
コメディイエロー
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り）
本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 4805012400 JAN4992272643411

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 4805012500 JAN4992272643428

本体価格 ￥2,000 バスタオル／ 約60×120cm 4805012600 JAN4992272643435

無撚糸

イエローポケットフル
（無撚糸・シャーリング・刺繍）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約25×25cm 4805006400 JAN4992272622126

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 4805006500 JAN4992272622133

本体価格 ￥600 マフラータオル／ 約18×120cm 4805007600 JAN4992272655025

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 4805006600 JAN4992272622140

無撚糸

ストライプバナナ
（無燃糸・パイルジャカード・はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
4805028200 JAN4992272681291

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
4805028300 JAN4992272681307

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
4805028400 JAN4992272681314

フェイスタオル／約34×80cm

ブロックミニオン
（パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
4805028500 JAN4992272681321

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
4805028600 JAN4992272681338

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
4805028700 JAN4992272681345

フェイスタオル／約34×80cm

メニーイエロー
（パイルジャカード）
本体価格 ￥500
4805027900 JAN4992272681260

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
4805028000 JAN4992272681277

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
4805028100 JAN4992272681284

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

見ているだけで元気が出てくる！
ポップでかわいい“ミニオン”タオルシリーズです。
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コミックミニオン
（無撚糸・パイルジャカード・朱子ボーダー）
本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 4805004300 JAN4992272622188

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 4805004400 JAN4992272622195

本体価格 ￥2,000 バスタオル／ 約60×120cm 4805004500 JAN4992272622201

無撚糸

シャンブルフレンズ
（パイルジャカード・刺繍・スカラップ）
本体価格 ￥500 ミニタオル／ 約25×25cm 4805011700 JAN4992272643312

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 4805011800 JAN4992272643329

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 4805011900 JAN4992272643336

本体価格 ￥2,000 バスタオル／ 約60×120cm 4805012000 JAN4992272643343

アマレロミニオン
（パイルジャカード）
本体価格 ￥500
4805007900 JAN4992272644975

ウォッシュタオル／約33×36cm
本体価格 ￥1,000
4805008000 JAN4992272644982

フェイスタオル／約33×80cm

ポルトガル製

ハローミニオンズ
（シャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥500
4805000600 JAN4992272613476

ウォッシュタオル／約34×35cm
本体価格 ￥1,000
4805000700 JAN4992272613483

フェイスタオル／約34×80cm

バナナイエロー
（パイルジャカード・スカラップ）
本体価格 ￥500
4805027800 JAN4992272681253

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500
4805006200 JAN4992272622218

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
4805006300 JAN4992272622225

フェイスタオル／約34×80cm
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ミニオンとおでかけ
（プリント）
本体価格 ￥600
4805020700 JAN4992272662337

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

ミニオンアクション
（染料プリント）
本体価格 ￥3,000
4805015600 JAN4992272643695

エプロン／85×100cm（肩紐部分除く）
●綿100％ 

ミニオンアクション
（染料プリント）
本体価格 ￥3,500
4805015700 JAN4992272643701

割烹着／61.5×84cm（一番幅が広い部分）
●綿100％ 

デリシャスバナナ
（プリント・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥3,500
4805024300 JAN4992272670875

割烹着／61.5×84cm（一番幅が広い部分）
●本体：ポリエステル65%・綿35%
　 アップリケ刺繍部分：ポリエステル100%

割烹着・エプロン�

ピクニックシート�

レジャーシート� おでかけシートクッション�������

ミニオンピクニック
（プリント）
本体価格 ￥2,800
4805019700 JAN4992272662405

ピクニックシート／広げ：H200×W140cm
収納時：W38×φ16cm

ミニオンレジャー
（プリント）
本体価格 ￥400
4805022700 JAN4992272669527

レジャーシート（S）／H60×W90cm
本体価格 ￥600
4805020800 JAN4992272662498

レジャーシート（L）／H90×W120cm
●ポリプロピレン

〈畳んだ状態〉

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

140cm

200cm

みんなで仲良くピクニック！
ミニオンのピクニックマットが新登場。
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ケビンドール
（パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,500
4805010300 JAN4992272643503

マスコット付きドレスタオル／約20×45cm（ループ含めず）
●本体：綿100％
　詰め物：ポリエステル100% 

スチュアートドール
（パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,500
4805010400 JAN4992272643510

マスコット付きドレスタオル／約20×42cm（ループ含めず）
●本体：綿100％
　詰め物：ポリエステル100% 

機能と可愛らしさを
兼ね備えたタオル

小物やサニタリー、
折りたたみ傘や
ペットボトル収納にも

マスコット付きドレスタオル���

Tシャツタオル�����

ポケット付きタオル���

ファスナー付きタオル���

ミニオンロゴ
（パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥600
4805004600 JAN4992272622355

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

イエローベロー
（パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥880
4805003900 JAN4992272622362

ファスナー付きタオル／約23×23ｃｍ
●綿100％ 

（裏面）

（裏面）

（表面）

（表面）

ビッグフェイス
（染料プリント）
本体価格 ￥1,200
4805028900 JAN4992272681369

Tシャツタオル／約H30×W36.5cm
●綿100%

バックトゥバック
（染料プリント）
本体価格 ￥1,200
4805029000 JAN4992272681376

Tシャツタオル／約H30×W36.5cm
●綿100%

Tシャツの形がかわいい
カジュアルタオル！

※タオル製品ですのでお子様の衣料としてのご使用は
　お避けください。
※ハンガーはイメージです。実際の商品とは異なります。

毎日の手洗いが楽しくなる !
かわいいマスコット付タオル。
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ラインイエロー
（染料プリント・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥2,000
4805005000 JAN4992272622409

ダイカットマット／H30×W60cm
●ポリエステル90%・アクリル10% 

ラブバナナ
（タフティング）
本体価格 ￥2,000
4805010800 JAN4992272643725

バスマット／H45×W60cm
●パイル部分：ポリエステル100％ 

ラブバナナ
（タフティング）
本体価格 ￥2,000
4805010900 JAN4992272643718

トイレマット／H55×W60cm
●パイル部分：ポリエステル100％ 

トイレマット�

ダイカットマット�

バスマット�

ミニオントリオ
（帆布プリント・タフティング・パイピング・梵天）
本体価格 ￥2,000
4805005900 JAN4992272622416

インテリアマット／H40×W60cm
●ポリエステル100％ 

インテリアマット�

ボーダーイエロー
（タフティング）
本体価格 ￥2,000
4805030200 JAN4992272682205

トイレマット／H55×W60cm
●パイル部分：ポリエステル100%

ボーダーイエロー
（タフティング）
本体価格 ￥2,000
4805030300 JAN4992272682212

バスマット／H45×W60cm
●パイル部分：ポリエステル100%

タオルバスマット�

ベローバナナ
（3色毛違いジャカード）
本体価格 ￥1,500
4805030400 JAN4992272682304

タオルバスマット／45×60cm
●綿100%

お風呂に、トイレに、玄関に…

大人気ミニオンの

マットシリーズです。
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1

2

3

スチュアートゴーグル
（タフティング）
本体価格 ￥1,000
4805011200 JAN4992272643589

チェアシート／Φ35cm
●パイル部分：ポリエステル100％ 

ボブゴーグル
（タフティング）
本体価格 ￥1,000
4805011300 JAN4992272643596

チェアシート／Φ35cm
●パイル部分：ポリエステル100％ 

ケビンゴーグル
（タフティング）
本体価格 ￥1,000
4805012800 JAN4992272643572

チェアシート／Φ35cm
●パイル部分：ポリエステル100％ 

2もちっとケビン
（ピーチスキン・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥2,000
4815023000 JAN4992272643541

もちもちクッション／H35×W17.5×D15cm
（胴体部分のみ）
●生地：ポリエステル94％・ポリウレタン6％ 
　詰め物：ポリエステル100％

1もちっとスチュアート
（ピーチスキン・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥2,000
4815023100 JAN4992272643558

もちもちクッション／H29×W19×D15cm
（胴体部分のみ）
●生地：ポリエステル94％・ポリウレタン6％ 
　詰め物：ポリエステル100％

3もちっとボブ
（ピーチスキン・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥2,000
4815023200 JAN4992272643565

もちもちクッション／H26×W19×D15cm
（胴体部分のみ）
●生地：ポリエステル94％・ポリウレタン6％ 
　詰め物：ポリエステル100％

パワード バイ バナナ
（ピーチスキン・プリント）
本体価格 ￥3,800
4805005800 JAN4992272622386

ダイカットクッション／H28×W105×D17cm
●側生地：ポリエステル92％・ポリウレタン8％ 
　詰め物：ポリエステル100％

チェアシート�マスコット付きネックピロー� ���

クッション�

リラックスミニオン
（プリント）
本体価格 ￥2,000
4805010500 JAN4992272643688

クッション／H18×W18×D18cm 
ネックピロー／H30×W34×D9cm

マスコットクッションを裏返すと
ネックピローに早変わり！
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