ／約23～25cmに適応

ドラえもん 「ツールコレクション」
（プリント・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,000
2865001000　JAN4992272624151

スリッパ／約23～25cmに適応

ピーターラビットTM 「フラワーラビット」
（プリント・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,000
5665000300　JAN4992272624168

スリッパ／約23～25cmに適応
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※こたつ布団は季節商品のため在庫に限りがあります、ご了承下さい。

省スペースタイプ 正方形タイプ

こたつ掛け布団（正方形）

こたつ敷き布団（正方形）

こたつ掛け布団（長方形）

こたつ敷き布団（長方形）

きのこ狩り

掛け布団／180×180cm 掛け布団／180×210cm敷き布団／145×145cm 敷き布団／145×170cm

省スペースタイプ 長方形タイプ

55

Kotatsu
こたつ布団

省スペースのこたつ布団は
角が広がらないので
スペースが有効に使えます。

大きなアップリケ刺繍等豪華仕様のトトロとジジの「こたつ布団」
お部屋に合わせて「省スペースタイプ」か
「ファミリータイプ」が選べます。

ファミリータイプの長方形もあります♪

となりのトトロ 「きのこ狩り」 こたつ掛け布団
（アップリケ刺繍・染料プリント）
正方形 本体価格 ￥15,000
200×200cm 0560055000　JAN4992272498400

長方形 本体価格 ￥18,000
200×240cm 0560055100　JAN4992272498417
●表生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル100％

マイクロ
ファイバー

となりのトトロ 「きのこ狩り」 こたつ敷き布団
（アップリケ刺繍・染料プリント）
正方形 本体価格 ￥10,000
190×190cm 0560055200　JAN4992272498424

長方形 本体価格 ￥12,000
190×230cm 0560055300　JAN4992272498431
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリプロピレン100％・ノンスリップ加工
　詰め物：ポリエステル100％ 
　中芯：ウレタンフォーム

マイクロ
ファイバー

となりのトトロ 「きのこ狩り」 省スペースこたつ布団セット
（アップリケ刺繍・染料プリント）
省スペース正方形 本体価格 ￥20,000
こたつ布団セット 0560055400　JAN4992272498448

省スペース長方形 本体価格 ￥25,000
こたつ布団セット 0560055500　JAN4992272498455
●表生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル100％
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリプロピレン100％・ノンスリップ加工
　詰め物：ポリエステル100％ 
　中芯：ウレタンフォーム

マイクロ
ファイバー



※季節商品のため在庫に限りがあります。ご了承ください。

省スペースタイプ 正方形タイプ 省スペースタイプ 長方形タイプ

こたつ掛け布団（正方形）

こたつ敷き布団（正方形）

こたつ掛け布団（長方形）

こたつ敷き布団（長方形）

冬ごもり

掛け布団／180×180cm敷き布団／145×145cm 敷き布団／145×170cm 敷き布団／180×210cm
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省スペースのこたつ布団は
角が広がらないので

スペースが有効に使えます。

ファミリータイプも

あります♪

魔女の宅急便 「冬ごもり」 こたつ掛け布団
（アップリケ刺繍・染料プリント）
正方形 本体価格 ￥15,000
200×200cm 0560055600　JAN4992272498462

長方形 本体価格 ￥18,000
200×240cm 0560055700　JAN4992272498479
●表生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル100％

マイクロ
ファイバー

魔女の宅急便 「冬ごもり」 こたつ敷き布団
（アップリケ刺繍・染料プリント）
正方形 本体価格 ￥10,000
190×190cm 0560055800　JAN4992272498486

長方形 本体価格 ￥12,000
190×230cm 0560055900　JAN4992272498493
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリプロピレン100％・ノンスリップ加工
　詰め物：ポリエステル100％ 
　中芯：ウレタンフォーム

マイクロ
ファイバー

魔女の宅急便 「冬ごもり」 省スペースこたつ布団セット
（アップリケ刺繍・染料プリント）
省スペース正方形 本体価格 ￥20,000
こたつ布団セット 0560056000　JAN4992272498509

省スペース長方形 本体価格 ￥25,000
こたつ布団セット 0560056100　JAN4992272498516
●表生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル100％
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリプロピレン100％・ノンスリップ加工
　詰め物：ポリエステル100％ 
　中芯：ウレタンフォーム

マイクロ
ファイバー



ポケット部分：刺繍

裏側
※裏地プリントは
　男性用のみです。

裏側
※裏生地プリントは
　男性用のみです。

※季節商品のため在庫に限りがあります。ご了承ください。

となりのトトロ 「風音」
（染料プリント・刺繍）
本体価格 ￥7,000
0560056700　JAN4992272512847

チョッキ（子供用）／身長約100m
●表生地・裏生地：綿100%
　詰め物：綿85%・ポリエステル15% 日本製

となりのトトロ 「風音」
（染料プリント・刺繍）
本体価格 ￥8,000
0560056200　JAN4992272512823

はんてん（子供用）／身長約100m
●表生地・裏生地：綿100%
　詰め物：綿85%・ポリエステル15% 日本製

となりのトトロ 「風音」
（染料プリント・刺繍）
本体価格 ￥7,000
0560056800　JAN4992272515640

チョッキ（子供用）／身長約110m
●表生地・裏生地：綿100%
　詰め物：綿85%・ポリエステル15% 日本製

となりのトトロ 「風音」
（染料プリント・刺繍）
本体価格 ￥8,000
0560056300　JAN4992272515619

はんてん（子供用）／身長約110m
●表生地・裏生地：綿100%
　詰め物：綿85%・ポリエステル15% 日本製

となりのトトロ 「風音」
（染料プリント・刺繍）
本体価格 ￥13,000
0560057100　JAN4992272515664

チョッキ（女性用）／
●表生地・裏生地：綿100%
　詰め物：綿85%・ポリエステル15% 日本製

となりのトトロ 「風音」
（染料プリント・刺繍）
本体価格 ￥15,000
0560056600　JAN4992272515633

はんてん（女性用）／
●表生地・裏生地：綿100%
　詰め物：綿85%・ポリエステル15% 日本製

となりのトトロ 「風音」
（染料プリント・刺繍）
本体価格 ￥7,000
0560056900　JAN4992272515657

チョッキ（子供用）／身長約120m
●表生地・裏生地：綿100%
　詰め物：綿85%・ポリエステル15% 日本製

となりのトトロ 「風音」
（染料プリント・刺繍）
本体価格 ￥8,000
0560056400　JAN4992272515626

はんてん（子供用）／身長約120m
●表生地・裏生地：綿100%
　詰め物：綿85%・ポリエステル15% 日本製

となりのトトロ 「風音」
（表：刺繍／裏：染料プリント）
本体価格 ￥13,000
0560057000　JAN4992272512854

チョッキ（男性用）／
●表生地・裏生地：綿100%
　詰め物：綿85%・ポリエステル15% 日本製

となりのトトロ 「風音」
（表：刺繍／裏：染料プリント）
本体価格 ￥15,000
0560056500　JAN4992272512830

はんてん（男性用）／
●表生地・裏生地：綿100%
　詰め物：綿85%・ポリエステル15% 日本製

Vest
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チョッキ

はんてん

夫婦や親子で着ても楽しい
トトロの『チョッキ」です。

懐かしい「はんてん」が
あったか可愛い。

Hanten



※季節商品のため在庫に限りがあります。ご了承ください。

Baby
COLLECTION

トトロとジジのファーアップリケがかわいい、
滑らかでやわらかな肌ざわりのスリーパーです。

ミニスリーパー／スリーパー

となりのトトロ 「お昼寝日和」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,500
1125007100　JAN4992272619331

スリーパー（S）／50×35cm
●ポリエステル100%

となりのトトロ 「お昼寝日和」
（染料プリント）
本体価格 ￥2,000
1125007200　JAN4992272619348

スリーパー（L）／70×50cm
●ポリエステル100%

となりのトトロ 「ほんわかトトロ」
本体価格 ￥2,500
0560059100　JAN4992272542530

スリーパー／54×32cm
●表生地：ポリエステル100%
　裏生地：綿100%

魔女の宅急便 「ほんわかジジ」
本体価格 ￥2,500
0560059200　JAN4992272542547

スリーパー／54×32cm
●表生地：ポリエステル100%
　裏生地：綿100%

魔女の宅急便 「花とお散歩」
（染料プリント）
本体価格 ￥1,500
1125007300　JAN4992272619355

スリーパー（S）／50×35cm
●ポリエステル100%

魔女の宅急便 「花とお散歩」
（染料プリント）
本体価格 ￥2,000
1125007400　JAN4992272619362

スリーパー（L）／70×50cm
●ポリエステル100%

背面に
メインキャラクターが
みえるデザインです♪
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※季節商品のため在庫に限りがあります。ご了承ください。

枕付

シュラフ

トトロをかたどった、かわいいシュラフ。
大好きなトトロに包まれてぐっすりお休み♪

となりのトトロ 「夢心地」
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥12,000
0530105900　JAN4992272368673

シュラフ／140×122cm（耳、手含む）  　
　　　枕／28×39cm マイクロファイバー

フィットシーツ
124×73×6 cm

フィットシーツ
124×73×6 cm

防水シーツ
90×70 cm

敷きパット
120×70 cm

掛け布団カバー
130×105 cm

ヌード掛け布団（２枚）
120×95 cm

敷布団
120×70 cm

枕カバー
36×26 cm

ヌード枕
35×25 cm

組布団10点セット となりのトトロ 「いちご狩り」
本体価格 ￥25,000
0570010200　JAN4992272532623

パッケージサイズ／H60×W69×D25cm

【組成】
掛布団 側生地：ポリエステル100％
 詰め物：ポリエステル100％
掛布団カバー 本体：綿100％
 アップリケ部分：ポリエステル100％
敷き布団 側生地：ポリエステル100％
 詰め物：ポリエステル100％
フィットシーツ 綿100％
防水シーツ 表生地：ポリエステル65％　綿35％
 裏生地：ポリエチレン樹脂
敷きパット 表生地：ポリエステル65％　綿35％
 裏生地：ポリエステル100％
 詰め物：ポリエステル100％
枕 側生地：ポリエステル100％
 詰め物：ポリエステル100％
枕カバー 本体：綿100％
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