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MARVEL TOWEL COLLECTION

アイアンマンとして知られる
実業家トニー・スタークの
サインを刺繍しました。

アベンジャーズロゴ

（パイルジャカード･刺繍）

スターク･インダストリーズ

（無撚糸･パイルジャカード･刺繍）

本体価格 ￥600 ミニタオル/約25×25cm
2505026100 JAN4992272701838

本体価格 ￥600 ミニタオル/約25×25cm
2505026400 JAN4992272701869

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
2505026200 JAN4992272701845

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
2505026500 JAN4992272701876

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
2505026300 JAN4992272701852

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
2505026600 JAN4992272701883
無撚糸

カモフラージュロゴ

（パイルジャカード）

デニム/マーベル

（無撚糸･パイルジャカード･合皮ネーム）

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
2505022500 JAN4992272686906

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
2505022700 JAN4992272686920

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
2505022600 JAN4992272686913

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
2505022800 JAN4992272686937
無撚糸
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COMICS TOWEL
コミックタオル
まるでコミックの様なユニークなタオル

コミックシールド

（シャーリング･染料プリント）

コミックハンマー

（シャーリング･染料プリント）

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

コミックタオル/約31×40cm

コミックタオル/約31×40cm

2505023900
JAN4992272687040

2505024000
JAN4992272687057

コミックメカ

（シャーリング･染料プリント）

コミックネット

（シャーリング･染料プリント）

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

コミックタオル/約31×40cm

コミックタオル/約31×40cm

2505024100
JAN4992272687064

2505024200
JAN4992272687071

FACE TOWEL
フェイスタオル

トップポジション

（シャーリング･染料プリント）
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ラージフラッグ

（シャーリング･染料プリント）

本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥1,200

フェイスタオル/約34×80cm

フェイスタオル/約34×80cm

2505023500
JAN4992272687002

2505023600
JAN4992272687019

明るい場 所で光を吸 収し、
暗い場所で発光する遊び心を加えたタオル。

before

after

エレクトリカル

（シャーリング･染料プリント･蓄光プリント･織りネーム）
本体価格 ￥600 ミニタオル/約25×25cm
2505022200 JAN4992272686876
本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
2505022300 JAN4992272686883
本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
2505022400 JAN4992272686890

マーベルアイコン

コミックロゴ

（無撚糸・スチームシャーリング）

（シャーリング･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
2505004800 JAN4992272618679

本体価格 ￥600 ミニタオル/約25×25cm
2505025800 JAN4992272701807

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
2505004900 JAN4992272618686

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
2505025900 JAN4992272701814

無撚糸

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約80×34cm
2505026000 JAN4992272701821
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MINI TOWEL

ワッペン/アベンジャーズ

（パイルジャカード･織りネーム）

ミニタオル

ワッペン/キャプテンマーベル

（パイルジャカード･織りネーム）

ワッペン/ブラックパンサー

（パイルジャカード･織りネーム）

ワッペン/サノス

（パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

2505021200
JAN4992272686777

2505021300
JAN4992272686784

2505021400
JAN4992272686791

2505021500
JAN4992272686807

ハルク ワッペン

（パイルジャカード･織りネーム）

ソー ワッペン

（パイルジャカード･織りネーム）

スパイダー ワッペン

（パイルジャカード･織りネーム）

キャプテン ワッペン

（パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

2505006100
JAN4992272624649

2505005900
JAN4992272624625

2505006000
JAN4992272624632

2505005700
JAN4992272624601

アイアン ワッペン

（パイルジャカード･織りネーム）

クール/スパイダー

（パイルジャカード･織りネーム）

マークシールド

（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

マークアイアン

（パイルジャカード･ラメ糸入り･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

2505005800
JAN4992272624618

2505021100
JAN4992272686760

2505020300
JAN4992272685503

2505020400
JAN4992272685510

マークロキ

（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

マークキャプテン

（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

マークブラック

（パイルジャカード･ラメ糸入り･アップリケ刺繍）

マークソー

（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

2505020500
JAN4992272685527

2505020600
JAN4992272685534

2505020700
JAN4992272685541

2505020800
JAN4992272685558
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MUFFLER TOWEL & SPORTS TOWEL
マフラータオル & スポーツタオル
スポーツ時はもちろん、普段使いでもオシャレな
マフラー & スポーツタオルシリーズ。

ラメ糸を使ったゴージャスなイメージのマフラータオル

スターロゴスター

（パイルジャカード･ラメ糸入り）
本体価格 ￥1,200

マフラータオル/約20×110cm
綿91% ポリエステル9%
2505023800

JAN4992272687033

マーベルロゴ レッドホワイト

（パイルジャカード）

本体価格 ￥1,000

スポーツタオル/約34×110cm
2505012100
JAN4992272677478

ブルーアンドレッドスター

（パイルジャカード）

本体価格 ￥1,000

スポーツタオル/約34×110cm
2505012200
JAN4992272677485
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デニム風生地や、
スタッズがおしゃれな帆布ポーチ＆トートバッグ。
シルバー
タグ付き
（背面）

（背面）

アメリカン/マーベル

ミリタリー

（デニム生地･プリント･ワッペン刺繍･
合皮ワッペン･シルバータグ付き）

（帆布生地･プリント･刺繍･スタッズ･シルバータグ付き）
本体価格 ￥2,000

本体価格 ￥2,000

ポーチ/H17×W21.5×D6cm
表生地：綿100% 中生地：綿100%
刺繍部分：ポリエステル100%
ワッペン部分：合成皮革
2505024300

背面

ポーチ/H17×W21.5×D6cm
本体：綿100% 中生地：綿100%
刺繍部分：ポリエステル100%
2505024500

背面

JAN4992272687101

JAN4992272687088

アメリカン/マーベル

ミリタリー

（デニム生地･プリント･ワッペン刺繍･
合皮ワッペン･シルバータグ付き）

（帆布生地･プリント･刺繍･スタッズ･シルバータグ付き）
本体価格 ￥3,000

本体価格 ￥3,000

トートバッグ/H35×W32×D8cm
本体：綿100% 中生地：綿100%
刺繍部分：ポリエステル100%

トートバッグ/H35×W32×D8cm
表生地：綿100% 中生地：綿100%
刺繍部分：ポリエステル100%
ワッペン部分：合成皮革
2505024400

中生地

2505024600

JAN4992272687118

JAN4992272687095

ヌード
クッション
付き

惜しみなく施された刺繍が豪華な“ ワッペン”
シリーズ。

トートバッグ
ポーチ中生地

ヒーローズポーチ

（帆布生地･刺繍･織りネーム）
本体価格 ￥1,800

ポーチ/H16.5×W21cm
表生地:綿100%
ワッペン部分:ポリエステル100%
中生地:綿100%
2505007900

JAN4992272651355

ヒーローズトート

ヒーローズワッペン

（帆布生地･刺繍･織りネーム）

（帆布生地･刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥3,000

トートバッグ/H35×W28cm
（持ち手部分含めず）
表生地:綿100%
ワッペン部分:ポリエステル100%
中生地:綿100%
2505008000

JAN4992272651362

本体価格 ￥3,000

クッション/H45×W45cm
（カバー）
生地:綿100%
ワッペン部分:ポリエステル100%
（ヌードクッション）
側生地:ポリプロピレン100%
詰め物:ポリエステル100%
2505029700

JAN4992272624656

“ 小物までこだわりたい”オシャレでカッコイイポーチシリーズ。

ステッカースタイル

（プリント）

本体価格 ￥1,500

背面

筒型ポーチ/H20×φ10cm
表生地:ポリウレタン100%
中生地:アルミ蒸着シート
2505026800
JAN4992272702453

カートゥーンポートレート

（プリント）

本体価格 ￥1,500

パワーシールド

（サガラ刺繍･織りネーム）

筒型ポーチ/H20×φ10cm
表生地:ポリウレタン100%
中生地:アルミ蒸着シート

本体価格 ￥2,000 円形ポーチ/φ15×D4cm
2505016900 JAN4992272677959

2505026900
JAN4992272702460

表生地:
（本体）
綿100%（刺繍部分）
アクリル100%
裏生地:綿100% 中生地:ポリエステル85%･綿15%
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PICNIC SHEET

くるっと巻いて持ち運びもラクチン♪
大きめサイズのピクニックシート。

ピクニックシート

SHEET CUSHION

折り畳んでコンパクトに持ち運び！
便利なシートクッション。

おでかけシートクッション
引っ掛けて
持ち運びやすい
フック付

丸めて持ち運びが
できるバンド付き

二人で寝転ぶのにちょうどいいサイズ

200cm

ピクニックブラック

（プリント）

本体価格 ￥2,800

140cm
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ピクニックシート/広げ: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
2505015000

JAN4992272677768

ピクニックブラック

（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%
2505014800

JAN4992272677744

折り畳んでテープで
留めるとコンパクトに
持ち運べます！

WATER PROOF BAG

1

2

3

4

防水バッグ
マーベルのロゴが印象的な防水バッグ。
ショルダーベルトで肩掛け＆手提げも
可能な 2Way タイプ。

防水加工だから濡れたまま
の水着をイン。大きく開く
開口部が便利です。

くるくると、ねじります。

フックをパチン！

肩にかけて楽々です。

マーベル ロゴ アート

（プリント）

本体価格 ￥1,500

防水バッグ
（M）
/H35×φ18cm
PVC
2505013600
JAN4992272677621

マーベル ロゴ アート

（プリント）

本体価格 ￥2,000

防水バッグ
（L）
/H48×φ23cm
PVC
2505013700
JAN4992272677638

WATER BOTTLE HOLDER

COOLER BAG

ペットボトルケース

保冷バッグ

シンプルなデザインがカッコいい

運動会やピクニック等にオススメ
！

持ち歩きに便利なペットボトルケース。

お弁当箱や2Lペットボトルも収納出来る、
便利な保冷バッグ。
使用しない時はハンドルを倒して
コンパクトに収納。

マーベル ロゴ コレクション

（プリント）

本体価格 ￥1,000

ペットボトルケース/H19×φ8cm
表:PVC
中:アルミ蒸着シート･PE
2505014300
JAN4992272677690

マーベル ロゴプリント

（プリント）

本体価格 ￥2,000

保冷バッグ/H25×W48×D31cm
（持ち手部分含めず）
本体部分:ポリエステル
持ち手:アルミ
鏡面シート:アルミ
2505013800
JAN4992272677645
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TOTE BAG

オシャレでカッコイイ、いろんな場面で使えるトートバッグシリーズ！

トートバッグ

内側ポケット付き

ウォーターネイビー

（プリント･織りネーム）
本体価格 ￥2,000

トートバッグ/H33×W44×D15cm
（持ち手部分含めず）
ポリエステル100%
（塩化ビニル樹脂加工）
2505027700
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JAN4992272702545

ネオンマーベル

（プリント･織りネーム）
本体価格 ￥2,000

トートバッグ/H33×W44×D15cm
（持ち手部分含めず）
ポリエステル100%
（塩化ビニル樹脂加工）
2505027600

JAN4992272702538

ウォーターシルバー

（プリント･織りネーム）
本体価格 ￥2,000

トートバッグ/H33×W44×D15cm
（持ち手部分含めず）
ポリエステル100%
（塩化ビニル樹脂加工）
2505027500

JAN4992272702521

RUCK SACK

男女で使える、スタイリッシュなリュックサックシリーズ。

リュック
中生地

リュックサック

合皮ネーム

ミリタリーアベンジャーズ

（プリント･織りネーム）
本体価格 ￥3,800

リュックサック/H44×W33×D15cm
表生地：ポリエステル100%
（塩化ビニル樹脂加工）
中生地：ポリエステル100%
2505027800

JAN4992272702552

スタイリッシュスターク

（プリント･織りネーム）
本体価格 ￥3,800

リュックサック/H44×W33×D15cm
表生地：ポリエステル100%
（塩化ビニル樹脂加工）
中生地：ポリエステル100%
2505027900

JAN4992272702569

ポイントレッドロゴ

（プリント･織りネーム）

アメリカンブルー

（帆布生地･プリント･織りネーム･合皮ネーム）

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥4,800

リュックサック/H44×W33×D15cm
ポリエステル100%

リュックサック/H40×W28×D12cm
表生地：綿100%
中生地：ポリエステル100%

2505024900
JAN4992272687149

2505028000
JAN4992272702576
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ECO-BAG

可愛く持ち運べるケース付き！便利でオシャレなエコバッグ。

エコバッグ
バッグの柄は
「スプレッドシールド」
「スプレッドスパイダー」
「スプレッドマーベル」共通になります

スプレッド シールド

スプレッド スパイダー

（プリント）

トゥデイズニュース
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スプレッド マーベル

（プリント）

本体価格 ￥800

本体価格 ￥800

本体価格 ￥800

エコバッグ/H35.5×W40×D5cm
ポーチ/H10×W10×D1.4cm
ポリエステル100%

エコバッグ/H35.5×W40×D5cm
ポーチ/H10×W10×D1.4cm
ポリエステル100%

エコバッグ/H35.5×W40×D5cm
ポーチ/H11.5×W4.6×D1.4cm
ポリエステル100%

2505014000

2505014100

2505014200

JAN4992272677669

〈ケース〉

（プリント･織りネーム）

（プリント）

〈ケース〉

アメリカンカモフラージュ

（プリント･織りネーム）

JAN4992272677676

JAN4992272677683

〈ケース〉

マーベルレッド

（プリント･織りネーム）

〈ケース〉

マーベルコミックアイコン

（プリント･織りネーム）

本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥1,200

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:H12×H12cm
ポリエステル100%

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:H12×H12cm
ポリエステル100%

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:H12×H12cm
ポリエステル100%

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:H12×H12cm
ポリエステル100%

2505027400

2505027100

2505027300

2505027200

JAN4992272702514

JAN4992272702484

JAN4992272702507

JAN4992272702491

EMBROIDERY ACCESSORIES
刺繍ブローチ
繊細なタッチでつくられた
「日本製」立体刺繍ブローチ。

マーベル マーク

（刺繍）

本体価格 ￥3,000

刺繍ブローチ/H2.2×W5.5cm
2505009600
JAN4992272661439
日本製

キャプテンアメリカ シールド

（刺繍）

本体価格 ￥3,000

刺繍ブローチ/H4×W4cm
2505009700
JAN4992272651676
日本製

MOCHIMOCHI CUSHION
もちもちクッション

き

シー
ル

持てる持
ち
付

クッションシリーズ。

たい
み
ド

手

もちもちとした触感がクセになる

BAN

もちもち スパイダーマン

（プリント）

もちもち シールド

（プリント）

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

もちもちクッション/H38×W31.8cm
外生地:ポリエステル94%･ポリウレタン6%
詰め物:ポリエステル100%

もちもちクッション/φ38cm
外生地:ポリエステル94%･ポリウレタン6%
詰め物:ポリエステル100%

2505018900

2505019000

JAN4992272681529

TISSUE BOX COVER

ROUND MAT

ティッシュボックスカバー

ラウンドマット

JAN4992272681536

スタリーラウンド

（テーブルミシン）

本体価格 ￥2,000

円型フックマット/φ60cm
パイル部分:アクリル100%

スパイディ ボックス

（アップリケ刺繍）

2505000900
JAN4992272588088

本体価格 ￥2,000

ティッシュボックスカバー/H12.5×W25.5×D7cm
2505018800

JAN4992272681178

側表地:ポリエステル100%
詰め物:ポリエステル100%･ウレタンフォーム
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