
1928 年のスクリーンデビューから、

90 周年を迎えた、ミッキーマウス。

彼は、どんな時も、仲間たちの真ん中にいて、

新しい挑戦で、みんなを驚かせてくれた。

その冒険の旅は、スクリーンを飛び越え、

夢見るチカラと、ありったけの笑顔を、

世界中に届けてくれた。

ミッキーは、ただ一つの存在。

ミッキーがとなりにいれば、

未来はもっと、待ち遠しくなる。

ミッキーは永遠の友だち。

さあ、手を取り合って、

好奇心のままに、新たな一歩を踏み出そう。

これからも、ミッキーと一緒に。

ミッキーマウス ミッキー パレード
（無撚糸・パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500 2005082400 JAN4992272676419

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 2005082500 JAN4992272676426

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 2005082600 JAN4992272676433

フェイスタオル／約34×80cm 無撚糸

ミッキーマウスのスクリーンデビューから90年！記念ムード満載のタオルシリーズ

※こちらのページの商品は販売期間制限があります。
　詳しくは営業担当者までお問い合わせください。
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ディズニーファンタジア 魔法の帽子
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500 2005082700 JAN4992272676440

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 2005082800 JAN4992272676457

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 2005082900 JAN4992272676464

フェイスタオル／約34×80cm

ディズニーファンタジア 魔法使いの弟子
（染料プリント・マジックメロー・刺繍）
本体価格 ￥500 2005073700 JAN4992272660869

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 2005073800 JAN4992272660876

ウォッシュタオル／約34×35cm
本体価格 ￥1,000 2005073900 JAN4992272660883

フェイスタオル／約34×80cm
●マジックメローはミニタオルのみの仕様です。

ディズニーファンタジア マジックハット
（パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥500 2005072500 JAN4992272660906

ウォッシュタオル／約33×36cm
本体価格 ￥1,000 2005072600 JAN4992272660913

フェイスタオル／約33×80cm
ポルトガル製

ディズニー映画「ファンタジア」の世界観をタオルやインテリアに展開しました。

無撚糸

ディズニーファンタジア 魔法のうず
（無撚糸スチームシャーリング・マジックメロー・刺繍）
本体価格 ￥600 2005071500 JAN4992272657159

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 2005071600 JAN4992272657166

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 2005071700 JAN4992272657173

フェイスタオル／約34×80cm
●マジックメローはミニタオルのみの仕様です。

※こちらのページの商品は、販路制限があります。
　詳しくは営業担当者までお問い合わせください。
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ミニタオル�

ディズニーファンタジア シャイニングフロウ
（シェニール織り）
本体価格 ￥1,500
2005076200 JAN4992272660845

ミニタオル／約25×25cm

ディズニーファンタジア ほうきの召使い
（シェニール織り）
本体価格 ￥1,500
2005076300 JAN4992272660852

ミニタオル／約25×25cm

シェニール織り
シ ェ ニ ー ル 織り（ 再 織 ） は、 暖 か み
の あ る 独 特 の 風 合 い が 特 長 の 織 物
です。 この仕上がりを得るために、
一度織り上げた織物をタテ糸に添っ
て切断し、横糸として再び織り上げ
る、希少価値の高い織物として知ら
れています。二度の製織工程で作ら
れ、表も裏も同じ多色柄が特徴。

※こちらのページの商品は、販路制限があります。
　詳しくは営業担当者までお問い合わせください。
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ミッキーマウス ワンダフルミュージック
（シェニール織り）
本体価格 ￥1,500
2005074000 JAN4992272660623

ミニタオル／約25×25cm

ミッキーマウス ポップアップフェイス
（シェニール織り）
本体価格 ￥1,500
2005074100 JAN4992272660630

ミニタオル／約25×25cm

ミッキーマウス スタンドアップ
（シェニール織り）
本体価格 ￥1,500
2005074200 JAN4992272660647

ミニタオル／約25×25cm

トイ・ストーリー  ビック ピクサーボール
（シェニール織り）
本体価格 ￥1,500
2005074300 JAN4992272660654

ミニタオル／約25×25cm

ミッキーマウス レトロレッド
（染料プリント）
本体価格 ￥500
2005080300 JAN4992272676204

ミニタオル／約25×25cm

ドナルドダック レトロイエロー
（染料プリント）
本体価格 ￥500
2005080400 JAN4992272676211

ミニタオル／約25×25cm

ミッキーマウス ぐったり ミッキー
（杢糸・シャーリング・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥500
2005088700 JAN4992272676891

ミニタオル／約25×25cm

ヨーロッパの伝統的な工芸
品「シェニール織り」。複
雑な生産工程を経て丹念に
織りあげたタオルです。ビ
ロードのようなソフトな
手触りと鮮やかな色彩が特
徴。また、とても丈夫で使
い込むほどに「本物」の質
感と味わいを得ることがで
きます。
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TV を見てるようなレトロ感あふれる楽しいパッケージのミニタオル。
モノクロやカラーのオールドのミッキーマウスたちが楽しい。

ミッキーマウス 蒸気船テレビ
（染料プリント・パッケージ入り）
本体価格 ￥500
2005090000 JAN4992272677249

ミニタオル／約20×20cm

ミッキーマウス クッキングテレビ
（染料プリント・パッケージ入り）
本体価格 ￥500
2005090100 JAN4992272677256

ミニタオル／約20×20cm

ミッキーマウス 指揮者テレビ
（染料プリント・パッケージ入り）
本体価格 ￥500
2005090200 JAN4992272677263

ミニタオル／約20×20cm

ミッキーマウス メリーゴーランドテレビ
（染料プリント・パッケージ入り）
本体価格 ￥500
2005090300 JAN4992272677270

ミニタオル／約20×20cm
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（裏面）
（裏面）

ディズニー ポスターズ
（表面：ゴブラン織り　裏面：コーデュロイ・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
2335014300 JAN4992272661088

ポーチ／H17×W21.5×D6cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル91％・ナイロン９％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

ディズニー ポップアップ
（表面：ゴブラン織り　裏面：コーデュロイ・織りネーム）
本体価格 ￥2,500
2335014400 JAN4992272661095

ランチバッグ／H26×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91％・ナイロン９％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

ディズニー ヴィンテージファン
（無撚糸・パイルジャカード・ヨコ織り・織ネーム）
本体価格 ￥500 2005076700 JAN4992272661040

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 2005076800 JAN4992272661057

フェイスタオル／約34×80cm 無撚糸

ディズニー レトロブック
（MT:無燃糸・パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥1,000
2275025500 JAN4992272661507

本型ギフト箱／H13.6×W11.2×D3.7cm
タオル／約２５×25cm 無撚糸

（表面） （裏面）
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ディズニー　ギャラリー
（裏パイルジャカード・染料プリント・織りネーム）
本体価格 ￥500
2005070800 JAN4992272650990

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
2005070900 JAN4992272651003

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005071000 JAN4992272651010

フェイスタオル／約34×80cm

ディズニー　スターショー
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥500
2005070500 JAN4992272650969

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
2005070600 JAN4992272650976

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005070700 JAN4992272650983

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

レトロアートがオシャレで元気をくれる！
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はちみつ プーさん
（パイルジャカード）
本体価格 ￥500

〈ピンク〉 2005060300　JAN4992272650129
〈ブルー〉 2005060600　JAN4992272650150

ウォッシュタオル／約34×36cm

本体価格 ￥1,000
〈ピンク〉 2005060400　JAN4992272650136
〈ブルー〉 2005060700　JAN4992272650167

フェイスタオル／約34×80cm

シャルモント
（染料プリント）
本体価格 ￥500
2005011300 JAN4992272572209

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005011400 JAN4992272572216

フェイスタオル／約34×80cm

シュプレム
（染料プリント）
本体価格 ￥500
2005011500 JAN4992272572223

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005011600 JAN4992272572230

フェイスタオル／約34×80cm

フレンズシーン
（シャーリング・染料プリント・織りネーム）
本体価格 ￥500

〈イエロー〉 2005068700　JAN4992272650198
〈ピンク〉 2005068800　JAN4992272650228

ミニタオル／約25×25cm

本体価格 ￥500
〈イエロー〉 2005068900　JAN4992272650204
〈ピンク〉 2005069000　JAN4992272650235

ウォッシュタオル／約34×36cm

本体価格 ￥1,000
〈イエロー〉 2005069100　JAN4992272650211
〈ピンク〉 2005069200　JAN4992272650242

フェイスタオル／約34×80cm

くまのプーさん 読書タイム
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
2005072300 JAN4992272661101

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％ 
　刺繍部分：ポリエステル100％

くまのプーさん　ハニープレート
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥500
2005057100 JAN4992272621655

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％ 
　刺繍部分：ポリエステル100％

あたたかくて、どこか懐かしい
クラシック・プー�シリーズ

24

デ
ィ
ズ
ニ
ー

くまのプーさん みんなでお散歩
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
2005071900 JAN4992272661118

ミニタオル／約25×25cm

くまのプーさん あそびにいこう
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
2215020300 JAN4992272661187

玄関マット／H50×W80cm
●アクリル56%・ポリエステル39％・
　綿3％・レーヨン1％・ナイロン1％

くまのプーさん プーさんとお散歩
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,500
2335014500 JAN4992272661194

ランチバッグ／H26×W32×15cm（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88％・綿７％・レーヨン５％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

くまのプーさん プーさんとお散歩
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
2335014600 JAN4992272661200

トートバッグ／H35×W28cm(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88％・綿７％・レーヨン５％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

くまのプーさん 手をつないで
（パイルジャカード・朱子ヘム・刺繍）
本体価格 ￥500
2005072000 JAN4992272661125

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2005072100 JAN4992272661132

フェイスタオル／約34×80cm
本体価格 ￥2,000
2005072200 JAN4992272661149

バスタオル／約60×120cm
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Handkerchief
ハンカチ

箱サイズ／H23×W13×D3.6cm

日本製

ミニーマウス ドーリー ミニー
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
2275024900 JAN4992272661446

ドレスハンカチ／約50×50cm
●綿100% 日本製

ディズニーアニメーション 美女と野獣  ドーリー  ベル
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
2275025000 JAN4992272661453

ドレスハンカチ／約50×50cm
●綿100% 日本製

ふしぎの国のアリス ドーリー アリス
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
2275025100 JAN4992272661460

ドレスハンカチ／約50×50cm
●綿100%

日本製

白雪姫 ドーリー スノー
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
2275025200 JAN4992272661477

ドレスハンカチ／約50×50cm
●綿100% 日本製

塔の上のラプンツェル  ドーリー ラプンツェル
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
2275025300 JAN4992272661484

ドレスハンカチ／約50×50cm
●綿100% 日本製

アナと雪の女王 ドーリー アナ
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
2275025400 JAN4992272661491

ドレスハンカチ／約50×50cm
●綿100%
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細かい絵柄を全面刺繍で仕上げたリッチなミニタオル。
それぞれのストーリーが美しく再現されていて、見ているだけでも楽しい仕上がり。
額に入れてお部屋に飾れば素敵なインテリアに。

リトル・マーメイド まだ知らない世界
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
2005073000 JAN4992272660555

ミニタオル／約25×25cm

白雪姫 フォレストメモリー
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
2005073100 JAN4992272660562

ミニタオル／約25×25cm

シンデレラ ビビデバビデブー
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
2005073200 JAN4992272660579

ミニタオル／約25×25cm

塔の上のラプンツェル ゴールデンランタン
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
2005073300 JAN4992272660586

ミニタオル／約25×25cm

ミッキー＆ミニー グレートペア
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
2005072700 JAN4992272660524

ミニタオル／約25×25cm

ミッキー＆ミニー アニバーサリーデート
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
2005072800 JAN4992272660531

ミニタオル／約25×25cm

ミッキー＆ミニー ロングアイランド
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
2005072900 JAN4992272660548

ミニタオル／約25×25cm

ディズニーアニメーション 美女と野獣 ビューティフルモーメント
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
2005073400 JAN4992272660593

ミニタオル／約25×25cm

アナと雪の女王 フローズン メモリー
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
2005073500 JAN4992272660609

ミニタオル／約25×25cm

ふしぎの国のアリス ワンダーランドストーリー
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
2005073600 JAN4992272660616

ミニタオル／約25×25cm

ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
た
刺
繍
が
と
て
も
豪
華
な

全
面
刺
繍
ミ
ニ
タ
オ
ル
シ
リ
ー
ズ
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※季節商品のため在庫に限りがあります。ご了承ください。

EST.1837

MADE  IN  ENGLAND

HERITAGE ・DESIGN ・QUALITY

EST.1837

MADE  IN  ENGLAND

HERITAGE ・DESIGN ・QUALITY

ミッキーマウス トラッドチェック
（織りネーム）
本体価格 ￥4,800
2335017000 JAN4992272661521

クラッチバッグ／H25×W33cm
●表生地：ウール88%・ナイロン12%
　裏生地：合成皮革
　中生地：ポリエステル100%

ミッキーマウス トラッドチェック
（織りネーム）
本体価格 ￥3,800
2335017200 JAN4992272661545

四角バッグ(小)／H26×W29.5cm
●表生地：ウール88%・ナイロン12%
　中生地：ポリエステル100%
　皮革部分：合成皮革

ミッキーマウス トラッドチェック
（織りネーム）
本体価格 ￥5,800
2335017100 JAN4992272661538

四角バッグ(大)／H36×W35cm
●表生地：ウール88%・ナイロン12%
　中生地：ポリエステル100%
　皮革部分：合成皮革

ミッキーマウス トラッドチェック
（織りネーム）
本体価格 ￥5,800
2335016900 JAN4992272661514

トートバッグ／H26×W41×D12cm（持ち手含めず）
●表生地：ウール88%・ナイロン12%
　皮革部分：合成皮革
　中生地：ポリエステル100%

ミッキーマウス トラッドチェック
（織りネーム）
本体価格 ￥10,000
2215021100 JAN4992272661569

クッションカバー／H45×W45cm
●ウール88%・ナイロン12%

ミッキーマウス トラッドチェック
（織りネーム）
本体価格 ￥3,800
2335017300 JAN4992272661552

マルチケース／H26.5×W21.5cm
●表生地：ウール88%・ナイロン12%
　中生地：ポリエステル100%

（裏面）

イギリスの老舗生地メーカーMOON社の
オリジナル生地を使用したシリーズ。

伝統的なチェック柄にレトロなミッキーマウスを合わせた
大人っぽくもどこかユーモアのあるデザインに仕上がっています。

英国（MOON社）生地使用
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ミッキーマウス ビッグハット
（ウール・織りネーム）
本体価格 ￥3,800
2335018000 JAN4992272661743

ランチトート／H26×W32×D15cm（持ち手含めず）
●表生地：ウール88%・ナイロン12%
　中生地：ポリエステル100%

ミッキーマウス ビッグハット
（ウール・織りネーム）
本体価格 ￥4,800
2335017900 JAN4992272661736

トートバッグ／H35×W32×D8cm（持ち手含めず）
●表生地：ウール88%・ナイロン12%
　中生地：ポリエステル100%

ミッキーマウス ビッグハット
（ウール・織りネーム）
本体価格 ￥5,000
2215021900 JAN4992272661729

クッションカバー／H45×W45cm
●ウール88%・ナイロン12％

イギリスの老舗生地メーカーMOON社の生地を贅沢に使用したシリーズです。
ベース生地はもちろん、アップリケにもMOON社の生地を使用しています。

シルクハットに蝶ネクタイをしたミッキーマウスはどこか英国紳士を連想させます。
落ち着いたデザインなので大人の女性や男性にもお持ちいただきたい商品です。

※季節商品のため在庫に限りがあります。ご了承ください。

英国（MOON社）生地使用
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ミッキーマウス アースドット
（メリノウール・織りネーム）
本体価格 ￥2,500
2335018500 JAN4992272666991

ポーチ／H13×W19×D4.5cm
●表生地：ウール88%・ナイロン12%
　中生地：ポリエステル100%

ミッキーマウス アースドット
（メリノウール・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
2335018600 JAN4992272667004

薄型ポーチ／H16×W23×D1.5cm（持ち手含めず）
●表生地：ウール88%・ナイロン12%
　中生地：ポリエステル100%

ミッキーマウス アースドット
（メリノウール・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
2335018700 JAN4992272667011

ショルダーポーチ／H12×W18×D6cm（持ち手含めず）
●表生地：ウール88%・ナイロン12%
　中生地：ポリエステル100%
　皮革部分：合成皮革

ミッキーマウス アースドット
（メリノウール・織りネーム）
本体価格 ￥4,800
2335018800 JAN4992272667028

ミニバッグ／H20×W32×D9cm（持ち手含めず）
●表生地：ウール88%・ナイロン12%
　皮革部分：合成皮革
　中生地：ポリエステル100%

ミッキーマウス アースドット
（メリノウール・織りネーム）
本体価格 ￥4,800
2335017500 JAN4992272661620

クラッチバッグ／H25×W33cm
●表生地：ウール88%・ナイロン12%
　皮革部分：合成皮革
　中生地：ポリエステル100%

ミッキーマウス アースドット
（メリノウール・織りネーム）
本体価格 ￥3,800
2335017700 JAN4992272661644

四角バッグ(小)／H26×W29.5cm
●表生地：ウール88%・ナイロン12%
　中生地：ポリエステル100%
　皮革部分：合成皮革

ミッキーマウス アースドット
（メリノウール・織りネーム）
本体価格 ￥5,800
2335017600 JAN4992272661637

四角バッグ(大)／H36×W35cm
●表生地：ウール88%・ナイロン12%
　中生地：ポリエステル100%
　皮革部分：合成皮革

ミッキーマウス アースドット
（メリノウール・織りネーム）
本体価格 ￥5,800
2335017400 JAN4992272661613

トートバッグ／H26×W41×D12cm（持ち手含めず）
●表生地：ウール88%・ナイロン12%
　中生地：ポリエステル100%
　皮革部分：合成皮革

ミッキーマウス アースドット
（メリノウール・織りネーム）
本体価格 ￥10,000
2215021500 JAN4992272661668

クッションカバー／H45×W45cm
●ウール88%・ナイロン12%

（裏面）

英国（MOON社）生地使用
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運動会やピクニックなど、
用途にあわせて選べる２サイズシリーズ

おりたたんで持ち運べる便利なシートクッション

レジャーシート

おでかけシートクッション

Outdoor
Goods

Outdoor
Goods

ミッキーマウス ピクニックブルー
（プリント）
本体価格 ￥600
2215022100 JAN4992272662276

おでかけシートクッション／H27×W31.5×D1cm
●ポリエステル100%

ミッキーマウス レジャーポスター
（プリント）
本体価格 ￥600
2215022200 JAN4992272662283

おでかけシートクッション／H27×W31.5×D1cm
●ポリエステル100%

ミッキーマウス お出かけ ミッキー
（プリント）
本体価格 ￥600
2215022300 JAN4992272662290

おでかけシートクッション／H27×W31.5×D1cm
●ポリエステル100%

ミニーマウス ミニー キュート
（プリント）
本体価格 ￥600
2215022400 JAN4992272662306

おでかけシートクッション／H27×W31.5×D1cm
●ポリエステル100%

ミニーマウス ビビット ミニー
（プリント）
本体価格 ￥600
2215022500 JAN4992272662313

おでかけシートクッション／H27×W31.5×D1cm
●ポリエステル100%

ミッキーマウス ピクニックブルー
（プリント）
本体価格 ￥400
2215024500 JAN4992272678383

レジャーシート（S）／H60×W90cm
本体価格 ￥600
2215023000 JAN4992272662467

レジャーシート（L）／H90×W120cm
●ポリプロピレン

ミッキーマウス レジャーポスター
（プリント）
本体価格 ￥400
2215023800 JAN4992272669503

レジャーシート（S）／H60×W90cm
本体価格 ￥600
2215023100 JAN4992272662474

レジャーシート（L）／H90×W120cm
●ポリプロピレン

トイ・ストーリー レジャーボール
（プリント）
本体価格 ￥400
2215023900 JAN4992272669510

レジャーシート（S）／H60×W90cm
本体価格 ￥600
2215023200 JAN4992272662481

レジャーシート（L）／H90×W120cm
●ポリプロピレン

約 90cm

約
60
cm

Sサイズ

約 120cm

約
90
cm

Lサイズ

引っ掛けて
持ち運びやすい
フック付き

折り畳んでテープを留めると
コンパクトに持ち運べます！

引っ掛けて
持ち運びやすい
フック付き

折り畳んでテープを留めると
コンパクトに持ち運べます！

引っ掛けて
持ち運びやすい
フック付き

折り畳んでテープを留めると
コンパクトに持ち運べます！

引っ掛けて
持ち運びやすい
フック付き

折り畳んでテープを留めると
コンパクトに持ち運べます！

引っ掛けて
持ち運びやすい
フック付き

折り畳んでテープを留めると
コンパクトに持ち運べます！

引っ掛けて
持ち運びやすい
フック付き

折り畳んでテープを留めると
コンパクトに持ち運べます！

引っ掛けて
持ち運びやすい
フック付き

折り畳んでテープを留めると
コンパクトに持ち運べます！

引っ掛けて
持ち運びやすい
フック付き

折り畳んでテープを留めると
コンパクトに持ち運べます！
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アウトドアグッズ

Outdoor
Goods

持ち運びに便利♪家族で使える大きめサイズのピクニックシートです。

ピクニックシートOutdoor
Goods

アウトドアグッズ

ミッキーマウス ピクニックブルー
（プリント）
本体価格 ￥2,800
2215022600 JAN4992272662351

ピクニックシート／広げ：200×140cm
収納時：W38×φ16cm

ミッキーマウス レジャーポスター
（プリント）
本体価格 ￥2,800
2215022700 JAN4992272662368

ピクニックシート／広げ：200×140cm
収納時：W38×φ16cm

トイ・ストーリー ピクニック エイリアン
（プリント）
本体価格 ￥2,800
2215022800 JAN4992272662375

ピクニックシート／広げ：200×140cm
収納時：W38×φ16cm

トイ・ストーリー ピクニックボール
（プリント）
本体価格 ￥2,800
2215022900 JAN4992272662382

ピクニックシート／広げ：200×140cm
収納時：W38×φ16cm140cm

200cm

丸めて持ち運びが
できるバンド付き

二人で寝転がるのに
ちょうどいいサイズ

丸めて持ち運びが
できるバンド付き

二人で寝転がるのに
ちょうどいいサイズ

丸めて持ち運びが
できるバンド付き

二人で寝転がるのに
ちょうどいいサイズ
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ミッキー&ミニー　フローラルドット
（プリント）
本体価格 ￥1,800
2335001900 JAN4992272594980

ルームシューズ／23〜26cm対応
 

ドナルド&デイジー　フローラルストライプ
（プリント）
本体価格 ￥1,800
2335002100 JAN4992272595000

ルームシューズ／23〜26cm対応
 

ふしぎの国のアリス　ティータイムフレーム
（プリント）
本体価格 ￥1,800
2215006300 JAN4992272595062

ルームシューズ／23〜26cm対応
 

塔の上のラプンツェル　メモリーフレーム
（プリント）
本体価格 ￥1,800
2215006400 JAN4992272595024

ルームシューズ／23〜26cm対応
 

リトル・マーメイド　マリンフレーム
（プリント）
本体価格 ￥1,800
2215006200 JAN4992272595048

ルームシューズ／23〜26cm対応
 

ディズニーファンタジア ウィッシングオン
（刺繍）
本体価格 ￥2,000
2215024000 JAN4992272676532

ルームシューズ／22〜24cm対応

ミッキーマウス リトルテイラー
（プリント・刺繍）
本体価格 ￥2,000
2215020000 JAN4992272660999

ルームシューズ／22〜24cm対応

※ディズニー ファンタジア「ウィッシングオン」　
　ルームシューズは販路制限があります。
　詳しくは営業担当者までお問い合わせください。
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ルームシューズ

Interior
Goods
インテリアグッズ

Interior
Goods

ミッキーマウス　ミッキーとキャンプ
（刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
2335003300 JAN4992272620931

ルームシューズ／22〜24cm対応

ミニーマウス　ミニーとキャンプ
（刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
2335003400 JAN4992272620948

ルームシューズ／22〜24cm対応

ミッキー＆ミニー　ラインステッチ ウィリー
（デニム生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
2335001400 JAN4992272572384

ルームシューズ／22〜24cm対応

プーさん＆ピグレット　ラインステッチフレンズ
（デニム生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
2335001300 JAN4992272572414

ルームシューズ／22〜24cm対応

ゴブラン織りやデニム生地等
こだわってつくられたルーム
シューズシリーズ。大好きなキャ
ラクター達が仕様によって色々
な表情をみせてくれます。Room

 Shoes

※ディズニー ファンタジア「ウィッシングオン」　
　ルームシューズは販路制限があります。
　詳しくは営業担当者までお問い合わせください。
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