
TT-6010	 WT2
本体価格 ￥1,000

1105015200　JAN4992272627633

箱21×30×6cm　C/S×60ヶ
●本体:綿100％

無撚糸

TT-6025	 WT1/FT2
本体価格 ￥2,500

1105015500　JAN4992272627664

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●本体:綿100％

無撚糸

TT-6015	 WT1/FT1
本体価格 ￥1,500

1105015300　JAN4992272627640

箱21×30×6cm　C/S×40ヶ
●本体:綿100％

無撚糸

TT-6030	 WT1/BT1
本体価格 ￥3,000

1105015600　JAN4992272627671

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●本体:綿100％

無撚糸

TT-6020	 WT2/FT1
本体価格 ￥2,000

1105015400　JAN4992272627657

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●本体:綿100％ 無撚糸

TT-6040	 WT1/FT1/BT1
本体価格 ￥4,000

1105015700　JAN4992272627688

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●本体:綿100％ 無撚糸

G i f t  C o l l e c t i o n

TT-6315	 WT2
本体価格 ￥1,500

1105024100　JAN4992272666403

箱21×30×6cm　C/S×60ヶ
●本体：綿100%

TT-6320	 WT1/FT1
本体価格 ￥2,000

1105024200　JAN4992272666410

箱21×30×6cm　C/S×40ヶ
●本体：綿100%

TT-6325	 MT1/WT1/FT1
本体価格 ￥2,500

1105024300　JAN4992272666427

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●本体：綿100%

TT-6330	 WT1/FT2
本体価格 ￥3,000

1105024400　JAN4992272666434

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●本体：綿100%

TT-6340	 MT1/WT1/BT1
本体価格 ￥4,000

1105024500　JAN4992272666441

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●本体：綿100%

TT-6350	 WT1/FT1/BT1
本体価格 ￥5,000

1105024600　JAN4992272666458

箱28×36×6cm　C/S×20ヶ
●本体：綿100%



ツリー型のオーナメントパッケージからトトロがのぞく
プレゼントにピッタリなアイテムです。

トトロのふわふわのひざ
掛け＆ハーフ毛布が、
かわいい家型のギフト
ボックスにはいりました！
お子様はもちろん大人に
も喜んでいただけます。

オーナメントギフト

ONT-19050	 MT
本体価格 ￥500

1105026100　JAN4992272669244

箱H12×W12.5×D4.2cm　C/S×100ヶ
● 本体:綿100%  

アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%

ONT-19051	 MT
本体価格 ￥500

1105026200　JAN4992272669251

箱H12×W12.5×D4.2cm　C/S×100ヶ
●本体:綿100% 
　アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%

TT-61025G	 ひざ掛け1
本体価格 ¥3,000
箱18.1×22.8×15.5cm	 1105015800
JAN4992272627695 C/S×20ヶ

●ポリエステル100％

TT-61040G	 ハーフ毛布 1
本体価格 ¥4,000
箱18.1×22.8×15.5cm	 1105015900
JAN4992272627701 C/S×20ヶ

●ポリエステル100％

TT-6420	 WT1/FT1
本体価格 ￥2,000

1105024900　JAN4992272666489

箱21×30×6cm　C/S×40ヶ
●綿100%

ポルトガル製

TT-6425	 WT2/FT1
本体価格 ￥2,500

1105025000　JAN4992272666496

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100%

ポルトガル製

TT-6430	 WT1/FT2
本体価格 ￥3,000

1105025100　JAN4992272666502

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100%

ポルトガル製

TT-6440	 FT1/BT1
本体価格 ￥4,000

1105025200　JAN4992272666519

箱28×36×6cm　C/S×16ヶ
●綿100%

ポルトガル製

TT-6450	 WT1/FT1/BT1
本体価格 ￥5,000

1105025300　JAN4992272666526

箱30×48×6cm　C/S×12ヶ
●綿100%

ポルトガル製

TT-6415	 WT2
本体価格 ￥1,500

1105024800　JAN4992272666472

箱21×30×6cm　C/S×60ヶ
●綿100%

ポルトガル製



JJ-5715	 WT2
本体価格 ￥1,500

1105025500　JAN4992272666540

箱21×30×6cm　C/S×60ヶ
● 本体:綿100%  

アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%

無撚糸

JJ-5720	 WT1/FT1
本体価格 ￥2,000

1105025600　JAN4992272666557

箱21×30×6cm　C/S×40ヶ
● 本体:綿100%  

アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%

無撚糸

JJ-5725	 WT2/FT1
本体価格 ￥2,500

1105025700　JAN4992272666564

箱23.5×33.5×8cm　C/S×40ヶ
● 本体:綿100%  

アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%

無撚糸

JJ-5730	 WT1/FT2
本体価格 ￥3,000

1105025800　JAN4992272666571

箱28×36×8cm　C/S×30ヶ
● 本体:綿100%  

アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%

無撚糸

JJ-5740	 FT1/BT1
本体価格 ￥4,000

1105025900　JAN4992272666588

箱28×36×8cm　C/S×30ヶ
● 本体:綿100%  

アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%

無撚糸

G i f t  C o l l e c t i o n

GX-0045	 MT9
本体価格 ¥5,000
箱36×28×6cm	 0584900600
JAN4992272540499 C/S×20ヶ

●本体：綿100％



DS-5710	 WT2
本体価格 ￥1,000

2275021200　JAN4992272667257

箱21×30×4cm　C/S×60ヶ
●綿100%

DS-5715	 WT1/FT1
本体価格 ￥1,500

2275021300　JAN4992272667264

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●綿100%

DS-5720	 WT2/FT1
本体価格 ￥2,000

2275021400　JAN4992272667271

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●綿100%

DS-5725	 WT1/FT2
本体価格 ￥2,500

2275021500　JAN4992272667288

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100%

DS-5730	 WT1/BT1
本体価格 ￥3,000

2275021600　JAN4992272667295

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100%

DS-5740	 WT1/FT1/BT1
本体価格 ￥4,000

2275021700　JAN4992272667301

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100%

DS-5750	 WT1/FT2/BT1
本体価格 ￥5,000

2275021800　JAN4992272667318

箱30×48×6cm　C/S×16ヶ
●綿100%
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モダンプレイ

ウォッシュタオル	（WT）	約34×36cm
フェイスタオル	 （FT）	 約34×80cm
バスタオル	 （BT）	 約60×120cm

mickey
mouse

G i f t  C o l l e c t i o n

DS-4410  WT2
本体価格 ￥1,000

2275020500　JAN4992272667189

箱21×30×4cm　C/S×60ヶ
●綿100%

DS-4415  WT1/FT1
本体価格 ￥1,500

2275020600　JAN4992272667196

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●綿100%

DS-4420  WT2/FT1
本体価格 ￥2,000

2275020700　JAN4992272667202

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●綿100%

DS-4425  WT1/FT2
本体価格 ￥2,500

2275020800　JAN4992272667219

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100%

DS-4430  WT1/BT1
本体価格 ￥3,000

2275020900　JAN4992272667226

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100%

DS-4440  WT1/FT1/BT1
本体価格 ￥4,000

2275021000　JAN4992272667233

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100%

DS-4450  WT1/FT2/BT1
本体価格 ￥5,000

2275021100　JAN4992272667240

箱30×48×6cm　C/S×16ヶ
●綿100%
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スウィートタウン

ウォッシュタオル （WT） 約34×36cm
フェイスタオル （FT） 約34×80cm
バスタオル （BT） 約60×120cm

mickey
mouse



ハニーストーリーエブリデイモメンツ

ミニタオル	（MT）	約20×20cm

ウエディングギフト

DP-3403	 ウエディングMT
本体価格�￥300

2275019200　JAN4992272664454

袋入り16.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-5635	 玄関マット1
本体価格�￥3,500

2275019700　JAN4992272664621

箱30×48×6cm　C/S×16ヶ
●�アクリル56%･ポリエステル39%･綿3%･�
レーヨン1%･ナイロン1%

DS-8105	 FT1
本体価格�￥500

2275014200　JAN4992272664096

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

DP-3305	 FT1
本体価格�￥500

2275012900　JAN4992272664102

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%
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パーソナルギフト

あそびにいこう
ウォッシュタオル	（WT）	約34×36cm
フェイスタオル	 （FT）	 約34×80cm
バスタオル		 （BT）	 約60×120cm

ショコラオレ

本体価格 ￥1,000
2275006000

DP-2910 WT2

箱21×30×4cm
C/S×60ケJAN4992272596335

●�綿100％

本体価格 ￥1,500
2275006100

DP-2915 WT1/FT1

箱23.5×33.5×6cm
C/S×40ケJAN4992272596342

●�綿100％

本体価格 ￥2,000
2275006200

DP-2920 WT2/FT1

箱23.5×33.5×6cm
C/S×40ケJAN4992272596359

●�綿100％

本体価格 ￥2,500
2275006300

DP-2925 WT1/FT2

箱23.5×33.5×6cm
C/S×40ケJAN4992272596366

●�綿100％

本体価格 ￥3,000
2275006400

DP-2930 WT1/BT1

箱28×36×6cm
C/S×30ケJAN4992272596373

●�綿100％

本体価格 ￥4,000
2275006500

DP-2940 WT1/FT1/BT1

箱28×36×6cm
C/S×30ケJAN4992272596380

●�綿100％

本体価格 ￥5,000
2275006600

DP-2950 WT1/FT2/BT1

箱30×48×6cm
C/S×16ケJAN4992272596397

●�綿100％
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G i f t  C o l l e c t i o n

大人っぽいくまのプーさんのアートを
使用したギフトシリーズ。
お菓子のショコラをイメージさせる
カラーとパステル調のアイコンがポイントです。



G i f t  C o l l e c t i o n

※フィギュアは株式会社タカラトミー様の商品です。

DS-5820	 WT1/FT1
本体価格 ￥2,000

2275023400　JAN4992272667479

箱23×29×7cm　C/S×40ヶ
●綿100%

DS-5825	 WT2/FT1
本体価格 ￥2,500

2275023500　JAN4992272667486

箱23×29×7cm　C/S×20ヶ
●綿100%

DS-5830	 WT1/FT2
本体価格 ￥3,000

2275023600　JAN4992272667493

箱23×29×7cm　C/S×20ヶ
●綿100%

DS-5835	 WT2/FT2
本体価格 ￥3,500

2275023700　JAN4992272667509

箱23×29×7cm　C/S×20ヶ
●綿100%

DS-5005　　　	　　　　	　　　　　　　　　　　
FT1
本体価格 ￥500

2275014400　JAN4992272664072

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

DS-6703　　　	ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275019300　JAN4992272664461

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-6803　　　	ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275019400　JAN4992272664478

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-7003　　　	ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275019600　JAN4992272664492

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-6903　　　	ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275019500　JAN4992272664485

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

ミニタオル （MT） 約20×20cm

ウエディング
ミニタオル

ウォッシュタオル （WT） 約34×36cm
フェイスタオル （FT） 約34×80cm

プレイタイム

パーソナル
ギフト

あいさつ エイリアン

エンブロイダリー ウッディ

エンブロイダリー バズエンブロイダリー ピクサー エンブロイダリー エイリアン
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DS-4350  MT9
本体価格 ￥5,000

2275010800　JAN4992272631388

箱36×28×6cm　C/S×20ヶ
●綿100%
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ディズニー ドレスシリーズ

D i s n e y  D res s  s e r i e s
ミニタオル （MT） 約25×25cm

G i f t  C o l l e c t i o n



APPROVAL NO.S593614

DO-0405	 FT1
本体価格�￥500

2805007600　JAN4992272664171

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

DO-0310	 WT2
本体価格�￥1,000

2805008500　JAN4992272667790

箱21×30×4cm　C/S×60ヶ
●綿100%

DO-0315	 WT1/FT1
本体価格�￥1,500

2805008600　JAN4992272667806

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●綿100%

DO-0320	 WT2/FT1
本体価格�￥2,000

2805008700　JAN4992272667813

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●綿100%

DO-0325	 WT1/FT2
本体価格�￥2,500

2805008800　JAN4992272667820

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100%

DO-0330	 WT1/BT1
本体価格�￥3,000

2805008900　JAN4992272667837

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100%
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G i f t  C o l l e c t i o n

ドラえもんのどこでもドア関連のアートです。

ウォッシュタオル	（WT）	約34×36cm
フェイスタオル	 （FT）	 約34×80cm
バスタオル	 （BT）	 約60×120cm

な かよし 兄 妹
フェイスタオル	（FT）	 約34×75cm

ポップライン

G i f t  C o l l e c t i o n

P.25 右下にコピーライトが入っているので、ロゴだけで使用可能です。

P.26 ハローキティハウスのロゴはキティーちゃん抜きのロゴでお願い致します。

P.66 キャラクター抜きのロゴでお願い致します。

無撚糸

KT-8910	 WT2
本体価格�￥1,000

3605001000　JAN4992272631036

箱21×30×4cm　C/S×60ヶ
●綿100％

無撚糸

KT-8920	 WT2/FT1
本体価格�￥2,000

3605001200　JAN4992272631050

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●綿100％ 無撚糸

KT-8930	 WT2/FT2
本体価格�￥3,000

3605001400　JAN4992272631074

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100％ 無撚糸

KT-8915	 WT1/FT1
本体価格�￥1,500

3605001100　JAN4992272631043

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●綿100％ 無撚糸

KT-8925	 WT1/FT2
本体価格�￥2,500

3605001300　JAN4992272631067

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100％

お家の形にダイカット！
とっても可愛いデザインタオル。

クラシカルなキティのタオルは、
どこか懐かしいトーンの大人可愛いデザインです。

ウォッシュタオル		（WT）	 約34×36cm
フェイスタオル	 	（FT）	 約34×80cm

ハローキティハウス
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PT-0520	 MT3
本体価格 ￥2,000

5725003600　JAN4992272668216

箱15.2×12.2×10cm　C/S×30ヶ
●綿100% 無撚糸

PT-0405	 FT1
本体価格 ￥500

5725002000　JAN4992272664256

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%
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箱のページをめくると、 『ピーターラビットのおはなし』の
一部とファンタジーなミニタオルが入っています。
大切な方への贈りものにしたいギフトです。

世界中から愛されている、
ピーターラビットの絵本のような
箱に入ったタオルギフトです。

ミニタオル （MT） 約25×25cm

ホ ワ イト フ ラ ワ ー

パ ー ソ ナ ル ギ フト  
花 風

PT-0212	 WT2
本体価格 ￥1,200

5725002600　JAN4992272668117

箱21×30×4cm　C/S×60ヶ
●綿100%

PT-0218	 WT1/FT1
本体価格 ￥1,800

5725002700　JAN4992272668124

箱21×30×4cm　C/S×40ヶ
●綿100%

PT-0224	 WT2/FT1
本体価格 ￥2,400

5725002800　JAN4992272668131

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●綿100%

PT-0230	 WT1/FT2
本体価格 ￥3,000

5725002900　JAN4992272668148

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●綿100%

PT-0234	 WT1/BT1
本体価格 ￥3,400

5725003000　JAN4992272668155

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100%

PT-0246	 WT1/FT1/BT1
本体価格 ￥4,600

5725003100　JAN4992272668162

箱28×36×6cm　C/S×20ヶ
●綿100%
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G i f t  C o l l e c t i o n

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。

世界中で愛されている
『ピーターラビットのおはなし』

ウォッシュタオル （WT） 約34×36cm
フェイスタオル （FT） 約34×80cm
バスタオル （BT） 約60×120cm

ロンドンタウン

モコモコの長帽子で有名な衛兵さんやビッグ・ベンなど、ロンドンならではの風景が沢山！
ピーターラビットのタオルギフトに美しいロンドンの街並みをデザインしたシリーズが新登場です。

Photo/S.C.P



〈 パッケージ 〉

MM-95	 MT2
本体価格 ￥1,500

1485005200　JAN4992272669947

箱13×φ8.4cm　C/S×20ヶ
●本体：綿100%

無撚糸
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ムーミン一家のお家が素敵なギフトパッケージになりました。中には可愛いミニタオルが入っています。

缶入りで２層に分かれているので、キャンディや小物入れにもなる夢のあるギフトです。
ムーミンハウスギフト
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G i f t  C o l l e c t i o n

ムーミンと個性豊かな仲間達が描

かれたタオルは、優しい手触りと

雰囲気がのどかでほのぼのと贈る

ひとのやさしさを伝えます。

大好きな
ムーミン谷の
世界を
タオルギフトで
届けます。

ウォッシュタオル （WT） 約34×36cm
フェイスタオル （FT） 約34×80cm
バスタオル （BT） 約60×120cm

ムーミン谷 の日々

MM-9112	 WT2
本体価格 ￥1,200

1485001700　JAN4992272628272

箱20.5×27×6cm　C/S×60ヶ
●綿100％

無撚糸

MM-9126	 WT1/FT2
本体価格 ￥2,600

1485002000　JAN4992272628302

箱23×33×6cm　C/S×30ヶ
●綿100％

無撚糸

MM-9116	 WT1/FT1
本体価格 ￥1,600

1485001800　JAN4992272628289

箱23×33×6cm　C/S×40ヶ
●綿100％

無撚糸

MM-9122	 WT2/FT1
本体価格 ￥2,200

1485001900　JAN4992272628296

箱23×33×6cm　C/S×40ヶ
●綿100％

無撚糸

MM-9130	 FT1/BT1
本体価格 ￥3,000

1485002100　JAN4992272628319

箱27×37×6cm　C/S×30ヶ
●綿100％

無撚糸

MM-9136	 WT1/FT1/BT1
本体価格 ￥3,600

1485002200　JAN4992272628326

箱27×37×6cm　C/S×30ヶ
●綿100％

無撚糸



インゲラ・アリアニウス

Ⓒ 2016 Ingela Peterson Arrhenius. All Rights Reserved

IG-0008	 WT1
本体価格 ￥800

3605000000　JAN4992272628821

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100％ 無撚糸

IG-0020	 WT1/FT1
本体価格 ￥2,000

3605000400　JAN4992272628869

箱21×30×6cm　C/S×40ヶ
●綿100％

無撚糸

IG-0009	 WT1
本体価格 ￥800

3605000100　JAN4992272628838

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100％ 無撚糸

IG-0025	 WT2/FT1
本体価格 ￥2,500

3605000500　JAN4992272628876

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●綿100％ 無撚糸

IG-0015	 WT2
本体価格 ￥1,500

3605000300　JAN4992272628852

箱21×30×6cm　C/S×60ヶ
●綿100％

無撚糸

IG-0030	 WT1/BT1
本体価格 ￥3,000

3605000600　JAN4992272628883

箱28×36×6cm　C/S×40ヶ
●綿100％

無撚糸
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ウォッシュタオル （WT） 約34×36cm
フェイスタオル （FT） 約34×80cm
バスタオル （BT） 約60×120cm

カラフルアニマルズ

インゲラ・P・アリアニウス（Ingela P 
Arrhenius）はスウェーデンを代表する
イラストレーターです。広告、出版、パッ
ケージング、プロダクトなど世界各地のク

ライアントにイラストレーションを提供しています。近年は「タイポ
グラフィー」、「カラー」、「レトロ」といったキーワードを元に子供向
けだけでなく、大人にも受け入れられるデザインにも積極的に取
り組んでいます。50年〜60年代のデザインを愛する彼女のイラ
ストはシンプルでありながら暖かさのあるデザインばかりです。お
菓子や紅茶などの食品の製品パッケージ、広告やポスター、ス
ウェーデン郵政の切手デザインにも採用されています。

Profile

Ingela P Arrhenius
（インゲラ・P・アリアニウス）

リサ・ラーソン

LL-0308  WT1
本体価格 ￥800

6925002400　JAN4992272628708

箱25×15×3.5cm　C/S×60ヶ
●綿100％ ポルトガル製

LL-0310  WT1
本体価格 ￥800

6925002600　JAN4992272628722

箱25×15×3.5cm　C/S×60ヶ
●綿100％ ポルトガル製

LL-0315  WT2
本体価格 ￥1,500

6925002800　JAN4992272628746

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●綿100％ ポルトガル製

LL-0330  WT2/FT1
本体価格 ￥3,000

6925003100　JAN4992272628777

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100％ ポルトガル製

LL-0340  FT3
本体価格 ￥4,000

6925003200　JAN4992272628784

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100％ ポルトガル製

LL-0350  WT1/FT1/BT1
本体価格 ￥5,000

6925003300　JAN4992272628791

箱30×48×6cm　C/S×16ヶ
●綿100％ ポルトガル製

LL-0320  WT1/FT1
本体価格 ￥2,000

6925002900　JAN4992272628753

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●綿100％ ポルトガル製

LL-0325  FT2
本体価格 ￥2,500

6925003000　JAN4992272628760

箱23.5×33.5×6cm　C/S×30ヶ
●綿100％ ポルトガル製

LL-0309  WT1
本体価格 ￥800

6925002500　JAN4992272628715

箱25×15×3.5cm　C/S×60ヶ
●綿100％ ポルトガル製

LL-0311  WT1
本体価格 ￥800

6925002700　JAN4992272628739

箱25×15×3.5cm　C/S×60ヶ
●綿100％ ポルトガル製

G i f t  C o l l e c t i o n

ウォッシュタオル	（WT）	約33×36cm
フェイスタオル	 （FT）	 約33×80cm
バスタオル	 （BT）	 約60×120cm

カラフルシリーズ

世界有数のタオル生産国
「ポルトガル」で生まれた、
品質・使い心地の良さに
優れたワンランク上のタオルです。
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AN-0012  WT2
本体価格 ￥1,200

6025001000　JAN4992272666946

箱21×30×6cm　C/S×60ヶ
●綿100%

ポルトガル製

AN-0018  WT3
本体価格 ￥1,800

6025001100　JAN4992272666953

箱23.5×33.5×8cm　C/S×40ヶ
●綿100% ポルトガル製

AN-0024  WT2/FT1
本体価格 ￥2,400

6025001200　JAN4992272666960

箱23.5×33.5×8cm　C/S×40ヶ
●綿100% ポルトガル製

AN-0030  WT1/FT2
本体価格 ￥3,000

6025001300　JAN4992272666977

箱28×36×8cm　C/S×30ヶ
●綿100%

ポルトガル製

AN-0036  WT2/FT2
本体価格 ￥3,600

6025001400　JAN4992272666984

箱28×36×8cm　C/S×30ヶ
●綿100%

ポルトガル製

アノラックはイギリス、ロンドンの東南
部にある、マット・パウエル・ペリー氏と
ローリー・ロバートソン氏夫妻による家
族経営の会社です。二人はアノラック
社の経営者であると同時に、二人の幼
ない子供の両親でもあります。
2009年にローリー氏がロンドンの有名
なロイヤル・カレッジ・オブ・アートを
卒業後に創設されたアノラックは彼女
が幼少期にオレンジ色のキャンピング
カーでキャンプへと繰り出した思い出を
元に『大自然を敬う』という理念のもと
家庭、アウトドアといった日常の日々を
意識して創り出されたブランドです。
アノラック製品は印象的な動物のシル
エットと独特なカラーを用いることで日
常の中に楽しさや奇抜さをもたらしま
す。ハリネズミ、ウサギ、アヒル、リスか
ら熊、トナカイまでスタイリッシュかつ
洗練されたデザインは大胆でとてもユ
ニークです。

子供の頃にキャンプをして過ごした思い出がアイデアとなって描かれたアノラック。
ハリネズミ、ウサギ、アヒル、リスから熊、トナカイまで
スタイリッシュかつ洗練されたデザインは大胆でとてもユニークです。

【 アノラック 】

ウォッシュタオル	（WT）	約33×36cm
フェイスタオル	 （FT）	 約33×80cm

キスアニマルズ
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AA-0015  WT2
本体価格 ￥1,500

6065003400　JAN4992272668858

箱21×30×4cm　C/S×60ヶ
●綿100% 無撚糸 日本製

AA-0020  WT1/FT1
本体価格 ￥2,000

6065003500　JAN4992272668865

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●綿100% 無撚糸 日本製 無撚糸 日本製

AA-0025  WT2/FT1
本体価格 ￥2,500

6065003600　JAN4992272668872

箱23.5×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●綿100%

AA-0030  WT1/FT2
本体価格 ￥3,000

6065003700　JAN4992272668889

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100% 無撚糸 日本製

AA-0040  WT1/BT1
本体価格 ￥4,000

6065003800　JAN4992272668896

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100% 無撚糸 日本製

AA-0050  WT1/FT1/BT1
本体価格 ￥5,000

6065003900　JAN4992272668902

箱28×36×6cm　C/S×12ヶ
●綿100% 無撚糸 日本製

G i f t  C o l l e c t i o n

「aarikka」アアリッカはフィンランドの老舗ブラ
ンドです。創業者のカイヤ・アーリッカとその夫
エルッキ・ルオコネンによって１９５４年に創設
されました。カイヤ・アーリッカが工業専門学
校の卒業制作で自作の生地で洋服をデザ
インした時、ぴったりのボタンが見つからず、自
分で木製のボタンを作ったのが始まりです。
日本で初めて展開されるテキスタイル製品
「アアリッカ・デザインシリーズ」はアアリッカ
の代表的な木製品の優しさと温もりを感じ
させる北欧デザインです。

【 アアリッカ 】

ウォッシュタオル	（WT）	約34×36cm
フェイスタオル	 （FT）	 約34×80cm
バスタオル	 （BT）	 約60×120cm

ラハヤ

［今治タオルブランド］
認定番号：第2017-1511号 
              第2017-1549号
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ウォッシュタオル	（WT）	約34×36cm
フェイスタオル	 （FT）	 約34×80cm
バスタオル	 （BT）		約60×120cm

バンブースクエアー

D-3110  WT2
本体価格 ￥1,000

0355072400　JAN4992272629927

箱21×30×4cm　C/S×60ヶ
●綿55％・レーヨン45％ トルコ製

D-3115  WT1/FT1
本体価格 ￥1,500

0355072500　JAN4992272629934

箱21×30×4cm　C/S×40ヶ
●綿55％・レーヨン45％ トルコ製

D-3120  FT2
本体価格 ￥2,000

0355072600　JAN4992272629941

箱23.5×33.5×6cm　C/S×30ヶ
●綿55％・レーヨン45％ トルコ製

D-3125  WT1/FT2
本体価格 ￥2,500

0355072700　JAN4992272629958

箱23.5×33.5×6cm　C/S×30ヶ
●綿55％・レーヨン45％ トルコ製

D-3130  WT1/BT1
本体価格 ￥3,000

0355072800　JAN4992272629965

箱28×36×6cm　C/S×20ヶ
●綿55％・レーヨン45％ トルコ製

D-3150  WT1/FT2/BT1
本体価格 ￥5,000

0355073000　JAN4992272629989

箱30×48×6cm　C/S×12ヶ
●綿55％・レーヨン45％ トルコ製

D-3140  WT1/FT1/BT1
本体価格 ￥4,000

0355072900　JAN4992272629972

箱28×36×6cm　C/S×20ヶ
●綿55％・レーヨン45％ トルコ製

ト
ル
コ
の
タ
オ
ル
に
は一
〇
〇
〇
年
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

ト
ル
コ
製
タ
オ
ル
の
ル
ー
ツ
は
古
代
ト
ル
コ
や
旧
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
あ
り
ま
す
。

古
代
文
化
や
ト
ル
コ
の
遺
産
か
ら
イ
ン
ス
パ
イ
ア
を
受
け
る一
方
で
、

過
去
や
未
来
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ト
レ
ン
ド
や
色
も
参
考
に
し
て
い
ま
す
。

トルコ製上質タオル。竹の天然繊維！
バンブーレーヨンの光沢となめらかな
手触りを届けます。
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E-1210  WT2
本体価格 ￥1,000

0365059500　JAN4992272598100

箱21×30×4cm　C/S×60ヶ
●綿100％ ポルトガル製

E-1230  WT1/BT1
本体価格 ￥3,000

0365059900　JAN4992272598148

箱28×36×6cm　C/S×20ヶ
●綿100％ ポルトガル製

E-1240  WT1/FT1/BT1
本体価格 ￥4,000

0365060000　JAN4992272598155

箱28×36×6cm　C/S×20ヶ
●綿100％ ポルトガル製

E-1250  WT1/FT2/BT1
本体価格 ￥5,000

0365060100　JAN4992272598162

箱30×48×6cm　C/S×12ヶ
●綿100％ ポルトガル製

E-1215  WT1/FT1
本体価格 ￥1,500

0365059600　JAN4992272598117

箱21×30×4cm　C/S×40ヶ
●綿100％ ポルトガル製

E-1220  FT2
本体価格 ￥2,000

0365059700　JAN4992272598124

箱23.5×33.5×6cm　C/S×30ヶ
●綿100％ ポルトガル製

E-1225  WT1/FT2
本体価格 ￥2,500

0365059800　JAN4992272598131

箱23.5×33.5×6cm　C/S×30ヶ
●綿100％ ポルトガル製
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ポ
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し
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人
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シ
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グ
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触
り
は
艶
や
か
で
極
上
で
す
。

ビ ーム
ウォッシュタオル	（WT）	約33×36cm
フェイスタオル	 （FT）	 約33×80cm
バスタオル	 （BT）		約60×120cm

PORTUGAL 
Towel 

ポルトガル製タオル



J-4305  WT1
本体価格 ￥500

0080310000　JAN4992272453614

箱20×15×4cm　C/S×100ヶ
●綿100％

日本製

J-4310  WT2
本体価格 ￥1,000

0080310100　JAN4992272453621

箱20×30×4cm　C/S×60ヶ
●綿100％

日本製

J-4315  FT2
本体価格 ￥1,500

0080310200　JAN4992272453638

箱20×30×4cm　C/S×60ヶ
●綿100％

日本製

J-4330  WT2/BT1
本体価格 ￥3,000

0080310500　JAN4992272453669

箱30×40×6cm　C/S×20ヶ
●綿100％

日本製

J-4350  WT2/BT2
本体価格 ￥5,000

0080310800　JAN4992272453690

箱30×52×6.5cm　C/S×12ヶ
●綿100％

日本製

J-4340  WT1/FT2/BT1
本体価格 ￥4,000

0080310700　JAN4992272453683

箱30×40×6cm　C/S×20ヶ
●綿100％

日本製

J-4335  FT2/BT1
本体価格 ￥3,500

0080310600　JAN4992272453676

箱30×40×6cm　C/S×20ヶ
●綿100％

日本製

J-4325  WT1/BT1
本体価格 ￥2,500

0080310400　JAN4992272453652

箱24×36×5cm　C/S×30ヶ
●綿100％

日本製

J-4320  WT1/FT2
本体価格 ￥2,000

0080310300　JAN4992272453645

箱24×36×5cm　C/S×30ヶ
●綿100％

日本製
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G i f t  C o l l e c t i o n

今治品質のタオルギフト。

素材を選び、織りを考え、洗いを丁寧にかける。

繊維の不純物を取り除く技術により

抜群の吸水性を誇ります。

蒼 海 そうかい

ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル		

（WT）
（ F T）
（B T）

約34×36cm
約34×80cm
約60×120cm

今治タオルは、素材選びから、織り、染め、後処理に至るまで、百二十
年の歴史を重ねる中で蓄積された、幾多のノウハウと卓越した職人技
により造られています。今治タオル産地では品質を確実に保証するた
め、「今治タオル工業組合」が定める独自の品質基準に合格したもので
なければブランドマーク＆ロゴの使用を認めていません。
安全で安心して使え、かつ環境負荷が少ない、人と地球に配慮した「使
い心地のよい良質のタオル」です。

こだわりの今治タオル

［今治タオルブランド］
認定番号：第2009-580号

［今治タオルブランド］
認定番号：第2017-2375号

K-3415  WT2
本体価格 ￥1,500

0515017400　JAN4992272668971

箱21×30×4cm　C/S×60ヶ
●綿100%

日本製

K-3420  WT1/FT1
本体価格 ￥2,000

0515017500　JAN4992272668988

箱21×30×4cm　C/S×40ヶ
●綿100%

日本製

K-3425  WT2/FT1
本体価格 ￥2,500

0515017600　JAN4992272668995

箱23.4×33.5×6cm　C/S×40ヶ
●綿100% 日本製

K-3430  WT1/BT1
本体価格 ￥3,000

0515017700　JAN4992272669008

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100%

日本製

K-3440  WT1/FT1/BT1
本体価格 ￥4,000

0515017800　JAN4992272669015

箱28×36×6cm　C/S×30ヶ
●綿100%

日本製

K-3550  WT1/FT2/BT1
本体価格 ￥5,000

0515017900　JAN4992272669022

箱30×40.5×6cm　C/S×16ヶ
●綿100%

日本製
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G i f t  C o l l e c t i o n

沖　浪 ウォッシュタオル	 （WT）	 約33×36cm
フェイスタオル	 （FT）	 約33×80cm

葛飾北斎
宝歴10 年〜嘉永２

葛飾北斎（1760〜1849年）は、世
界一有名な日本の画家。江戸後期
の浮世絵師です。『富嶽三十六景』
『北斎漫画』が特に有名ですが、森
羅万象あらゆるものを自在な筆で
描き、浮世絵版画、肉筆画など様々
なジャンルを手掛けました。生涯に
３万点を超える作品を発表、世界
中の芸術家に影響を与えました。

浮世絵版画の板ぼかしを表現したグレートウエーブ、
北斎の名作『神奈川沖浪裏』を描いたタオルギフトです。



J-1710  WT2
本体価格 ￥1,000

0085015900　JAN4992272628982

箱21×30×4cm　C/S×60ヶ
●綿100％ 日本製

J-1715  FT2
本体価格 ￥1,500

0085016000　JAN4992272628999

箱21×30×4cm　C/S×60ヶ
●綿100％ 日本製

J-1720  WT1/FT2
本体価格 ￥2,000

0085016100　JAN4992272629002

箱23.5×33.5×6cm　C/S×30ヶ
●綿100％ 日本製

J-1725  WT1/BT1
本体価格 ￥2,500

0085016200　JAN4992272629019

箱23.5×33.5×6cm　C/S×30ヶ
●綿100％ 日本製

J-1750  WT2/BT2
本体価格 ￥5,000

0085016600　JAN4992272629057

箱30×40.5×6cm　C/S×12ヶ
●綿100％ 日本製

J-1740  WT1/FT2/BT1
本体価格 ￥4,000

0085016500　JAN4992272629040

箱28×36×6cm　C/S×20ヶ
●綿100％ 日本製

J-1735  FT2/BT1
本体価格 ￥3,500

0085016400　JAN4992272629033

箱28×36×6cm　C/S×20ヶ
●綿100％ 日本製

J-1730  WT2/BT1
本体価格 ￥3,000

0085016300　JAN4992272629026

箱28×36×6cm　C/S×20ヶ
●綿100％ 日本製
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ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル		

（WT）
（ F T）
（B T）

約34×36cm
約34×80cm
約60×120cm

高級ピマコットンを使用し、化学物質の使用を出来るだけ削減。

極甘撚りのようなしなやかな糸をつくりました。

無撚糸のようなふんわり感、毛羽落ちが少なく使いやすい。

繰り返しお洗濯してもやわらかさが持続します。

ソフライン

Super soft towel made in Senshu, Japan

B-0106  MT1
〈グリーン〉 〈バイオレット〉

本体価格 ￥600 0085011600　
JAN4992272600995

0085011700　
JAN4992272601008

箱13.5×9.5×3cm　C/S×100ヶ
●綿100％

日本製

B-0110  WT2
本体価格 ￥1,000

0085010000　JAN4992272596977

箱21×30×4cm　C/S×60ヶ
● 綿100％ 日本製

B-0130  WT1/BT1
本体価格 ￥3,000

0085010400　JAN4992272597011

箱28×36×6cm　C/S×20ヶ
● 綿100％
折り紙入り

日本製

B-0150  MT1/FT2/BT1
本体価格 ￥5,000

0085010700　JAN4992272597042

箱30×40.5×6cm　C/S×12ヶ
● 綿100％
折り紙入り

日本製

B-0140  WT1/FT1/BT1
本体価格 ￥4,000

0085010600　JAN4992272597035

箱28×36×6cm　C/S×20ヶ
● 綿100％
折り紙入り

日本製

B-0135  MT1/WT1/BT1
本体価格 ￥3,500

0085010500　JAN4992272597028

箱28×36×6cm　C/S×20ヶ
● 綿100％
折り紙入り

日本製

B-0125  MT2/WT1/FT1
本体価格 ￥2,500

0085010300　JAN4992272597004

箱23.4×33.5×6cm　C/S×30ヶ
● 綿100％
折り紙入り

日本製

B-0120  MT1/WT1/FT1
本体価格 ￥2,000

0085010200　JAN4992272596991

箱23.4×33.5×6cm　C/S×30ヶ
● 綿100％ 日本製

B-0115  WT1/FT1
本体価格 ￥1,500

0085010100　JAN4992272596984

箱21×30×4cm　C/S×60ヶ
● 綿100％ 日本製
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イロドリまるまる

ミニタオル
ウォッシュタオル
フェイスタオル
バスタオル		

（MT）
（WT）
（ F T）
（B T）

約25×25cm約
34×36cm
約34×80cm
約60×120cm

［今治タオルブランド］
認定番号：第2015-1598号

吉祥紋様と云われる「七宝つなぎ（しっぽうつなぎ）」

を描いたカラフルなタオルと懐かしく、

かわいい千代紙の折り紙をセットした、

情緒あふれる和のギフトコレクションです。

中央アジアのウズベキスタン・
キルギス・タジキスタンに広が
るフェルガナ盆地で栽培された
綿からつくられ、繊維長が長く、
ツヤ、光沢があり、洗っても固く
なりにくい甘撚りの綿糸です。

フェルガナソフト
（甘撚り糸）

〈おりづる〉の作り方

紙を折って動植物や生活道具などの
形を作る日本伝統の遊びです。

お り が み
和 紙

O R I G A M I

久しぶりに折り紙を折ってみませんか？



●「となりのトトロ」「魔女の宅急便」の商品が混在している場合のコピーライト

DS-7103	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275013400　JAN4992272664508

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-7203	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275013500　JAN4992272664515

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-7303	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275013600　JAN4992272664522

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-7403	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275013700　JAN4992272664539

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-7503	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275013800　JAN4992272664546

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-7603	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275013900　JAN4992272664553

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-7703	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275014000　JAN4992272664560

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

MN-0503	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

4805018800　JAN4992272664591

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

MN-0603	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

4805018900　JAN4992272664607

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

MN-0703	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

4805019000　JAN4992272664614

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

KT-9103	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

3275004400　JAN4992272664577

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

SN-0203	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

3275004500　JAN4992272664584

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

TT-6503	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

1105023200　JAN4992272664355

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

TT-6603	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

1105023300　JAN4992272664362

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

TT-6703	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

1105023400　JAN4992272664379

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

ディズニーアニメーション
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塔の上のラプンツェル
「エンブロイダリー ラプンツェル」

リトル・マーメイド
「エンブロイダリー アリエル」

美女と野獣
「エンブロイダリー ベル」

シンデレラ
「エンブロイダリー シンデレラ」

アナと雪の女王
「エンブロイダリー アナ」

アナと雪の女王
「エンブロイダリー エルサ」

白雪姫
「エンブロイダリー ホワイト」

エンブロイダリーブルー エンブロイダリーグリーン エンブロイダリーイエロー

おすわりキティ おすわりメロディ

ディズニー ドレスシリーズ

S593614

™ & © Universal Studios

D i s n e y  
D res s  s e r i e s
ミニタオル （MT） 約25×25cm

パステルグリーン パステルピンク パステルオレンジ

ミニタオル （MT） 約20×20cm

ミニタオル （MT） 約20×20cm

ミニタオル （MT） 約20×20cm

DP-3403	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275019200　JAN4992272664454

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-6403	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275018900　JAN4992272664423

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-6503	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275019000　JAN4992272664430

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-6703	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275019300　JAN4992272664461

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-7003	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275019600　JAN4992272664492

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-6803	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275019400　JAN4992272664478

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-6903	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275019500　JAN4992272664485

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-6603	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275019100　JAN4992272664447

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-6003	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275018500　JAN4992272664386

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-6103	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275018600　JAN4992272664393

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-6203	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275018700　JAN4992272664409

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%

DS-6303	 ウエディングMT
本体価格 ￥300

2275018800　JAN4992272664416

袋入り17.5×13cm　C/S×300ヶ
●綿100%
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エンブロイダリー ミッキー エンブロイダリー スマイル エンブロイダリー ミニー エンブロイダリー キュート

エンブロイダリー ドナルド エンブロイダリー デイジー エンブロイダリー チップ＆デール

エンブロイダリー ウッディ エンブロイダリー ピクサーエンブロイダリー バズ エンブロイダリー エイリアン

Wedding
    Mini Towel

ウエディングミニタオル

心がほっこりと温まる可愛らしいキャラクターの
ウエディングプチギフトです。
エレガントなオーガンジーの袋＆メッセージカード入りです。

エンブロイダリー プー

ミニタオル （MT） 約25×25cm

ミニタオル （MT） 約20×20cm



【SOU-SOU】

【SOU-SOU】

WD190500	
PS190500	 MT1
本体価格 ￥500

（W）1105026900　JAN4992272669534 
（P） 1105027000　JAN4992272669541

箱9×13×2.5cm（W）　C/S×50ヶ 
箱12×12×3cm（P）　C/S×100ヶ
●綿100% 無撚糸

WD190501	
PS190501	 MT1
本体価格 ￥500

（W）1105027100　JAN4992272669558 
（P） 1105027200　JAN4992272669565

箱9×13×2.5cm（W）　C/S×50ヶ 
箱12×12×3cm（P）　C/S×100ヶ
●綿100% 無撚糸

WD190506	
PS190506	 MT1
本体価格 ￥500

（W）1105028200　JAN4992272669664 
（P） 1105028300　JAN4992272669671

箱9×13×2.5cm（W）　C/S×50ヶ 
箱12×12×3cm（P）　C/S×100ヶ
●綿100% 無撚糸

WD190507	
PS190507	 MT1
本体価格 ￥500

（W）1105028400　JAN4992272669688 
（P） 1105028500　JAN4992272669695

箱9×13×2.5cm（W）　C/S×50ヶ 
箱12×12×3cm（P）　C/S×100ヶ
● 本体:綿100%  

アップリケ刺繍部分:ポリエステル100% 無撚糸

WD170600	 MT1
本体価格 ￥600

6925001200　JAN4992272598971

箱12×12×3cm　C/S×100ヶ
●本体:綿100%

WD170601	 MT1
本体価格 ￥600

6925001300　JAN4992272598988

箱12×12×3cm　C/S×100ヶ
●本体:綿100%

日本製

WD190700	 MT1
本体価格 ￥700

6165008600　JAN4992272669794

箱12×12×3cm　C/S×100ヶ
●綿100% 無撚糸

日本製

WD190701	 MT1
本体価格 ￥700

6165008700　JAN4992272669800

箱12×12×3cm　C/S×100ヶ
●綿100%

WD190702	 MT1
本体価格 ￥700

6165008800　JAN4992272669817

箱12×12×3cm　C/S×100ヶ
●綿100%

WD190703	 MT1
本体価格 ￥700

6165008900　JAN4992272669824

箱12×12×3cm　C/S×100ヶ
●綿100%

WD190502	
PS190502	 MT1
本体価格 ￥500

（W）1105027300　JAN4992272669572 
（P） 1105027400　JAN4992272669589

箱9×13×2.5cm（W）　C/S×50ヶ 
箱12×12×3cm（P）　C/S×100ヶ
●綿100% 無撚糸

WD190503	
PS190503	 MT1
本体価格 ￥500

（W）1105027500　JAN4992272669596 
（P） 1105027600　JAN4992272669602

箱9×13×2.5cm（W）　C/S×50ヶ 
箱12×12×3cm（P）　C/S×100ヶ
● 本体:綿100%  

アップリケ刺繍部分:ポリエステル100% 無撚糸

WD190504	
PS190504	 MT1
本体価格 ￥500

（W）1105027800　JAN4992272669626 
（P） 1105027900　JAN4992272669633

箱9×13×2.5cm（W）　C/S×50ヶ 
箱12×12×3cm（P）　C/S×100ヶ
● 本体:綿100%  

アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%

WD190505	
PS190505	 MT1
本体価格 ￥500

（W）1105028000　JAN4992272669640 
（P） 1105028100　JAN4992272669657

箱9×13×2.5cm（W）　C/S×50ヶ 
箱12×12×3cm（P）　C/S×100ヶ
● 本体:綿100%  

アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%
　あみぐるみ部分:綿100%

認定番号：第2017-2376号

無撚糸
日本製認定番号：第2018-135号

無撚糸
日本製認定番号：第2018-137号
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あさぼらけ かくれんぼ グレープガーデン（OR） ありがとう

まごころスイーツ まごころバラ お店へどうぞ（PI）

笑顔

サンキュー

いろはごっこ

フレームマイキー

まり

フレームミンミ

組手

透明ケース ペーパーパッケージ

透明ケースとペーパーボックスの
どちらかをお選びいただけます。

●「となりのトトロ」「魔女の宅急便」の商品が混在している場合のコピーライト

ONJ-19051	 MT
本体価格 ￥500

1105028700　JAN4992272670059

箱H12×W12.5×D4.2cm　C/S×100ヶ
●綿100%

ONJ-19050	 MT
本体価格 ￥500

1105026500　JAN4992272669282

箱H12×W12.5×D4.2cm　C/S×100ヶ
● 本体:綿100%  

アップリケ刺繍部分:ポリエステル100% 無撚糸

ONT-19050	 MT
本体価格 ￥500

1105026100　JAN4992272669244

箱H12×W12.5×D4.2cm　C/S×100ヶ
● 本体:綿100%  

アップリケ刺繍部分:ポリエステル100% 無撚糸

ONT-19051	 MT
本体価格 ￥500

1105026200　JAN4992272669251

箱H12×W12.5×D4.2cm　C/S×100ヶ
●本体:綿100% 
　アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%

ONM-19050	 MT1
本体価格 ¥500
箱H8×W8×D8cm 2275024400
JAN4992272669220 C/S×50ヶ
●綿100% 無撚糸

ONM-19051	 MT1
本体価格 ¥500
箱H8×W8×D8cm 2275024500
JAN4992272669237 C/S×50ヶ
●綿100% 無撚糸
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ジジからのプレゼント 窓ぎわ

Ornament Gift
オーナメント　ギフト

19オーナメントギフト
「ドリーミーハート」

19オーナメントギフト
「ドリーミーフラワー」

心を込めた、大切な人への贈り物に、
キュートなギフトボックス入りのミニタオル。
お部屋に飾ったり、ツリーに掛けたり、素敵なプレゼントが揃いました！

Gift
Box

ミニタオル （MT） 約25×25cm

ミニタオル （MT）

うららかいちご うららかたんぽぽ

ミニタオル （MT） 約25×25cm

約23×23cm 約25×25cm



APPROVAL NO.S593614

MN-0405	 FT1
本体価格 ￥500

4805017600　JAN4992272664195

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

SG-0005	 FT1
本体価格 ￥500

6575002400　JAN4992272664218

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

RK-0405	 FT1
本体価格 ￥500

6525001300　JAN4992272664201

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

SN-0405	 FT1
本体価格 ￥500

3005037200　JAN4992272664164

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

PT-0405	 FT1
本体価格 ￥500

5725002000　JAN4992272664256

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

BB-0005	 FT1
本体価格 ￥500

5405002800　JAN4992272664294

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

DO-0405	 FT1
本体価格 ￥500

2805007600　JAN4992272664171

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

MF-0705	 FT1
本体価格 ￥500

5935003600　JAN4992272664225

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

TM-0405	 FT1
本体価格 ￥500

4665000000　JAN4992272664263

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

SM-0105	 FT1
本体価格 ￥500

4545000000　JAN4992272664270

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

CG-0205	 FT1
本体価格 ￥500

4765004200　JAN4992272664287

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

TK-0110	 FT1
本体価格 ￥1,000

1905004600　JAN4992272664348

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

KT-9205	 FT1
本体価格 ￥500

3005036800　JAN4992272664140

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

SN-0305	 FT1
本体価格 ￥500

3005036900　JAN4992272664157

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%
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グリーンポップミニオン

すみっコぐらし

メニーマリオ

リラックマ
バルーンミッフィー

ハロージョージ

タイニーチャイムと一緒 うさぎ小物 ファンシーライン

ピーターラビットTM メイクアップポーチ

ポップライン
フェイマストリオ

APPROVAL NO.S593614

™ & © Universal Studios2019

フェイスタオル （FT）約34×80cm

DS-5205	
FT1
本体価格 ￥500

2275012800　
JAN4992272664041

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

DS-7905	
FT1
本体価格 ￥500

2275016500　
JAN4992272664034

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

DS-5405	 FT1
本体価格 ￥500

2275016100　JAN4992272664058

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

DS-4605	
FT1
本体価格 ￥500

2275013200　
JAN4992272664119

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

DS-4505	
FT1
本体価格 ￥500

2275013300　
JAN4992272664126

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

DS-8305	
FT1
本体価格 ￥500

2275014600　
JAN4992272664133

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

DS-8005	
FT1
本体価格 ￥500

2275013000　
JAN4992272664003

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

DS-4705	 FT1
本体価格 ￥500

2275013100　JAN4992272664010

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

DS-8105	 FT1
本体価格 ￥500

2275014200　JAN4992272664096

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

DP-3305	 FT1
本体価格 ￥500

2275012900　JAN4992272664102

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

DS-4905	
FT1
本体価格 ￥500

2275014300　
JAN4992272664065

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

DS-5005	
FT1
本体価格 ￥500

2275014400　
JAN4992272664072

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%
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ファッショナブル ミニー チアフル  ドナルド

グリーティング

ナッツ大好きハローラベル ハニーストーリー エブリデイモメンツ

ファインドザドリーム シャインライクザシー アリス ドリーム あいさつ トイ あいさつ エイリアン

パ ーソナ ル ギフト

大人気キャラクターの
フェイスギフトタオル



TK-0006	 WT1
本体価格 ￥600

1905006400　JAN4992272666731

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100% 日本製

TK-0012	 FT1
本体価格 ￥1,200

1905006500　JAN4992272666748

箱25×15×3.5cm　C/S×60ヶ
●綿100% 無撚糸 日本製

TK-0013	 MFT1
本体価格 ￥1,300

1905006600　JAN4992272666755

箱25×15×3.5cm　C/S×60ヶ
●綿100%

日本製

TK-0018	 WT1/FT1
本体価格 ￥1,800

1905006700　JAN4992272666762

箱21×30×4cm　C/S×40ヶ
●綿100% 無撚糸 日本製

TK-0019	 WT1/MFT1
本体価格 ￥1,900

1905006800　JAN4992272666779

箱21×30×4cm　C/S×40ヶ
●綿100% 無撚糸 日本製

TK-0025	 FT1/MFT1
本体価格 ￥2,500

1905006900　JAN4992272666786

箱21×30×4cm　C/S×40ヶ
●綿100% 無撚糸 日本製

TK-0034	 WT1/BT1
本体価格 ￥3,400

1905007000　JAN4992272666793

箱23.5×33.5×6cm　C/S×30ヶ
●綿100% 無撚糸 日本製

TK-0031	 WT1/FT1/MFT1
本体価格 ￥3,100

1905007100　JAN4992272666809

箱23.5×33.5×6cm　C/S×30ヶ
●綿100% 無撚糸 日本製

TK-0047	 WT1/BT1/MFT1
本体価格 ￥4,700

1905007200　JAN4992272666816

箱28×36×6cm　C/S×20ヶ
●綿100% 無撚糸 日本製

TK-0110	 FT1
本体価格 ￥1,000

1905004600　JAN4992272664348

箱25×15×3.5cm　C/S×100ヶ
●綿100%

ウォッシュタオル	 （WT）	約34×36cm
フェイスタオル	 （FT）	 約34×80cm
バスタオル	 （BT）	 約60×120cm
マフラータオル	 （MFT）	 約19×110cm

314

東京 2020 オリンピック
エンブレムギフト

東京 2020 オリンピック
フェイスタオルギフト
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東京2020オリンピックエンブレムのタオル。

使うたびにタオル本来のよさを感じて

頂ける贈り物におすすめです。


