
ミッキーマウス　オールド
（パイルジャカード）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約25×25cm 2005051900 JAN4992272621006

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 2005052000 JAN4992272621013

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 2005052100 JAN4992272621020

1

デ
ィ
ズ
ニ
ー



ミニーマウス　オールド
（パイルジャカード）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約25×25cm 2005052200 JAN4992272621037

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 2005052300 JAN4992272621044

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 2005052400 JAN4992272621051

ドナルドダック　オールド
（パイルジャカード）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約25×25cm 2005052500 JAN4992272621068

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 2005052600 JAN4992272621075

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 2005052700 JAN4992272621082

DISNEY OLD SERIES
愛嬌のある表情が可愛らしい、オールドスタイルのアートを使用
した、おしゃれでどこか懐かしいシリーズです。タオルからイン
テリア、雑貨までアイテムもバリエーションが豊富です。
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ミッキーマウス　オールド
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
2215015300 JAN4992272621129

玄関マット／H50×W80cm
●ポリエステル100％

ミニーマウス　オールド
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
2215015400 JAN4992272621167

玄関マット／H50×W80cm
●ポリエステル100％

ドナルドダック　オールド
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
2215015500 JAN4992272621204

玄関マット／H50×W80cm
●ポリエステル100％

ミッキーマウス　オレンジタグマット
（綿アクリルMIXタフト・ヘリンボーン生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
2215015600 JAN4992272621235

トイレマット／H60×W61.5cm
●パイル部分：アクリル60％・綿40％
　柄部分：ポリエステル80％・ウール20％ 
ミニーマウス　ピンクタグマット

（綿アクリルMIXタフト・ヘリンボーン生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
2215015700 JAN4992272621273

トイレマット／H60×W61.5cm
●パイル部分：アクリル60％・綿40％
　柄部分：ポリエステル80％・ウール20％ 
ドナルドダック　ブルータグマット
（綿アクリルMIXタフト・ヘリンボーン生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
2215015800 JAN4992272621310

トイレマット／H60×W61.5cm
●パイル部分：アクリル60％・綿40％
　柄部分：ポリエステル80％・ウール20％

ミニーマウス　オールド
（ヘリンボーン生地・サガラ刺繍・チェーンステッチ）
本体価格 ￥3,000
2215016000 JAN4992272621143

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：ポリエステル50％・アクリル36％・
　レーヨン5％・綿4％・ナイロン3％・毛2％
　刺繍部分：アクリル100％

ドナルドダック　オールド
（ヘリンボーン生地・サガラ刺繍・チェーンステッチ）
本体価格 ￥3,000
2215016100 JAN4992272621181

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：ポリエステル50％・アクリル36％・
　レーヨン5％・綿4％・ナイロン3％・毛2％
　刺繍部分：アクリル100％

玄関マット トイレマット 

スリッパ 

ミッキーマウス　オールド
（ヘリンボーン生地・サガラ刺繍・チェーンステッチ）
本体価格 ￥3,000
2215015900 JAN4992272621105

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：ポリエステル50％・アクリル36％・
　レーヨン5％・綿4％・ナイロン3％・毛2％
　刺繍部分：アクリル100％

ミッキーマウス　オレンジタグシューズ
（ヘリンボーン生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
2215016200 JAN4992272621211

スリッパ／22〜24cm対応

ミニーマウス　ピンクタグシューズ
（ヘリンボーン生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
2215016300 JAN4992272621259

スリッパ／22〜24cm対応

ドナルドダック　ブルータグシューズ
（ヘリンボーン生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
2215016400 JAN4992272621297

スリッパ／22〜24cm対応
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ミッキーマウス　オールドスター
（ヘリンボーン生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥1,500
2335005000 JAN4992272621242

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
●綿 60％・麻 40％ 

ミニーマウス　オールドラブ
（ヘリンボーン生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥1,500
2335005100 JAN4992272621280

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
●綿 60％・麻 40％

ドナルドダック　オールドチア
（ヘリンボーン生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥1,500
2335005200 JAN4992272621327

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
●綿 60％・麻 40％

ミッキーマウス　オールドオレンジ
（ヘリンボーン生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥1,500
2335004700 JAN4992272621228

ティッシュBOXカバー／H13×W25.5××D7cm
●綿 60％・麻 40％

ミニーマウス　オールドピンク
（ヘリンボーン生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥1,500
2335004800 JAN4992272621266

ティッシュBOXカバー／H13×W25.5××D7cm
●綿 60％・麻 40％

ドナルドダック　オールドブルー
（ヘリンボーン生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥1,500
2335004900 JAN4992272621303

ティッシュBOXカバー／H13×W25.5××D7cm
●綿 60％・麻 40％

ミッキーマウス　オールド
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,000
2335005300 JAN4992272621099

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル100％

ミニーマウス　オールド
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,000
2335005400 JAN4992272621136

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル100％

ドナルドダック　オールド
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,000
2335005500 JAN4992272621174

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル100％

ミッキーマウス　オールド
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,000
2335005600 JAN4992272621112

ランチバッグ／H26×W32×D10cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル100％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

ミニーマウス　オールド
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,000
2335005700 JAN4992272621150

ランチバッグ／H26×W32×D10cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル100％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

ドナルドダック　オールド
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,000
2335005800 JAN4992272621198

ランチバッグ／H26×W32×D10cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル100％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

ランチバッグ 

ティッシュBOX カバーランチョンマット 

トートバッグ 
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ミッキーマウス　キャンピングクッション
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
2215014800 JAN4992272620924

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル91％・綿6％・レーヨン3％

ミッキーマウス　ミッキー シート
（タフティング・織りネーム）
本体価格 ￥1,000
2215016600 JAN4992272620870

ラウンドチェアシート／φ35cm
●パイル部分：ポリエステル100％

ミニーマウス　ミニー シート
（タフティング・織りネーム）
本体価格 ￥1,000
2215016700 JAN4992272620887

ラウンドチェアシート／φ35cm
●パイル部分：ポリエステル100％

ドナルドダック　ドナルド シート
（タフティング・織りネーム）
本体価格 ￥1,000
2215016800 JAN4992272620894

ラウンドチェアシート／φ35cm
●パイル部分：ポリエステル100％

プルート　プルート シート
（タフティング・織りネーム）
本体価格 ￥1,000
2215016900 JAN4992272620900

ラウンドチェアシート／φ35cm
●パイル部分：ポリエステル100％

ミッキーマウス　レトロ ミッキー
（無撚糸・スチームシャーリング・織りネーム・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
2005052800 JAN4992272620818

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
2005052900 JAN4992272620825

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005053000 JAN4992272620832

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

ミニーマウス　レトロ ミニー
（無撚糸・スチームシャーリング・織りネーム・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
2005053100 JAN4992272620849

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
2005053200 JAN4992272620856

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005053300 JAN4992272620863

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

ラウンドチェアシート 

クッションカバー 
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ミッキーマウス　ガーランド ミッキー
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,000
2215014300 JAN4992272620955

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル100％

ミニーマウス　ガーランド ミニー
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,000
2215014400 JAN4992272620962

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル100％

ミッキーマウス　キャンピングラグ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥5,000
2215014700 JAN4992272620917

ラウンドラグマット／φ90cm
●ポリエステル100％

ディズニー　レトロフェイス
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
2335003000 JAN4992272620993

コースター／10×10cm
●ポリエステル80％・綿11％・レーヨン9％

ミッキーマウス　ガーランド ミッキー
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
2335003100 JAN4992272620979

ランチバッグ／H26×W32×D10cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル87％・綿8％・レーヨン5％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％ 

ミニーマウス　ガーランド ミニー
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
2335003200 JAN4992272620986

ランチバッグ／H26×W32×D10cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル87％・綿8％・レーヨン5％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％ 

ミッキーマウス　ミッキー とキャンプ
（刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
2335003300 JAN4992272620931

ルームシューズ／22〜24cm対応

ミニーマウス　ミニー とキャンプ
（刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
2335003400 JAN4992272620948

ルームシューズ／22〜24cm対応

ランチバッグ　

ルームシューズ　 

ランチョンマット 

ラウンドラグ 
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　 本型クッション

ディズニー　ギャラリー
（裏パイルジャカード・染料プリント・織りネーム）
本体価格 ￥500
2005070800 JAN4992272650990

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
2005070900 JAN4992272651003

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005071000 JAN4992272651010

フェイスタオル／約34×80cm

ディズニー　スターショー
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥500
2005070500 JAN4992272650969

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
2005070600 JAN4992272650976

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005070700 JAN4992272650983

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

ミッキーマウス　コレクション
（プリント）
本体価格 ￥2,000
2215018900 JAN4992272651164

本型クッション／H33×W24.5×D8cm（畳んだ状態）
●ポリエステル100％

ミッキーマウス　ピックアップ
（ゴブラン織り・コーデュロイ生地・レザー型押しネーム）
本体価格 ￥3,000
2215019400 JAN4992272651218

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル90％・
　ナイロン8％・ポリウレタン2％
　パッチ部分：合成皮革

ミッキーマウス　エンターテナー
（ゴブラン織り・コーデュロイ生地・レザー型押しネーム）
本体価格 ￥3,000
2215019500 JAN4992272651225

ダイカットクッション／H29×W47cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル90％・
　ナイロン8％・ポリウレタン2％
　詰め物：ポリエステル100％
　パッチ部分：合成皮革 

クッション＆クッションカバー
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マット＆ルームシューズ

ランドリーバッグ

ディズニー　ホームタウンサーカス
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
2215019100 JAN4992272651188

マット／H60×W90cm
●アクリル56％・ポリエステル40％・
　綿2％・レーヨン1％・ナイロン1％

ミッキーマウス　リーディング
（刺繍）
本体価格 ￥2,000
2215019600 JAN4992272651102

ルームシューズ／22〜24cm対応

ディズニー　ランドリーサポート
（帆布生地・プリント）
本体価格 ￥2,000
2335010800 JAN4992272651300

ランドリーバッグ／約H45×W33×D33cm
●表生地：綿100％
　中生地：ポリエステル100％
　（ポリウレタンコーティング）

ミッキー&ミニー　ゴールデンエイジ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
2215019200 JAN4992272651195

ラウンドラグマット／φ70cm
●アクリル52％・ポリエステル43％・
　綿3％・レーヨン1％・ナイロン1％

ミッキーマウス　ミッキーマウス クラブ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
2215019300 JAN4992272651201

ラウンドラグマット／φ70cm
●アクリル51％・ポリエステル44％・
　綿3％・レーヨン1％・ナイロン1％
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ミッキーマウス　ランドリーファン
（帆布生地・プリント）
本体価格 ￥2,000
2335010600 JAN4992272651287

ランドリーバッグ／H45×W33×D33cm
●表生地：綿100％
　中生地：ポリエステル100％
　（ポリウレタンコーティング）

ミッキーマウス　ランドリーモーション
（帆布生地・プリント）
本体価格 ￥2,000
2335010700 JAN4992272651294

ランドリーバッグ／H45×W33×D33cm
●表生地：綿100％
　中生地：ポリエステル100％
　（ポリウレタンコーティング）
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水彩タッチが魅力的なアートを

女性が好きな柔らかな無撚糸使いのタオルと合わせました。

幅広い世代で愛され続けている ディズニーキャラクター。大人の女性にもぴったりなラインナップを取り揃えました。

ドリーミーシリーズ

無撚糸

アナと雪の女王　ドリーミー クリスタル
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥500
0644119200 JAN4992272552591

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
0644119300 JAN4992272552607

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
0644119400 JAN4992272552614

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

リトル・マーメイド　ドリーミー シェル
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥500
0644118600 JAN4992272552683

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
0644118700 JAN4992272552690

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
0644118800 JAN4992272552706

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

アナと雪の女王　ドリーミー アナ
（無撚糸・パイルジャカード・染料プリント）
本体価格 ￥500
2005053400 JAN4992272621518

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
2005053500 JAN4992272621525

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005053600 JAN4992272621532

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

アナと雪の女王　ドリーミー エルサ
（無撚糸・パイルジャカード・染料プリント）
本体価格 ￥500
2005053700 JAN4992272621549

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
2005053800 JAN4992272621556

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005053900 JAN4992272621563

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

白雪姫　ドリーミー ホワイト
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥500
0644118300 JAN4992272552652

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
0644118400 JAN4992272552669

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
0644118500 JAN4992272552676

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

アナと雪の女王　ドリーミー ロゼ
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥500
2005007500 JAN4992272580747

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
2005007600 JAN4992272580754

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005007700 JAN4992272580761

フェイスタオル／約34×80cm

Dreamy Series
幅広い世代で愛され続けているディズニーキャラクター。
大人の女性にもぴったりなラインナップを取り揃えました。
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水彩タッチが魅力的なアートを

女性が好きな柔らかな無撚糸使いのタオルと合わせました。

幅広い世代で愛され続けている ディズニーキャラクター。大人の女性にもぴったりなラインナップを取り揃えました。

ドリーミーシリーズ

塔の上のラプンツェル　ドリーミー リリー
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥500
0644118900 JAN4992272552621

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
0644119000 JAN4992272552638

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
0644119100 JAN4992272552645

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

ふしぎの国のアリス　ドリーミー ワンダー
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥500
2005017200 JAN4992272580716

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
2005017300 JAN4992272580723

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005017400 JAN4992272580730

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

シンデレラ　ドリーミー マジック
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥500
2005017500 JAN4992272580624

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
2005017600 JAN4992272580631

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005017700 JAN4992272580648

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

ディズニーアニメーション美女と野獣　ドリーミー ローズ
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥500
2005007200 JAN4992272580594

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
2005007300 JAN4992272580600

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005007400 JAN4992272580617

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

眠れる森の美女　ドリーミー オーロラ
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥500
2005016300 JAN4992272580655

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
2005016400 JAN4992272580662

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005016500 JAN4992272580679

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

アラジン　ドリーミー ジャスミン
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥500
2005007800 JAN4992272580686

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
2005007900 JAN4992272580693

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005008000 JAN4992272580709

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

水彩タッチが魅力的なアートを
柔らかな無撚糸使いのタオルと合わせました。
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ミッキーマウス　レトロマウス
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
2335008300 JAN4992272634488

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
本体価格 ￥2,500
2335008400 JAN4992272634471

ランチバッグ／H26×W32×D15cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル65％ 綿35％
　中生地：ポリエステル85％ 綿15％

ドナルドダック　レトロダック
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
2335008700 JAN4992272634563

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
本体価格 ￥2,500
2335008800 JAN4992272634556

ランチバッグ／H26×W32×D15cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル81％ 綿14％ レーヨン5％
　裏生地：ポリエステル84％ 綿36％
　中生地：ポリエステル85％ 綿15％

ダンボ　レトロ ダンボ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
2335008900 JAN4992272634587

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
本体価格 ￥2,500
2335009000 JAN4992272634570

ランチバッグ／H26×W32×D15cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル65％ 綿35％
　中生地：ポリエステル85％ 綿15％
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ミッキーマウス　レトロメモリー
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
2335007900 JAN4992272634525

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
本体価格 ￥2,500
2335008000 JAN4992272634518

ランチバッグ／H26×W32×D15cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル89％ 綿9％ レーヨン2％
　裏生地：ポリエステル100％
　中生地：ポリエステル85％ 綿15％ 

ミッキーマウス　レトロスタンド
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
2335008100 JAN4992272634501

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
本体価格 ￥2,500
2335008200 JAN4992272634495

ランチバッグ／H26×W32×D15cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル94％ 綿5％ レーヨン1％
　裏生地：ポリエステル64％ 綿36％　
　中生地：ポリエステル85％ 綿15％

ミッキーマウス　レトロバルーン
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
2335008500 JAN4992272634549

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
本体価格 ￥2,500
2335008600 JAN4992272634532

ランチバッグ／H26×W32×D15cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル87％ 綿10％ レーヨン3％
　裏生地：ポリエステル100％
　中生地：ポリエステル85％ 綿15％

クラシックアートのレトロな雰囲気をゴブラン織り

で表現したランチ＆トートバックシリーズです。

Retro Bag series
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