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色鮮やかな「ヨコ織り」や
形がかわいい「スカラップ」のタオル
「ゴブラン織り」コースター等
新グッズが続々登場

フレームファミリー
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り・刺繍）
本体価格 ￥500 3005034100 JAN4992272640632

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 3005034200 JAN4992272640649

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3005034300 JAN4992272640656

フェイスタオル／約34×80cm
本体価格 ￥2,000 3005034400 JAN4992272640663

バスタオル／約60×120cm 無撚糸

ロゴホワイト
（無撚糸・パイルジャカード・スカラップ刺繍・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
3005027800 JAN4992272640847

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
3005027900 JAN4992272640854

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
3005028000 JAN4992272640861

フェイスタオル／約34×80cm

 
無撚糸
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ランチョンマット 

コースター 

ウェルカムマイホーム
（パイルジャカード・染料プリント・スカラップ刺繍・刺繍）
本体価格 ￥500
3005019700 JAN4992272620634

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
3005019800 JAN4992272620641

フェイスタオル／約34×80cm

あいむはろーきてぃ
（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 ￥500
3005019900 JAN4992272620658

ウォッシュタオル／約34×35cm
本体価格 ￥1,000
3005020000 JAN4992272620665

フェイスタオル／約34×80cm

マイホーム
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,000
3335007100 JAN4992272641424

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル100％　 

マイファミリー
（チェーンステッチ刺繍）
本体価格 ￥2,000
3335007200 JAN4992272641448

コースター／各H10×W10cm

 

マイホーム
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
3335007000 JAN4992272641431

コースター／各H10×W10cm
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ドットマップ
（パイルジャカード・染料プリント・刺繍）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約25×25cm 3005022600 JAN4992272632316

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 3005022700 JAN4992272632323

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 3005022800 JAN4992272632330

バルーンマップ
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約25×25cm 3005024300 JAN4992272635041

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 3005024400 JAN4992272635058

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 3005024500 JAN4992272635065

ポーチ　　　　　　　

クッションカバー　　

マップシリーズ　　

スリッパ　　　　　　

ランチバッグ・トートバッグ�　

マップスリッパ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,000
3215007300 JAN4992272632347

スリッパ／22〜24cm対応

トルコ製

フラワーマップ
（ブラシ刺繍・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥5,800
3215008500 JAN4992272635072

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿61％・ポリエステル39％
　パイル部分：レーヨン100％ 

マップポーチ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,000
3335002700 JAN4992272632354

ポーチ／H18×W28cm
●表生地：ポリエステル87％・綿8％・レーヨン5％
　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％

マップドット
（ゴブラン織り・刺繍）
本体価格 ￥3,000
3335004500 JAN4992272632378

トートバック／H42×W33cm(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％ 

マップランチ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,500
3335004600 JAN4992272632361

ランチバック／H25×W32×D15cm(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％ 

〈背面〉
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リュッカボムール
（パイルジャカード・染料プリント・スカラップ・織りネーム）
本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 3005034600 JAN4992272641769

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 3005034700 JAN4992272641776

［左］リュッカカフェ/［右］リュッカエップレ
（表：ガーゼ／裏：カラーパイル・染料プリント・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥500 ガーゼミニタオル／ 約25×25cm

（リュッカカフェ） 3005035400 JAN4992272641745

（リュッカエップレ） 3005034500 JAN4992272641752

リュッカシリーズ　　

ハンカチ　　　�

ロングマルチマット�

ミトン・鍋敷き��������

優しい手書きタッチが特徴の「マップ」＆「リュッカ」シリーズ

リュッカスタイル
（帆布・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥800 3335007700 JAN4992272641837

ミトン／H19×W14cm
本体価格 ￥500 3335007800 JAN4992272641844

鍋敷き／H20×W17cm
●表生地：綿100％　裏生地：綿100％
　詰め物：ポリエステル100％

リュッカリボン
（タフティング）
本体価格 ￥3,500
3215010000 JAN4992272641790

ロングマルチマット／H45×W120cm
●パイル部分：ポリエステル100％ 

日本製

リュッカアート
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
3335008100 JAN4992272641806

ハンカチ／50×50cm
●綿100％ 日本製

リュッカライフ
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
3335008200 JAN4992272641813

ハンカチ／50×50cm
●綿100％ 

〈ミトン〉

〈鍋敷き〉
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〈ホワイト〉 〈グレー〉

〈レッド〉

ジグザグストール 
 （メリノウール・織りネーム）
本体価格 ￥ 10,000

〈レッド〉
3335009500　  JAN4992272632583
〈グレー〉
3335009700　  JAN4992272632606

〈ホワイト〉
3335009600　  JAN4992272632590

ストール／170×70cm（フリンジ含めず）
●ウール100%

STOLE　　　　
ストール　　　　

ROOM�SHOES　　
ルームシューズ　　　　

CUSHION�COVER
クッションカバー　　　　

〈レッド〉

〈グレー〉

×

イギリスの「MOON」の生地を使用したシリーズです。

大人っぽい落ち着いたデザインに、

  「MOON」と 「Hello Kitty」の W ネームの

織りネームがアクセントになっています。

ジグザグシューズ 
（シェットランドウール・織りネーム）
本体価格 ￥ 3,000

〈レッド〉
3215009900　JAN4992272637687
〈ホワイト〉
3215007900　JAN4992272632439
〈グレー〉
3215008000　JAN4992272632446

ルームシューズ／約23～25cm対応

Pure Merino Wool

ジグザグカバー 
（シェットランドウール・織りネーム）
本体価格 ￥ 5,000

〈レッド〉3215007400　JAN4992272632385
〈ホワイト〉3215007500　JAN4992272632392
〈グレー〉3215007600　JAN4992272632408

クッションカバー／45×45cm
●ウール１００％
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裏面

裏面織りネーム付き

ジグザグクッション
（シェットランドウール・織りネーム）
本体価格 ￥ 3,800

〈レッド〉
3215010100　JAN4992272637809
〈グレー〉
3215007700　JAN4992272632415

ラウンドクッション／φ50×D3cm
●    表生地：ウール100％
　裏生地：綿100%
　詰め物：ポリエステル100%

ジグザグクラッチ 
（シェットランドウール・織りネーム）
本体価格 ￥ 3,500

〈ホワイト〉
3335003400　JAN4992272632538
〈グレー〉
3335003500　JAN4992272632545

クラッチバッグ／H25×W33cm
●表生地：ウール１００％
　裏生地：合成皮革
　中生地：ポリエステル100%

英国（MOON）生地使用

英国（MOON）生地使用

英国（MOON）生地使用

英国（MOON）生地使用

〈レッド〉 〈グレー〉

〈ホワイト〉

〈グレー〉

〈グレー〉

〈ホワイト〉

〈グレー〉

〈ホワイト〉

POUCH�and�BAG�
ポーチ�アンド�バッグ　　　　

TISSUE�BOX�COVER
ティッシュボックスカバー　　　　

ROUND�CUSHION
ラウンドクッション　　　　

ジグザグポーチ 
（シェットランドウール・織りネーム）
本体価格 ￥ 1,800

〈ホワイト〉
3335002800　JAN4992272632477

〈グレー〉
3335002900　JAN4992272632484

マルチポーチ／H14×W18×D4cm
●表生地：ウール１００％
　裏生地：合成皮革
　中生地：ポリエステル 100%

ジグザグトート （シェットランドウール・織りネーム）
本体価格 ￥ 4,800

〈ホワイト〉
3335003200　JAN4992272632514

〈グレー〉
3335003300　JAN4992272632521

トートバッグ／H26×W41×D12cm（持ち手含めず）
●表生地：ウール１００％
　中生地：ポリエステル 100%
　底・持ち手部分：合成皮革

ジグザグボックス
（シェットランドウール・織りネーム）
本体価格 ￥ 3,000

3215007800　JAN4992272632422

ティッシュBOXカバー／H6×W26×D13cm
●    表生地：ウール100％
　中生地：ポリエステル100%

裏面織りネーム付き
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ユニオンジャックハローキティ
（無撚糸・パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約25×25cm 3005027400 JAN4992272640977

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 3005027500 JAN4992272640984

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 3005027600 JAN4992272640991

本体価格 ￥2,000 バスタオル／ 約60×120cm 3005027700 JAN4992272641004

無撚糸

ロゴキティリボン
（パイルジャカード・染料プリント・織りネーム）
本体価格 ￥500 3005020600 JAN4992272620443

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 3005020700 JAN4992272620450

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3005020800 JAN4992272620467

フェイスタオル／約34×80cm
 

ロゴキティ
（パイルジャカード・染料プリント）
本体価格 ￥500 3005021200 JAN4992272620474

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 3005021300 JAN4992272620481

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3005021400 JAN4992272620498

フェイスタオル／約34×80cm
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かわいいシルエットが特長の
“大人気スカラップタオルシリーズ”

78

Message
mini towel

1

吹き出しの形が

とってもキュートな

メッセージミニタオルシリーズ

ラブリーリボン
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500 3005025000 JAN4992272640670

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 3005025100 JAN4992272640687

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3005025200 JAN4992272640694

フェイスタオル／約34×80cm
 

シャンブルレッド
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500 3005026400 JAN4992272640762

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 3005003600 JAN4992272582734

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3005003700 JAN4992272582741

フェイスタオル／約34×80cm
 

アップルパステル
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500 3005008400 JAN4992272589085

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3005008500 JAN4992272589092

フェイスタオル／約34×80cm
 

ずっと友達ハローキティ
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍・刺繍）
本体価格 ￥500
3005030700 JAN4992272640571

ミニタオル／約25×25cm
 

ありがとうハローキティ
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍・刺繍）
本体価格 ￥500
3005030800 JAN4992272640564

ミニタオル／約25×25cm
 

1 2
2
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シャンブルピンク
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
3005026500 JAN4992272640809

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
3005004000 JAN4992272582758

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
3005004100 JAN4992272582765

フェイスタオル／約34×80cm

ローズパステル
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
3005008600 JAN4992272589108

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
3005008700 JAN4992272589115

フェイスタオル／約34×80cm

リバティマイメロディ
（パイルジャカード・シェルメロー・刺繍）
本体価格 ￥500
3005012900 JAN4992272611151

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
3005013000 JAN4992272611168

フェイスタオル／約34×80cm

ピッキングフラワーズ
（パイルジャカード・ヨコ織り・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
3005017400 JAN4992272611236

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
3005017500 JAN4992272611243

フェイスタオル／約34×80cm

ロゴメロディ
（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 ￥500
3005028100 JAN4992272640878

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
3005028200 JAN4992272640885

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
3005028300 JAN4992272640892

フェイスタオル／約34×80cm
 無撚糸

ラブリーメロディ
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
3005025300 JAN4992272640700

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
3005025400 JAN4992272640717

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
3005025500 JAN4992272640724

フェイスタオル／約34×80cm
 

ずっと友達マイメロディ
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
3005030900 JAN4992272640595

ミニタオル／約25×25cm
 

ありがとうマイメロディ
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
3005031000 JAN4992272640588

ミニタオル／約25×25cm
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ラブリースター
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
3005025600 JAN4992272640731

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
3005025700 JAN4992272640748

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
3005025800 JAN4992272640755

フェイスタオル／約34×80cm
 

シャンブルツインズ
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
3005025900 JAN4992272640779

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
3005026000 JAN4992272640786

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
3005026100 JAN4992272640793

フェイスタオル／約34×80cm
 

シューティングスターリボン
（パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
3005013300 JAN4992272611175

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
3005013400 JAN4992272611182

フェイスタオル／約34×80cm

スターシーン
（無撚糸・スチームシャーリング・刺繍）
本体価格 ￥500
3005013700 JAN4992272611250

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
3005013800 JAN4992272611267

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

スターウォーク
（パイルジャカード・シェルメロー・サテンアップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
3005006600 JAN4992272582581

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
3005006700 JAN4992272582598

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
3005006800 JAN4992272582604

フェイスタオル／約34×80cm
●シェルメローはミニタオルのみ
　の仕様です。

星空ダンス
（染料プリント）
本体価格 ￥500
3005023500 JAN4992272632644

ウォッシュタオル／約34×35cm
本体価格 ￥1,000
3005023600 JAN4992272632651

フェイスタオル／約34×80cm
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ふわふわふらわー
（染料プリント）
本体価格 ￥500
3005018200 JAN4992272620672

ウォッシュタオル／約34×35cm
本体価格 ￥1,000
3005018300 JAN4992272620689

フェイスタオル／約34×80cm
 

シンプルドーナツ
（染料プリント）
本体価格 ￥500
3005018400 JAN4992272620696

ウォッシュタオル／約34×35cm
本体価格 ￥1,000
3005018500 JAN4992272620702

フェイスタオル／約34×80cm
 

たまごドット
（パイルジャカード・6ピック・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500 3005019200 JAN4992272620542

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 3005019300 JAN4992272620559

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3005019400 JAN4992272620566

フェイスタオル／約34×80cm
 

シャンブルクリーム
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500 3005031500 JAN4992272640816

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 3005031600 JAN4992272640823

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3005031700 JAN4992272640830

フェイスタオル／約34×80cm
 

おしゃれぐでたま
（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 ￥500 3005020900 JAN4992272620603

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 3005021000 JAN4992272620610

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3005021100 JAN4992272620627

フェイスタオル／約34×80cm
 

キッチングッズ
（パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500 3005021600 JAN4992272620573

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 3005021700 JAN4992272620580

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3005021800 JAN4992272620597

フェイスタオル／約34×80cm
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3  ニャニニュニェニョン
（染料プリント）
本体価格 ￥500
3005035600 JAN4992272655056

ウォッシュタオル／約34×35cm
 

4  チアリーチャム
（染料プリント）
本体価格 ￥500
3005035700 JAN4992272655063

ウォッシュタオル／約34×35cm
 

1  タキシードサム
（染料プリント）
本体価格 ￥500
3005035800 JAN4992272655032

ウォッシュタオル／約34×35cm
 

2  ポチャッコ
（染料プリント）
本体価格 ￥500
3005035900 JAN4992272655049

ウォッシュタオル／約34×35cm
 

リルリルフェアリル
（染料プリント）
本体価格 ￥500
3005022400 JAN4992272620795

ウォッシュタオル／約34×35cm
本体価格 ￥1,000
3005022500 JAN4992272620801

フェイスタオル／約34×80cm
 

こぎみゅん
（染料プリント）
本体価格 ￥500
3005033500 JAN4992272641066

ウォッシュタオル／約34×35cm
本体価格 ￥1,000
3005033600 JAN4992272641073

フェイスタオル／約34×80cm
 

こぎみゅんドット
（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 ￥500
3005032800 JAN4992272641080

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
3005032900 JAN4992272641097

フェイスタオル／約34×80cm
 無撚糸

モップとなかまたち
（染料プリント）
本体価格 ￥500
3005033900 JAN4992272641103

ウォッシュタオル／約34×35cm
本体価格 ￥1,000
3005034000 JAN4992272641110

フェイスタオル／約34×80cm
 

もふもふモップ
（甘撚り糸・パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥500
3005031300 JAN4992272641127

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
3005031400 JAN4992272641134

フェイスタオル／約34×80cm
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