
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
 

アラウンドザシティ
（MT:シャーリング・全面刺繍・マジックメロー）
(WT・FT:パイルジャカード・刺繍・スカラップ）
本体価格 ￥600 3005040500 JAN4992272680461

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 3005040600 JAN4992272680478

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3005040700 JAN4992272680485

フェイスタオル／約34×80cm

ロンドンをモチーフにした大人かわいいハローキティシリーズ

マイタウン
（WT:シャーリング・染色プリント・刺繍/FT:パイルジャガード・刺繍）
本体価格 ￥500 3275005000 JAN4992272662566

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3275005200 JAN4992272662573

フェイスタオル／約34×80cm
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「アジアの植物と花」「アフリカ民族衣装」「西海岸」
をテーマに大人っぽいタッチで描かれた新シリーズです。

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

アジアンパターン
（パイルジャカード・染料プリント）
本体価格 ￥500 3005038100 JAN4992272662566

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3005038200 JAN4992272662573

フェイスタオル／約34×80cm

ネイティブパターン
（染料プリント）
本体価格 ￥500 3005038300 JAN4992272662580

ウォッシュタオル／約34×35cm
本体価格 ￥1,000 3005038400 JAN4992272662597

フェイスタオル／約34×80cm

アフリカンパターン
（染料プリント）
本体価格 ￥500 3005038500 JAN4992272662603

ウォッシュタオル／約34×35cm
本体価格 ￥1,000 3005038600 JAN4992272662610

フェイスタオル／約34×80cm
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ロゼスウィート
（パイルジャカード・ピコットメロー・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500 3005043000 JAN4992272680775

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 3005043100 JAN4992272680782

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3005043200 JAN4992272680799

フェイスタオル／約34×80cm
●ピコットメローはミニタオルのみの仕様です。

サマーメロディ
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥500 3005040200 JAN4992272680805

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 3005040300 JAN4992272680812

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3005040400 JAN4992272680829

フェイスタオル／約34×80cm 無撚糸

フラワーレオパード
（無燃糸・パイルジャカード・染料プリント）
本体価格 ￥500 3005042700 JAN4992272680744

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 3005042800 JAN4992272680751

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3005042900 JAN4992272680768

フェイスタオル／約34×80cm 無撚糸

ポルトガル製

マイメロディルック
（パイルジャカード）
本体価格 ￥500 3005023100 JAN4992272644937

ウォッシュタオル／約33×36cm
本体価格 ￥1,000 3005023200 JAN4992272644944

フェイスタオル／約33×80cm
 

様々な仕様でデザインされた、

とってもキュートな“マイメロディー”

タオルシリーズ
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キティちゃん フェイス
（無撚糸・パイルジャカード）
本体価格 ￥300 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 3005032200 JAN4992272641141

本体価格 ￥500 フェイスタオル／ 約34×80cm 3005032300 JAN4992272641158

本体価格 ￥1,500 バスタオル／ 約60×120cm 3005032400 JAN4992272641165

無撚糸

水玉ドット
（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 3005033000 JAN4992272641011

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 3005033100 JAN4992272641028

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 3005033200 JAN4992272641035

フェイスタオル／約34×80cm 無撚糸

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）
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

ハローキティルック
（パイルジャカード）
本体価格 ￥500
3005023300 JAN4992272644913

ウォッシュタオル／約33×36cm
本体価格 ￥1,000
3005023400 JAN4992272644920

フェイスタオル／約33×80cm
ポルトガル製

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 ミニタオル／ 約25×25cm 3005034100 JAN4992272640632

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 3005034200 JAN4992272640649

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm 3005034300 JAN4992272640656

本体価格 ￥2,000 バスタオル／ 約60×120cm 3005034400 JAN4992272640663

無撚糸
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ハローキティ　アップルチェック
（表：ガーゼ・裏：甘撚糸・染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥380
3005020300 JAN4992272622959

おでかけタオル／約47×25cm
●綿100％ 

マイメロディ　フラワーシャボン
（表：ガーゼ・裏：甘撚糸・染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥380
3005020400 JAN4992272622966

おでかけタオル／約47×25cm
●綿100％ 

ポムポムプリン　おでかけプリン
（表：ガーゼ・裏：甘撚糸・染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥380
3005020500 JAN4992272622973

おでかけタオル／約47×25cm
●綿100％ 

おでかけタオル�

マフラータオル�

ファスナー付きタオル� ドレスタオル　　　　

ヘアバンド�

ハローキティ　ラインアップキティ
（無撚糸・スチームシャーリング）
本体価格 ￥600
3005033300 JAN4992272641264

マフラータオル／約110×18cm
 無撚糸

ポムポムプリン　ラインアッププリン
（無撚糸・スチームシャーリング）
本体価格 ￥600
3005028400 JAN4992272641271

マフラータオル／約110×18cm
 無撚糸

マイメロディ　マイメロフレンズ
（無撚糸・スチームシャーリング）
本体価格 ￥600
0410207000 JAN4992272531053

マフラータオル／約110×20cm
 無撚糸

シナモロール　ラインアップシナモン
（無撚糸・スチームシャーリング）
本体価格 ￥600
3005033400 JAN4992272641288

マフラータオル／約110×18cm
 無撚糸

ハローキティ フューシャスウィート
（パイルジャカード・ピコットメロー・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥880
3005042300 JAN4992272680706

ファスナー付きタオル／約23×23cm
●綿100%

ハローキティ キティちゃんのリボン
（シャーリング・染料プリント・刺繍）
本体価格 ￥1,200
3005042400 JAN4992272680713

ヘアバンド／約10×21cm（リボン部分含めず）
●綿100%

ハローキティ ピンクリボンフラワー
（無撚糸・染料プリント・刺繍）
本体価格 ￥1,200
3005042500 JAN4992272680720

ヘアバンド／約10×21cm（リボン部分含めず）
●綿100% 無撚糸

ハローキティ リボンアップ
（無撚糸・スチームシャーリング・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,500
3005024900 JAN4992272641295

マスコット付きドレスタオル／約20×30cm（マスコット部分含めず）
●本体：綿100％
　詰め物：ポリエステル100% 

無撚糸

シナモロール　おでかけシナモン
（表：ガーゼ・裏：甘撚糸・染料プリント・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥380
3005021500 JAN4992272622980

おでかけタオル／約47×25cm
●綿100％ 

269Z09
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まるでTシャツみたいな、かわいいタオル♪

［ 表 ］

［ 背面 ］

［ 背面 ］

［ 背面 ］

［ 背面 ］

［ 背面 ］

［ 背面 ］

ハローキティ　キティクロス
（染料プリント・ハンガー付き）
本体価格 ￥1,200
3005034800 JAN4992272641301

Tシャツタオル／H30×W36.5cm
 

マイメロディ　マイメロクロス
（染料プリント・ハンガー付き）
本体価格 ￥1,200
3005034900 JAN4992272641318

Tシャツタオル／H30×W36.5cm
 

リトルツインスターズ　ツインズクロス
（染料プリント・ハンガー付き）
本体価格 ￥1,200
3005035000 JAN4992272641325

Tシャツタオル／H30×W36.5cm
 

シナモロール　シナモンクロス
（染料プリント・ハンガー付き）
本体価格 ￥1,200
3005035100 JAN4992272641332

Tシャツタオル／H30×W36.5cm
 

ポムポムプリン　プリンクロス
（染料プリント・ハンガー付き）
本体価格 ￥1,200
3005035200 JAN4992272641349

Tシャツタオル／H30×W36.5cm
 

タキシードサム　サムクロス
（染料プリント・ハンガー付き）
本体価格 ￥1,200
3005035300 JAN4992272641356

Tシャツタオル／H30×W36.5cm
 

※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。

T-shirt Towel Tシャツタオル

115

　 

サ
ン
リ
オ



アップルツイード

ハローキティツイード

英国（MOON社）生地使用

英国（MOON社）生地使用

※季節商品のため在庫に限りがあります。ご了承ください。

アップルツイード
（織りネーム）
本体価格 ￥5,800
3335010500 JAN4992272662795

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

アップルツイード
（織りネーム）
本体価格 ￥4,800
3335010300 JAN4992272662726

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％

ハローキティツイード
（織りネーム）
本体価格 ￥4,800
3335010400 JAN4992272662733

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％

アップルツイード
（織りネーム）
本体価格 ￥5,800
3335011200 JAN4992272662764

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

ハローキティツイード
（織りネーム）
本体価格 ￥5,800
3335011400 JAN4992272662788

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

アップルツイード
（織りネーム）
本体価格 ￥3,800
3335011100 JAN4992272662757

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

ハローキティツイード
（織りネーム）
本体価格 ￥3,800
3335011300 JAN4992272662771

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

アップルツイード
（織りネーム）
本体価格 ￥10,000
3215010400 JAN4992272662832

クッションカバー／H45×W45cm
●ウール88％・ナイロン12％

アップルツイード
（織りネーム）
本体価格 ￥3,800
3335011700 JAN4992272662818

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％

ハローキティツイード
（織りネーム）
本体価格 ￥3,800
3335011800 JAN4992272662825

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）

（表面）

©1976, 20 1 9  SAN RIO C O., LTD. APPR O VAL N O. S 593901

（裏面）
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イギリス「MOON」社のツイード生地とハローキティのコラボレーション。
ハローキティ＆りんごのシルエットがかわいいチェック柄の「アップルツイード」と

モノカラーにさりげないハローキティのフェイス柄がポイントの
「ハローキティツイード」の2柄が新登場です。

121

　 

サ
ン
リ
オ



裏面

ジグザグクッション
（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%

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　　　　

ROUND CUSHION  

ラウンドクッション　　　　

TISSUE BOX COVER  

ティッシュボックスカバー

ジグザグポーチ 
（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 （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
（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

裏面織りネーム付き

ジグザグクラッチ 
（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%
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〈ホワイト〉 〈グレー〉〈レッド〉

Pure Merino Wool

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%

ジグザグシューズ 
（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

ジグザグカバー 
（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％

ルームシューズ　　　　

ROOM SHOES   

ストール

STOLE                 

クッションカバー

CUSHION COVER   

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、

のムーネWの」yttiK olleH「 と」NOOM「  
織りネームがアクセントになっています。
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