
ループタオル

LOOP TOWELS
フック等に引っ掛けて使える便利な「ループ付き」タオル

お子様の手や口を拭くのに
ピッタリな大きめサイズ
プリンセス

「レーシーフラワー」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2065005800 JAN4992272635140

ループタオル／約33×33cm
 

❶ 塔の上のラプンツェル
「シャインドレッサー」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2065005700 JAN4992272635157

ループタオル／約33×33cm
 

❷

抗菌防臭加工
汗をかいた後、着ていた衣服をしばらくそのままにしておくと、嫌な臭いが
してくることがあります。これは、細菌が繊維に付着した汗や汚れを栄養源に
増殖し、その時に分解されたものが嫌な臭いの主な原因になります。抗菌防
臭加工は、このような嫌な臭いを防ぎ、繊維上の細菌の増殖を抑制します。

❷

❶

保育園や幼稚園で使うスクールタオルに最適！
吸水性抜群の綿１００％「抗菌防臭加工」だから
お子様にも安心してお使いいただけます。
お名前が書ける「年組ネームタグ」付き。

となりのトトロ「トトロとクローバー畑」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
1025002600 JAN4992272637359

ループタオル／約33×33cm
 

ミッキーマウス「くつろぎ ミッキー」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2065005400 JAN4992272635096

ループタオル／約33×33cm
 

魔女の宅急便「苺とかくれんぼ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
1025002300 JAN4992272603545

ループタオル／約33×33cm
 

ミニーマウス「ミニー&フラワー」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2065005500 JAN4992272635102

ループタオル／約33×33cm
 

メアリと魔女の花「雲の上のメアリ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
3835002000 JAN4992272637366

ループタオル／約33×33cm
 

くまのプーさん「エンジョイタイム」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2065005600 JAN4992272635119

ループタオル／約33×33cm
 

ディズニー「マジックキャッスルラブ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2065011900 JAN4992272637373

ループタオル／約33×33cm
 

カーズ「モータースター」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2065011500 JAN4992272635126

ループタオル／約33×33cm
 

スター・ウォーズ
「スクリブルズ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2535007400 JAN4992272603613

ループタオル／約33×33cm
 

マーベルツムツム
「ラインヒーローズ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2505002700 JAN4992272603682

ループタオル／約33×33cm
 

おさるのジョージ
「ハンギングアラウンド」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
4765001900 JAN4992272631982

ループタオル／約33×33cm
 

ベイマックス
「ベイマックス タウン」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2065009900 JAN4992272635164

ループタオル／約33×33cm
 

ツムツム
「ホッピングスターズ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2065003200 JAN4992272603675

ループタオル／約33×33cm
 

小さなプリンセス ソフィア
「プリンセスブルーム」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2065005200 JAN4992272631883

ループタオル／約33×33cm
 

アベンジャーズ
「フューチャーアベンジャーズスカイ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2065002000 JAN4992272637380

ループタオル／約33×33cm
 

ミッフィー
「とってもだいすき」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
0364100700 JAN4992272545289

ループタオル／約33×33cm
 

アバローのプリンセス エレナ
「アバロー王国」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2065005000 JAN4992272631890

ループタオル／約33×33cm
 

アベンジャーズ
「アベンジャーズ アッセンブル」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2065005100 JAN4992272631906

ループタオル／約33×33cm
 

ミッフィー
「カメに乗ったよ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
0364100300 JAN4992272545272

ループタオル／約33×33cm
 

トイ・ストーリー
「ハロートイズ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2065009600 JAN4992272635133

ループタオル／約33×33cm
 

スター・ウォーズ
「ポイントブラック」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2535007500 JAN4992272603620

ループタオル／約33×33cm
 

スターウォーズツムツム
「ツムツムブラック」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2535018300 JAN4992272635171

ループタオル／約33×33cm
 

あにまるれっすん
「しろくまエクササイズ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
3965000400 JAN4992272635294

ループタオル／約33×33cm
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フック等に引っ掛けられる
便利な「ループ付き」

LOOP 
TOWELS 

ループタオル

●❶

●❶

●❷

●❷

●❸

●❹

マイメロディ
「フェミニンスイーツ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
3065003100 JAN4992272631920

ループタオル／約33×33cm
 

●❷ハローキティ
「ギンガム小物」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
3065002800 JAN4992272631913

ループタオル／約33×33cm
 

●❶

ミニオンズ
「メニーミニオンズ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
4805008100 JAN4992272635201

ループタオル／約33×33cm
 

❶

ミニオンズ
「ミートミニオンズ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
4805008500 JAN4992272635218

ループタオル／約33×33cm
 

❷

シナモロール
「ぼくシナモン」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
3065003700 JAN4992272631937

ループタオル／約33×33cm
 

●❹サンリオ
「キャラクターズループ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
3065003900 JAN4992272631944

ループタオル／約33×33cm
 

●❸

ポムポムプリン
「メロディハッピー」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
3065002200 JAN4992272603712

ループタオル／約33×33cm
 

トミカ
「きんきゅう車両とホイール」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
4225000800 JAN4992272631999

ループタオル／約33×33cm
 

ドラえもん
「ぼくドラえもん」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2825000000 JAN4992272603743

ループタオル／約33×33cm
 

トーマス
「ブルートレイン」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
4625000200 JAN4992272603781

ループタオル／約33×33cm
 

ぐでたま
「ぐでたまライン」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
3065002400 JAN4992272603736

ループタオル／約33×33cm
 

トミカ
「いろいろなくるま」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
4225000300 JAN4992272603828

ループタオル／約33×33cm
 

スーパーマリオ
「スタートダッシュ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
4425000600 JAN4992272635232

ループタオル／約33×33cm
 

ドラミちゃん
「アイムドラミ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
2825000600 JAN4992272631951

ループタオル／約33×33cm
 

ＪＡＬ
「フライングブルー」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
0310401000 JAN4992272518214

ループタオル／約33×33cm
 

まるもふびより
「まるもふびより」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
3065005300 JAN4992272635188

ループタオル／約33×33cm
 

プラレール
「ツートレイン」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
4225001200 JAN4992272636611

ループタオル／約33×33cm
 

スーパーマリオ
「ブルースピン」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
4425000700 JAN4992272635249

ループタオル／約33×33cm
 

リラックマ
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
6425000000 JAN4992272603750

ループタオル／約33×33cm
 

JAL
「スカイウォーク2」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
6225000000 JAN4992272635225

ループタオル／約28×28cm
 

ペコ&ポコ
「ミルキータイム」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
3065005100 JAN4992272635195

ループタオル／約33×33cm
 

プラレール
「トリプルトレイン」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
4225000500 JAN4992272603842

ループタオル／約33×33cm
 

スプラトゥーン2
「スプラトゥーン2」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
4565000400 JAN4992272631975

ループタオル／約33×33cm
 

ウォーリーをさがせ！
「ハローウォーリー」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
4905001700 JAN4992272635263

ループタオル／約33×33cm
 

いないいないばあっ！
「はなうた」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
8625000000 JAN4992272568868

ループタオル／約33×33cm
 

リルリルフェアリル
「フラワーフェアリル」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
3065003500 JAN4992272631968

ループタオル／約33×33cm
 

トーマス
「カルテットフレンド」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
4625000100 JAN4992272603774

ループタオル／約33×33cm
 

どうぶつの森
「どうぶつの森」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
4505000000 JAN4992272635256

ループタオル／約33×33cm
 

名探偵コナン
「チェイス」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥400
4855001300 JAN4992272635287

ループタオル／約33×33cm
 

みいつけた！
「みんなでみつけた」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
8625000400 JAN4992272568875

ループタオル／約33×33cm
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スター・ウォーズ
「スターメンバー」
（プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥800
2535017600 JAN4992272635386

ループタオル3枚組／約28×28cm
 

LOOP 
TOWEL 3P

LOOP TOWELS

毎日使う物だから
うれしいお得な3枚セット

お子様も安心の「抗菌防臭加工」

ループタオル ループタオル３枚組

「ブーブーカー」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
0165003000 JAN4992272632019

ループタオル／約33×33cm
 

「フラワーポップN」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
0165003800 JAN4992272632064

ループタオル／約33×33cm
 

「ファンシーハーツ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
0165004000 JAN4992272632118

ループタオル／約33×33cm
 

「ガタゴトトレイン」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
0165003100 JAN4992272632026

ループタオル／約33×33cm
 

「大好きリボンN」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
0165003900 JAN4992272632071

ループタオル／約33×33cm
 

「キラキラ水族館」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
0165004100 JAN4992272632125

ループタオル／約33×33cm
 

「スカイ旅行」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
0165003200 JAN4992272632033

ループタオル／約33×33cm
 

「キュートメロディー」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
0165003300 JAN4992272632088

ループタオル／約33×33cm
 

「くるまたち」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
0140133200 JAN4992272500110

ループタオル／約33×33cm
 

「キュートダイナソーズN」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
0165003600 JAN4992272632040

ループタオル／約33×33cm
 

「たっぷりいちご」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
0165003400 JAN4992272632095

ループタオル／約33×33cm
 

「のりものたち」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
0140133300 JAN4992272500127

ループタオル／約33×33cm
 

「すいすいN」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
0165003700 JAN4992272632057

ループタオル／約33×33cm
 

「デリシャススイート」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
0165003500 JAN4992272632101

ループタオル／約33×33cm
 

「なかよしどうぶつのなまえ」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
0140133400 JAN4992272518368

ループタオル／約33×33ｃｍ
 

「カーニバルカー」
（染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
0165002900 JAN4992272632002

ループタオル／約33×33cm
 

ディズニー「にんきもの」
（プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥800
2065006500 JAN4992272635300

ループタオル3枚組／約28×28cm
 

ディズニー「レースガールズ」
（プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥800
2065005900 JAN4992272635331

ループタオル3枚組／約28×28cm
 

ミニオンズ「ベロー！」
（プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥800
4805007700 JAN4992272635379

ループタオル3枚組／約28×28cm
 

カーズ「ブレイクスルー」
（プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥800
2065009200 JAN4992272635317

ループタオル3枚組／約28×28cm
 

ディズニープリンセス「シャインプリンセス」
（プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥800
2065006000 JAN4992272635348

ループタオル3枚組／約28×28cm
 

スーパーマリオ「スリーアクション」
（プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥800
4505000300 JAN4992272635393

ループタオル3枚組／約28×28cm
 

トイ・ストーリー「トイチェスト」
（プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥800
2065009300 JAN4992272635324

ループタオル3枚組／約28×28cm
 

ディズニープリンセス「ブライトプリンセス」
（プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥800
2065006100 JAN4992272635355

ループタオル3枚組／約28×28cm
 

ツムツム「ツムフレンズ」
（プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥800
2065006300 JAN4992272635409

ループタオル3枚組／約28×28cm
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POCKET TOWEL 2P ポケットタオル２枚組

３つ折りにするとお子様の小さいポケットにも
ちょうど入る、ハーフサイズのタオルハンカチです。
安心の「抗菌防臭加工」。 年組ネーム付きです。

吸水性が高い綿100％
パイル地が気持ちいい
ジャカード織り
タオルです

抗菌防臭加工
汗をかいた後、着ていた衣服をしばらくそのままにしておくと、嫌な臭いが
してくることがあります。これは、細菌が繊維に付着した汗や汚れを栄養源に
増殖し、その時に分解されたものが嫌な臭いの主な原因になります。抗菌防
臭加工は、このような嫌な臭いを防ぎ、繊維上の細菌の増殖を抑制します。

いないいないばあっ！
「ルンルンびより」
（パイルジャカード・刺繍・織りネーム・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
8625000300 JAN4992272569148

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

ミッフィー
「ランランラン」
（パイルジャカード・刺繍・アップリケ刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
0364100800 JAN4992272545531

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

ドラミちゃん
「こっちむいてドラミちゃん」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
2825000700 JAN4992272632194

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

トミカ
「はたらくくるま」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
4225000000 JAN4992272603514

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

ドラえもん
「どこでもドアから」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
2825000100 JAN4992272603484

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

メアリと魔女の花
「ティブとほうき」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
3835002300 JAN4992272637410

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

トイ・ストーリー
「スペーストラベル」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
2065004600 JAN4992272603408

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

ぐでたま
「ぐでたまパターン」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
3065003800 JAN4992272632187

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

ペコちゃん
「スイートペコちゃん」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
3065005000 JAN4992272635430

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

リラックマ
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
6425000300 JAN4992272603491

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

ミニオンズ
「ミニオンズバナナ」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
4805008200 JAN4992272635454

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

みいつけた！
「ポケットでみいつけた！」
（パイルジャカード・刺繍・プリントネーム・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
8625000500 JAN4992272569155

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

おさるのジョージ
「キュリアス」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
4765001800 JAN4992272632200

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

スーパーマリオ
「スピードスタート」
（パイルジャカード・刺繍・アップリケ刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
4425000800 JAN4992272635447

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

きかんしゃトーマス
「ゴーゴートーマス」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
6625000200 JAN4992272571912

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

魔女の宅急便
「ベーカリー」
（パイルジャカード・刺繍・アップリケ刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
1025000100 JAN4992272569049

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

となりのトトロ
「スマイルトトロ」
（パイルジャカード・刺繍・アップリケ刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
1025002700 JAN4992272637403

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

ミッキーマウス
「ミッキーレインボースター」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
2065004200 JAN4992272603378

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

ミニーマウス
「ミニーアイコンビタミン」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
2065004300 JAN4992272603385

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

くまのプーさん
「ハニーデイズ」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
2065005300 JAN4992272632149

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

カーズ
「モータースピード」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
2065011400 JAN4992272635416

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

ツムツム
「ラインアップツム」
（パイルジャカード・刺繍・プリントネーム・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
2065003100 JAN4992272603446

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

スター・ウォーズ
「スペースライト」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
2535007800 JAN4992272603439

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

ちいさなプリンセス ソフィア
「プリンセスチャーム」
（パイルジャカード・サテンPアップリケ・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
2065004400 JAN4992272603422

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

プリンセス
「プリンセスフレッシュ」
（パイルジャカード・サテンPアップリケ・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
2065003000 JAN4992272603415

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

マーベルツムツム
「マーベルヒーローズ」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
2505003100 JAN4992272603453

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

スターウォーズツムツム
「ツムツムウォーズ」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
2535018200 JAN4992272635423

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

ベイマックス
「カラーマックス」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
2065004900 JAN4992272632156

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

ハローキティ
「りぼんでかくれんぼ」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
3065003000 JAN4992272632163

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

マイメロディ
「フラワースイーツ」
（パイルジャカード・刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
3065003200 JAN4992272632170

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

ＪＡＬ
「ゴーイースト・ゴーウェスト」
（パイルジャカード・刺繍・アップリケ刺繍・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
0310401100 JAN4992272518641

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
 

プラレール
「エキスプレス」
（パイルジャカード・刺繍・織りネーム・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500
4225000100 JAN4992272603521

ポケットタオル2枚組／約10×20ｃｍ
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ミニタオル

MINI TOWELS

サイズ：約20×20cm

人 気キャラクターが大 集 合 !
ポケットサイズのミニタオルシリーズ

スター・ウォーズ「ドロイドブラック」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
2535007600 JAN4992272603293

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

トイ・ストーリー「ポッププレイ」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
2005036200 JAN4992272603224

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

くまのプーさん「ハニービーハント」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
2005036100 JAN4992272603200

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

ツムツム｢ホッピングフレンズ｣
（染料プリント）
本体価格 ￥350
2065004500 JAN4992272603262

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

トミカ｢スピードスタート｣
（染料プリント）
本体価格 ￥350
0280010600 JAN4992272518856

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

ミニオンズ「ウィーアーイエロー」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
4805007800 JAN4992272636604

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

ぐでたま「ぐでたまスタイル」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
3065003400 JAN4992272632231

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

マーベルツムツム｢アップヒーローズ｣
（染料プリント）
本体価格 ￥350
2505002800 JAN4992272603279

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

ＪＡＬ「ビューティフルスカイ」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
0310401200 JAN4992272518948

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

プラレール「ツートレイン」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
4225001300 JAN4992272635508

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

おさるのジョージ「ジョージとウサギ」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
4765002000 JAN4992272632286

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

サンリオ「キャラクターズミニ」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
3065004000 JAN4992272632248

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

スターウォーズツムツム「ツムツムフェイス」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
2535018400 JAN4992272635485

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

プラレール「かがやき」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
4225000600 JAN4992272603354

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

トミカ「きんきゅう車両」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
4225001000 JAN4992272632293

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

ドラえもん「ウィルス」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
2825000300 JAN4992272632255

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

ミッフィー「だいすきミッフィー」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
5825000300 JAN4992272635492

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

みいつけた！「わいわいいすのまち」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
8625000200 JAN4992272569315

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

プラレール「トリプルトレイン」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
4225000700 JAN4992272603361

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

トミカ「ビジーカー」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
4225000900 JAN4992272632309

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

プラレール「成田エクスプレス」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
0280011400 JAN4992272518931

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

トミカ｢いろいろなくるま｣
（染料プリント）
本体価格 ￥350
4225000200 JAN4992272603347

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

きかんしゃトーマス「トーマスロード」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
4625000300 JAN4992272632279

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

ハローキティ「ギンガム小物」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
3065002900 JAN4992272632217

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

リルリルフェアリル「フラワーフェアリル」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
3065003600 JAN4992272632262

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

マイメロディ「フェミニンスイーツ」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
3065003300 JAN4992272632224

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

スター・ウォーズ「スクリブル」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
2535007300 JAN4992272603286

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

プリンセス「プリンセスジュエリー」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
2065003800 JAN4992272603231

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

ちいさなプリンセス ソフィア「プリティチャーミング」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
2005036000 JAN4992272603255

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

ミニーマウス「ピンククレールフラワー」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
2065003600 JAN4992272603194

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

塔の上のラプンツェル「エスポワール」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
2065004000 JAN4992272603248

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

ミッキーマウス「ブルークレールスター」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
2065003500 JAN4992272603187

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

カーズ「モータースター」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
2065010300 JAN4992272635461

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

アベンジャーズ「アベンジャーズ アッセンブル」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
22505006900 JAN4992272635478

ミニタオル／約20×20ｃｍ
 

いないいないばあっ！「たのしいピクニック」
（染料プリント）
本体価格 ￥350
8625000100 JAN4992272569308

ミニタオル／約20×20ｃｍ
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MINI TOWEL 5P ミニタオル５枚組

毎日使う物だから
うれしいお得なミニタオル5枚セット!

SUPER MARIO

スーパーマリオ「ファイブアクション」
（プリント）
本体価格 ￥500
4505000100 JAN4992272635577

ミニタオル5枚組／約15×15ｃｍ

サイズ：約15×15cm

DISNEY

ディズニー「ポップボーイズ」
（プリント）
本体価格 ￥500
2065008400 JAN4992272635515

ミニタオル5枚組／約15×15ｃｍ  

DISNEY

ディズニー「チャーミングガールズ」
（プリント）
本体価格 ￥500
2065006400 JAN4992272635522

ミニタオル5枚組／約15×15ｃｍ  

DISNEY PIXAR

ディズニー ピクサー「ポップンアイコン」
（プリント）
本体価格 ￥500
2065010000 JAN4992272635539

ミニタオル5枚組／約15×15ｃｍ  

TOMICA

トミカ「ファイブワーキングカー」
（プリント）
本体価格 ￥500
4225001100 JAN4992272635591

ミニタオル5枚組／約15×15ｃｍ  

MINION

ミニオンズ「イエローチーム」
（プリント）
本体価格 ￥500
4805008300 JAN4992272635560

ミニタオル5枚組／約15×15ｃｍ  

DISNEY PRINCESS

プリンセス「ビジューフレーム」
（プリント）
本体価格 ￥500
2065006200 JAN4992272635546

ミニタオル5枚組／約15×15ｃｍ  

PLARAIL

プラレール「プラレールタイム」
（プリント）
本体価格 ￥500
4225001400 JAN4992272635607

ミニタオル5枚組／約15×15ｃｍ  
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HANDKERCHIEFS 
LUNCHCHIEFS 

ハンカチーフ

ランチーフ

ハンカチーフ：30×30cm
ランチーフ：43×43cm

30
cm ハンカチーフ

ランチーフ 43
cm

使い方色々♪ 便利な「日本製」ハンカチーフ＆ランチーフ
毎日の通園・通学に大活躍の大きめサイズの「ハンカチーフ」とお弁当を包んだりランチョンマットにしたりバンダナとして、
使い方色々「ランチーフ」。お子様にも安心の日本製です。

日本製

となりのトトロ「クローバー畑とトトロ」
（染料プリント）
本体価格 ￥500
1025002400 JAN4992272637571

ランチーフ／43×43cm
●綿100％ 日本製

魔女の宅急便「スイーツとジジ」
（染料プリント）
本体価格 ￥500
1025002500 JAN4992272637588

ランチーフ／43×43cm
●綿100％ 日本製

メアリと魔女の花「メアリとほうき」
（染料プリント）
本体価格 ￥300
3835002100 JAN4992272637540

ハンカチーフ／30×30ｃｍ
本体価格 ￥500
3835002200 JAN4992272637595

ランチーフ／43×43cm
●綿100％ 日本製

小さなプリンセス ソフィア「パープルブルーム」
（染料プリント）
本体価格 ￥300
2065008500 JAN4992272635669

ハンカチーフ／30×30ｃｍ
本体価格 ￥500
2065008600 JAN4992272635782

ランチーフ／43×43cm
●綿100％ 日本製

プリンセス「ローズピンク」
（染料プリント）
本体価格 ￥300
2065001800 JAN4992272569339

ハンカチーフ／30×30ｃｍ
本体価格 ￥500
2065001900 JAN4992272569377

ランチーフ／43×43cm
●綿100％ 日本製

トイ・ストーリー「ハロートイズ」
（染料プリント）
本体価格 ￥300
2065009400 JAN4992272635645

ハンカチーフ／30×30ｃｍ
本体価格 ￥500
2065009500 JAN4992272635768

ランチーフ／43×43cm
●綿100％ 日本製

サンリオ「キャラクターズファン」
（染料プリント）
本体価格 ￥300
3335005200 JAN4992272635690

ハンカチーフ／30×30ｃｍ
本体価格 ￥500
3335005500 JAN4992272635812

ランチーフ／43×43cm
●綿100％ 日本製

カーズ「モータースター」
（染料プリント）
本体価格 ￥300
2065010800 JAN4992272635638

ハンカチーフ／30×30ｃｍ
本体価格 ￥500
2065010900 JAN4992272635751

ランチーフ／43×43cm
●綿100％ 日本製

マイメロディ「フェミニンキャンディ」
（染料プリント）
本体価格 ￥300
3335005100 JAN4992272635683

ハンカチーフ／30×30ｃｍ
本体価格 ￥500
3335005400 JAN4992272635805

ランチーフ／43×43cm
●綿100％ 日本製

ミニーマウス「ミニー＆フラワー」
（染料プリント）
本体価格 ￥300
2065006600 JAN4992272635621

ハンカチーフ／30×30ｃｍ
本体価格 ￥500
2065006700 JAN4992272635744

ランチーフ／43×43cm
●綿100％ 日本製

ミッキーマウス「くつろぎミッキー」
（染料プリント）
本体価格 ￥300
2065006800 JAN4992272635614

ハンカチーフ／30×30ｃｍ
本体価格 ￥500
2065006900 JAN4992272635737

ランチーフ／43×43cm
●綿100％ 日本製

ハローキティ「ギンガムチェック」
（染料プリント）
本体価格 ￥300
3335005000 JAN4992272635676

ハンカチーフ／30×30ｃｍ
本体価格 ￥500
3335005300 JAN4992272635799

ランチーフ／43×43cm
●綿100％ 日本製

塔の上のラプンツェル「ブライトドレッサー」
（染料プリント）
本体価格 ￥300
2065008700 JAN4992272635652

ハンカチーフ／30×30ｃｍ
本体価格 ￥500
2065008800 JAN4992272635775

ランチーフ／43×43cm
●綿100％ 日本製

ミニオンズ「メニーミニオンズ」
（染料プリント）
本体価格 ￥300
4805008800 JAN4992272635713

ハンカチーフ／30×30ｃｍ
本体価格 ￥500
4805008900 JAN4992272635836

ランチーフ／43×43cm
●綿100％ 日本製

おさるのジョージ「ディスイズジョージ」
（染料プリント）
本体価格 ￥300
4765002100 JAN4992272635720

ハンカチーフ／30×30ｃｍ
本体価格 ￥500
4765002200 JAN4992272635843

ランチーフ／43×43cm
●綿100％ 日本製

ドラえもん「サックスウィルス」
（染料プリント）
本体価格 ￥300
2825000400 JAN4992272635706

ハンカチーフ／30×30ｃｍ
本体価格 ￥500
2825000500 JAN4992272635829

ランチーフ／43×43cm
●綿100％ 日本製
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POUCH BAGS 巾着

いろいろな用途で使える
便利な巾着シリーズ

\裏側までかわいい♪/

SCHOOL BAGS 

毎日の通園・通学が楽しくなる♪
人気キャラクターのスクールバッグシリーズ

ハローキティ「アメコミハローキティ」
（プリント）
本体価格 ￥2,000
3065004300 JAN4992272636826

ナップサック／H35×W35×D7cm
本体価格 ￥1,500
3065004100 JAN4992272636833

シューズバッグ／H29×W22×D7cm
本体価格 ￥2,000
3065004200 JAN4992272636864

レッスンバッグ／H30.5×W42×D7cm
●表生地：綿100％
　裏生地・詰め物：ポリエステル100% 

❶

❷

❸

●❶

●❷ ●❸

❶ ❸❷

ナップサック
シューズバッグ
レッスンバッグ

ドラえもん「四次元ポケット」
（プリント）
本体価格 ￥500
2825001000 JAN4992272636789

巾着（S）／H20×W19ｃｍ
本体価格 ￥1,000
2825001100 JAN4992272636796

巾着（L）／H35×W31ｃｍ
●綿100％ 

となりのトトロ「にっこりトトロ」
（プリント・ファーアップリケ刺繍）
本体価格 ￥800
1025000200 JAN4992272517200

巾着（S）／H20×W19ｃｍ
本体価格 ￥1,300
1025000300 JAN4992272517217

巾着（L）／H35×W31ｃｍ
●本体：綿100％
　アップリケ刺繍部分：ポリエステル100% 

魔女の宅急便「ジジのおやつ」
（プリント・ファーアップリケ刺繍）
本体価格 ￥800
1025000500 JAN4992272517224

巾着（S）／H20×W19ｃｍ
本体価格 ￥1,300
1025000600 JAN4992272517231

巾着（L）／H35×W31ｃｍ
●本体：綿100％
　アップリケ刺繍部分：ポリエステル100% 

プリンセス「レーシーリース」
（プリント）
本体価格 ￥500
2065009000 JAN4992272636703

巾着（S）／H20×W19ｃｍ
本体価格 ￥1,000
2065009100 JAN4992272636710

巾着（L）／H35×W31ｃｍ
●綿100％ 

ディズニーツムツム「ツムツムスター」
（プリント）
本体価格 ￥500
2065011200 JAN4992272636727

巾着（S）／H20×W19ｃｍ
本体価格 ￥1,000
2065011300 JAN4992272636734

巾着（L）／H35×W31ｃｍ
●綿100％ 

カーズ「モータースター」
（プリント）
本体価格 ￥500
2065011000 JAN4992272636680

巾着（S）／H20×W19ｃｍ
本体価格 ￥1,000
2065011100 JAN4992272636697

巾着（L）／H35×W31ｃｍ
●綿100％ 

サンリオ「キャラクターズハッピー」
（プリント）
本体価格 ￥500
3065004400 JAN4992272636741

巾着（S）／H20×W19ｃｍ
本体価格 ￥1,000
3065004500 JAN4992272636758

巾着（L）／H35×W31ｃｍ
●綿100％ 

ミニオンズ「ミニオンズ ベロー」
（プリント）
本体価格 ￥500
4805009000 JAN4992272636765

巾着（S）／H20×W19ｃｍ
本体価格 ￥1,000
4805009100 JAN4992272636772

巾着（L）／H35×W31ｃｍ
●綿100％ 

ミッフィー「なかよく行進」
（プリント）
本体価格 ￥500
5825000100 JAN4992272636802

巾着（S）／H20×W19ｃｍ
本体価格 ￥1,000
5825000200 JAN4992272636819

巾着（L）／H35×W31ｃｍ
●綿100％ 

となりのトトロ「にっこりトトロ」
（プリント・ファーアップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,000
0520200600 JAN4992272517545

マチ付き巾着／H17×W26×D12cm
●本体：綿100％
　アップリケ刺繍部分：ポリエステル100% 

魔女の宅急便「ジジのおやつ」
（プリント・ファーアップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,000
0520200700 JAN4992272517552

マチ付き巾着／H17×W26×D12cm
●本体：綿100％
　アップリケ刺繍部分：ポリエステル100% 

となりのトトロ「にこにこトトロ」
（プリント・ファーアップリケ刺繍）
本体価格 ￥2,500
1025001300 JAN4992272517699

ナップサック／H35×W35cm
本体価格 ￥1,800
1025001500 JAN4992272517705

シューズバッグ／H29×W22×D7cm
本体価格 ￥2,500
1025001400 JAN4992272517712

レッスンバッグ／H30.5×W42×D7cm
●表生地：綿100％
　裏生地・詰め物・アップリケ刺繍部分：ポリエステル100% 

魔女の宅急便「スイーツジジ」
（プリント・ファーアップリケ刺繍 ポケット付き）
本体価格 ￥2,500
1025001600 JAN4992272517729

ナップサック／H35×W35cm
本体価格 ￥1,800
1025001800 JAN4992272517736

シューズバッグ／H29×W22×D7cm
本体価格 ￥2,500
1025001700 JAN4992272517743

レッスンバッグ／H30.5×W42×D7cm
●表生地：綿100％
　裏生地・詰め物・アップリケ刺繍部分：ポリエステル100% 

サンリオ「キャラクターズキュート」
（染料プリント）
本体価格 ￥2,000
3065004800 JAN4992272636840

ナップサック／H35×W35×D7cm
本体価格 ￥1,500
3065004600 JAN4992272636857

シューズバッグ／H29×W22×D7cm
本体価格 ￥2,000
3065004700 JAN4992272636871

レッスンバッグ／H30.5×W42×D7cm
●表生地：綿100％
　裏生地・詰め物：ポリエステル100% 
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JUNIOR 
ECO-BAGS
ミニポーチにたたんでしまえて
カバンに掛けて持ち運べる

ジュニアエコバッグ

「ミニポーチ」はフック付きなので
カバンやランドセルに掛けて持ち運べます。

小さくまとめて

　持ち運びラクチン♪ 色々な場面で
手軽に使える！
かわいくて便利な
ポケットポーチ

取外し可能な
クリップ＆肩ひも付き！

Poin
t.2

Poin
t.3

３サイズのポケット！

Poin
t.1
ふたにはワンタッチテープ付き！
ワンタッチでとまるテープ付きなので、
元気に遊び回っても、中身が飛び出しにくい。

パンツやスカートのウエスト部分に
クリップで挟むだけでポケット代わり
に使えるほか、肩ひもを付けて使う事
も可能！シチュエーションにあわせて
お好みの使い方が出来ます。

中身は３つのポケットに分か
れています。ハンカチなど大き
めなものから、バンソウコウ、
リップなど小さいものまで、
しっかり収納できます。

POCKET POUCHESPOCKET POUCHES
ポケットポーチ

ミッキーマウス「ヴィンテージバルーン」
（プリント）
本体価格 ￥500
2065009700 JAN4992272636888

ジュニアエコバッグ／H35.5×W40×D5cm
●ポリエステル100% 

カーズ「モータースター」
（プリント）
本体価格 ￥500
2065010700 JAN4992272636895

ジュニアエコバッグ／H35.5×W40×D5cm
●ポリエステル100% 

プリンセス「レーシーピンク」
（プリント）
本体価格 ￥500
2065008900 JAN4992272636901

ジュニアエコバッグ／H35.5×W40×D5cm
●ポリエステル100% 

ドラえもん「クレヨンガジェット」
（プリント）
本体価格 ￥500
2825001200 JAN4992272636949

ジュニアエコバッグ／H35.5×W40×D5cm
●ポリエステル100% 

サンリオ「キャラクターズドット」
（プリント）
本体価格 ￥500
3335005700 JAN4992272636932

ジュニアエコバッグ／H35.5×W40×D5cm
●ポリエステル100% 

ハローキティ「お気に入りの小物」
（プリント）
本体価格 ￥500
3335005600 JAN4992272636925

ジュニアエコバッグ／H35.5×W40×D5cm
●ポリエステル100% 

ミニオンズ「ミニオンズパーティー」
（プリント）
本体価格 ￥500
4805008900 JAN4992272636918

ジュニアエコバッグ／H35.5×W40×D5cm
●ポリエステル100% 

となりのトトロ「にこにこ笑顔」
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,600
1165008100 JAN4992272545944

ポケットポーチ／H14×W13cm（クリップ部分含まず）
●本体：綿100％ 

魔女の宅急便「ジジといちご」
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,600
1165008200 JAN4992272545951

ポケットポーチ／H14×W13cm（クリップ部分含まず）
●本体：綿100％ 

崖の上のポニョ「ポニョといっしょ」
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,600
1165008300 JAN4992272545968

ポケットポーチ／H14×W13cm（クリップ部分含まず）
●本体：綿100％ 

ハローキティ「イチゴポケット」
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,600
3065001600 JAN4992272569490

ポケットポーチ／H14×W13cm（クリップ部分含まず）
●本体：綿100％ 

マイメロディ「ピーチピンク」
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,600
3065001200 JAN4992272569506

ポケットポーチ／H14×W13cm（クリップ部分含まず）
●本体：綿100％ 

みいつけた！「いすの仲間たち」
（プリント）
本体価格 ￥1,600
0514102400 JAN4992272569520

ポケットポーチ／H14×W13cm（クリップ部分含まず）
●本体：綿100％ 
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SCHOOL 
CUSHIONS 

スクールクッション

JUNIOR PILLOWS ジュニア枕

お気に入りのキャラクターと
夢の中でも一緒♪

ドラえもん「ポイントカラーアイテム」
（プリント・年組ネーム付き）
本体価格 ￥1,300
2825000900 JAN4992272636970

スクールクッション／H30×W30×D5cm
●側生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％ 

ぐでたま「ぐでたまフェイス」
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,300
3215008400 JAN4992272637014

ダイカットスクールクッション／H30×W30×D5cm
●側生地：ポリエステル100％
　詰め物：ウレタンフォーム 

シルエットがユニークな
ダイカットタイプの
スクールクッションが
新登場 !

学校やご家庭で、“ ふかふか ” スクールクッション
ゴムが付いてるから椅子にしっかり装着できてズレにくい。年組ネーム付きです。

ドラえもん「ポイントカラーアイテム」
（プリント）
本体価格 ￥1,300
2825001300 JAN4992272637069

ジュニア枕／H28×W39cm
●枕カバー：ポリエステル100%
　枕・側生地・詰め物：ポリエステル100％ 

サンリオ「キャラクターズボーダー」
（プリント）
本体価格 ￥1,300
3065005200 JAN4992272637052

ジュニア枕／H28×W39cm
●枕カバー：ポリエステル100%
　枕・側生地・詰め物：ポリエステル100％ 

プリンセス「ピュアネス」
（プリント）
本体価格 ￥1,300
0630053600 JAN4992272532104

ジュニア枕／H28×W39cm
●枕カバー：綿100％
　枕・側生地・詰め物：ポリエステル100％ 

ゴムバンド付きで

　ずれにくい！

スター・ウォーズ「ダークフェイス」
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,300
2535018100 JAN4992272637007

ダイカットスクールクッション／H32.5×W35×D3.5cm
●側生地：ポリエステル100％
　詰め物：ウレタンフォーム 

カーズ「マックィーン シート」
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,300
2065007100 JAN4992272636987

ダイカットスクールクッション／H27×W38×D3.5cm
●側生地：ポリエステル100％
　詰め物：ウレタンフォーム 

トイ・ストーリー「ハロー エイリアン」
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,300
2065009800 JAN4992272636994

ダイカットスクールクッション／H23.5×W38×D3.5cm（耳・角を含まず）
●側生地：ポリエステル100％
　詰め物：ウレタンフォーム 

ハローキティ「キューティーフェイス」
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,300
0420022100 JAN4992272516418

ダイカットスクールクッション／H30×W35cm×D3.5cm
●側生地：ポリエステル100％
　詰め物：ウレタンフォーム 

ドラえもん「ダイカットドラえもん」
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,300
2865001100 JAN4992272637021

ダイカットスクールクッション／H26×W31×D4cm
●側生地：ポリエステル100％
　詰め物：ウレタンフォーム 

ミニオンズ「ボブフェイス」
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,300
4805008400 JAN4992272637038

ダイカットスクールクッション／H30×W30×D5cm
●側生地：ポリエステル100％
　詰め物：ウレタンフォーム 

リラックマ
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,300
0510312700 JAN4992272516425

ダイカットスクールクッション／H26×W35×D3.5cm
●側生地：ポリエステル100％
　詰め物：ウレタンフォーム 

となりのトトロ「たのしい森」
（プリント・年組ネーム付き）
本体価格 ￥1,300
0564103400 JAN4992272546002

スクールクッション／H30×W30×D5cm
●側生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％ 

ハローキティ「ギンガムストロベリー」
（プリント・年組ネーム付き）
本体価格 ￥1,300
0424102400 JAN4992272546057

スクールクッション／H30×W30×D5cm
●側生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％ 

カーズ「モータースター」
（プリント・年組ネーム付き）
本体価格 ￥1,300
2065010400 JAN4992272636956

スクールクッション／H30×W30×D5cm
●側生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％ 

プリンセス「エタンセル」
（プリント・年組ネーム付き）
本体価格 ￥1,300
0630052700 JAN4992272516364

スクールクッション／H30×W30×D5cm
●側生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％ 

サンリオ「キャラクターズピンク」
（プリント・年組ネーム付き）
本体価格 ￥1,300
3215008300 JAN4992272636963

スクールクッション／H30×W30×D5cm
●側生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％ 

魔女の宅急便「ジジのお店」
（プリント・年組ネーム付き）
本体価格 ￥1,300
0564103500 JAN4992272546019

スクールクッション／H30×W30×D5cm
●側生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％ 

カーズ「モータースター」
（プリント）
本体価格 ￥1,300
2065010500 JAN4992272637045

ジュニア枕／H28×W39cm
●枕カバー：ポリエステル100%
　枕・側生地・詰め物：ポリエステル100％ 

となりのトトロ「森の風」
（プリント）
本体価格 ￥1,300
0560057200 JAN4992272532012

ジュニア枕／H28×W39cm
●枕カバー：綿100％
　枕・側生地・詰め物：ポリエステル100％ 

魔女の宅急便「ジジのおるすばん」
（プリント）
本体価格 ￥1,300
0560057300 JAN4992272532029

ジュニア枕／H28×W39cm
●枕カバー：綿100％
　枕・側生地・詰め物：ポリエステル100％ 
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NAP SETS お昼寝 7 点セット

保育園・幼稚園や旅行先等のおでかけにも
持ち運びに便利な子供用布団7点セット

•キャリーバッグには名前ネーム付き。
　丈夫なキルティング加工です。
•カバーは取り外ししやすい
　「紐止め」です。
•カバー類は洗濯可能でいつでも
　清潔にお使いいただけます。

プリンセス「レーシーハート」
（プリント）
本体価格 ￥4,800
2065007000 JAN4992272637106

お昼寝7点セット
 

持ち運びに便利な

　キャリーバッグ付き!

大好きな人気キャラクターと
一緒にお昼寝タイム♪

ファスナー等の金具を使用していないので
お子様でも安心してお使いいただけます

となりのトトロ「葉っぱとトトロ」
（プリント・織りネーム）
本体価格 ￥4,800
1125008200 JAN4992272637625

お昼寝7点セット
 

カーズ「モータースター」
（プリント）
本体価格 ￥4,800
2065010200 JAN4992272637090

お昼寝7点セット
 

〈サイズ〉
⃝掛布団 H109×W79cm
⃝掛布団カバー H110×W80cm
⃝敷き布団 H120×W67cm
⃝敷き布団カバー H122×W69cm
⃝枕 H23×W35cm
⃝枕カバー H26×W38cm
⃝キャリーバッグ H42×W70×D14cm

〈組成〉
⃝掛布団 側地・中綿：ポリエステル100%
⃝掛布団カバー 表地：ポリエステル100%
 裏地：ポリエステル80％ 綿20％
⃝敷布団 側地・中綿：ポリエステル100%
⃝敷きカバー 表地：ポリエステル100%
 裏地：ポリエステル80％ 綿20％
⃝枕 側地・中綿：ポリエステル100%
⃝枕カバー ポリエステル100%
⃝キャリーバッグ 表地・中綿・裏地：ポリエステル100%
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