
原作、脚本、監督ともに宮崎駿氏が手掛けた最高傑作アニメが「とな
りのトトロ」。物語の舞台は昭和３０年代の所沢。大学で考古学を研
究する学者のお父さん、小学校６年生のサツキ、４歳のメイの３人が
引っ越してきた、豊かな自然があふれる田舎のおんぼろ屋敷で始まる
不思議な物語。子供にしか見えないという森に棲むオバケのトトロと
仲良しになったサツキとメイが、心ゆくまで無邪気に遊ぶファンタジ
ーは、親子の絆をも深めてくれるもの。きっとみんなが、森に棲んで
みたくなる物語です。

STORY

無撚糸

草若葉
（無撚糸・スチームシャーリング・刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 1005016900 JAN4992272648928

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005017000 JAN4992272648935

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005017100 JAN4992272648942

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005017200 JAN4992272648959
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認定番号：第2012-601号 日本製無撚糸

花畑
（無撚糸・２パイル・ガーゼ・刺繍・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 0590205400 JAN4992272501698

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 0590205500 JAN4992272501704

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 0590205600 JAN4992272501711

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 0590205700 JAN4992272501728

無撚糸

そよ風とトトロ
（無撚糸・パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 1005020200 JAN4992272649048

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005020300 JAN4992272649055

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005020400 JAN4992272649062

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005020500 JAN4992272649079
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オーガニックコットンを使用した、お肌にも地球にもやさしいタオル
※オーガニックコットン使用のタオルは「木陰のトトロ」のみです。

木陰のトトロ　（オーガニックコットン・パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 1005020600 JAN4992272649161

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005020700 JAN4992272649178

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005020800 JAN4992272649185

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005020900 JAN4992272649192

無撚糸

木の葉の道　（無撚糸・パイルジャカード・スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 1005017300 JAN4992272648966

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005017400 JAN4992272648973

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005017500 JAN4992272648980

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005017600 JAN4992272648997
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大トトロシルエット　（パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約33×36cm 1005004700 JAN4992272572971

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約33×80cm 1005004800 JAN4992272572988

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005004900 JAN4992272572995

ポルトガル製

中トトロシルエット　（パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約33×36cm 1005005000 JAN4992272573008

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約33×80cm 1005005100 JAN4992272573015

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005005200 JAN4992272573022

ポルトガル製

にんまりネコバス　（パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約33×36cm 1005016000 JAN4992272649260

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約33×80cm 1005016100 JAN4992272649277

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005016200 JAN4992272649284

ポルトガル製

水玉クロスケ　（パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約33×36cm 1005015700 JAN4992272649239

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約33×80cm 1005015800 JAN4992272649246

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005015900 JAN4992272649253

ポルトガル製

小トトロシルエット　（パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約33×36cm 1005005300 JAN4992272573039

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約33×80cm 1005005400 JAN4992272573046

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005005500 JAN4992272573053

ポルトガル製

世界有数のタオル生産国「ポルトガル」
 で生まれた、品質・使い心地の良さに

優れたワンランク上のタオル。

にんまりネコバス　（パイルジャカード・刺繍）
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［今治タオル］

やさしい肌ざわり
今治製、片面ガーゼタオル

2 3

1  遊び道具
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
1005010200 JAN4992272601534

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2017-011号

2  お正月とトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
1005010300 JAN4992272601541

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2017-010号

3  おりがみとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
1005007100 JAN4992272585315

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2015-1480号

1

日本製認定番号：第2017-2284号

春風とトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・プリントネーム・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥600 1005021800 JAN4992272649208

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,200 1005021900 JAN4992272649215

フェイスタオル／約34×80cm
本体価格 ￥2,800 1005022000 JAN4992272649222

バスタオル／約60×120cm
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4  水風船とトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
1005006800 JAN4992272585339

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2015-1479号

5  花吹雪
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
1005007000 JAN4992272585308

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2015-1477号

6  トトロと椿
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
1005007700 JAN4992272585322

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2015-1481号

10 雨夜
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
1005006900 JAN4992272585292

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2015-1478号

14 花火とトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
0590222300 JAN4992272533163

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2013-1135号

15 こまとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
0590222200 JAN4992272533156

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2013-1135号

11 梅とトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
0590222400 JAN4992272533170

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2013-1135号

12 クローバーとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
0590222500 JAN4992272533187

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2013-1135号

13 ナデシコとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
0590222600 JAN4992272533194

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2013-1135号

7  アジサイとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
0590222000 JAN4992272533132

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2013-1135号

8  うちわとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
0590222100 JAN4992272533149

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2013-1135号

9  アサガオとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
0590222700 JAN4992272533200

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2013-1135号

10
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花ごよみ
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1005016800 JAN4992272648911

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％ 

自然の四季
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1005016700 JAN4992272648904

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％ 

秋のいろどり
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1005016600 JAN4992272648898

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％ 

春の花束
（シャーリング・染料プリント・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1005016500 JAN4992272648881

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％ 

春爛漫
（シャーリング・染料プリント・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1005016400 JAN4992272648874

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％ 

木の実のリース
（シャーリング・染料プリント・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1005016300 JAN4992272648867

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％ 

木の葉の道
（無撚糸・パイルジャカード・スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥600
1005017300 JAN4992272648966

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

トトロとバス停
（無撚糸・スチームシャーリング・プリント・スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥600
1005017700 JAN4992272649000

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

そよ風とトトロ
（無撚糸・パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1005020200 JAN4992272649048

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

草若葉
（無撚糸・スチームシャーリング・刺繍）
本体価格 ￥600
1005016900 JAN4992272648928

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

かたばみ
（シャーリング・スカラップ・全面刺繍）
本体価格 ￥600
0590206200 JAN4992272501629

ミニタオル／約23×23cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％ 

家の前のトトロ
（無撚糸・パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥600
1005018100 JAN4992272648829

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

水彩画風プリントの全面刺繍
“もこもこ”したファーアップリケ刺繍、
肌ざわりの柔らかな無撚糸を使ったものまで
いつも使ってる身近なミニタオルにも
様々な「こだわり」がいっぱい詰まっています。
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あじさいシャワー
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント・刺繍）
本体価格 ￥600
1005018300 JAN4992272649086

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

草かげ
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1005003100 JAN4992272572872

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

花畑
（無撚糸・２パイルガーゼ・刺繍・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥600
0590205400 JAN4992272501698

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸 日本製

はらっぱ
（無撚糸・スチームシャーリング・ファーアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
0594108000 JAN4992272459982

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

トトロと雨
（無撚糸・スチームシャーリング・シェルメロー・はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1005006000 JAN4992272572698

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

どんぐり笛
（無撚糸・スチームシャーリング・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
0590206000 JAN4992272501605

ミニタオル／約23×23cm

無撚糸

あじさい畑
（無撚糸・パイルジャカード・段染めシェルメロー・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1005009300 JAN4992272601442

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

バス停
（無撚糸・スチームシャーリング・プリント・はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
0590040900 JAN4992272450927

ミニタオル／約23×23cm

無撚糸

道草
（無撚糸・スチームシャーリング・スカラップ・刺繍・編みぐるみ）
本体価格 ￥600
1005009200 JAN4992272601435

ミニタオル／約24×24cm

無撚糸

クロスケいっぱい
（無撚糸・スチームシャーリング・スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥600
1005002700 JAN4992272572797

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

さつき晴れ
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
0594101300 JAN4992272546361

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

どんぐりの木
（無撚糸・スチームシャーリング・スカラップ・ファーアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1005000100 JAN4992272558883

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

みどりの蔦
（無撚糸・パイルジャカード・ファーアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1005010400 JAN4992272601558

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

休憩Ｎ
（無撚糸・スチームシャーリング・刺繍）
本体価格 ￥600
0594107900 JAN4992272532821

ミニタオル／約24×24cm

無撚糸

コナラ
（無撚糸・長短パイル・３色毛違いジャカード・はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
0590060100 JAN4992272459920

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

認定番号：第2012-601号 204
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スカラップ、刺繍、編みぐるみ、リボンなど
女性の好きな要素をいっぱいつめこまれたタオルシリーズです。

カラフルガーデン
（無撚糸・スチームシャーリング・スカラップ・刺繍・あみぐるみ・リボン付き）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 1005000500 JAN4992272558968

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005000600 JAN4992272558975

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005000700 JAN4992272558982

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005000800 JAN4992272558999

無撚糸

バラ園
（無撚糸・スチームシャーリング・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約23×23cm 0590206300 JAN4992272501636

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005001300 JAN4992272573213

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005001400 JAN4992272573220

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005001500 JAN4992272573237
●ミニタオルは無撚糸スチームシャーリングではありません。
　全面刺繍になります。

無撚糸

アベニュー
（無撚糸・スチームシャーリング・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 0594108400 JAN4992272450965

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 0594108500 JAN4992272450972

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 0594108600 JAN4992272450989

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 0594108700 JAN4992272450996
●ミニタオルは無撚糸スチームシャーリングではありません。
　全面刺繍になります。

無撚糸

庭先
（無撚糸・２パイルガーゼ・刺繍・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 1005006400 JAN4992272573060

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005006500 JAN4992272573077

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005006600 JAN4992272573084

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005006700 JAN4992272573091

無撚糸 日本製認定番号：第2015-1486号

ガーゼ地に無撚糸のパイルがやさしい
肌触りのタオルシリーズ。
カラフルな色合いもポイント。
品質に定評のある日本製・今治タオルです。
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　 パン屋とジジ
（無撚糸・パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥600
1005018200 JAN4992272648836

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

　 アーガット
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント・刺繍）
本体価格 ￥600
1005018700 JAN4992272649123

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

　 窓辺のバラ
（無撚糸・スチームシャーリング・アップリケ刺繍・あみぐるみ）
本体価格 ￥600
1005009500 JAN4992272601466

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

　 スイーツリース
（無撚糸・スチームシャーリング・シジミメロー・はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1005009400 JAN4992272601459

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

　 いつもの昼下がり
（パイルジャカード・アップリケ刺繍・サテンリボン）
本体価格 ￥600
1005009800 JAN4992272601497

ミニタオル／約25×25cm
 

　 キキのわすれもの
（無撚糸・パイルジャカード・ブランケットステッチ・はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1005009900 JAN4992272601503

ミニタオル／約24×24cm
 無撚糸

　 ポスト
（無撚糸・スチームシャーリング・アップリケ刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥600
1005007500 JAN4992272572735

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

　 バラの花
（スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥600
1005009600 JAN4992272601473

ミニタオル／約24×24cm
 

　 庭先
（無撚糸・２パイルガーゼ・刺繍・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥600
1005006400 JAN4992272573060

ミニタオル／約25×25cm
 認定番号：第2015-1486号

無撚糸 日本製

　 アパートメント
（無撚糸・スチームシャーリング・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
0590224900 JAN4992272532906

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

　 シェルフ
（無撚糸・スチームシャーリング・ファーアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
0594109100 JAN4992272459517

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸
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13 14　 アベニュー
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
0594108400 JAN4992272450965

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：（上糸）レーヨン100％・（下糸）ポリエステル100％
　アップリケ部分：ポリエステル100％

　 ノーブルリース
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1005009700 JAN4992272601480

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％
　アップリケ刺繍部分：ポリエステル100％ 

　 カラフルガーデン
（無撚糸・スチームシャーリング・スカラップ・刺繍・あみぐるみ・リボン付き）
本体価格 ￥600
1005000500 JAN4992272558968

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

　 花壇の散歩
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1005010800 JAN4992272601596

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

13

　 ガーデンタイム
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
0594102400 JAN4992272546330

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：（上糸）ポリエステル・レーヨン・（下糸）ポリエステル

14

　 バラ園
（シャーリング・スカラップ・全面刺繍）
本体価格 ￥600
0590206300 JAN4992272501636

ミニタオル／約23×23cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：（上糸）レーヨン100％・（下糸）ポリエステル100％
　アップリケ部分：ポリエステル100％

12

15

　 キッチン棚
（無撚糸・スチームシャーリング・はみ出しアップリケ刺繍・スカラップ）
本体価格 ￥600
1005007600 JAN4992272572728

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

16 17

　 フラワーメゾン
（無撚糸・スチームシャーリング・スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥600
1005015400 JAN4992272546309

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

18 19

　 コリコの風景
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1005002000 JAN4992272573145

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％
　アップリケ刺繍部分：ポリエステル100％

無撚糸

20

210

     

ジ
ブ
リ

     

ジ
ブ
リ

     

ジ
ブ
リ

M i n i  T o w e l  C o l l e c t i o n



天空の城ラピュタ　王家の紋章２
（無撚糸・スチームシャーリング・刺繍）
本体価格 ￥600
0590038900 JAN4992272498806

ミニタオル／約23×23cm
 無撚糸

天空の城ラピュタ　ラピュタ
（パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 0594102900 JAN4992272546484

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,200 0594103000 JAN4992272546491

フェイスタオル／約34×80cm
 

天空の城ラピュタ　園庭の守人
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 1005012100 JAN4992272601725

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,200 1005012200 JAN4992272601732

フェイスタオル／約34×80cm
 

無撚糸
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公開後20年以上経っても根強
いファンを持つ、映画「紅の豚」。
その主人公・ポルコの愛機であ
る「サボイアS.21」をジャカー
ドで大胆に表現。大人の男性に
もお勧めしたいタオルです。

千と千尋の神隠し　ススワタリ
（無撚糸・スチームシャーリング・刺繍・ビーズ付き）
本体価格 ￥600
0590062700 JAN4992272459975

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

千と千尋の神隠し　湯屋の中
（パイルジャカード・朱子ボーダー・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 0590226500 JAN4992272533064

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,200 0590226600 JAN4992272533071

フェイスタオル／約34×80cm
 

千と千尋の神隠し　油屋と神々
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 1005012300 JAN4992272601749

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,200 1005012400 JAN4992272601756

フェイスタオル／約34×80cm
 

無撚糸

崖の上のポニョ　水中
（無撚糸・スチームシャーリング・シェルメロー・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1005022800 JAN4992272582390

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,200
1005022900 JAN4992272582406

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

紅の豚　フォルゴーレＮ
（パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥600
0590226100 JAN4992272533026

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,200
0590226200 JAN4992272533033

フェイスタオル／約34×80cm

紅の豚　サボイア
（パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥600
0590060400 JAN4992272459951

ミニタオル／約25×25cm
 

紅の豚　フォルゴーレ
（パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥600
0590206800 JAN4992272501681

ミニタオル／約25×25cm
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タオルからインテリア、雑貨まで
ジブリシリーズの様々な商品が大集合



ジ
ブ
リ
の
世
界
観
を
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繍
の

繊
細
な
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で
表
現
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となりのトトロ　木の実の森
（チェーンステッチ刺繍）
本体価格 ￥1,500
1165015700 JAN4992272618808

ポーチ／H16.5×W21cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

魔女の宅急便　ローズレトロ
（チェーンステッチ刺繍・リボン付き）
本体価格 ￥1,500
1165015800 JAN4992272618815

ポーチ／H16.5×W21cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

となりのトトロ　木の実の森
（チェーンステッチ刺繍）
本体価格 ￥2,000
1165015900 JAN4992272618822

シェル型ポーチ／H12×W18×D8cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

魔女の宅急便　ローズレトロ
（チェーンステッチ刺繍・リボン付き）
本体価格 ￥2,000
1165016000 JAN4992272618839

シェル型ポーチ／H12×W18×D8cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

となりのトトロ　木の実の森
（チェーンステッチ刺繍）
本体価格 ￥2,500
1145005900 JAN4992272618778

ティッシュBOXカバー／H7×W25.5×D13cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％

魔女の宅急便　ローズレトロ
（チェーンステッチ刺繍・リボン付き）
本体価格 ￥2,500
1145006000 JAN4992272618785

ティッシュBOXカバー／H7×W25.5×D13cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％

となりのトトロ　木の実の森
（チェーンステッチ刺繍）
本体価格 ￥2,800
1165016100 JAN4992272618846

トートバッグ／H40×W35cm（持ち手含めず）
●本体：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

魔女の宅急便　ローズレトロ
（チェーンステッチ刺繍・リボン付き）
本体価格 ￥2,800
1165016200 JAN4992272618853

トートバッグ／H40×W35cm（持ち手含めず）
●本体：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

223

     

ジ
ブ
リ

     

ジ
ブ
リ

     

ジ
ブ
リ



となりのトトロ　トトロアイコン
（帆布生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥1,800
0524101400 JAN4992272546545

ポーチ／H16.5×W21cm
●表生地：綿100％
　ワッペン部分：ポリエステル100％
　中生地：綿100％ 

魔女の宅急便　スーベニイル
（帆布生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥1,800
0520202000 JAN4992272533583

ポーチ／H16.5×W21cm
●表生地：綿100％
　ワッペン部分：ポリエステル100％
　中生地：綿100％ 

天空の城ラピュタ　ラピュタアイコン
（帆布生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥1,800
0520202100 JAN4992272533590

ポーチ／H16.5×W21cm
●表生地：綿100％
　ワッペン部分：ポリエステル100％
　中生地：綿100％ 

紅の豚　ポルコロッソ
（帆布生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥1,800
1165014200 JAN4992272602111

ポーチ／H16.5×W21cm
●表生地：綿100％
　ワッペン部分：ポリエステル100％
　中生地：綿100％ 

となりのトトロ　トトロアイコン
（帆布生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
0524104700 JAN4992272559552

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
●表生地：綿100％
　ワッペン部分：ポリエステル100％
　中生地：綿100％ 

魔女の宅急便　スーベニイル
（帆布生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
0524104200 JAN4992272559569

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
●表生地：綿100％
　ワッペン部分：ポリエステル100％
　中生地：綿100％ 

天空の城ラピュタ　ラピュタアイコン
（帆布生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
0524103300 JAN4992272559576

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
●表生地：綿100％
　ワッペン部分：ポリエステル100％
　中生地：綿100％ 

紅の豚　ポルコロッソ
（帆布生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
1165014300 JAN4992272602128

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
●表生地：綿100％
　ワッペン部分：ポリエステル100％
　中生地：綿100％ 

となりのトトロ　トトロアイコン
（帆布生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,500
0564104600 JAN4992272559002

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：綿100％
　ワッペン部分：ポリエステル100％ 

魔女の宅急便　スーベニイル
（帆布生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,500
1145000700 JAN4992272559019

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：綿100％
　ワッペン部分：ポリエステル100％ 

天空の城ラピュタ　ラピュタアイコン
（帆布生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,500
0564104200 JAN4992272559026

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：綿100％
　ワッペン部分：ポリエステル100％ 

紅の豚　ポルコロッソ
（帆布生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,500
1145005400 JAN4992272601916

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：綿100％
　ワッペン部分：ポリエステル100％ 
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刺繍ワッペンを贅沢に使用した雑貨シリーズ



ゴブラン織りならではのクラッシックで高級感漂うシリーズです。

ジブリキャラクターのアイテムに
新しくランドリーバッグが仲間入り！

魔女の宅急便　フラワースケープ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,400
1165024300 JAN4992272649758

口金ポーチ／H12×W18×D6cm
●表生地：ポリエステル100%
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

魔女の宅急便　フラワースケープ
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
1165024100 JAN4992272649734

ミニバッグ／H26×W32×D15cm
●表生地：ポリエステル100%
　裏生地：ポリエステル82％・綿14％・レーヨン4％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

魔女の宅急便　フラワースケープ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,500
1165023300 JAN4992272649772

ティッシュBOXカバー／H7×W25.5×D13cm
●生地：ポリエステル100%

魔女の宅急便　フラワースケープ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
1165023900 JAN4992272649710

ポーチ／H17×W21.5×D6cm
●表生地：ポリエステル100%
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

となりのトトロ　クロスケランドリー
（プリント）
本体価格 ￥2,000
1165020700 JAN4992272649918

ランドリーバッグ／H55×φ35cm
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となりのトトロ　ボタニカルシーズン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
1165025000 JAN4992272649826

コースター／H10×W10cm
●ポリエステル80％・綿15％・
　レーヨン5％

となりのトトロ　トトロコースター
（チェーンステッチ刺繍）
本体価格 ￥2,000
1165015300 JAN4992272618792

コースター／H10×W10cm
●本体：綿100％　
　刺繍部分：ポリエステル100％ 

魔女の宅急便　花々の季節
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
1165025100 JAN4992272649833

コースター／H10×W10cm
●ポリエステル100％　

となりのトトロ　季節のはじまり
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
1165016500 JAN4992272618884

コースター／H10×W10cm
●大トトロ：ポリエステル100％ 
　その他3種：ポリエステル84％・綿12％・レーヨン4％

ハウルの動く城　ハウルコースター
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
1165025200 JAN4992272649840

コースター／H10×W10cm
●ポリエステル100％　

千と千尋の神隠し　神隠しコースター
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
1165025300 JAN4992272649857

コースター／H10×W10cm
●ポリエステル100％　
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となりのトトロ　花のおとどけ
（サガラ刺繍）
本体価格 ￥4,000
1145003000 JAN4992272585612

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％ 

となりのトトロ　野いちご狩り
（サガラ刺繍）
本体価格 ￥4,000
0564102800 JAN4992272546651

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％ 

となりのトトロ　かくれんぼクロスケ
（サガラ刺繍）
本体価格 ￥4,000
1145005100 JAN4992272601886

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％ 

となりのトトロ　木の実の森
（チェーンステッチ刺繍）
本体価格 ￥3,000
1145005700 JAN4992272618754

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％ 

魔女の宅急便　ローズレトロ
（チェーンステッチ刺繍・リボン付き）
本体価格 ￥3,000
1145005800 JAN4992272618761

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％ 

魔女の宅急便　スイーツジャム
（サガラ刺繍）
本体価格 ￥4,000
1145003100 JAN4992272585629

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％ 

魔女の宅急便　バラにかこまれて
（サガラ刺繍）
本体価格 ￥4,000
0564103300 JAN4992272546668

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％ 

千と千尋の神隠し　コンペイトウあつめ
（サガラ刺繍）
本体価格 ￥4,000
1145005200 JAN4992272601893

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％ 
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Cushion Cover
ク ッ シ ョ ン カ バ ー

フサ付き

フサ付き

となりのトトロ　クロスケドット
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1145001900 JAN4992272572605

クッションカバー／H45×W45cm
●ポリエステル85％・綿11％・
　レーヨン4％ 

となりのトトロ　リーフグリーン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1145002800 JAN4992272585599

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87％・
　綿8％・レーヨン5％ 

となりのトトロ　たんぽぽ満開
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1145002000 JAN4992272572599

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88％・
　綿9％・レーヨン3％ 

となりのトトロ　木の葉あそび
（ゴブラン織り（フサ付き））
本体価格 ￥3,000
1145000300 JAN4992272559071

クッションカバー／H45×W45cm
●ポリエステル100％ 

天空の城ラピュタ　オープニングの城
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1145004800 JAN4992272601855

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86％・
　綿8％・レーヨン6％ 

魔女の宅急便　フラワースケープ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1145007800 JAN4992272649994

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82％・
　綿14％・レーヨン4％

魔女の宅急便　外は寒い
（ゴブラン織り（フサ付き））
本体価格 ￥3,000
1145000600 JAN4992272559088

クッションカバー／H45×W45cm
●ポリエステル100％ 

ハウルの動く城　青空と城
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
1145004900 JAN4992272601862

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86％・
　綿8％・レーヨン6％ 

もののけ姫　シシ神
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1145005000 JAN4992272601879

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87％・
　綿9％・レーヨン4％ 
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裏側

※裏地プリントは
　男性用のみです。

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100ｃｍ
●表生地：綿100%
　裏生地：綿100%
　詰め物：綿85％・ポリエステル15％ 

日本製

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110ｃｍ
●表生地：綿100%
　裏生地：綿100%
　詰め物：綿85％・ポリエステル15％ 

日本製

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120ｃｍ
●表生地：綿100%
　裏生地：綿100%
　詰め物：綿85％・ポリエステル15％ 

日本製

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：綿100%
　裏生地：綿100%
　詰め物：綿85％・ポリエステル15％ 

日本製

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：綿100%
　裏生地：綿100%
　詰め物：綿85％・ポリエステル15％ 

日本製
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は ん て ん

たしかな技術とこだわりがつまった
日本製 はんてん・チョッキ

ポケット部分：刺繍



ポケット部分：刺繍

ポケット部分：刺繍

1 2

裏側
※裏地プリントは
　男性用のみです。

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100ｃｍ
●表生地：綿100%
　裏生地：綿100%
　詰め物：綿85％・ポリエステル15％ 

日本製

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110ｃｍ
●表生地：綿100%
　裏生地：綿100%
　詰め物：綿85％・ポリエステル15％ 

日本製

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120ｃｍ
●表生地：綿100%
　裏生地：綿100%
　詰め物：綿85％・ポリエステル15％ 

日本製

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：綿100%
　裏生地：綿100%
　詰め物：綿85％・ポリエステル15％ 

日本製

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：綿100%
　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
1125003200 JAN4992272582123

作務衣（子供用）／身長約120ｃｍ
本体価格 ￥7,000
1125003300 JAN4992272582130

作務衣（子供用）／身長約100ｃｍ
●本体：綿100％ 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
1125003000 JAN4992272582109

甚平（子供用）／身長約120ｃｍ
本体価格 ￥7,000
1125003100 JAN4992272582116

甚平（子供用）／身長約100ｃｍ
●本体：綿100％ 日本製

1

2
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チ ョッ キ

甚 平・作 務 衣

あたたかいトトロのはんてんやチョッキで心まで楽しくなるよ。

とってもかわいいトトロの
子供用甚平と作務衣です。
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