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イニシャルを使った単語のモチーフで
26 種類の可愛いミニタオルにしました。

イニシャルミッフィー（A・B・C・D）
（染料プリント） （A） （B） （C） （D）
本体価格 ￥500 5805008900 5805009000 5805009100 5805009200

ミニタオル／約20×20cm JAN4992272642674 JAN4992272642681 JAN4992272642698 JAN4992272642704

イニシャルミッフィー（K・L・M）
（染料プリント） （K） （L） （M）
本体価格 ￥500 5805009900 5805010000 5805010100

ミニタオル／約20×20cm JAN4992272642773 JAN4992272642780 JAN4992272642797

イニシャルミッフィー（E・F・G）
（染料プリント）
本体価格 ￥500 ミニタオル／約20×20cm

（E） （F） （G）
5805009300 5805009400 5805009500

JAN4992272642711 JAN4992272642728 JAN4992272642735

イニシャルミッフィー（H・I・J）
（染料プリント） （H） （I） （J）
本体価格 ￥500 5805009600 5805009700 5805009800

ミニタオル／約20×20cm JAN4992272642742 JAN4992272642759 JAN4992272642766
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イニシャルミッフィーN
（染料プリント）
本体価格 ￥500
5805010200 JAN4992272642803

ミニタオル／約20×20cm

イニシャルミッフィー（O・P・Q・R）
（染料プリント）
本体価格 ￥500 ミニタオル／約20×20cm

（O） （P）
5805010300 5805010400

JAN4992272642810 JAN4992272642827

（Q） （R）
5805010500 5805010600

JAN4992272642834 JAN4992272642841

イニシャルミッフィー（S・T・U・V）
（染料プリント）
本体価格 ￥500 ミニタオル／約20×20cm

（S） （T）
5805010700 5805010800

JAN4992272642858 JAN4992272642865

（U） （V）
5805010900 5805011000

JAN4992272642872 JAN4992272642889

▲

▲

イニシャルミッフィー（W・X・Y・Z）
（染料プリント） （W） （X） （Y） （Z）
本体価格 ￥500 5805011100 5805011200 5805011300 5805011400

ミニタオル／約20×20cm JAN4992272642896 JAN4992272642902 JAN4992272642919 JAN4992272642926
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大人も持ちやすい
モノトーンのシンプルなデザインから
色鮮やかなヨコ織りまで
様々なミッフィーのタオルを集めました。

無撚糸

イヤーミッフィー
（無撚糸・パイルジャカード）
本体価格 ￥500
5805007900 JAN4992272643060

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
5805008000 JAN4992272643077

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
5805008100 JAN4992272643084

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

ミッフィーストライプ
（無撚糸・パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥500
5805006700 JAN4992272642971

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
5805006800 JAN4992272642988

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
5805006900 JAN4992272642995

フェイスタオル／約34×80cm
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ブラックミッフィー
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500
5805007600 JAN4992272643008

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
5805007700 JAN4992272643015

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
5805007800 JAN4992272643022

フェイスタオル／約34×80cm
無撚糸

フェイスミッフィー
（無撚糸・スチームシャーリング・シェルメロー・刺繍）
本体価格 ￥500
7805000900 JAN4992272563283

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
7805001000 JAN4992272563290

フェイスタオル／約34×80cm

ミッフィータウン
（無撚糸・パイルジャカード・ヨコ織り）
本体価格 ￥500
5805006200 JAN4992272611823

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
5805006300 JAN4992272611830

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

わたしのおともだち
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り・刺繍）
本体価格 ￥500
5805008200 JAN4992272643091

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
5805008300 JAN4992272643107

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

ボーダーアニマル
（パイルジャカード・ヨコ織り・織りネーム）
本体価格 ￥500
5805003400 JAN4992272611847

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
5805003500 JAN4992272611854

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

さんぽみち
（無撚糸・パイルジャカード・ヨコ織り・刺繍）
本体価格 ￥500
5805011800 JAN4992272643039

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
5805011900 JAN4992272643046

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
5805012000 JAN4992272643053

フェイスタオル／約34×80cm
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ダイカットクッション

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です。

イヤークッション
（プリント）
本体価格 ￥1,800
5865000300 JAN4992272643176

マチ付きダイカットクッション／H32×W33×D5cm
●ポリエステル100％　

おめかしミッフィー
（プリント）
本体価格 ￥2,800
5865000400 JAN4992272643183

マチ付きダイカットクッション／H48×W28.5×D5cm
●ポリエステル100％　

3ブルーナゾウ
（パイルジャカード）
本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約33×36cm 0365076000 JAN4992272625363

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約33×80cm 0365076100 JAN4992272625370

ポルトガル製

1ブルーナミッフィー
（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 0365075600 JAN4992272625325

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約33×80cm 0365075700 JAN4992272625332

ポルトガル製

2ブルーナライオン
（パイルジャカード）
本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約33×36cm 0365075800 JAN4992272625349

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約33×80cm 0365075900 JAN4992272625356

ポルトガル製

花柄ワンピース
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
0364101300 JAN4992272547702

ダイカットクッション／46×30cm
●ポリエステル100％　

1

3

2

113

  

ミ
ッ
フ
ィ
ー

  

ミ
ッ
フ
ィ
ー



本型クッション

クッションカバー

ランチョンマット コースター

サーカスフレンド
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
5865000100 JAN4992272643220

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84％・
　綿13％・レーヨン3％

サーカスフィナーレ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
5865000200 JAN4992272643213

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84％・
　          綿10％・レーヨン6％　

ミッフィーの食べ物図鑑
（プリント）
本体価格 ￥2,000
5865000500 JAN4992272643190

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

ミッフィーの動物図鑑
（プリント）
本体価格 ￥2,000
5865000600 JAN4992272643206

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

サーカスフレンド
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,000
5905000200 JAN4992272643237

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル100％　

ミッフィーフレンズ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
5905000300 JAN4992272643244

コースター／各H10×W10cm
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