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本体価格￥2,000  2535009500

シートクッション／約φ35×D2cm
●側　地：ポリエステル100％
　詰め物：ウレタンフォーム

ドロイドフェイス
（刺繍・スエード）

本体価格￥2,500  2535008100

クッションカバー／約 45×45cm
●�本体：塩化ビニル樹脂

スペースロゴ
（プリント）

本体価格￥3,000  2535008200

クッションカバー／約 45×45cm
●�表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル100％

スパークルワールド
（ゴブラン織り）

本体価格￥2,000  2535010400

ルームシューズ／約 22 ～ 24cm に適応
●甲：亜麻28％・ポリエステル18％・
　　　綿15％・レーヨン39％
　中敷：綿100％
　底：ポリエステル100％

ドロイドペア
（刺繍・織りネーム）

本体価格￥3,000  2535008300

玄関マット／約 50×80cm

ドロイドグリーティング
（シェニール織り）

本体価格￥500  2535009300

ウォッシュタオル／約 34×36cm
本体価格￥1,000  2535009400

フェイスタオル／約 34×80cm

スターライフ
（パイルジャカード・織りネーム）

シンプルな配色がオシャレな「スター・ウォーズ」
タオル＆インテリアシリーズ

（裏面）
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本体価格￥500 ミニタオル ／約 25×25cm 2535001700

本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2535001800

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2535001900

無撚糸

フロンティア 
（無撚糸・3色毛違いジャカード）

本体価格￥500 ミニタオル ／約 25×25cm 2535004400

本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2535004500

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2535004600

無撚糸

ストライクバック 
（無撚糸・3色毛違いジャカード）

本体価格￥500 ミニタオル ／約 25×25cm 2535002900

本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2535003000

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2535003100

無撚糸

ドロイドビービーエイト 
（無撚糸・3色毛違いジャカード）
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ミニタオル

本体価格￥500  2535006400

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

フェイスタオル／約 34×80cm

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  2535007100

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

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  2535006600

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

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）
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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タオルシリーズ。

本体価格￥500  2535010500

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

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  2535009600

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

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       2535000800
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       2535000700
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       2535000900
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 2535006000

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 2535006100

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 ミニタオル ／約 25×25cm 2535004700

本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×35cm 2535004800

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2535004900

グラフィックファルコン 
（染料プリント）

本体価格￥500 ミニタオル ／約 25×25cm 2535005500

本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×35cm 2535005600

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2535005700

グラフィックロイド 
（染料プリント）

本体価格￥500 ミニタオル ／約 25×25cm 2535005200

本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×35cm 2535005300

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2535005400

グレーロイド 
（染料プリント）

本体価格￥500 ミニタオル ／約 25×25cm 2535003900

本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×35cm 2535004000

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2535004100

スタードロイド 
（染料プリント）
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本体価格￥300                 2535008400
ミニタオル ／約 25×25cm
本体価格￥300                 2535008500
ウォッシュタオル／約 34×36cm
本体価格￥500                 2535008600
フェイスタオル／約 34×80cm

ペーパーユニオン（プリント）
本体価格￥300                 2535008700
ミニタオル ／約 25×25cm
本体価格￥300                 2535008800
ウォッシュタオル／約 34×36cm
本体価格￥500                 2535008900
フェイスタオル／約 34×80cm

ペーパーミックス（プリント）

本体価格￥300                 2535009000
ミニタオル ／約 25×25cm
本体価格￥300                 2535009100
ウォッシュタオル／約 34×36cm
本体価格￥500                 2535009200
フェイスタオル／約 34×80cm

ペーパーダーク
（プリント）

本体価格￥500  2535002100

ミニタオル／約 25×25cm

スケッチホワイト 
（染料プリント）

本体価格￥500  2535002000

ミニタオル／約 25×25cm

スケッチレッド 
（染料プリント）

本体価格￥500  2535002200

ミニタオル／約 25×25cm

スケッチブルー 
（染料プリント） 本体価格￥500 ミニタオル ／約 25×25cm 2535002300

本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×35cm 2535002400

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2535002500

スケッチアイコン（染料プリント）
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真剣味ゼロ！ 
いつものシリアスな雰囲気とは 180°違う。

とってもかわいい 
落書きアートのスター・ウォーズが新登場。



本体価格￥3,000  0440201000

レジャーバスタオル／約 76×152cm

ダークスピリット　（染料プリント）
本体価格￥3,000  0440201100

レジャーバスタオル／約 76×152cm

トラスト　（染料プリント）

スター・ウォーズの世界観を
染料プリントで鮮やかに表現。
普段使いはもちろん、お部屋の
インテリアとしてもインパクト大
のかっこいいタオルシリーズです。

レジャーバスタオル
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本体価格￥500  0440200000

ウォッシュタオル／約 34×35cm
本体価格￥1,000  0440200100

フェイスタオル／約 34×80cm

スター・ウォーズ 
（染料プリント）

本体価格￥500  0440200400

ウォッシュタオル／約 34×35cm
本体価格￥1,000  0440200500

フェイスタオル／約 34×80cm

ヨーダ 
（染料プリント）

本体価格￥500  0440200600

ウォッシュタオル／約 34×35cm
本体価格￥1,000  0440200700

フェイスタオル／約 34×80cm

C-3PO
（染料プリント）

本体価格￥500  0440200800

ウォッシュタオル／約 34×35cm
本体価格￥1,000  0440200900

フェイスタオル／約 34×80cm

R2-D2
（染料プリント）

本体価格￥500  0440200200

ウォッシュタオル／約 34×35cm
本体価格￥1,000  0440200300

フェイスタオル／約 34×80cm

ダース・ベイダー
（染料プリント）

本体価格￥500  2535011000

ウォッシュタオル／約 34×35cm
本体価格￥1,000  2535011100

フェイスタオル／約 34×80cm

ローグ・ワン
（染料プリント）



本体価格￥3,000  2535006300

レジャーバスタオル／約 70×140cm

エピソード7　（染料プリント）
本体価格￥3,000  2535005000

レジャーバスタオル／約 70×140cm

スター・ウォーズ ポスター （染料プリント）
本体価格￥3,000  2535005100

レジャーバスタオル／約 70×140cm

カイロ・レン　（染料プリント）

レジャーバスタオル
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本体価格￥500  2535005800

ウォッシュタオル／約 34×35cm
本体価格￥1,000  2535005900

フェイスタオル／約 34×80cm

クラシック
（染料プリント）

本体価格￥500  2535000400

ウォッシュタオル／約 34×35cm
本体価格￥1,000  2535000500

フェイスタオル／約 34×80cm

 フォースの覚醒 
（染料プリント）

本体価格￥500  2535002700

ウォッシュタオル／約 34×35cm
本体価格￥1,000  2535002800

フェイスタオル／約 34×80cm

デス・スター
（染料プリント）

本体価格￥500  2535001500

ウォッシュタオル／約 34×35cm
本体価格￥1,000  2535001600

フェイスタオル／約 34×80cm

ヴィス
（染料プリント）



本体価格￥4,000  2535001100

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

ルックドロイド 
（サガラ刺繍）

本体価格￥4,000  2535004200

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

スペースドロイド 
（サガラ刺繍）

本体価格￥4,000  2535004300

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

スペースエンペラー 
（サガラ刺繍）

本体価格￥4,000  2535003500

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

ドロイドビービーエイト 
（サガラ刺繍）
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Cushion Cover
スター・ウォーズのスタイリッシュなクッションカバーシリーズ。

サガラ刺繍等、デザインによって仕様にも凝ってつくられています。



本体価格￥4,000  2535001000

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

ジオメトリック 
（サガラ刺繍）

本体価格￥4,000  2535001400

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

フロンティア 
（サガラ刺繍）

本体価格￥4,000  2535002600

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

ギアトルーパー 
（サガラ刺繍）

本体価格￥2,500  2535008100

クッションカバー／約 45×45cm
●本体：塩化ビニル樹脂

スペースロゴ 
（プリント）

本体価格￥2,500  2535000600

クッションカバー／約 45×45cm
●ポリエステル76％、レーヨン24％

ノワール
（プリント・麻生地風）

本体価格￥3,000  2535008200

クッションカバー／約 45×45cm
●表面：ポリエステル100％
　裏面：ポリエステル100％

スパークルワールド 
（ゴブラン織り）
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Cushion Cover
スター・ウォーズのスタイリッシュなクッションカバーシリーズ。

サガラ刺繍等、デザインによって仕様にも凝ってつくられています。




