
大きなトトロがポイントのタオルシリーズができました。
ファーアップリケとスカラップのとても豪華な仕様となっております。

本体価格￥600 ミニタオル ／約 25×25cm 1005010400

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 1005010500

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 1005010600

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 1005010700

無撚糸

みどりの蔦 
（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￥600 ミニタオル／約 25×25cm 1005000100

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 1005000200

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 1005000300

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 1005000400

無撚糸

どんぐりの木
（無撚糸スチームシャーリング・スカラップ・ファーアップリケ刺繍）

●ミニタオルは無燃糸スチームシャーリングではありません

本体価格￥600 ミニタオル／約 23×23cm 0590206200
本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 1005001600

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 1005001700

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 1005001800

無撚糸

かたばみ
（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）

豪華な刺繍とスカラップヘムが女性らしいシリーズです。
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本体価格￥600 ミニタオル ／約 25×25cm 0594101300

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 0594101400

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 0594101500

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 0594101600

無撚糸

さつき晴れ
（無撚糸スチームシャーリング・アップリケ刺繍・スカラップ・ヨコ織り）

本体価格￥600 ミニタオル ／約 25×25cm 1005003100

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 1005003200

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 1005003300

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 1005003400

無撚糸

草かげ
（無撚糸スチームシャーリング・アップリケ刺繍・スカラップ・ヨコ織り）

本体価格￥600 ミニタオル／約 25×25cm 1005002700

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 1005002800

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 1005002900

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 1005003000

無撚糸

クロスケいっぱい 
（無撚糸スチームシャーリング・スカラップ・刺繍）

●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。
　全面刺繍になります。

本体価格￥600 ミニタオル／約 25×25cm 0594107500

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 0594107600

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 0594107700

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 0594107800

無撚糸

小道
（無撚糸スチームシャーリング・アップリケ刺繍）

たくさんのクロスケがコロコロと集まっていくデザインが
キュートなタオル。ふんわりとした無撚糸の質感も
心地よいシリーズです。
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無撚糸 日本製認定番号：第2012-601号

ちょこんと木の枝に座るトトロたちを、ジャカードと刺繍で表現。
スチームシャーリングだから
使い心地も柔らか。

※この画像はイメージです。

無撚糸

本体価格￥600 ミニタオル ／約 25×25cm 0594108000

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 0594108100

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 0594108200

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 0594108300

はらっぱ
（無撚糸スチームシャーリング・ファーアップリケ刺繍）

●ミニタオルにはプリントはありません。 無撚糸

本体価格￥600 ミニタオル ／約 24×24cm 0594107900

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 0594108800

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 0594108900

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 0594109000

休憩 N
（無撚糸スチームシャーリング・刺繍・プリント）

本体価格￥600 ミニタオル ／約 25×25cm 0590205400

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 0590205500

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 0590205600

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 0590205700

花畑
（無撚糸2パイル・ガーゼ・刺繍・今治ネーム付）
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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。

トトロのシルエットをシンプルにジャカードで表現した、これまでになく大人っぽい雰囲気のシリーズ。
ヨーロッパ製ならではのしっかりとした厚手のタオルです。

ポルトガル製

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 33×36cm 1005004700

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 33×80cm 1005004800

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 1005004900

大トトロシルエット
（パイルジャカード・刺繍）

ポルトガル製

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 33×36cm 1005005300

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 33×80cm 1005005400

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 1005005500

小トトロシルエット
（パイルジャカード・刺繍）

ポルトガル製

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 33×36cm 1005005000

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 33×80cm 1005005100

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 1005005200

中トトロシルエット
（パイルジャカード・刺繍）
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本体価格￥1,000  1005010200

フェイスタオル／約 34×80cm

日本製

①となりのトトロ  遊び道具 
（片面ガーゼ・染料プリント）

本体価格￥1,000  1005010300

フェイスタオル／約 34×80cm

日本製

②となりのトトロ  お正月とトトロ 
（片面ガーゼ・染料プリント）

本体価格 ￥1,000
フェイスタオル

③おりがみとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント）

／約 34×80cm
1005007100

日本製認定番号：第2015-1480号

認定番号：第2017-010号

認定番号：第2017-011号

① ② ③

今治ネーム付き
片面ガーゼフェイスタオルには
全て今治ネームが
付いています。

［今治タオル］

日
本
の
美
し
い
四
季
を

ト
ト
ロ
と
共
に
楽
し
も
う
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本体価格￥1,000  1005006900

フェイスタオル／約 34×80cm

日本製

④

⑦

⑩

⑬

⑤

⑧

⑪

⑭

⑥

⑨

⑫

⑮

本体価格￥1,000  1005006800

フェイスタオル／約 34×80cm

日本製

④水風船とトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント）

⑩雨夜
（片面ガーゼ・染料プリント）

本体価格￥1,000  1005007000

フェイスタオル／約 34×80cm

日本製

⑤花吹雪
（片面ガーゼ・染料プリント）

本体価格￥1,000  0590222400

フェイスタオル／約 34×80cm

日本製

⑪梅とトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント）

本体価格￥1,000  1005007700

フェイスタオル／約 34×80cm

日本製

⑥トトロと椿
（片面ガーゼ・染料プリント）

本体価格￥1,000  0590222500

フェイスタオル／約 34×80cm

日本製

⑫クローバーとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント）

本体価格￥1,000  0590222000

フェイスタオル／約 34×80cm

日本製

⑦アジサイとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント）

本体価格￥1,000  0590222600

フェイスタオル／約 34×80cm

日本製

⑬ナデシコとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント）

本体価格￥1,000  0590222100

フェイスタオル／約 34×80cm

日本製

⑧うちわとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント）

本体価格￥1,000  0590222300

フェイスタオル／約 34×80cm

日本製

⑭花火とトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント）

本体価格￥1,000  0590222700

フェイスタオル／約 34×80cm

日本製

⑨アサガオとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント）

本体価格￥1,000  0590222200

フェイスタオル／約 34×80cm

日本製

⑮ こまとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント）

認定番号：第2015-1478号

認定番号：第2015-1481号

認定番号：第2015-1479号

認定番号：第2013-1135号

認定番号：第2013-1135号

認定番号：第2013-1135号

認定番号：第2013-1135号

認定番号：第2013-1135号

認定番号：第2013-1135号

認定番号：第2013-1135号

認定番号：第2013-1135号

認定番号：第2015-1477号
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色とりどりの花が咲き乱れる庭で遊ぶジジ親子をタオルで表現。スカラップ、刺繍、
編みぐるみ、リボンと女性の好きな要素を詰め込みました。スチームシャーリング
のふんわりとした肌触りも嬉しいシリーズです。

コリコの風景のタオルができました。カラフルな街並みがポイントです。
触り心地のよい無撚糸を使用しております。

ガーゼ地に無撚糸のパイルがやさしい肌触りのタオルシリーズ。
カラフルな色合いもポイント。
品質に定評のある日本製・今治タオルです。

本体価格￥600 ミニタオル ／約 25×25cm 1005010800

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 1005010900

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 1005011000

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 1005011100

無撚糸

花壇の散歩 
（無撚糸スチームシャーリング・（上辺）スカラップ・
アップリケ刺繍・ヨコ織り）

日本製無撚糸認定番号：第2015-1486号

本体価格￥600 ミニタオル ／約 25×25cm 1005006400

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 1005006500

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 1005006600

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 1005006700

庭先
（無撚糸2パイル・ガーゼ・刺繍・今治ネーム付き）

本体価格￥600 ミニタオル ／約 25×25cm 1005002000

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 1005002100

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 1005002200

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 1005002300

無撚糸

コリコの風景
（無撚糸スチームシャーリング・アップリケ刺繍・スカラップ・ヨコ織り）

本体価格￥600 ミニタオル ／約 25×25cm 1005000500

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 1005000600

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 1005000700

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 1005000800

無撚糸

カラフルガーデン
（無撚糸スチームシャーリング・スカラップ・刺繍・あみぐるみ・リボン付き）
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本体価格￥600 ミニタオル ／約 25×25cm 0594109100

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 0594109200

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 0594109300

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 0594109400

無撚糸

豪華な刺繍とスカラップヘムが女性らしいシリーズです。 コリコの街を背景に佇むジジ親子。そんなイメージをタオルにしました。
スチームシャーリングのふんわりとした肌触りに、
カラフルだけどやさしい色合いのシリーズです。

本体価格￥600 ミニタオル ／約 25×25cm 0590224900

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 0590225000

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 0590225100

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 0590225200

無撚糸

アパートメント
（無撚糸スチームシャーリング・アップリケ刺繍）

●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。
　全面刺繍になります。

シェルフ
（無撚糸スチームシャーリング・ファーアップリケ刺繍）

本体価格￥600 ミニタオル ／約 25×25cm 0594108400

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 0594108500

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 0594108600

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 0594108700

無撚糸

アベニュー
（無撚糸スチームシャーリング・刺繍）

本体価格￥600 ミニタオル ／約 23×23cm 0590206300

本体価格￥600 ウォッシュタオル／約 34×36cm 1005001300

本体価格￥1,200 フェイスタオル／約 34×80cm 1005001400

本体価格￥2,800 バスタオル／約 60×120cm 1005001500

無撚糸

バラ園
（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）

●ミニタオルは無撚糸スチームシャーリングではありません。
　全面刺繍になります。
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ジブリシリーズの楽しい
タオルやクッション、
雑貨が大集合！！
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もののけ姫に出てくる鬱蒼とした深い森の世界をジャカードで
表現しました。�ワンポイントにコダマの刺繍を施しています

ウォッシュタオル
フェイスタオル

／
／

1005012500

1005012600

もののけ姫  コダマの森
（無撚糸スチームシャーリング・スカラップ・刺繍・ヨコ織り）

約34×36cm
約34×80cm

ウォッシュタオル
フェイスタオル

／
／

0590226300

0590226400

もののけ姫 コダマN
（パイルジャカード・刺繍）

約34×36cm
約34×80cm

本体価格 ￥600
本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥600
本体価格 ￥1,200

無撚糸

ミニ タ オ ル

ウォッシュタオル
フェイスタオル

／
／
／

1005011800

1005011900

1005012000

もののけ姫  シシ神とサン
（パイルジャカード・スカラップ・アップリケ刺繍）

約25×25cm
約34×36cm
約34×80cm

本体価格 ￥600
本体価格 ￥600
本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥600

本体価格 ￥1,200
ウォッシュタオル

フェイスタオル

崖の上のポニョ 水中
（無撚糸スチームシャーリング・アップリケ刺繍・シェルメロー）

／約34×36cm
1005006100

1005006200
／約34×80cm

無撚糸本体価格 ￥600
ミニタオル ／

もののけ姫 コダマ
（パイルジャカード・蓄光刺繍）

約25×25cm
0590062800

［蓄光糸使用］
昼間の太陽や明るい部屋などで光を蓄え、
暗闇で発光します。

（ミニタオルのみの仕様です）
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本体価格￥6,800  1125005400

収納袋／ 32×38cm　掛け布団カバー／ 150×210cm　枕カバー／ 43×63cm
●�綿 100％

となりのトトロ  のどかな日 
（総柄プリント）

収納袋
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本体価格￥6,800  1125005500

収納袋／ 32×38cm　掛け布団カバー／ 150×210cm　枕カバー／ 43×63cm
●�綿 100％

となりのトトロ  クロスケパターン 
（総柄プリント）

本体価格￥6,800  1125005600

収納袋／ 32×38cm　掛け布団カバー／ 150×210cm　枕カバー／ 43×63cm
●�綿 100％

魔女の宅急便  石だたみの小道 
（総柄プリント）

収納袋

収納袋
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はんてんはんてん

たしかな技術とこだわりがつまった
日本製 はんてん・チョッキ

裏側

日本製

本体価格 ￥8,000
はんてん（子供用）／

風音（プリント・刺繍）

●表地・裏地：綿100％
　中綿：綿85％、ポリエステル15％

身長約100cm
0560056200

日本製

本体価格 ￥8,000
はんてん（子供用）／

風音（プリント・刺繍）

●表地・裏地：綿100％
　中綿：綿85％、ポリエステル15％

身長約110cm
0560056300 本体価格 ￥8,000

はんてん（子供用）／

風音（プリント・刺繍）

●表地・裏地：綿100％
　中綿：綿85％、ポリエステル15％

身長約120cm

日本製

0560056400

日本製

本体価格 ￥15,000
はんてん（女性用）

風音（プリント・刺繍）

●表地・裏地：綿100％
　中綿：綿85％、ポリエステル15％

0560056600

日本製

本体価格 ￥15,000
はんてん（男性用）

風音（表：刺繍／裏：プリント）

●表地・裏地：綿100％
　中綿：綿85％、ポリエステル15％

0560056500

※裏地プリントは
　男性用のみです。

ポケット部分：刺繍
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日本製

本体価格 ￥7,000
チョッキ（子供用）／

風音（プリント・刺繍）

●表地・裏地：綿100％
　中綿：綿85％、ポリエステル15％

身長約100cm
0560056700

日本製

本体価格 ￥7,000
チョッキ（子供用）／

風音（プリント・刺繍）

●表地・裏地：綿100％
　中綿：綿85％、ポリエステル15％

身長約110cm
0560056800

日本製

本体価格 ￥7,000
チョッキ（子供用）／

風音（プリント・刺繍）

●表地・裏地：綿100％
　中綿：綿85％、ポリエステル15％

身長約120cm
0560056900

日本製

本体価格 ￥13,000
チョッキ（女性用）

風音（プリント・刺繍）

●表地・裏地：綿100％
　中綿：綿85％、ポリエステル15％

0560057100 本体価格 ￥13,000
チョッキ（男性用）

風音（表：刺繍／裏：プリント）

●表地・裏地：綿100％
　中綿：綿85％、ポリエステル15％��

日本製

本体価格 ￥7,000

本体価格 ￥7,000
甚平（子供用）

甚平（子供用）

①となりのトトロ 風音
（染料プリント・刺繍）

／身長約120cm
1125003000

1125003100

／身長約100cm
●本体：綿100％

作務衣（子供用）

作務衣（子供用）

日本製

本体価格 ￥7,000

本体価格 ￥7,000 

②となりのトトロ 風音
（染料プリント・刺繍）

／身長約120cm
1125003200

1125003300
／身長約100cm

●本体：綿100％

日本製

0560057000

① ②

裏側
※裏地プリントは
　男性用のみです。

あたたかいトトロのはんてんやチョッキで心まで楽しくなるよ。

とってもかわいいトトロの
子供用甚平と作務衣です。

ポケット部分：刺繍

ポケット部分：刺繍

チョッキ

甚平・作務衣
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正方形
長方形

／
／

0560055000

0560055100

となりのトトロ  きのこ狩り  こたつ掛け布団
（アップリケ刺繍・染料プリント）

●表：ポリエステル100％
　詰めもの：ポリエステル100％（ウレタンウォーム）
　裏：ポリエステル100％

200×200cm

200×240cm
本体価格 ￥15,000
本体価格 ￥18,000

マイクロ
ファイバー

省スペース正方形こたつ布団セット
省スペース長方形こたつ布団セット

0560055400

0560055500

となりのトトロ  きのこ狩り  省スペースこたつ布団セット
（アップリケ刺繍・染料プリント）

●表地：ポリエステル100％
　詰めもの：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリプロピレン100％・ノンスリップ加工
　詰めもの：ポリエステル100％�
　中芯：ウレタンフォーム

本体価格 ￥20,000
本体価格 ￥25,000

マイクロ
ファイバー

正方形
長方形

／
／

0560055200

0560055300

となりのトトロ  きのこ狩り  こたつ敷き布団
（アップリケ刺繍・染料プリント）

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリプロピレン100％・ノンスリップ加工
　詰めもの：ポリエステル100％（ウレタンウォーム）�
　中芯：ウレタンフォーム

190×190cm

190×230cm
本体価格 ￥10,000
本体価格 ￥12,000

マイクロ
ファイバー

こたつ掛け布団（正方形）

こたつ敷き布団（正方形）

こたつ掛け布団（長方形）

こたつ敷き布団（長方形）

省スペースタイプ 正方形タイプ

掛け布団／約180×180cm

掛け布団／約180×210cm

敷き布団／約145×145cm 敷き布団／約145×170cm

省スペースタイプ 長方形タイプ

寒い季節はトトロと一緒に
こたつで寛ぐ愉しみ。

きのこ狩り

ファミリータイプの
長方形もあります♪

省スペースのこたつ布団は
角が広がらないので
スペースが有効に使えます。

※こたつ布団は季節商品のため在庫に限りがあります、ご了承下さい。

こたつ布団
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正方形
長方形

／
／

0560055600

0560055700

魔女の宅急便  冬ごもり  こたつ掛け布団
（アップリケ刺繍・染料プリント）

●表：ポリエステル100％
　詰めもの：ポリエステル100％（ウレタンウォーム）
　裏：ポリエステル100％

200×200cm

200×240cm
本体価格 ￥15,000
本体価格 ￥18,000

マイクロ
ファイバー

正方形
長方形

／
／

0560055800

0560055900

魔女の宅急便  冬ごもり  こたつ敷き布団
（アップリケ刺繍・染料プリント）

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリプロピレン100％・ノンスリップ加工
　詰めもの：ポリエステル100％�
　中芯：ウレタンフォーム

190×190cm

190×230cm
本体価格 ￥10,000
本体価格 ￥12,000

マイクロ
ファイバー

省スペース正方形こたつ布団セット
省スペース長方形こたつ布団セット

0560056000

0560056100

魔女の宅急便  冬ごもり  省スペースこたつ布団セット
（アップリケ刺繍・染料プリント）

●表地：ポリエステル100％
　詰めもの：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリプロピレン100％・ノンスリップ加工
　詰めもの：ポリエステル100％�
　中芯：ウレタンフォーム

本体価格 ￥20,000
本体価格 ￥25,000

マイクロ
ファイバー こたつ掛け布団（正方形）

こたつ敷き布団（正方形）

こたつ掛け布団（長方形）

こたつ敷き布団（長方形）

省スペースタイプ 正方形タイプ 省スペースタイプ 長方形タイプ

掛け布団／約180×180cm敷き布団／約145×145cm 敷き布団／約145×170cm

掛け布団／約180×210cm

冬ごもり

正方形もあります♪

省スペースのこたつ布団は
角が広がらないので
スペースが有効に使えます。

※こたつ布団は季節商品のため在庫に限りがあります、ご了承下さい。
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本体価格 ￥3,000
クッションカバー／

となりのトトロ 草むらの中から
（チェーンステッチ刺繍）

●本体：綿100％
　刺繍：アクリル100％

45×45cm
0564103100

本体価格 ￥3,000
クッションカバー／

となりのトトロ おすましトトロ
（チェーンステッチ・刺繍）

●本体：綿100％
　刺繍：アクリル100％

45×45cm
0560002700

本体価格 ￥3,000
クッションカバー／

魔女の宅急便 ジジとティーセット
（チェーンステッチ刺繍）

●本体：綿100％
　刺繍：アクリル100％

45×45cm
0564104100

本体価格￥3,000  1145005300

クッションカバー／ 45×45cm
●�本体：綿100％�
刺繍：アクリル100％

魔女の宅急便  こんがりパン 
（チェーンステッチ刺繍）
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本体価格 ￥4,000
クッションカバー／

となりのトトロ 野いちご狩り
（サガラ刺繍）

●本体：綿100％
　刺繍：アクリル100％

45×45cm
0564102800

本体価格 ￥4,000
クッションカバー

となりのトトロ ふわふわクロスケ
（サガラ刺繍）

●本体：綿100％�刺繍：ポリエステル100％

／45×45cm
1145001600本体価格 ￥4,000

クッションカバー ／

となりのトトロ 黄色いタンポポ
（サガラ刺繍）

●本体：綿100％
　刺繍：アクリル100％

45×45cm
0564101800

本体価格￥4,000  1145003100

クッションカバー／ 45×45cm
●�本体：綿100％�
刺繍部分：アクリル100％

魔女の宅急便  スイーツジャム 
（サガラ刺繍）

本体価格￥4,000  1145005100

クッションカバー／ 45×45cm
●�本体：綿100％�
刺繍：アクリル100％

となりのトトロ  かくれんぼクロスケ 
（サガラ刺繍）

本体価格￥4,000  1145005200

クッションカバー／ 45×45cm
●�本体：綿100％�
刺繍：アクリル100％

千と千尋の神隠し  コンペイトウあつめ 
（サガラ刺繍）

本体価格 ￥4,000
クッションカバー／

魔女の宅急便 バラにかこまれて
（サガラ刺繍）

●本体：綿100％
　刺繍：アクリル100％

45×45cm
0564103300

本体価格￥4,000  1145003000

クッションカバー／ 45×45cm
●�本体：綿100％�
刺繍部分：アクリル100％

となりのトトロ  花のおとどけ 
（サガラ刺繍）

ジブリの世界観をチェーンステッチ刺繍・
サガラ刺繍で贅沢に表現しました。
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ゴブラン織りならではの
クラッシックで高級感漂うシリーズです。

本体価格￥1,800 シェル型ポーチ／約 H18×W12×D8cm 0524104800

本体価格￥3,800 トートバッグ／約 H35×W28cm 0524104900

本体価格￥1,000 ランチョンマット／約33×48cm 0524105000

魔女の宅急便 バラとジジ
（ゴブラン織り）

●シェル型ポーチ／表生地：ポリエステル93%・綿6％・レーヨン1％
　　　　　　　　　�　中生地：ポリエステル85％・綿15％
●ト ー ト バ ッ グ／表生地：ポリエステル100%��
　　　　　　　　　　　裏生地：ポリエステル88％・綿9％・レーヨン3％�
　　　　　　　　　　　中生地：ポリエステル85％・綿15％
●ランチョンマット／ポリエステル100%

本体価格￥1,500 ポーチ／約 H17×W21.5×D6cm 0524102400

本体価格￥2,000 バッグ（小）／約 H26×W32×D10cm 0524102500

本体価格￥1,000 ランチョンマット／約33×48cm 0524102600

●ポ ー チ／表地：ポリエステル75％・綿21％・レーヨン4％
　　　　　　　　　　中生地：ポリエステル80％・綿20％
●バ ッ グ／表地：ポリエステル88％・綿9％・レーヨン3％
　　　　　　　　　　中生地：ポリエステル80％・綿20％
●ランチョンマット／表地：ポリエステル75％・綿21％・レーヨン4％
　　　　　　　　　　中生地：ポリエステル80％・綿20％

魔女の宅急便 軒下
(ゴブラン織り・織ネーム（ランチョンのみ織りネームはありません））

［シェル型ポーチ］

［ポーチ］

［シェル型ポーチ］

［ミニバッグ］

［トートバッグ］

［バッグ（小）］

［トートバッグ］

［ランチョンマット］

［ランチョンマット］

［ランチョンマット］

本体価格￥1,800 シェル型ポーチ／約 H18×W12×D8cm 1165003300

本体価格￥2,000 ミニバッグ／約 H26×W32×D10cm 1165003400

本体価格￥3,800 トートバッグ／約 H35×W28cm 1165003500

本体価格￥1,000 ランチョンマット／約33×48cm 1165003600

魔女の宅急便 フラワーダイニング
（ゴブラン織り）

●シェル型ポーチ／生地：ポリエステル89%・綿6%・レーヨン5%
　　　　　　　　　　 中生地：ポリエステル84%・綿16%
● ミ ニ バ ッ グ ／表地：ポリエステル89％・綿6％・レーヨン5％�
　　　　　　　　　　 裏生地：ポリエステル93％・綿4％レーヨン3％
　　　　　　　��　　　中生地：ポリエステル84％・綿16％
●ト ー ト バ ッ グ／表生地：ポリエステル89%・綿6%・レーヨン5%
　　　　　　　　　　裏生地：ポリエステル93%・綿4%レーヨン3%
　　　　　　　　　　中生地：ポリエステル84%・綿16%
●ランチョンマット／ポリエステル89%・綿6%・レーヨン5%
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本体価格 ￥3,800
トートバッグ

となりのトトロ おいしい野いちご
（サガラ刺繍）

●本体：綿100％�刺繍部分：アクリル100％
　中生地：ポリエステル86%・綿14%

／約H35×W28cm
1165003100本体価格 ￥3,800

ポーチ

となりのトトロ おいしい野いちご
（サガラ刺繍）

●本体：綿100％�
　刺繍部分：アクリル100％
　中生地：ポリエステル86%・綿14%
　裏生地：ポリエステル60%・綿40%

／約H18×W28×D4cm
1165003000

本体価格 ￥3,800
トートバッグ

となりのトトロ どんぐりと一緒に
（サガラ刺繍）

●本体：綿100％�
　刺繍部分：アクリル100％

／約W28×H35cm
1165000000本体価格 ￥4,000

マルチポーチ

となりのトトロ 一緒に
（サガラ刺繍）

●本体：綿100％�
　刺繍部分：アクリル100％

／約H25.5×W17cm（二つ折り時）
1165001200

本体価格 ￥3,800
トートバッグ

魔女の宅急便 窓をあけたら
（サガラ刺繍）

●本体：綿100％�
　刺繍部分：アクリル100％

／約W28×H35cm
1165001100本体価格 ￥4,000

マルチポーチ

魔女の宅急便 窓をあけたら
（サガラ刺繍）

●本体：綿100％�
　刺繍部分：アクリル100％

／約H25.5×W17cm（二つ折り時）
1165001000本体価格 ￥3,800

トートバッグ

魔女の宅急便 花かごとジジ
（サガラ刺繍）

●本体：綿100％�刺繍部分：アクリル100％�
中生地：ポリエステル80％・綿20％

／約H35×W28cm
1165004100本体価格 ￥3,800

ポーチ

魔女の宅急便 花かごとジジ
（サガラ刺繍）

●表生地：綿100％�
　刺繍部分：アクリル100％�
　中生地：ポリエステル60％・綿40％�
　背面生地：綿80％・ポリエステル20％

／約H18×W28×D4cm
1165004000

本体価格 ￥3,800
ポーチ ／

となりのトトロ トトロと綿毛
（サガラ刺繍（片面））

●表地：綿100％、
　刺繍部分：アクリル100％
　中生地：ポリエステル80％・綿20％
　裏生地：ポリエステル60％・綿40％

約H18×W28×D4cm
0524101000 本体価格 ￥3,800

ポーチ

となりのトトロ ふわふわクロスケ
（サガラ刺繍）

●本体：綿100％�
　刺繍部分：アクリル100％

／約H18×D28×D4cm
1165003700 本体価格 ￥3,800

ポーチ ／

魔女の宅急便 ジジと看板
（サガラ刺繍（片面））

●表地：綿100％
　刺繍部分：アクリル100％
　中生地：ポリエステル80％・綿20％
　裏生地：ポリエステル60％・綿40％

約H18×W28×D4cm
0524100900

ポーチ・トートバッグ

サガラ刺繍の優しいタッチでジブリの
世界観を表現したポーチ＆バッグシリーズ。
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