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愉 しくて か わ い い！ “ ミ ニ オ ン ” タ オル シリ ーズ

お気に入りバナナ

（シャーリング･染料プリント）
本体価格 ￥500

ウォッシュタオル/約34×35cm
4805036000
JAN4992272700237

シャンブルフレンズ

キングボブ

（パイルジャカード･刺繍･スカラップ）
本体価格 ￥500
本体価格 ￥500

本体価格 ￥1,000
本体価格 ￥2,000

（無撚糸･パイルジャカード･織りネーム）
4805011700

JAN4992272643312

ミニタオル/約25×25cm

4805036800

ウォッシュタオル/約34×36cm

4805011800

JAN4992272643329

本体価格 ￥500

ウォッシュタオル/約34×36cm

4805036900

JAN4992272700329

フェイスタオル/約34×80cm

4805011900

JAN4992272643336

本体価格 ￥1,000

フェイスタオル/約34×80cm

4805037000

JAN4992272700336

バスタオル/約60×120cm

4805012000

JAN4992272643343

イエローポケットフル

JAN4992272700312

無撚糸

ラブティム

（無撚糸･シャーリング･刺繍）
本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm

（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

4805006400

JAN4992272622126

ミニタオル/約25×25cm

4805038100

本体価格 ￥500

ウォッシュタオル/約34×36cm

4805006500

JAN4992272622133

本体価格 ￥500

ウォッシュタオル/約34×36cm

4805038200

JAN4992272700459

本体価格 ￥1,000

フェイスタオル/約34×80cm

4805006600

JAN4992272622140

本体価格 ￥1,000

フェイスタオル/約34×80cm

4805038300

JAN4992272700466

JAN4992272700442

無撚糸
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大 胆 に あし ら わ れ た アップ リ ケ 刺 繍 と “ ふ わ ふ わ ” 無 撚 糸 の タ オル シリ ーズ

ボブとティム

ケビンとスチュアート

（無撚糸･パイルジャカード･アップリケ刺繍）

（無撚糸･パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
4805037500 JAN4992272700381

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
4805037700 JAN4992272700404

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
4805037900 JAN4992272700428

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
4805037600 JAN4992272700398

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
4805037800 JAN4992272700411

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
4805038000 JAN4992272700435

無撚糸
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アグネスとフラッフィ

（無撚糸･パイルジャカード･アップリケ刺繍）

無撚糸

無撚糸

デニ

ムを

イメ
ー

ジし

デニムスタイルミニオン

たシ
ンプ

（パイルジャカード･刺繍・合皮ネーム）
本体価格 ￥500
本体価格 ￥500

本体価格 ￥1,000

ミニタオル/約25×25cm

4805031700

JAN4992272691429

ウォッシュタオル/約34×36cm

4805031800

JAN4992272691436

フェイスタオル/約34×80cm

4805031900

JAN4992272691443

ルで

おし

ゃれ

なタ

オル

です

水彩画風

。

水彩画風

本体価格 ￥500
本体価格 ￥500

本体価格 ￥1,000

ト
リン
プ

ト
リン
プ

ペールポップコーン

ペールコットンキャンディ

（シャーリングジャカード・染料プリント･織りネーム）

（シャーリングジャカード・染料プリント･織りネーム）

ミニタオル/約25×25cm

4805036200

JAN4992272700251

ウォッシュタオル/約34×36cm

4805036300

JAN4992272700268

フェイスタオル/約34×80cm

4805036400

JAN4992272700275

本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm

4805036500

JAN4992272700282

ウォッシュタオル/約34×36cm

4805036600

JAN4992272700299

フェイスタオル/約34×80cm

4805036700

JAN4992272700305

本体価格 ￥500

本体価格 ￥1,000

水彩画風
ト
リン
プ

ミニオンズフェイス

フラッフィスイーツ

（無撚糸・パイルジャカード）

（シャーリングジャカード･染料プリント）
本体価格 ￥500

本体価格 ￥1,000

ウォッシュタオル/約34×36cm

4805037300

JAN4992272700367

フェイスタオル/約34×80cm

4805037400

JAN4992272700374

本体価格 ￥300
本体価格 ￥500

本体価格 ￥1,500

ウォッシュタオル/約34×36cm

4805009500

JAN4992272643442

フェイスタオル/約34×80cm

4805009600

JAN4992272643459

バスタオル/約60×120cm

4805009700

JAN4992272643466
無撚糸
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バ ラエティー 豊 か なミニタ オル シリーズ

バナナゴール

（シャーリング･全面刺繍）
本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm
本体：綿100%
アップリケ刺繍部分：ポリエステル100%
4805027100
JAN4992272681185

マーチングミニオン

（シャーリング･全面刺繍）

エンジョイバナナ

（パイルジャカード･はみ出しアップリケ刺繍）

ミニオンバス

（パイルジャカード･刺繍）

本体価格 ￥600

本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm
本体：綿100%
アップリケ刺繍部分：ポリエステル100%

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

4805035400
JAN4992272700176

4805035800
JAN4992272700213

4805027200
JAN4992272681192

アイラブフラッフィ

（パイルジャカード･スカラップ･
アップリケ刺繍･はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm
4805035900
JAN4992272700220
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ラブティム

（パイルジャカード･スカラップ･アップリケ刺繍）

シャンブルフレンズ

（パイルジャカード･刺繍･スカラップ）

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

4805038100
JAN4992272700442

4805011700
JAN4992272643312

ペールコットンキャンディ

ドライブハプニング

（パイルジャカード･はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

ボーダーミニオンズ

4805036200
JAN4992272700251

ラインスター

デニムスタイルミニオン

（無撚糸･シャーリング･刺繍）

（パイルジャカード･刺繍・合皮ネーム）

本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm
無撚糸

キングボブ

（無撚糸･パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥500
4805027300
JAN4992272681208

4805031700
JAN4992272691429

無撚糸

イエローポケットフル

（無撚糸･シャーリング･刺繍）

本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm
無撚糸

（無撚糸･パイルジャカード･織りネーム）

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm
4805036800
JAN4992272700312

ミニタオル/約25×25cm

4805036500
JAN4992272700282

4805035700
JAN4992272700206

ペールポップコーン

（シャーリング・ジャカード･染料プリント･織りネーム）
本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

4805009800
JAN4992272643299

（シャーリング・ジャカード･染料プリント･織りネーム）

4805006400
JAN4992272622126

無撚糸
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手
日本製

ぬぐい

和 柄 シ リ ーズ が ミニ オン で 新 登 場！
ミニ オン 達 の 表 情 が 楽 し い
日 本 製 手 ぬ ぐ い で す。

水風船とミニオンズ

花火とミニオンズ

（プリント）

（プリント）

大阪城とミニオンズ

（プリント）

本体価格 ￥800

本体価格 ￥800

本体価格 ￥800

本体価格 ￥800

手ぬぐい/約34×90cm

手ぬぐい/約34×90cm

手ぬぐい/約34×90cm

手ぬぐい/約34×90cm

4805029100
JAN4992272681383

4805029200
JAN4992272681390

4805029400
JAN4992272681413

4805029300
JAN4992272681406

日本製
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稲荷神社とミニオンズ

（プリント）

日本製

日本製

日本製

身長が
測れる
メモリ付 ※
き♪

湯 上げタオル

P O I N T 1 身長が測れるメモリ付き！
0cm 〜 10 0cm のメモリが付いているので、お風 呂 上 がりに
体を拭きながら身長を測る事ができます。
※商品の特性上、伸縮性がある為、目盛りに多少の誤差が出る場合がございます。

POINT2

やさしい素材と肌ざわり！

表面はやさしい肌ざわりのガーゼ、裏面はふわふわのパ
イル生地なので安心でやさしい素材です。

フローティング

（表:ガーゼ･裏:無撚糸･染料プリント）
本体価格 ￥1,500 湯上げタオル/約90×90cm
4805018100 JAN4992272661989

キッズ 枕

くぼみ
が頭に
フィッ
快適に
トして
おやす
みいた
だけま
す

無撚糸

おでかけタオル
首の後ろでボタンをとめれば「前掛け」に大変身！

（冬用）

（夏用）

柄側（冬用）

【柄側】

【パイル側】

やわらか素材で
あたたかみのあるマイクロ生地

綿100%

肌触りさわやか！
通気性の良いパイル生地

おやすみミニオン

おでかけミニオン

（柄側:マイクロ生地 パイル側:シンカーパイル･アップリケ刺繍）

（表:ガーゼ･染料プリント･裏:甘撚り･抗菌防臭加工）

（ループ部分含めず）
本体価格 ￥380 おでかけタオル/約47×25cm
4805003700 JAN4992272622348

パイル側（夏用）

269Z09

本体価格 ￥1,500 キッズ枕/H24×W36×D6.5cm
4805030500 JAN4992272683158

柄側:ポリエステル100% パイル側:
（パイル部分）
綿100%（グランド
部分）
ポリエステル100% 詰め物:ポリエステル100% アップリケ刺繍
部分:ポリエステル100%
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