ハローキティ シャンブルキティ

349

マイメロディ シャンブルマイメロ

リトルツインスターズ シャンブルキキララ

（パイルジャカード･スカラップ･アップリケ刺繍）

（パイルジャカード･スカラップ･アップリケ刺繍）

（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 ミニタオル/約25×25cm
3005048500 JAN4992272699685

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005048800 JAN4992272699715

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005049100 JAN4992272699746

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005048600 JAN4992272699692

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005048900 JAN4992272699722

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005049200 JAN4992272699753

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005048700 JAN4992272699708

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005049000 JAN4992272699739

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005049300 JAN4992272699760

大

カラップ刺 繍 が ポイント
の
い いス
かわ
シリーズ が 新しく
ル”
なり
ャンブ
シ
まし
“
た
人気

。

ポチャッコ シャンブルポチャッコ

（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 ミニタオル/約25×25cm
3005050000 JAN4992272699838
本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005050100 JAN4992272699845
本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005050200 JAN4992272699852

本体:綿100% アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%

シナモロール シャンブルシナモン

（パイルジャカード･スカラップ･刺繍）

タキシードサム シャンブルサム

けろけろけろっぴ シャンブルけろっぴ

（パイルジャカード･スカラップ･アップリケ刺繍）

（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 ミニタオル/約25×25cm
3005049400 JAN4992272699777

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005049700 JAN4992272699807

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005050300 JAN4992272699869

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005049500 JAN4992272699784

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005049800 JAN4992272699814

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005050400 JAN4992272699876

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005049600 JAN4992272699791

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005049900 JAN4992272699821

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005050500 JAN4992272699883

本体:綿100% アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%

本体:綿100% アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%
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ユニークなシルエットが特徴の
“ スカラップ ” タオルシリーズ

メッセージミニタオル

ハローキティ
ずっと友達ハローキティ

（パイルジャカード･四方スカラップ･アップリケ刺繍）

ハローキティ
ありがとうハローキティ

（パイルジャカード･四方スカラップ･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

3005030700
JAN4992272640571

マイメロディ
ずっと友達マイメロディ

（パイルジャカード･四方スカラップ･アップリケ刺繍）

3005030800
JAN4992272640564

マイメロディ
ありがとうマイメロディ

（パイルジャカード･四方スカラップ･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

3005030900
JAN4992272640595

3005031000
JAN4992272640588

ハローキティ コーラルハートライン

（無撚糸･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 ミニタオル/約25×25cm
3005041700 JAN4992272680584

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005025000 JAN4992272640670

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005041800 JAN4992272680591

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005025100 JAN4992272640687

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005041900 JAN4992272680607

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005025200 JAN4992272640694

無撚糸

351

ハローキティ ラブリーリボン

（パイルジャカード･アップリケ刺繍･スカラップ）

ハローキティ キティフラッシイレオパード

（無撚糸･パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍）

マイメロディ マイメロフラッシイレオパード

（無撚糸･パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005047600 JAN4992272699593

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005048200 JAN4992272699654

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005047700 JAN4992272699609

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005048300 JAN4992272699661

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005047800 JAN4992272699616

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005048400 JAN4992272699678

無撚糸

無撚糸

ハローキティ ラブリーレオパード

（無撚糸･パイルジャカード･染料プリント）

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005040800 JAN4992272680492
本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005040900 JAN4992272680508
本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005041000 JAN4992272680515
無撚糸

マイメロディ フラワーレオパード

（無撚糸･パイルジャカード･染料プリント）

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005042700 JAN4992272680744
本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005042800 JAN4992272680751
本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005042900 JAN4992272680768
無撚糸

‘76,‘96,‘01,‘20

603506

352

日焼けキティやマイメロディが夏らしい
さわやかなタオルシリーズです。

ハローキティ 西海岸バカンス

（表面:シャーリング･染料プリント 裏面:無撚糸パイル）

マイメロディ 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 ミニタオル/約25×25cm
3005045900 JAN4992272688740

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005039900 JAN4992272680676

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005040200 JAN4992272680805

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005046000 JAN4992272688757

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005040000 JAN4992272680683

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005040300 JAN4992272680812

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005046100 JAN4992272688764

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005040100 JAN4992272680690

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005040400 JAN4992272680829

無撚糸
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ハローキティ サマーキティ

（無撚糸･スチームシャーリング･染料プリント）

無撚糸

無撚糸

様

サ

された
表現
で
法
手
ーズ
な
ルシリ
オ
々
オタ
リ
ン
ハローキティ いっぱいキティちゃん

（無撚糸･パイルジャカード･刺繍）

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005041400 JAN4992272680553
本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005041500 JAN4992272680560
本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005041600 JAN4992272680577
無撚糸

マイメロディ マイメロのお洗濯

（パイルジャカード･ヨコ織り･刺繍）

マイメロディ 夢見るマイメロ

（無撚糸･スチームシャーリング･染料プリント）

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005047900 JAN4992272699623

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005050900 JAN4992272702705

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005048000 JAN4992272699630

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005051000 JAN4992272702712

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005048100 JAN4992272699647

マイメロディ ロゼスウィート

（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005043000 JAN4992272680775
本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005043100 JAN4992272680782
本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005043200 JAN4992272680799

無撚糸

リトルツインスターズ オリオンスウィート

（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005043300 JAN4992272680836
本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005043400 JAN4992272680843
本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005043500 JAN4992272680850
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H ELLO K ITT Y

H ELLO K ITT Y

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N

（パイルジャカード･ヨコ織り･スカラップ･刺繍）

ロンドンリボン

ロンドングリーン

（無撚糸･パイルジャカード･ヨコ織り･織りネーム）

（無撚糸・パイルジャカード･ヨコ織り･スカラップ･織りネーム）

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005047000 JAN4992272699531

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005051300 JAN4992272706512

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
3005047300 JAN4992272699562

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005047100 JAN4992272699548

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005051400 JAN4992272706529

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
3005047400 JAN4992272699579

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005047200 JAN4992272699555

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005051500 JAN4992272706536

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
3005047500 JAN4992272699586

無撚糸
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無撚糸

H ELLO K ITT Y

日本人好みの色彩、繊細さ、モチーフ
雰囲気を特色とするブランド「Plune.」の
デザインに落とし込まれたハローキティ
が大人っぽく、おしゃれなシリーズです。

H ELLO K ITT Y

サンリオ×プルーン
キャットパターン

（パイルジャカード･刺繍･織りネーム）
本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm
2965001800
JAN4992272688818

サンリオ×プルーン シックリボン

（パイルジャカード･アップリケ刺繍･織りネーム）
本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm
2965001900
JAN4992272688825

サンリオ×プルーン リッチドット

（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
2965002000
JAN4992272688832

サンリオ×プルーン カラフルファッション

（無撚糸･スチームシャーリング･染料プリント･アップリケ刺繍
･織りネーム）

サンリオ×プルーン 窓とキティ

（無撚糸･パイルジャカード･スカラップ･刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
2965002100 JAN4992272688849

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
2965002300 JAN4992272688863

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
2965002200 JAN4992272688856

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
2965002400 JAN4992272688870

無撚糸

無撚糸
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おでかけシートクッション
（折りたたみ時）

ハローキティ
ギンガムキティちゃん

（プリント）

本体価格 ￥600

おでかけシートクッション/
H27×W31.5×D1cm
ポリエステル100%
3215011200
JAN4992272662320

ピクニックシート

200cm

（折りたたみ時）

ハローキティピクニックレッド

（プリント）

本体価格 ￥2,800

ピクニックシート/広げ時:H200×W140cm
収納時:W38×φ16cm
表生地：ポリエステル100%
裏生地：ポリ塩化ビニル
詰め物：ウレタンフォーム

140cm

3215011300
JAN4992272662399

レジャーシート

ハローキティ キティーシート

マイメロディ スイートピンク

（プリント）

（プリント）

サンリオ ファンシーキャラクターズ

（プリント）

（S）
/H90×W60cm
本体価格 ￥480 レジャーシート
3065009400 JAN4992272698893

（S）
/H90×W60cm
本体価格 ￥480 レジャーシート
3065009600 JAN4992272698916

（S）
/H90×W60cm
本体価格 ￥480 レジャーシート
3065009800 JAN4992272698930

（L）
/H120×W90cm
本体価格 ￥780 レジャーシート
3065009500 JAN4992272698909

（L）
/H120×W90cm
本体価格 ￥780 レジャーシート
3065009700 JAN4992272698923

（L）
/H120×W90cm
本体価格 ￥780 レジャーシート
3065009900 JAN4992272698947

ポリプロピレン

ポリプロピレン

ポリプロピレン

レジャーバッグ

サンリオ ファンシーキャラクターズ

（プリント･ファスナー付き）
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マイメロディ スイートピンク

（プリント･ファスナー付き）

本体価格 ￥780

本体価格 ￥780

レジャーバッグ/H45×W50×D18cm
本体:ポリプロピレン
持ち手部分:ポリエステル

レジャーバッグ/H45×W50×D18cm
本体:ポリプロピレン
持ち手部分:ポリエステル

3065010000
JAN4992272706482

3065010100
JAN4992272706499

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。

APPLE TWEED

英国製（MOON社）生地使用

アップルツイード

アップルツイード

（ジャカード･織りネーム）
本体価格 ￥3,800

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
3335011100
JAN4992272662757

アップルツイード

（ジャカード･織りネーム）
本体価格 ￥5,800

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
3335011200
JAN4992272662764

マチ
付き

（背面）

ヌード
クッション
付き

（表面）

アップルツイード

（ジャカード･織りネーム）

アップルツイード

アップルツイード

（ジャカード･織りネーム）

（ジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥4,800

マルチケース/H26.5×W21.5cm（マチなし）
表生地:ウール88%･ナイロン12%
中生地:ポリエステル100%

クラッチバック/H25×W33cm
（マチなし）
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%

3335011700
JAN4992272662818

本体価格 ￥5,800

3335010300
JAN4992272662726

HELLO KITTY TWEED

アップルツイード

（ジャカード･織りネーム）
本体価格 ￥9,800

トートバック/H26×W41×D12cm
（持ち手部分含めず）
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
3335010500
JAN4992272662795

クッション/H45×W45cm
（カバー）
ウール88%･ナイロン12%
（ヌードクッション）側地:ポリプロピレン100%
詰め物:ポリエステル100%
3215011700
JAN4992272699098

英国製（MOON社）生地使用

ハローキティーツイード

（背面）

（表面）

ハローキティツイード

（ジャカード･織りネーム）

ハローキティツイード

（ジャカード･織りネーム）

ハローキティツイード

（ジャカード･織りネーム）

ハローキティツイード

（ジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥4,800

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥5,800

マルチケース/H26.5×W21.5cm（マチなし）
表生地:ウール88%･ナイロン12%
中生地:ポリエステル100%

クラッチバック/H25×W33cm
（マチなし）
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%

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

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

3335010400
JAN4992272662733

3335011300
JAN4992272662771

3335011400
JAN4992272662788

3335011800
JAN4992272662825

※季節商品のため在庫に限りがあります。ご了承ください。
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レッド

ホワイト

イギリス
「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、
「MOOM」
と
「Hello Kitty」のWネームの
織りネームがアクセントになっています。

グレー

CUSHION COVER
クッションカバー

英国製（MOON社）生地使用

ジグザグカバー

（メリノウール･織りネーム）

（レッド）
/H45×W45cm
本体価格 ￥5,800 クッション
3215011800 JAN4992272699104
ヌード
クッション
付き

ROOM SHOES

（グレー）
/H45×W45cm
本体価格 ￥5,800 クッション
3215012000 JAN4992272699128
（カバー）
ウール100%
（ヌードクッション）
側地:ポリプロピレン100%
詰め物:ポリエステル100%

ルームシューズ

レッド

（ホワイト）
/H45×W45cm
本体価格 ￥5,800 クッション
3215011900 JAN4992272699111

ホワイト

グレー
英国製（MOON社）生地使用

ジグザグシューズ

（シェットランドウール･織りネーム）

（レッド）
/約23～25cm対応
本体価格 ￥3,000 ルームシューズ
3215009900 JAN4992272637687
（ホワイト）
/約23～25cm対応
本体価格 ￥3,000 ルームシューズ
3215007900 JAN4992272632439
（グレー）
/約23～25cm対応
本体価格 ￥3,000 ルームシューズ
3215008000 JAN4992272632446

ストール

STOLE

（メリノウール･織りネーム）

英国製（MOON社）生地使用

（レッド）
本体価格 ￥10,000 ストール
3335009500 JAN4992272632583

ストール

（グレー）
本体価格 ￥10,000 ストール
3335009700 JAN4992272632606
（ホワイト）
本体価格 ￥10,000 ストール
3335009600 JAN4992272632590
ウール100%

グレー
レッド

365

Pure Merino Wool

ホワイト

×

POUCH and BAG

ポーチ & バッグ

グレー

ホワイト

ホワイト

英国製（MOON社）生地使用

ジグザグクラッチ

（シェットランドウール･織りネーム）
本体価格 ￥3,500 クラッチバッグ/25×33cm
3335003400 JAN4992272632538
本体価格 ￥3,500 クラッチバッグ/25×33cm
3335003500 JAN4992272632545
裏面織りネーム付き

表生地:ウール100% 裏生地:合成皮革 中生地:ポ
リエステル100%

グレー
グレー
ホワイト

ホワイト

英国製（MOON社）生地使用

マチ
付き

ジグザグトート

（シェットランドウール･織りネーム）

裏面織りネーム付き

英国製（MOON社）生地使用

ジグザグポーチ

（シェットランドウール･織りネーム）

（ホワイト）
/W41×H26×D12cm
（持ち手部分含めず）
本体価格 ￥4,800 トートバッグ
3335003200 JAN4992272632514

（ホワイト）
/H14×W18×D4cm
本体価格 ￥1,800 マルチポーチ
3335002800 JAN4992272632477

（グレー）
/W41×H26×D12cm
（持ち手部分含めず）
本体価格 ￥4,800 トートバッグ
3335003300 JAN4992272632521

（グレー）
/H14×W18×D4cm
本体価格 ￥1,800 マルチポーチ
3335002900 JAN4992272632484

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

表生地:ウール100% 裏生地:合成皮革 中生地:ポリエステル100%

TISSUE BOX COVER
ティッシュボックスカバー

ROUND CUSHION
ラウンドクッション

グレー

レッド

英国製（MOON社）生地使用

ジグザグボックス

（シェットランドウール･織りネーム）
本体価格 ￥3,000

ティッシュBOXカバー/H5×W24×D12cm
表生地:ウール100%
中生地:ポリエステル100%
3215007800
JAN4992272632422

英国製（MOON社）生地使用

OPEN

ジグザグクッション

（シェットランドウール･織りネーム）

（レッド）
/φ50×D3cm
本体価格 ￥3,800 ラウンドクッション
3215010100 JAN4992272637809
（グレー）
/φ50×D3cm
本体価格 ￥3,800 ラウンドクッション
3215007700 JAN4992272632415
表生地:ウール100% 裏生地:綿100%
詰め物:ポリエステル100%

P.366

‘76,‘20

裏面

603506

366

