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イエローポケットフル
（無撚糸・シャーリング・刺繍）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約25×25cm 4805006400 JAN4992272622126

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 4805006500 JAN4992272622133

本体価格 ￥600 マフラータオル／ 約18×120cm 4805007600 JAN4992272655025

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 4805006600 JAN4992272622140

無撚糸

シャンブルフレンズ
（パイルジャカード・刺繍・スカラップ）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約25×25cm 4805011700 JAN4992272643312

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 4805011800 JAN4992272643329

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 4805011900 JAN4992272643336

本体価格 ￥2,000 バスタオル／ 約60×120cm 4805012000 JAN4992272643343

ミニオンポーズ（パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥500 4805012100 JAN4992272643350

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 4805012200 JAN4992272643367

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 4805012300 JAN4992272643374

フェイスタオル／約34×80cm
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コメディイエロー
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り）
本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 4805012400 JAN4992272643411

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 4805012500 JAN4992272643428

本体価格 ￥2,000 バスタオル／ 約60×120cm 4805012600 JAN4992272643435

無撚糸

ロゴイエロー
（染料プリント・裏カラーパイル）
本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 4805002600 JAN4992272622157

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 4805002700 JAN4992272622164

本体価格 ￥2,000 バスタオル／ 約60×120cm 4805002800 JAN4992272622171

コミックミニオン
（無撚糸・パイルジャカード・朱子ボーダー）
本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 4805004300 JAN4992272622188

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 4805004400 JAN4992272622195

本体価格 ￥2,000 バスタオル／ 約60×120cm 4805004500 JAN4992272622201

無撚糸

ポップシャワーミニオンズ
（無撚糸・スチームシャーリング・プリント）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約25×25cm 4805010000 JAN4992272643381

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 4805010100 JAN4992272643398

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 4805010200 JAN4992272643404

無撚糸
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バナナキャッチ
（染料プリント）
本体価格 ￥500
4805002400 JAN4992272622270

ウォッシュタオル／約34×35cm
本体価格 ￥1,000
4805002500 JAN4992272622287

フェイスタオル／約34×80cm

ミニオンズとバナナ
（無撚糸・スチームシャーリング・プリント）
本体価格 ￥500
4805002900 JAN4992272622256

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
4805003000 JAN4992272622263

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

イエローブラック
（染料プリント）
本体価格 ￥500
4805003100 JAN4992272622294

ウォッシュタオル／約34×35cm
本体価格 ￥1,000
4805003200 JAN4992272622300

フェイスタオル／約34×80cm

チェックワッペン
（パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
4805004000 JAN4992272622232

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
4805004100 JAN4992272622249

フェイスタオル／約34×80cm

バナナイエロー
（パイルジャカード・スカラップ）
本体価格 ￥500
4805006200 JAN4992272622218

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
4805006300 JAN4992272622225

フェイスタオル／約34×80cm

アマレロミニオン
（パイルジャカード）
本体価格 ￥500
4805007900 JAN4992272644975

ウォッシュタオル／約33×36cm
本体価格 ￥1,000
4805008000 JAN4992272644982

フェイスタオル／約33×80cm

ポルトガル製

ハローミニオンズ
（染料プリント）
本体価格 ￥500
4805000600 JAN4992272613476

ウォッシュタオル／約34×35cm
本体価格 ￥1,000
4805000700 JAN4992272613483

フェイスタオル／約34×80cm
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MINI TOWEL ミニタオル

⑦

①

④ ⑤

⑧

②

⑨

⑥

③

パステルミニオン
（パイルジャカード・スカラップ）
本体価格 ￥500
4805003800 JAN4992272622324

ミニタオル／約25×25cm
 

チェックオレンジ
（パイルジャカード・はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
4805009400 JAN4992272643275

ミニタオル／約25×25cm
 

フェイスフレンド
（無撚糸・パイルジャカード・モール糸メロー・織りネーム）
本体価格 ￥500
4805003600 JAN4992272622317

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

ボーダーミニオンズ
（無撚糸・シャーリング・刺繍）
本体価格 ￥500
4805009800 JAN4992272643299

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

バナナランチ
（無撚糸・スチームシャーリング・スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥500
4805009900 JAN4992272643268

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

パワーバナナ
（無撚糸・パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥500
4805010600 JAN4992272643282

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

ミニオンズアイコン
（無撚糸・パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥500
4805011500 JAN4992272643251

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

コーションネーム
（無撚糸・パイルジャカード・サテンプリントネーム）
本体価格 ￥500
4805011600 JAN4992272643305

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

⑤

⑦

⑨

③

①

⑥

⑧

④

② 仲良しミニオンズ
（無撚糸・パイルジャカード・はみ出しアップリケ）
本体価格 ￥500
4805006100 JAN4992272622331

ミニタオル／約25×25cm
 無撚糸

62

ミ
ニ
オ
ン
ズ
ミ
ニ
オ
ン



パワード バイ バナナ
（ピーチスキン・プリント）
本体価格 ￥3,800
4805005800 JAN4992272622386

ダイカットクッション／H28×W105×D17cm
●側生地：ポリエステル92％・ポリウレタン8％ 
　詰め物：ポリエステル100％

手つなぎミニオンズ
（プリント）
本体価格 ￥2,000
4805006000 JAN4992272622393

ダイカットクッション／約H26×W50cm
●ポリエステル100％ 

2もちっとケビン
（ピーチスキン・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥2,000
4815023000 JAN4992272643541

もちもちクッション／H35×W17.5×D15cm
（胴体部分のみ）
●生地：ポリエステル94％・ポリウレタン6％ 
　詰め物：ポリエステル100％

1もちっとスチュアート
（ピーチスキン・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥2,000
4815023100 JAN4992272643558

もちもちクッション／H29×W19×D15cm
（胴体部分のみ）
●生地：ポリエステル94％・ポリウレタン6％ 
　詰め物：ポリエステル100％

3もちっとボブ
（ピーチスキン・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥2,000
4815023200 JAN4992272643565

もちもちクッション／H26×W19×D15cm
（胴体部分のみ）
●生地：ポリエステル94％・ポリウレタン6％ 
　詰め物：ポリエステル100％

ダイカットクッション�

もちもちクッション�

1

2

3
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イエローゴーグル
（染料プリント・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,200
4805009300 JAN4992272643527

ヘアバンド／約7.5×22cm
●綿100％

コスチューム
（立体アップリケ・アップリケ刺繍・刺繍）
本体価格 ￥1,500
4805011100 JAN4992272643534

シートクッション／φ35×D3.5cm（立体アップリケ部分除く）
●側生地：ポリエステル100％
　デニム部分：ポリエステル39％・綿38％・
　　　　　　レーヨン21％・ポリウレタン2％
　詰め物：ウレタンフォーム 

イエローボックス
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,500
4805003500 JAN4992272622379

ティッシュBOXカバー／H10×W28×D15cm
●ポリエステル100％ 

イエローボックス
（アップリケ刺繍）

2スチュアートゴーグル
（先染め・タフティング）
本体価格 ￥1,000
4805011200 JAN4992272643589

チェアシート／Φ35cm
●パイル部分：ポリエステル100％ 

3ボブゴーグル
（先染め・タフティング）
本体価格 ￥1,000
4805011300 JAN4992272643596

チェアシート／Φ35cm
●パイル部分：ポリエステル100％ 

1ケビンゴーグル
（先染め・タフティング）
本体価格 ￥1,000
4805012800 JAN4992272643572

チェアシート／Φ35cm
●パイル部分：ポリエステル100％ 

〈裏面〉

ヘアバンド�

シートクッション�

ティッシュBOXカバー�

チェアシート�

1

3

2
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