
墨絵風 ダース・ベイダー
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,200
2535022600 JAN4992272661293

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2018-667号

墨絵風 ヨーダ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,200
2535022700 JAN4992272661309

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2018-657号

クラウド ドロイド
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,200
2535024000 JAN4992272677430

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2018-2370号

ビービーエイト ネイビー
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,200
2535024100 JAN4992272677447

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2018-2392号
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日本製てぬぐい

冬の城主
（岡生地・プリント）
本体価格 ￥800
2535017400 JAN4992272625264

手ぬぐい／約34×90cm
●綿100％ 

シス行列
（岡生地・プリント）
本体価格 ￥800
2535017500 JAN4992272625271

手ぬぐい／約34×90cm
●綿100％ 
 

さくらツアーズ
（岡生地・捺染プリント）
本体価格 ￥800
2535010100 JAN4992272611953

手ぬぐい／約34×90cm
●綿100％ 
 

夏祭り
（岡生地・捺染プリント）
本体価格 ￥800
2535010200 JAN4992272611960

手ぬぐい／約34×90cm
●綿100％ 
 

秋の思い出
（岡生地・捺染プリント）
本体価格 ￥800
2535010300 JAN4992272611946

手ぬぐい／約34×90cm
●綿100％ 
 

日本中を旅するスター・ウォーズのキャラクター達が
デザインされた、とってもかわいらしい
日本製てぬぐいシリーズです。

日本製 日本製 日本製

日本製

日本製
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メンバーズ
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り）
本体価格 ￥500
2535013300 JAN4992272624441

ミニタオル／約25×25ｃｍ
本体価格 ￥500
2535013400 JAN4992272624458

ウォッシュタオル／約34×36ｃｍ
本体価格 ￥1,000
2535013500 JAN4992272624465

フェイスタオル／約34×80ｃｍ
本体価格 ￥2,000
2535013600 JAN4992272624472

バスタオル／約60×120ｃｍ

無撚糸

コミックアーミー
（無撚糸・パイルジャカード・朱子ボーダー）
本体価格 ￥500
2535020100 JAN4992272651584

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2535020200 JAN4992272651591

フェイスタオル／約34×80cm
無撚糸

コミックライト
（無撚糸・パイルジャカード・朱子ボーダー）
本体価格 ￥500
2535020300 JAN4992272651607

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2535020400 JAN4992272651614

フェイスタオル／約34×80cm
無撚糸

コミック スター・ウォーズ
（無撚糸・パイルジャカード・朱子ボーダー）
本体価格 ￥500
2535011600 JAN4992272618532

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2535011700 JAN4992272618549

フェイスタオル／約34×80cm
無撚糸

ライトセーバー ストライプ
（パイルジャカード）
本体価格 ￥500
2535013700 JAN4992272621891

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2535013800 JAN4992272621907

フェイスタオル／約34×80cm
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フォームシー
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
2535006400 JAN4992272592092

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2535006500 JAN4992272592108

フェイスタオル／約34×80cm

フォーム ドロイド
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
2535006600 JAN4992272592054

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2535006700 JAN4992272592061

フェイスタオル／約34×80cm

フォーム ダーク
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
2535007100 JAN4992272592078

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2535007200 JAN4992272592085

フェイスタオル／約34×80cm

シャンブルホワイト
（パイルジャカード・スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥500
2535009600 JAN4992272611045

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2535009700 JAN4992272611052

フェイスタオル／約34×80cm

シャンブルブラック
（パイルジャカード・スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥500
2535010500 JAN4992272611021

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2535010600 JAN4992272611038

フェイスタオル／約34×80cm

シャンブル トルーパー
（パイルジャカード・スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥500
2535014500 JAN4992272618556

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000
2535014600 JAN4992272618563

フェイスタオル／約34×80cm

シルエットがとってもユニークな
見ているだけでも楽しくなる“スカラップ”タオルシリーズ。
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ダークサイド
（無撚糸・スチームシャーリング）
本体価格 ￥600
0444100300 JAN4992272550948

マフラータオル／約110×20cm

無撚糸

ダークシャドー
（プリント）
本体価格 ￥500
2535020700 JAN4992272651645

頭巻きタオル／約100×34cm
 

ダース・ベイダー 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 2535018700 JAN4992272651409

本体価格 ￥500 フェイスタオル／ 約34×80cm 2535018800 JAN4992272651416

本体価格 ￥1,500 バスタオル／ 約60×120cm 2535018900 JAN4992272651423

無撚糸

ストームトルーパー 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 2535019000 JAN4992272651430

本体価格 ￥500 フェイスタオル／ 約34×80cm 2535019100 JAN4992272651447

本体価格 ￥1,500 バスタオル／ 約60×120cm 2535019200 JAN4992272651454

無撚糸

ハーフフェイス
（パイルジャカード）
本体価格 ￥500 2535018500 JAN4992272650822

ウォッシュタオル／約33×36cm
本体価格 ￥1,000 2535018600 JAN4992272650839

フェイスタオル／約33×80cm ポルトガル製

パッケージ
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ワッペン トルーパー
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500
2535014900 JAN4992272621853

ミニタオル／約25×25cm

ワッペン アール
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500
2535015000 JAN4992272621860

ミニタオル／約25×25cm

ワッペン ベイダー
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500
2535015100 JAN4992272621846

ミニタオル／約25×25cm

ワッペン エイト
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500
2535015200 JAN4992272621884

ミニタオル／約25×25cm

ワッペン ドロイド
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500
2535015300 JAN4992272621877

ミニタオル／約25×25cm

アトラクティブ
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500
2535000700 JAN4992272588453

ミニタオル／約25×25cm

ストロング
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500
2535000800 JAN4992272588446

ミニタオル／約25×25cm

ディボーション
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500
2535000900 JAN4992272588460

ミニタオル／約25×25cm

ワンポイントセーバー
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500
2535006000 JAN4992272592030

ミニタオル／約25×25cm

ダークサイドフェイス
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500
2535006100 JAN4992272592047

ミニタオル／約25×25cm

ドロイド ビービーエイト
（無撚糸・パイルジャカード）
本体価格 ￥500
2535002900 JAN4992272588682

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

イートアイス
（染料プリント）
本体価格 ￥500
2535019700 JAN4992272651546

ミニタオル／約25×25cm

リードブック
（染料プリント）
本体価格 ￥500
2535019800 JAN4992272651553

ミニタオル／約25×25cm

ユーズザフォーク
（染料プリント）
本体価格 ￥500
2535019900 JAN4992272651560

ミニタオル／約25×25cm

ピックアップトイズ
（染料プリント）
本体価格 ￥500
2535020000 JAN4992272651577

ミニタオル／約25×25cm

ミニタオル

MINI TOWEL  
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デコ ベイダー
（ムカラ刺繍）
本体価格 ￥2,000
2535022000 JAN4992272623482

デコレーション刺繍／H5.6×W4cm

日本製
デコ  トルーパー

（ムカラ刺繍）
本体価格 ￥2,000
2535022100 JAN4992272623499

デコレーション刺繍／H5.6×W3.2cm

日本製

バッジ ベイダー
（刺繍）
本体価格 ￥3,000
2535022200 JAN4992272634785

刺繍ピンバッチ／H5.5×W2cm

日本製

バッジ Ｃ-３ＰＯ
（刺繍）
本体価格 ￥3,000
2535022400 JAN4992272634808

刺繍ピンバッチ／H4.5×W4cm

日本製

バッジ トルーパー
（刺繍）
本体価格 ￥3,000
2535022300 JAN4992272634792

刺繍ピンバッチ／H3.2×W3.5cm

日本製

バッジ Ｒ２-Ｄ２
（刺繍）
本体価格 ￥3,000
2535022500 JAN4992272634815

刺繍ピンバッチ／H3.1×W2.2cm

日本製

②

本体価格 ￥1,800
2535019500 JAN4992272651331

ポーチ／H16.5×W21cm
本体価格 ￥3,000
2535019600 JAN4992272651348

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
●表生地：綿100％
　ワッペン部分：ポリエステル100％ 
　中生地：綿100％

スターワッペン
（帆布生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
2535016700 JAN4992272624595

クッションカバー／H45×W45cm
●生地：綿100％
　ワッペン部分：ポリエステル100％

③

①

②

③

①

刺繍ピンバッチ＆デコレーション刺繍

Badge Embroidery Brooch     　 

スター・ウォーズ ロゴ
（刺繍）
本体価格 ￥3,000
2535022900 JAN4992272661422

刺繍ブローチ／W5.5×H2.5cm

日本製

ワッペン刺繍がオシャレな
雑貨＆クッションカバーシリーズ

細部までこだわってつくられた
「日本製」刺繍ピンバッジ＆デコレーション刺繍
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ダークステッチ
（刺繍）
本体価格 ￥2,500
2535016800 JAN4992272624502

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％

ドロイドステッチ
（刺繍）
本体価格 ￥2,500
2535016900 JAN4992272624519

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％

ミレニアム・ファルコン
（プリント・刺繍）
本体価格 ￥3,000
2535003800 JAN4992272588057

ダイカットクッション／H75×W56cm
●ポリエステル100％

お部屋のインテリアとしてインパクト大 ! もちもち触感がくせになるダイカットクッション

ドロイドグリーティング
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
2535008300 JAN4992272610161

玄関マット／H50×W80cm
●表生地：アクリル53％・ポリエステル40％・
　綿6％・レーヨン1％

ドロイドケース
（ポリエステル帆布・プリント）
本体価格 ￥2,000
2535014400 JAN4992272624588

ランドリーBOX／H40×φ35cm
●本体：ポリエステル100％
　フタ部分：綿100％

クッションカバー

Cushion Cover  

スター・ウォーズ タイトル
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
2535012100 JAN4992272618600

クッションカバー／H45×W45cm
●ポリエステル100％〈背面〉

スター・ウォーズ　もちもち トルーパー
（プリント）
本体価格 ￥1,500
2535015700 JAN4992272624564

ダイカットクッション／H40×W37cm
●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％

スター・ウォーズ　もちもち ダースベイダー
（プリント）
本体価格 ￥1,500
2535016000 JAN4992272624533

ダイカットクッション／H40×W44cm
●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％

スター・ウォーズ　もちもち アール
（プリント）
本体価格 ￥1,500
2535015600 JAN4992272624557

ダイカットクッション／H40×W37cm
●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％

スター・ウォーズ　もちもち ドロイド
（プリント）
本体価格 ￥1,500
2535015900 JAN4992272624540

ダイカットクッション／H40×W34cm
●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％
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