
埼玉県飯能市宮沢湖周辺にムーミン一家とその仲間たち、そして新しい

発見に出会えるムーミンバレーパークが2019年3月にオープンします。

ムーミン一家が暮らすムーミン屋敷や、ムーミンの物語を追体験できる複

数のアトラクション、物語の中で登場する灯台や水浴び小屋、ムーミンの

物語の魅力や原作者トーベ・ヤンソンの想いを感じることができる施設な

どを計画しています。また、ムーミンバレーパークのオリジナル商品を展

開する大型のギフトショップやレストランなども計画しています。

「ムーミンバレーパーク」 2019.3.16 グランドオープン！
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くつろぎのひと時　いつもムーミン谷の仲間と一緒
The fun world of Moomin and its companions.

「五彩織り(ごさいおり)」とは、色の三原色である「赤・青・黄」と、
明暗をはっきりさせる「白・黒・茶」の糸を組み合わせることにより、
フルカラーの表現を実現した新しい技法のタオルです。

特殊なジャカード織「五彩織り」でタオルにしました。

絵本「ムーミン谷への不思議な旅」の挿絵を
表情感あふれる五彩織りで表現しました。

ふしぎな旅
（五彩織り）
本体価格 ￥5,000
0430137900　JAN4992272515893

バスタオル／約60×120cm

日本製

五彩織りバスタオル

家の前のムーミンママ
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り･アップリケ刺繍）
ミニタオル 本体価格 ￥600 約25×25cm 1405013200　JAN4992272659542

ウォッシュタオル 本体価格 ￥600 約34×36cm 1405013300　JAN4992272659559

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200 約34×80cm 1405013400　JAN4992272659566

バスタオル 本体価格 ￥2,800 約60×120cm 1405013500　JAN4992272659573

無撚糸

家の前のリトルミイ
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り･アップリケ刺繍）
ミニタオル 本体価格 ￥600 約25×25cm 1405013600　JAN4992272659580

ウォッシュタオル 本体価格 ￥600 約34×36cm 1405013700　JAN4992272659597

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200 約34×80cm 1405013800　JAN4992272659603

バスタオル 本体価格 ￥2,800 約60×120cm 1405013900　JAN4992272659610

無撚糸
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無撚糸

ブルーミングメイズ
（無撚糸･スチームシャーリング･ヨコ織り･スカラップ･アップリケ刺繍）
ミニタオル 本体価格 ￥600 約25×25cm 1405015200　JAN4992272673685

ウォッシュタオル 本体価格 ￥600 約34×36cm 1405015300　JAN4992272673692

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200 約34×80cm 1405015400　JAN4992272673708

バスタオル 本体価格 ￥2,800 約60×120cm 1405015500　JAN4992272673715
●本体：綿100%
　刺繍糸：上糸：レーヨン100%
　　　　 下糸：ポリエステル100%
　アップリケ部分：ポリエステル100%
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お花畑の中でムーミン谷の仲間たちがほのぼの。
どこか懐かしい気持ちにさせてくれます。

無撚糸

ひとりの時間 
（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 ￥600  約25×25cm 1505003300　JAN4992272573923

ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約34×36cm 1505003400　JAN4992272574197

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約34×80cm 1505003500　JAN4992272574203

バスタオル 本体価格 ￥2,800  約60×120cm 1505003600　JAN4992272574210

森の帰り
（無撚糸2パイルガーゼ・刺繍・今治タオルブランドネーム付き）
ミニタオル 本体価格 ￥600  約25×25cm 1505006300　JAN4992272574036

ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約34×36cm 1505006400　JAN4992272574043

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約34×80cm 1505006500　JAN4992272574050

バスタオル 本体価格 ￥2,800  約60×120cm 1505006600　JAN4992272574067

無撚糸

花々  
（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 ￥600  約25×25cm 1505002900　JAN4992272573930

ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約34×36cm 1505003000　JAN4992272574227

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約34×80cm 1505003100　JAN4992272574234

バスタオル 本体価格 ￥2,800  約60×120cm 1505003200　JAN4992272574241

よりみち
（無撚糸2パイルガーゼ・刺繍・今治タオルブランドネーム付き）
ミニタオル 本体価格 ￥600  約25×25cm 1505006700　JAN4992272574074

ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約34×36cm 1505006800　JAN4992272574081

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約34×80cm 1505006900　JAN4992272574098

バスタオル 本体価格 ￥2,800  約60×120cm 1505007000　JAN4992272574104

※ミニタオルは無撚糸スチームシャーリングではありません。 ※ミニタオルは無撚糸スチームシャーリングではありません。

日本製無撚糸 日本製無撚糸認定番号：第2015-1484号 認定番号：第2015-1485号
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肌触りの良いタオル地に、ムーミンが花咲く野に佇むイメージを
たっぷりと刺繍で表現しました。

刺繍をふんだんに施した豪華な仕様のタオルシリーズの登場です。お花畑に座っているリトル
ミイの刺繍がポイントです。落ち着いた色合いで大人の方にも使っていただきやすい商品です。

リトルミイの日本製ガーゼタオルができました。優しい肌触りで使いやすいタオルです。
走るリトルミイとカラフルな植物がポイントです。ふわふわの無撚糸を使用しています。

森の中の様子をジャカードで表現しました。ガーゼ地に無撚糸のパイルがやさしい肌触り。
品質に定評のある日本製・今治タオルです。



バレーズパーティー  ホワイト
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1405007800　JAN4992272633344

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100%
　刺繍糸：上糸 レーヨン100%
　　　　 下糸 ポリエステル100%

楽しいひととき
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1405008300　JAN4992272652178

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

ムーミンと貝拾い
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1405008400　JAN4992272652185

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

いたずら大好き
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1405008500　JAN4992272652192

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

壁を飾るムーミンママ
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1405008600　JAN4992272652208

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

空模様
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1405012300　JAN4992272659450

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

諸島のムーミン
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1405012400　JAN4992272659467

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

旅の準備
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1405012500　JAN4992272659474

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

好きな場所
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1405008200　JAN4992272652161

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

花々  
（シャーリング・全面刺繍・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1505002900　JAN4992272573930

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100%
　刺繍糸：上糸 レーヨン100%
　　　　 下糸 ポリエステル100%
　アップリケ部分：ポリエステル100%

ひとりの時間 
（シャーリング・全面刺繍・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1505003300　JAN4992272573923

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100%
　刺繍糸：上糸 レーヨン100%
　　　　 下糸 ポリエステル100%
　アップリケ部分：ポリエステル100%

ルームズ
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1405006000　JAN4992272460902

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

ムーミンの家
（無撚糸スチームシャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
0430133200　JAN4992272502367

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

無撚糸
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ムーミン Story を刺繡で描いたミニタオル
楽しい絵柄を額に入れて飾っても素敵です。

M I N I  T O W E L
ミニタオル 

物語のはじまり
（無撚糸・スチームシャーリング・
アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1505000700　
JAN4992272583977

ミニタオル／約25×25cm
無撚糸

葉っぱのベッド
（無撚糸・スチームシャーリング・
刺繍）
本体価格 ￥600
0430140000　
JAN4992272533712

ミニタオル／約25×25cm 無撚糸

Hooray!
（無撚糸・3色毛違いパイルジャカード・

朱子ボーダー・シェルメロー・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1405007500　
JAN4992272633313

ミニタオル／約25×25cm
無撚糸

セレブレーションモーメント
（無撚糸・スチームシャーリング・
刺繍・タッセル）
本体価格 ￥600
1405007200　
JAN4992272633283

ミニタオル／約25×25cm
無撚糸

フラワーグリーティング
（無撚糸スチームシャーリング・スカラップ・
はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1405018300　
JAN4992272636260

ミニタオル／約25×25cm
無撚糸

フォーク
（無撚糸・スチームシャーリング･
朱子ヘム･織りネーム）
本体価格 ￥600
1405014800　
JAN4992272670141

ミニタオル／約25×25cm
無撚糸

家の前のムーミンママ
（無撚糸･スチームシャーリング･
ヨコ織り･アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1405013200　
JAN4992272659542

ミニタオル／約25×25cm

M I N I  
T O W E L

家の前のリトルミイ
（無撚糸･スチームシャーリング･
ヨコ織り･アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1405013600　
JAN4992272659580

ミニタオル／約25×25cm

ミニタオル 

フォレストグリーティング
（無撚糸スチームシャーリング・スカラップ・
はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1405006100　
JAN4992272636239

ミニタオル／約25×25cm
無撚糸

ニョロニョロ日和   
（無撚糸・スチームシャーリング・
スカラップ）
本体価格 ￥600
0430137000　
JAN4992272510638

ミニタオル／約25×25cm 無撚糸

リトルミイの物語
（無撚糸・スチームシャーリング・
アップケ刺繍）
本体価格 ￥600
1505000600　
JAN4992272583984 

ミニタオル／約25×25cm
無撚糸

星空
 （無撚糸・スチームシャーリング・
段染めシェルメロー・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1505008100　
JAN4992272573954

ミニタオル／約25×25cm 無撚糸

森の帰り
（無撚糸2パイルガーゼ・刺繍・
今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥600
1505006300　
JAN4992272574036

ミニタオル／約25×25cm 無撚糸
日本製認定番号：第2015-1484号 日本製

よりみち
（無撚糸2パイルガーゼ・刺繍・
今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥600
1505006700　
JAN4992272574074

ミニタオル／約25×25cm 無撚糸
認定番号：第2015-1485号

シェイプス
（表:ガーゼ/裏:無撚糸パイル･
染料プリント･シジミメロー･刺繍）
本体価格 ￥600
1405014400　
JAN4992272670103

ミニタオル／約25×25cm
無撚糸

ボタニス
（無撚糸・スチームシャーリング･
ヨコ織り･アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1405014000　
JAN4992272670066

ミニタオル／約25×25cm
無撚糸

あたたかな森
（無撚糸スチームシャーリング・プリント・

ブランケットステッチ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1405009300　
JAN4992272652277

ミニタオル／約25×25cm
無撚糸

カラフルシード
（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 ￥600
1405017200　
JAN4992272652246

ミニタオル／約25×25cm

ブルーミングメイズ
（無撚糸･スチームシャーリング･

ヨコ織り･スカラップ･アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1405015200　
JAN4992272673685

ミニタオル／約25×25cm
無撚糸 無撚糸

モミ
（オーガニックコットン･無撚糸･

パイルジャカード･はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
1405012800　
JAN4992272659504

ミニタオル／約25×25cm
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ボタニス（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,400
口金ポーチ／H12×W18×D6cm

1425005600　
JAN4992272673807

本体価格 ￥2,500
ミニバッグ／H26×W32×D15cm

1425005700　
JAN4992272673814

●表生地：ポリエステル100％
　中生地：ポリエステエル85％ 綿15％
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花と一緒に
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥1,500
0434108000　JAN4992272542936

ポーチ／H17×W21.5×D6cm
●表生地：ポリエステル88% 綿10％ 
　　　　  レーヨン2％
　中生地：ポリエステル80% 綿20％

花と一緒に
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
0434108100　JAN4992272542943

ミニバッグ／H26×W32×D10cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル88% 綿10％ 
　　　　  レーヨン2％
　中生地：ポリエステル80% 綿20％

ミムラねえさんとリトルミイ 
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,000
1525004000　JAN4992272574616

ミニバッグ／H26×W32×D10cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル94%  綿4％ レーヨン2％
　裏生地：ポリエステル86% 綿11％ レーヨン3％
　中生地：ポリエステエル84％ 綿16％

1
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2

4

シェイプス（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,400
口金ポーチ／H12×W18×D6cm

1425005200　
JAN4992272678024

本体価格 ￥2,500
ミニバッグ／H26×W32×D15cm

1425005300　
JAN4992272678031

●表生地：ポリエステル100％
　中生地：ポリエステエル97％ 綿3％
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絵画のような美しい色合いの
ムーミン・ゴブラン織りアイテムです。
クラシカルでおしゃれなデザインの
口金ポーチ・ポーチ・トートバッグなどを
お楽しみ頂けます。

P O U C H  &  B A G
ポーチ & ミニバッグ
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ロストインザバレームーミン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,800
1435000200　JAN4992272586817

ポーチ／H13×W20×D5cm
●表生地：ポリエステル100％
　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％

ロストインザバレーリトルミイ 
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,800
1435000000　JAN4992272586824

ポーチ／H13×W20×D5cm
●表生地：ポリエステル100％
　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％

ロストインザバレームーミン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,000
1435000300　JAN4992272586831

ミニバッグ／H20×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86％ 綿9％ レーヨン5％ 
　中生地：ポリエステル85％ 綿15％

ロストインザバレーリトルミイ 
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,000
1435000100　JAN4992272586848

ミニバッグ／H20×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86％ 綿9％ レーヨン5％ 
　中生地：ポリエステル85％ 綿15％

木の葉とムーミン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
1425000600　JAN4992272586909

ポーチ／H17×W21.5×D6cm
●表生地：ポリエステル88％・綿10％・レーヨン2％
　裏生地：ポリエステル100％ 
　中生地：ポリエステル85％ 綿15％

木の葉とムーミン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,400
1425000700　JAN4992272586916

口金ポーチ／H12×W18×D6cm
●表生地：ポリエステル88％ 綿10％ レーヨン2％
　裏生地：ポリエステル100％ 
　中生地：ポリエステル85％ 綿15％

木の葉とムーミン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,000
1425000800　JAN4992272586923

ミニバッグ／H20×W32×D10cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル88％  綿10％ レーヨン2％
　裏生地：ポリエステル100％ 
　中生地：ポリエステル85％ 綿15％

76



ひとりじめ
（表面：ゴブラン織り／裏面：ベロア）
本体価格 ￥3,000
0430113600　JAN4992272534566

ダイカットクッション／H50×W41cm
●表生地：ポリエステル80％・綿20％ 　
　裏生地：ポリエステル100％ 
　詰め物：ポリエステル100％

リトルミイのおでかけ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
0434101900　JAN4992272543216

ダイカットクッション／H53×W35cm
●表生地：ポリエステル89%・綿8%・レーヨン3%
　裏生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％

お気に入りのパイプ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
0434102000　JAN4992272543223

ダイカットクッション／H55×W35cm
●表生地：ポリエステル90%・綿8%・レーヨン2%
　裏生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％

ニョロニョロと帽子
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
0434102400　JAN4992272543261

ダイカットクッション／H42×W48cm
●表生地：ポリエステル88%・綿10%・レーヨン2%
　裏生地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％

木の葉とムーミン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1445000500　JAN4992272587159

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：ポリエステル92％・綿6％・レーヨン2％
　裏生地：ポリエステル100%

花と一緒に
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
0434101300　JAN4992272543155

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88％・綿10％・レーヨン2％

ムーミンバレーズパーティー
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1445010000　JAN4992272633399

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92%・綿6%・レーヨン2%

ボタニス
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1445011800　JAN4992272673821

クッションカバー／H45×W45cm
●ポリエステル100％

フォークカーキ
（ゴブラン織り（表裏同柄）･織ネーム）
本体価格 ￥3,000
1445011900　JAN4992272673838

クッションカバー／H45×W45cm
●ポリエステル100％
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各キャラクターを高級感ある
ゴブラン織りのクッションにしました。

C U S H I O N
クッション

C U S H I O N  CO V E R
クッションカバー（ゴブラン織り）

ムーミンクッション
（プリント・刺繍・アップリケ）
本体価格 ￥3,500
0430113300　JAN4992272534535

マチ付きダイカットクッション／H50×W36×D5cm
●ポリエステル100％

スナフキンクッション
（プリント・刺繍・アップリケ）
本体価格 ￥3,500
0430113500　JAN4992272534559

マチ付きダイカットクッション／H50×W36×D5cm
●ポリエステル100％

リトルミイクッション
（プリント・刺繍・アップリケ）
本体価格 ￥3,500
0430113400　JAN4992272534542

マチ付きダイカットクッション／H50×W36×D5cm
●ポリエステル100％

トルコ製

花輪とリトルミイ
（ブラシ刺繍）
本体価格 ￥5,800
1445001100　JAN4992272587234

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿65％・ポリエステル35% 
　刺繍部分：ポリエステル100％
　パイル部分：レーヨン100％ トルコ製

花輪とムーミン
（ブラシ刺繍）
本体価格 ￥5,800
1445001000　JAN4992272587227

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿65％・ポリエステル35% 
　刺繍部分：ポリエステル100％
　パイル部分：レーヨン100％

ママの落書き
（チェーンステッチ刺繍）
本体価格 ￥3,000
1445008900　JAN4992272619379

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿100％ 
　刺繍部分：アクリル100％
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ムーミン達のフォルムを型どった
かわいらしいダイカットクッションシリーズです。

C U S H I O N  CO V E R
クッションカバー（チェーンステッチ刺繍・ブラシ刺繍）

D I E - C U T  C U S H I O N
ダイカットクッション



グリーティングムーミン
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥2,000
1445010200　JAN4992272652444

ルームシューズ／22〜24cm対応

グリーティングリトルミイ
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥2,000
1445010300　JAN4992272652451

ルームシューズ／22〜24cm対応

谷のパーティー
（プリント）
本体価格 ￥2,000
1445010400　JAN4992272652468

ルームシューズ／23〜26cm対応

リーディングタイム
（プリント）
本体価格 ￥2,000
1445010500　JAN4992272652475

ルームシューズ／23〜26cm対応

花の中のムーミン
（刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
1525004900　JAN4992272585568

ルームシューズ／22〜24cm対応

花の中のリトルミイ
（刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
1525004800　JAN4992272585582

ルームシューズ／22〜24cm対応

ムーミンとリース 
（アップリケ刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
1525003200　JAN4992272574579

ルームシューズ／22〜24cm対応

リトルミイとリース 
（アップリケ刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
1525003100　JAN4992272574586

ルームシューズ／22〜24cm対応
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R O O M  S H O E S
ルームシューズ

ムーミンやわらかルームシューズ！
足を包むようにフィットするから、
とても歩きやすく気持ちいい！

つり上げたカゴ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥5,000
1445009200　JAN4992272619461

ラグマット／H90×W60cm
●アクリル51％・ポリエステル45％・綿2％・
　レーヨン1％・ナイロン1％

友だちと握手
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥5,000
1445009300　JAN4992272619478

ラグマット／H60×W90cm
●アクリル51％・ポリエステル45％・綿2％・
　レーヨン1％・ナイロン1％

水の中で
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥5,000
1445009400　JAN4992272619485

ラグマット／H90×W60cm
●アクリル51％・ポリエステル45％・綿2％・
　レーヨン1％・ナイロン1％

水辺にて
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥5,000
1445009500　JAN4992272619492

ラグマット／H60×W90cm
●アクリル49％・ポリエステル46％・綿3％・     　
　レーヨン1％・ナイロン1％
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ルミレイッキ
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
1465002700　
JAN4992272613988

掛け布団カバー／H210×W150cm
ピローケース／H43×W63cm
収納袋／H38×W32cm
●綿100％
●カラー／ブルー

クッカタルハ
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
1465002900　
JAN4992272614008

掛け布団カバー／H210×W150cm
ピローケース／H43×W63cm
収納袋／H38×W32cm
●綿100％
●カラー／グリーン

ルミレイッキ
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
1465002800　
JAN4992272613995

掛け布団カバー／H210×W150cm
ピローケース／H43×W63cm
収納袋／H38×W32cm
●綿100％
●カラー／チャコールグレー

クッカタルハ
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
1465003000　
JAN4992272614015

掛け布団カバー／H210×W150cm
ピローケース／H43×W63cm
収納袋／H38×W32cm
●綿100％
●カラー／ネイビー

Spr ing

Winte r

（収納袋）

（収納袋）

（収納袋）

（収納袋）

クッカタルハ // 花畑であそぶ、ムーミン谷の仲間達（春）

ルミレイッキ // 雪山で遊ぶムーミン谷の仲間達（冬）
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D U V E T  CO V E R  S E T S
カバーリング

フィンランドの四季を感じる、カバーリングシリーズ。
掛け布団カバー、ピローケース、収納袋のセットです。


