
フラワーモダン（パイルジャカード・プリント）
ミニタオル 本体価格 ￥500  約25×25cm 7605000500　JAN4992272563184

ウォッシュタオル 本体価格 ￥500  約34×36cm 7605000600　JAN4992272563191

フェイスタオル 本体価格 ￥1,000  約34×80cm 7605000700　JAN4992272563207

バスタオル 本体価格 ￥2,500  約60×120cm 7605000800　JAN4992272563214

ガーデン（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）
ミニタオル 本体価格 ￥500  約25×25cm 5605005000　JAN4992272642506

ウォッシュタオル 本体価格 ￥500  約34×36cm 5605005100　JAN4992272642513

フェイスタオル 本体価格 ￥1,000  約34×80cm 5605005200　JAN4992272642520

バスタオル 本体価格 ￥2,000  約60×120cm 5605005300　JAN4992272642537
●本体：綿100％
　アップリケ刺繍部分：ポリエステル100%

タニップベリー
（染料プリント）
本体価格 ￥2,000
7665000100　JAN4992272560749

バスマット／約H45×W65cm
●パイル部分：アクリル100％

無撚糸

ピーターラビットTM
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フラワーガーデン（甘撚り・裏面ガーゼ・プリント・プリントネーム）
ミニタオル 本体価格 ￥500  約25×25cm 7605002400　JAN4992272582970

ウォッシュタオル 本体価格 ￥500  約34×36cm 7605002500　JAN4992272582987

フェイスタオル 本体価格 ￥1,000  約34×80cm 7605002600　JAN4992272582994

バスタオル 本体価格 ￥2,500  約60×120cm 7605002700　JAN4992272583007

世界中で愛されているピーターラビットTM のおはなし
このお話のきっかけは作者のビアトリクス・ポターが
５歳の少年ノエルにあてて描いた絵手紙でした。
イギリスの美しい湖水地方を舞台に物語は進行します…
絵本の世界が今でもそのまま残された湖水地方が、
2017年世界遺産に登録されました。

フラワーラビット
（転写プリント）
本体価格 ￥1,800
5665000400　JAN4992272642650

ルームサンダル／22～25cm対応

湖水地方の自然（セミシャーリング・染料プリント）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥500  約34×36cm 5605003900　JAN4992272612424

フェイスタオル 本体価格 ￥1,000  約34×80cm 5605004000　JAN4992272612431

バスタオル 本体価格 ￥2,500  約60×120cm 5605004100　JAN4992272612448

ストーリータイム（ジャカード・シャーリング・プリント）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥500  約34×36cm 5605003200　JAN4992272612394

フェイスタオル 本体価格 ￥1,000  約34×80cm 5605003300　JAN4992272612400

バスタオル 本体価格 ￥2,500  約60×120cm 5605003400　JAN4992272612417
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W.C.

サニタリー用品を
さりげなく持ち運び！

ハンドタオル
として！

Cool or Hot

保冷剤やカイロを
入れて！

メイク直しの
ときにも

ドリームガーデン
（シャーリング・スカラップ・
アップリケ刺繍・全面刺繍）
本体価格 ￥600
5605005500　
JAN4992272642575

ミニタオル／約25×25cm

ピーターズタイム
（シャーリング・マジックメロー・全面刺繍）
本体価格 ￥600
5605005400　
JAN4992272642568

ミニタオル／約25×25cm

ガーデンオブピーター
（シャーリング・マジックメロー・全面刺繍）
本体価格 ￥600
5605004900　
JAN4992272642551

ミニタオル／約25×25cm

クロップ
（シャーリング・マジックメロー・全面刺繍）
本体価格 ￥600
5605004800　
JAN4992272642544

ミニタオル／約25×25cm

ローラルリース
（無撚糸スチームシャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥500
7605000900　
JAN4992272563160

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

インナチュラル
（無撚糸スチームシャーリング・
ピコットメロー・刺繍）
本体価格 ￥880
5605005700　JAN4992272642582

ファスナー付きタオル／約23×23cm
●綿100％ 無撚糸

アーガイルブルー
（無撚糸スチームシャーリング・刺繍）
本体価格 ￥600
5605005900　JAN4992272642599

ポケット付きタオル／約12.5×12.5cm（折りたたみ時）
●綿100％ 無撚糸

ラインアップピーター
（無撚糸スチームシャーリング）
本体価格 ￥600
5605005600　JAN4992272642612

マフラータオル／約18×110cm

無撚糸

カームブルーピーター
（パイルジャカード・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥1,500
5605005800　JAN4992272642605

タオル枕カバー／約34×64cm
●パイル部分：綿100％ 
　基布部分：綿95％・ポリウレタン5％

ピーターラビットTM のおはなしが
刺繡で描かれた、美しいミニタオル。

（裏面）
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ラビットアンドフィールズ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
7665000400　JAN4992272560565

ダイカットクッション／H51×W30cm
●表生地：ポリエステル100%
　裏生地：ポリエステル85%・綿12%・レーヨン3%
　詰め物：ポリエステル100%

フラワーベッド
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
7665000500　JAN4992272560541

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12%・レーヨン4%

スウィートブルー
（転写プリント）
本体価格 ￥2,000
5665000100　JAN4992272613155

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

スウィートバイオレット
（転写プリント）
本体価格 ￥2,000
5665000000　JAN4992272613162 

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

1

1

2

2
グロリアスフラワー
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
5705000000　JAN4992272642667

コースター4枚組み／H10×W10cm

ブリリアントフラワーズ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,000
5665000700　JAN4992272642636

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル100％

フラワーアンドピーター
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,000
5665000600　JAN4992272642629

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル100％

フラワーガーデン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
5665000500　JAN4992272642643

玄関マット／H50×W80cm
●アクリル100％ 

モーニングティーも優雅な午後の紅茶も
ピーターと共に…
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スプリングガーデン
（ガーゼプリント）
ミニタオル 本体価格 ￥600  約25×25cm 5605000600　JAN4992272600346

ウォッシュタオル 本体価格 ￥800  約34×36cm 5605000700　JAN4992272600353

サマーガーデン
（ガーゼプリント）
ミニタオル 本体価格 ￥600  約25×25cm 5605001000　JAN4992272600384

ウォッシュタオル 本体価格 ￥800  約34×36cm 5605001100　JAN4992272600391

四季折々のイングリッシュ・ガーデンをミニタオル、
ウォッシュタオルはガーゼプリントで、フェイスタオル、
バスタオルは五彩織りで色鮮やかに表現しました。
物語に登場するピーターをはじめ多くのキャラクターたちが
散りばめられているのもポイントです。

（五彩織り・刺繍）
フェイスタオル 本体価格 ￥2,000  約34×80cm 5605000800　JAN4992272600360

バスタオル 本体価格 ￥5,000  約60×120cm 5605000900　JAN4992272600377

日本製

オータムガーデン
（ガーゼプリント）
ミニタオル 本体価格 ￥600  約25×25cm 5605001400　JAN4992272600421

ウォッシュタオル 本体価格 ￥800  約34×36cm 5605001500　JAN4992272600438

（五彩織り・刺繍）
フェイスタオル 本体価格 ￥2,000  約34×80cm 5605001600　JAN4992272600445

バスタオル 本体価格 ￥5,000  約60×120cm 5605001700　JAN4992272600452

日本製

ウィンターガーデン
（ガーゼプリント）
ミニタオル 本体価格 ￥600  約25×25cm 5605001800　JAN4992272600469

ウォッシュタオル 本体価格 ￥800  約34×36cm 5605001900　JAN4992272600476

（五彩織り・刺繍）
フェイスタオル 本体価格 ￥2,000  約34×80cm 5605002000　JAN4992272600483

バスタオル 本体価格 ￥5,000  約60×120cm 5605002100　JAN4992272600490

日本製

（五彩織り・刺繍）
フェイスタオル 本体価格 ￥2,000  約34×80cm 5605001200　JAN4992272600407

バスタオル 本体価格 ￥5,000  約60×120cm 5605001300　JAN4992272600414

日本製

ドイツで日本人の父とデンマーク人の母の間
に生まれ、旧ソ連、スウェーデン、日本、アメリ
カで育つ。多様な国や文化の中での経験を
通した“和と洋”の融合がデザインの根源に
なっており、現在は東京をベースにしたデン
マーク王室御用達ブランドにもデザインを提供
する等海外でも活躍中のデザイナーである。

Designer

Rika Kawato / 河東梨香
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ベジタブル キャロット ベジタブル ベリー

ベジタブル ターニップ

ベジタブル ラディッシュ

ベジタブル オニオン ベジタブル レタス

レター ブルー
（パイルジャカード・プリント・ステッチ刺繍）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約34× 36cm 5605002500　JAN4992272600308

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約34×80cm 5605002600　JAN4992272600315

レター ウォールナット
（パイルジャカード・プリント・ステッチ刺繍）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約34× 36cm 5605002700　JAN4992272600322

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約34×80cm 5605002800　JAN4992272600339

レター グリーン
（パイルジャカード・プリント・ステッチ刺繍）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約34× 36cm 5605002300　JAN4992272600285

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約34×80cm 5605002400　JAN4992272600292

レター ベージュ
（パイルジャカード・プリント・ステッチ刺繍）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約34× 36cm 5605002900　JAN4992272600261

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約34×80cm 5605003000　JAN4992272600278

ベジタブルシリーズ
（パイルジャカード・織りネーム・ステッチ刺繍）
本体価格 ￥600

〈ベジタブル キャロット〉
5605000500　JAN4992272600230

〈ベジタブル ラディッシュ〉
5605000300　JAN4992272600216

〈ベジタブル ベリー〉
5605000000　JAN4992272600247

〈ベジタブル オニオン〉
5605000200　JAN4992272600209

〈ベジタブル ターニップ〉
5605000100　JAN4992272600254

〈ベジタブル レタス〉
5605000400　JAN4992272600223

ミニタオル／約30×30cm
●カラー／オレンジ・ピンク・ブルー・
　　　　　ベージュ・グレー・グリーン

６柄のミニタオルはそれぞれキャロット『こわいわるいうさぎのおはなし』、レタス『フロプシー
のこどもたち』、ラディッシュ・オニオン・ターニップ・ベリー『ピーターラビットのおはなし』
のワンシーンを表現しています。生地厚でしっかりしたミニタオルシリーズです。

パイルをカットしたスチームシャーリングにプリントでビアトリクス・ポターの絵手紙を再現。
上下のへムのステッチはビアトリクス・ポターが手紙を締める際に使用した「×××」のマークをイメージしています。
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