
くつろぎのひと時
　　いつもムーミン谷の仲間と一緒
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トーベ・ヤンソン

画家、挿絵画家、風刺漫画家、小説家、童話作家。
1914年 8月９日、フィンランドのヘルシンキ生まれ。
1945年、ムーミンシリーズの１作目『小さなトロールと大きな洪水』が出版
され、その後 26年の間にシリーズは 9作書かれました。
1954年からはイギリスの新聞「イブニング・ニュース」にマンガ「ムーミン
トロール」の連載を開始。最盛期は 40カ国、120紙に転載され親しまれました。
トーベは６年間執筆し、あとの 15年は弟ラルスが引き継ぎました。トーベは
ムーミンシリーズだけでなく絵本、大人向けの小説、絵などたくさんの作品を
次々に生み出し、国際アンデルセン賞をはじめとして多くの賞を受けています。
2001年 6月 27日、86歳でトーベは息をひきとりました。
生涯独身でしたが、周りにはいつも家族やいい友人たちがいました。
恋人や家族や友人の何人かはムーミンの物語のキャラクターのモデルとなって
います。

The fun world of Moomin and its companions.

落ち着いた色合いが優しい、
ノスタルジックなイメージの織りタオルです。

Hooray!
（無撚糸・3色毛違いパイルジャカード・朱子ボーダー・
シェルメロー・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
ミニタオル 約25×25cm

1405007500　
JAN4992272633313

本体価格 ￥600
ウォッシュタオル 約34×36cm

1405007600　
JAN4992272633320

本体価格 ￥1,200
フェイスタオル 約34×80cm

1405007700　
JAN4992272633337

セレブレーションモーメント
（無撚糸・スチームシャーリング・朱子ボーダー・タッセル）
本体価格 ￥600
ウォッシュタオル 約34×36cm

1405007300　
JAN4992272633290

本体価格 ￥1,200
フェイスタオル 約34×80cm

1405007400　
JAN4992272633306

無撚糸

セレブレーションモーメント
（無撚糸・スチームシャーリング・刺繍・タッセル）
本体価格 ￥600
ミニタオル 約25×25cm

1405007200　
JAN4992272633283

無撚糸

無撚糸

カラフルシード
（パイルジャカード・シェルメロー・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
ミニタオル 約25×25cm

1405009000　
JAN4992272652246

本体価格 ￥600
ウォッシュタオル 約34×36cm

1405009100　
JAN4992272652253

本体価格 ￥1,200
フェイスタオル 約34×80cm

1405009200　
JAN4992272652260

※シェルメローはミニタオルのみです。

あたたかな森
（無撚糸スチームシャーリング・プリント・ブランケットステッチ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
ミニタオル 約25×25cm

1405009300　
JAN4992272652277

本体価格 ￥600
ウォッシュタオル 約34×36cm

1405009400　
JAN4992272652284

本体価格 ￥1,200
フェイスタオル 約34×80cm

1405009500　
JAN4992272652291

無撚糸
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ムーミンバレーズパーティー  ピンク
（シャーリング・刺繍・全面刺繍）
本体価格 ￥600
ミニタオル 約25×25cm

1405011500　
JAN4992272652307

本体価格 ￥600
ウォッシュタオル 約34×36cm

1405011600　
JAN4992272652314

本体価格 ￥1,200
フェイスタオル 約34×80cm

1405011700　
JAN4992272652321

※全面刺繍はミニタオルのみです。

ムーミンバレーズパーティー  ホワイト   
（シャーリング・刺繍・全面刺繍）
本体価格 ￥600
ミニタオル 約25×25cm

1405007800　
JAN4992272633344

本体価格 ￥600
ウォッシュタオル 約34×36cm

1405007900　
JAN4992272633351

本体価格 ￥1,200
フェイスタオル 約34×80cm

1405008000　
JAN4992272633368

※全面刺繍はミニタオルのみです。
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にぎやかなパーティーの様子を
豪華な刺繡で描いた
タオルシリーズ

無撚糸

フォレストグリーティング
（無撚糸スチームシャーリング・スカラップ・サテンテープ・はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
ミニタオル 約25×25cm

1405006100　
JAN4992272636239

本体価格 ￥600
ウォッシュタオル 約34×36cm

1405006200　
JAN4992272636246

本体価格 ￥1,200
フェイスタオル 約34×80cm

1405006300　
JAN4992272636253

※サテンテープはウォッシュタオルのみです。 無撚糸

フラワーグリーティング
（無撚糸スチームシャーリング・スカラップ・サテンテープ・はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
ミニタオル 約25×25cm

1405006400　
JAN4992272636260

本体価格 ￥600
ウォッシュタオル 約34×36cm

1405006500　
JAN4992272636277

本体価格 ￥1,200
フェイスタオル 約34×80cm

1405006600　
JAN4992272636284

※サテンテープはウォッシュタオルのみです。

フォレストグリーティング
（無撚糸スチームシャーリング・ピコットメロー・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥880
1405006700 JAN4992272636291

ファスナー付きタオル／約23×23cm

無撚糸

フラワーグリーティング
（無撚糸スチームシャーリング・ピコットメロー・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥880
1405006800 JAN4992272636307

ファスナー付きタオル／約23×23cm

無撚糸

フォレストグリーティング
（無撚糸スチームシャーリング・サテンテープ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,200
1405006900 JAN4992272636314

ラウンドタオル／約φ32cm 無撚糸

フラワーグリーティング
（無撚糸スチームシャーリング・スカラップ・サテンテープ・はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥800
1405007000 JAN4992272636321

ゲストタオル／約30×50cm 無撚糸
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お部屋にあるだけで北欧感がアップするタオルシリーズです。
ファスナー付き、ラウンドタオル、ゲストタオルとサイズも豊富です。



中面

中面
裏面

裏面

口金ポーチ＆マルチポーチ＆ミニバッグPOUCH & BAG

ハイドアンドシーク
（ゴブラン織り・刺繍）
本体価格 ￥2,400
1425004000　JAN4992272604504

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

ハイドアンドシーク
（ゴブラン織り・刺繍）
本体価格 ￥2,400
1425004100　JAN4992272604511

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

ハイドアンドシーク
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥4,000
1425004200　JAN4992272604528

マルチポーチ／H17×W25.5cm
●表生地：ポリエステル100％
　ポーチ中生地：ポリエステル85％・綿15％
　内側・表生地：綿100％
●カラー／ピンク　　

ハイドアンドシーク
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥4,000
1425004300　JAN4992272604535

マルチポーチ／H17×W25.5cm
●表生地：ポリエステル100％
　ポーチ中生地：ポリエステル85％・綿15％
　内側・表生地：綿100％
●カラー／ブルー　　

ハイドアンドシーク
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,000
1425004400　JAN4992272604542

ミニバッグ／H20×W32×D10cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル100％
　中生地：ポリエステル85％・綿15%
●カラー／ピンク　　

ハイドアンドシーク
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,000
1425004500　JAN4992272604559

ミニバッグ／H20×W32×D10cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル100％
　中生地：ポリエステル85％・綿15%
●カラー／ブルー　　
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ロストインザバレームーミン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,800
1435000200　JAN4992272586817

ポーチ／H13×W20×D5cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル86％・綿9％・レーヨン5％ 
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

ロストインザバレーリトルミイ 
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,800
1435000000　JAN4992272586824

ポーチ／H13×W20×D5cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル86％・綿9％・レーヨン5％ 
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

ロストインザバレームーミン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,000
1435000300　JAN4992272586831

ミニバッグ／H20×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86％・綿9％・レーヨン5％ 
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

ロストインザバレーリトルミイ 
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,000
1435000100　JAN4992272586848

ミニバッグ／H20×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86％・綿9％・レーヨン5％ 
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

木の葉とムーミン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
1425000600　JAN4992272586909

ポーチ／H17×W21.5×D6cm
●表生地：ポリエステル88％・綿10％・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％

木の葉とムーミン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,400
1425000700　JAN4992272586916

口金ポーチ／H12×W18×D6cm
●表生地：ポリエステル88％・綿10％・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％

木の葉とムーミン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,000
1425000800　JAN4992272586923

ミニバッグ／H20×W32×D10cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル88％・綿10％・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％
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CUSHION

ひとりじめ
（表面：ゴブラン織り／裏面：ベロア）
本体価格 ￥3,000
0430113600　JAN4992272534566

ダイカットクッション／H50×W41cm
●表生地：ポリエステル80％・綿20％ 　
　裏生地：綿100％ 
　詰め物：ポリエステル100％

ウイスキーボトル
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
0434102200　JAN4992272543247

ダイカットクッション／H51×W35cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％

たいくつ
（表面：ゴブラン織り／裏面：ベロア）
本体価格 ￥3,000
0430113700　JAN4992272534573

ダイカットクッション／H37×W50cm
●表生地：ポリエステル80％・綿20％ 　
　裏生地：綿100％ 
　詰め物：ポリエステル100％

花かんむり
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
0434102300　JAN4992272543254

ダイカットクッション／H57×W34cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％

リトルミイのおでかけ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
0434101900　JAN4992272543216

ダイカットクッション／H53×W35cm
●表生地：ポリエステル89%・綿8%・レーヨン3%
　裏生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％

もようがえ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
0434102100　JAN4992272543230

ダイカットクッション／H49×W43cm
●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％
　詰め物：ポリエステル100％

お気に入りのパイプ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
0434102000　JAN4992272543223

ダイカットクッション／H55×W35cm
●表生地：ポリエステル90%・綿8%・レーヨン2%
　裏生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％

ニョロニョロと帽子
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
0434102400　JAN4992272543261

ダイカットクッション／H42×W48cm
●表生地：ポリエステル88%・綿10%・レーヨン2%
　裏生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％

クッション

各キャラクターを
高級感あるゴブラン織りのクッションにしました。
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ムーミン BOOK 型クッショ
ンの登場です。ムーミンとリ
トルミイでサイズが異なり、
2つ並べてインテリアとして
楽しめます。

1 2

1

3

2
CUSHION

物語 
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,800
1545001300　JAN4992272559835

マチ付きクッション／H40×W30×D7cm
●（カバー）生地：ポリエステル100％ 
　（ヌードクッション）側生地：ポリプロピレン
　　　　    中綿：ポリエステル100％

ストーリー 
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,800
1545000000　JAN4992272559842

マチ付きクッション／H35×W25×D10cm
●（カバー）生地：ポリエステル100％ 
　（ヌードクッション）側生地：ポリプロピレン
　　　　    中綿：ポリエステル100％

ムーミンクッション
（プリント・刺繍・アップリケ）
本体価格 ￥3,500
0430113300　JAN4992272534535

マチ付きダイカットクッション／H50×W36×D5cm
●ポリエステル100％

スナフキンクッション
（プリント・刺繍・アップリケ）
本体価格 ￥3,500
0430113500　JAN4992272534559

マチ付きダイカットクッション／H50×W36×D5cm
●ポリエステル100％

リトルミイクッション
（プリント・刺繍・アップリケ）
本体価格 ￥3,500
0430113400　JAN4992272534542

マチ付きダイカットクッション／H50×W36×D5cm
●ポリエステル100％

ダイカットクッション

ムーミン達のフォルムを型どった
かわいらしいダイカットクッションシリーズです。

マチ付きクッション

DIE-CUT CUSHION
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セレブレーションモーメント
クッションカバー

セレセレブレーションモーメント
クッションカバー

トルコ製 トルコ製

1

4

2

5 花輪とリトルミイ
（ブラシ刺繍）
本体価格 ￥5,800
1445001100　JAN4992272587234

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿65％・ポリエステル35% 
　刺繍部分：ポリエステル100％
　パイル部分：レーヨン100％

6 花輪とムーミン
（ブラシ刺繍）
本体価格 ￥5,800
1445001000　JAN4992272587227

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿65％・ポリエステル35% 
　刺繍部分：ポリエステル100％
　パイル部分：レーヨン100％

3

6

5

4

1

3

2

セレブレーションモーメント
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1445009800　JAN4992272633375

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%

Hooray!（フレー）
（サガラ刺繍）
本体価格 ￥4,000
1445009900　JAN4992272633382

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

ムーミンバレーズパーティー
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1445010000　JAN4992272633399

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92%・綿6%・レーヨン2%

ママの落書き
（チェーンステッチ刺繍）
本体価格 ￥3,000
1445008900　JAN4992272619379

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

クッションカバー

CUSHION COVER

79

1

2

3

4

5

6

7

8
3

4 8

51

62

7

木の葉とムーミン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1145000500　JAN4992272587159

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：ポリエステル92％・綿6％・レーヨン2％
　裏生地：ポリエステル100%

ムーミン ロストインザバレー
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1455000100　JAN4992272586794

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9％・レーヨン5％

ミムラねえさんとリトルミイ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1545002900　JAN4992272573688

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：ポリエステル94%・綿4%・レーヨン2%
　裏生地：ポリエステル86%・綿11%・レーヨン3%

花と一緒に
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
0434101300　JAN4992272543155

クッションカバー／H45×W45cm
●ポリエステル88％・綿10％・レーヨン2％

谷の冬 
（ゴブラン織り・フサ付き）
本体価格 ￥3,000
1545000100　JAN4992272559811

クッションカバー／H45×W45cm
●ポリエステル100％

マフラー 
（ゴブラン織り・フサ付き）
本体価格 ￥3,000
1545000500　JAN4992272559828

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93％・綿5％・レーヨン2％

リトルミイ ロストインザバレー
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1455000000　JAN4992272586800

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9％・レーヨン5％

ウォータードロップス
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1445000300　JAN4992272587166

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100%

日々の暮らしをセンスアップ！

インテリアに遊び心をプラスする

ゴブラン織り・クッションシリーズです。
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スナフキンとリトルミイ
（プリント）
本体価格 ￥10,000
1445004100　JAN4992272587708

ビーズクッション／H46×W46×D46cm
●カバー：ポリエステル100％ 　
　ヌードクッション：ポリエステル100％

ミムラねえさんとムーミンママ
（プリント）
本体価格 ￥10,000
1445004000　JAN4992272587692

ビーズクッション／H46×W46×D46cm
●カバー：ポリエステル100％ 　
　ヌードクッション：ポリエステル100％

ウィンター
（プリント）
本体価格 ￥10,000
1445004200　JAN4992272587715

ビーズクッション／H46×W46×D46cm
●カバー：ポリエステル100％ 　
　ヌードクッション：ポリエステル100％

しょんぼりムーミン（プリント）
本体価格 ￥20,000
1445001400　JAN4992272587326

ビーズクッション／H42×W65×D65cm
●カバー：表生地 ポリエステル100％
　　　　　座面部分 ポリエステル90％・ポリウレタン10%
　ヌード：側生地 ポリエステル90％・ポリウレタン10%
　　　　　詰め物 ポリスチレン

ほっと一息、リラックスタイムに。
柔らかくやさしい感触、キューブ
タイプのビーズクッションです。

ビーズクッション

Beads 
Cushion
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でこぼこな景色（プリント）
本体価格 ￥20,000

〈ブルー〉
1445006500　JAN4992272602517

〈ピンク〉
1445006600　JAN4992272602524

テトラクッション（レギュラーサイズ）／H70×W70×D88cm
●カバー：生地側 綿100%　持ち手 ポリプロピレン100%
　ヌードクッション：生地側 綿100%　中材 ポリスチレン・ポリエチレン

日本製

でこぼこな景色（プリント）
本体価格 ￥15,000

〈ブルー〉
1445006300　JAN4992272602494

〈ピンク〉
1445006400　JAN4992272602500

テトラクッション（ジュニアサイズ）／H54×W54×D82cm
●生地側：綿100%
　中材：ポリスチレン・ポリエチレン
　持ち手：ポリプロピレン100%

日本製

実用新案取得
登録番号3124603号
販売元 大東寝具工業株式会社

１度座ったら離れられない？

テトラクッション
座ったり、寝転んだり、

体勢にあわせてほどよくフィットします。
軽量なので取っ手部分で
持ち上げて運べます。

レギュラーサイズはカバータイプなので
外してお洗濯可能です。

サイズは「レギュラーサイズ」
「ジュニアサイズ」の2種類。

※

※ジュニアサイズはカバー取り外しできませんので、
お洗濯はできません。

Tetra 
Cushion
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原画のムーミン・ラグマットで、おしゃれ空間に！

つり上げたカゴ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥5,000
1445009200　JAN4992272619461

ラグマット／H90×W60cm
●アクリル51％・ポリエステル45％・綿2％・
　レーヨン1％・ナイロン1％

友だちと握手
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥5,000
1445009300　JAN4992272619478

ラグマット／H60×W90cm
●アクリル51％・ポリエステル45％・綿2％・
　レーヨン1％・ナイロン1％

水の中で
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥5,000
1445009400　JAN4992272619485

ラグマット／H90×W60cm
●アクリル51％・ポリエステル45％・綿2％・
　レーヨン1％・ナイロン1％

水辺にて
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥5,000
1445009500　JAN4992272619492

ラグマット／H60×W90cm
●アクリル49％・ポリエステル46％・綿3％・     　
　レーヨン1％・ナイロン1％

水辺にて

ムーミンの原画をもとにデザインされた
センスのいいゴブラン織りです。
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ラグマット

お部屋がクラシカルに変身！
上品なアートが素敵なアクセントラグです。

花畑を探して 
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥5,000
1545002100　JAN4992272573794

ラグマット／H50×W80cm
●アクリル58％・ポリエステル35％・     　
　綿5％・レーヨン2％

花畑の中で
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥5,000
1545002200　JAN4992272573800

ラグマット／H50×W80cm
●アクリル64％・ポリエステル31％・     　
　綿3％・レーヨン2％

ニョロニョロデイズ
（フックマット）
本体価格 ￥3,800
1445010900　JAN4992272652512

ラグマット／H50×W80ｃｍ
●パイル部分：アクリル100%

谷の景色
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥30,000
1545003000　JAN4992272573817

ラグマット／H200×W156cm
●アクリル64％・ポリエステル31％・     　
　綿4％・レーヨン1％

セレブレーションモーメント
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥5,000
1445010100　JAN4992272633405

ラグマット／H60×W90ｃｍ
●ポリエステル100％

ニョロニョロのアートでお出迎え！
シンプルな色使いの玄関マットです。
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ラグマット



ルミレイッキ
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
1465002700　JAN4992272613988

掛けカバー／H210×W150cm
ピローケース／H43×W63cm
収納袋／H38×W32cm
●綿100％
●カラー／ブルー

ルミレイッキ
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
1465002800　JAN4992272613995

掛けカバー／H210×W150cm
ピローケース／H43×W63cm
収納袋／H38×W32cm
●綿100％
●カラー／チャコールグレー

フィンランドの四季を感じる、カバーリングシリーズ。
掛けカバー、ピローケース、収納袋のセットです。

Winter

（収納袋） （収納袋）
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カバーリング

ルミレイッキ // 雪山で遊ぶムーミン谷の仲間達（冬）

Spring

クッカタルハ
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
1465002900　JAN4992272614008

掛けカバー／H210×W150cm
ピローケース／H43×W63cm
収納袋／H38×W32cm
●綿100％
●カラー／グリーン

クッカタルハ
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
1465003000　JAN4992272614015

掛けカバー／H210×W150cm
ピローケース／H43×W63cm
収納袋／H38×W32cm
●綿100％
●カラー／ネイビー

（収納袋） （収納袋）
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クッカタルハ // 花畑であそぶ、ムーミン谷の仲間達（春）

（収納袋）
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