くつ ろぎ の ひと時
い つもムーミン 谷 の 仲 間と一 緒

The fun world of Moomin
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ムーミンを生んだ、
フィンランドの豊かな暮らし。作者ヤンソン自身も、
フィンランド湾に浮かぶ小さな島で毎夏を過ごしていました。
トーベ・ヤンソン
画家、挿絵画家、風刺漫画家、小説家、童話作家。1914年8月９日、
フィンラ
ンドのヘルシンキ生まれ。1945年、
ムーミンシリーズの１作目
『小さなトロー
ルと大きな洪水』
が出版され、
その後26年の間にシリーズは9作書かれまし
た。1954年からはイギリスの新聞「イブニング・ニュース」
にマンガ「ムーミン
トロール」
の連載を開始。最盛期は40カ国、120紙に転載され親しまれまし
た。
トーベは６年間執筆し、
あとの15年は弟ラルスが引き継ぎました。
トーベ
はムーミンシリーズだけでなく絵本、大人向けの小説、絵などたくさんの作品
を次々に生み出し、国際アンデルセン賞をはじめとして多くの賞を受けてい
ます。2001年6月27日、86歳でトーベは息をひきとりました。生涯独身でし
たが、周りにはいつも家族やいい友人たちがいました。恋人や家族や友人
の何人かはムーミンの物語のキャラクターのモデルとなっています。

ムーミンバレーパーク
2019年3月に埼玉県飯能市にオープン。
ムーミンの物語の世界感をお
楽しみいただける
「ムーミンバレーパーク」
では、
ムーミン一家とその仲
間たち、
そして新しい発見に出会うことができます。
ムーミン一家が暮ら
すムーミン屋敷や、
ムーミンの物語の世界に入り込んでしまったかのよ
うなアトラクション、物語の中で登場する灯台や水浴び小屋、
ムーミン
の物語の魅力や原作者トーベ・ヤンソンの想いを感じることができる展
示施設など、
ムーミンの物語を思い切りお楽しみいただけます。

2020年はトーベ・ヤンソンがムーミンシリー
ズの最初の小説『小さなトロールと大きな洪
水』
を発表してから75周年。多様性と寛容、
愛と友情、人に親切にすること、
自由と孤独、
自然との共生など、普遍的な価値観が込め
られたムーミンの物語は、時代を超えて世
界中で愛されてきました。75周年のこの機
会に原点に立ち返って、
あらためてムーミン
の世界に触れてみてください。

ムーミン75

（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥3,500

トートバッグ/H35×W33×D8.5cm
(持ち手部分含めず)
ポリエステル100％
1425008700
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JAN4992272712315

ムーミン75

（無撚糸･パイルジャガード･織りネーム）
本体価格 ￥600
本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

1405023800

JAN4992272712285

ウォッシュタオル/約34×36cm

1405023900

JAN4992272712292

本体価格 ￥1,200

フェイスタオル/約34×80cm 1405024000 JAN4992272712308
無撚糸

マスコット付 きタオル
To w e l w i t h m a s c o t

雲としずく

（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 ￥1,500

マスコット付きタオル/約21×45cm
本体:綿100%
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100％
詰め物:ポリエステル100%
1405022300

JAN4992272703061

お家の前で集合

無撚糸

（無撚糸･パイルジャカード･アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,500

マスコット付きタオル/約20×41cm
本体:綿100%
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100％
詰め物:ポリエステル100%
1405022400

JAN4992272703078
無撚糸

アップリケ

刺

繍付き

家の前のリトルミイ

（無撚糸･スチームシャーリング･ヨコ織り･アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

1405013600

JAN4992272659580

ウォッシュタオル/約34×36cm

1405013700

JAN4992272659597

本体価格 ￥1,200

フェイスタオル/約34×80cm

1405013800

JAN4992272659603

本体価格 ￥2,800

バスタオル/約60×120cm

1405013900

JAN4992272659610

刺 繍ブ ロー チ
Embroidery Brooch

無撚糸

パッケージ
（H14.5×W9.5×D3cm）

ヘ ア バ ンド
Hair Band

いたずらっ子

雨のしずく

（刺繍）

（刺繍）

本体価格 ￥2,000

本体価格 ￥2,000

木と家

（甘撚糸・布帛巻き・アップリケ刺繍）

ヘアバンド/約10×21cm（リボン部分含めず）
綿100％

1405010200

1405010300

日本製

JAN4992272652406

シャルマン

（甘撚糸・布帛巻き・アップリケ刺繍）

ムーミンのおうちで

本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥2,000

ヘアバンド/約10×21cm（リボン部分含めず）
綿100％

ヘアバンド/約10×21cm（リボン部分含めず）
綿100％

刺繍ブローチ/H6×W3.4cm

1425003800

1425003700

JAN4992272535297

花束作り

（刺繍）

本体価格 ￥1,200

JAN4992272535280

JAN4992272693010

（甘撚糸・布帛巻き・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,200

ブラン

1425006600

JAN4992272693003

花と庭

ヘアバンド/約10×21cm（リボン部分含めず）
綿100％

（甘撚糸・布帛巻き・アップリケ刺繍）

刺繍ブローチ/約H3.8×W3.1cm

1425006400

日本製

本体価格 ￥1,200

JAN4992272652390

刺繍ブローチ/H4.5×W3.6cm

1425006800

（刺繍）

本体価格 ￥2,000

刺繍ブローチ/H4×W4.5cm

JAN4992272693027
日本製

1425007000

JAN4992272693034
日本製
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ムーミンの絵本の世界がユニークなタオルになりました。
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北欧らしい色使いと雲のモチーフ！

雲

and its companions.

ムーミンファンにおすすめのシリーズです。

Cloud

雲

（無撚糸･スチームシャーリング･染料プリント･全面刺繍）
本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

1405022900

JAN4992272707434

本体:綿100% 刺繍部分:ポリエステル100%
無撚糸

雲

（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）
本体価格 ￥600

本体価格 ￥1,200
本体価格 ￥2,800

ウォッシュタオル/約34×36cm

1405023000

JAN4992272707441

フェイスタオル/約34×80cm

1405023100

JAN4992272707458

バスタオル/約60×120cm

1405023200

JAN4992272707465

本体:綿100% アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%
無撚糸

レヴェリー
Reverie

ほっこり優しい色使いのタオルに、
ムーミンと
リトルミイのユニークな刺繍を贅沢に使った
温かみを感じるシリーズです。

レヴェリー

（無撚糸･スチームシャーリング･全面刺繍）
本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

1405019600

JAN4992272692921

本体:綿100% 刺繍部分:
（上糸）
レーヨン100%（下糸）
ポリエステル100%
無撚糸

レヴェリー

（無撚糸･スチームシャーリング･アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600

本体価格 ￥1,200
本体価格 ￥2,800

ウォッシュタオル/約34×36cm

1405019700

JAN4992272692938

フェイスタオル/約34×80cm

1405019800

JAN4992272692945

バスタオル/約60×120cm

1405019900

JAN4992272692952

本体:綿100% 刺繍糸:
（上糸）
レーヨン100%（下糸）
ポリエステル100%
アップリケ部分:ポリエステル100%
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無撚糸

ボタニス
Botanise

植物の中にムーミンたちが自然にとけ込んだ
デザインと色彩が印象的なムーミンシリーズです。
ヨコ織りで表現されたジャカード織りのタオルと
同柄のゴブラン織りのポーチ・ミニバッグがあります。

ボタニス

ボタニス

（ゴブラン織り）

ボタニス

（ゴブラン織り）

（無撚糸･スチームシャーリング･ヨコ織り･アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600

本体価格 ￥2,500

本体価格 ￥2,800

口金ポーチ/H12×W18×D6cm
表生地:ポリエステル100%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

ミニバッグ/H26×W32×D15cm
（持ち手部分含めず）
表生地:ポリエステル100%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

1425005600

JAN4992272673807

1425005700

本体価格 ￥600

本体価格 ￥1,200
本体価格 ￥2,800

ミニタオル/約25×25cm

1405014000

JAN4992272670066

ウォッシュタオル/約34×36cm

1405014100

JAN4992272670073

フェイスタオル/約34×80cm

1405014200

JAN4992272670080

バスタオル/約60×120cm

1405014300

JAN4992272670097

JAN4992272673814

無撚糸

お花畑の中でムーミン谷の仲間

ブ ル ーミング メイズ

たちがほのぼの。
どこか懐かしい

ひらめきムーミン

気持ちにさせてくれます。

Blooming Maze

Hirameki Moomin

アップリケ

刺

繍付き

ブルーミングメイズ

ひらめきムーミン

（無撚糸･スチームシャーリング･ヨコ織り･スカラップ･アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
本体価格 ￥600

本体価格 ￥1,200
本体価格 ￥2,800

（無撚糸･パイルジャガード･朱子ボーダー）

ミニタオル/約25×25cm

1405015200

JAN4992272673685

本体価格 ￥600

ウォッシュタオル/約34×36cm

1405012600

JAN4992272659481

ウォッシュタオル/約34×36cm

1405015300

JAN4992272673692

フェイスタオル/約34×80cm

1405012700

JAN4992272659498

フェイスタオル/約34×80cm

本体価格 ￥1,200

1405015400

JAN4992272673708

バスタオル/約60×120cm

1405015500

JAN4992272673715

本体:綿100% 刺繍糸:
（上糸）
レーヨン100%（下糸）
ポリエステル100%
アップリケ部分:ポリエステル100%

無撚糸

無撚糸
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「ムーミン谷のなかまたち」
は
ムーミン谷を舞台に、
おなじみの
キャラクターたちが繰り広げる日常を、
美しい四季の移り変わりとともに
描かれています。
A4POP

新作アニメーション
「ムーミン谷の
なかまたち」が放送中！
2019年10月にカンヌで行われたテレビ
番組の見本市MIPCOMでは各方面か
ら絶賛され、2019年の最優秀キッズ向
けアニメ番組賞を受賞しました。2020
年2月14日にはDVD/Blu-ray-BOXが
発売予定です。

なかまたち

（シャーリング･染料プリント）
本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×35cm
1505010000 JAN4992272708868
本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
1505010100 JAN4992272708875

絵本「ムーミン谷への不思議な旅」の挿絵を
表情豊かな五彩織りで表現しました。

五 彩 織りバ スタオル
F i v e C o l o r e d We a v i n g
B a t h To w e l

五彩織り
（ごさいおり）
「五彩織り」
とは、
６色の色糸（赤・青・黄・白・黒・
ベージュ ) だけでフルカラーのタオルを、
いろどりよ
く織りあげる、新しい技法の日本製タオルです。

ふしぎな旅

（五彩織り）

本体価格 ￥5,000

バスタオル/約60×120cm
0430137900

JAN4992272515893
日本製
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ミニタオル
M i n i To w e l

ムーミンStoryを刺繡で描いたミニタオル
楽しい絵柄を額に入れて
飾っても素 敵です。

晴れた日の語らい

（シャーリング･染料プリント･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%
1405022200

JAN4992272703054

海辺でゆったり

（シャーリング･染料プリント･全面刺繍）

ムーミンと貝拾い

（シャーリング･全面刺繍）

いたずら大好き

（シャーリング･全面刺繍）

旅の準備

（シャーリング･全面刺繍）

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
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
本体:綿100%
刺繍部分:ポリエステル100%

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

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

1405022100

1405008400

1405008500

1405012500

JAN4992272703047

好きな場所

JAN4992272652185

楽しいひととき

（シャーリング･全面刺繍）

（シャーリング･全面刺繍）

JAN4992272652192

空模様

（シャーリング･全面刺繍）

JAN4992272659474

諸島のムーミン

（シャーリング･全面刺繍）

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
本体:綿100%
刺繍部分:ポリエステル100%

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

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
本体:綿100%
刺繍部分:ポリエステル100%

1405008200

1405023700

1405012300

1405012400

JAN4992272652161

ムーミンの家

（無撚糸･スチームシャーリング･全面刺繍）

JAN4992272652178

ルームズ

（シャーリング･全面刺繍）

本体価格 ￥600

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%

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

0430133200

1405006000

JAN4992272502367
無撚糸

JAN4992272460902

JAN4992272659450

ひとりの時間

（シャーリング･スカラップ･全面刺繍･アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm
本体:綿100% 刺繍糸:（上糸）
レーヨン100%
（下糸）
ポリエステル100％
アップリケ部分:ポリエステル100%
1405017600

JAN4992272573923

JAN4992272659467

花々

（シャーリング･スカラップ･全面刺繍･アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm
本体:綿100% 刺繍糸:（上糸）
レーヨン100%
（下糸）
ポリエステル100％
アップリケ部分:ポリエステル100%
1405017500

JAN4992272573930

100

The fun world
of Moomin
and its companions.

×

イギリスの 老 舗 生 地メーカー 、
M O O N 社 製 のツイード生 地を
使ったバッグ&クッションシリーズ
です。落ち着いた色、
デザイン、本
物の素材をお楽しみいただける
ここだけのオリジナル商品です。

英国製（MOON社）生地使用

ブルーアンブレラ

（シェットランドウール･織りネーム）
本体価格 ￥3,800

ランチトート/H26×W32×D15cm
（持ち手含めず）
表生地:ウール100%
中生地:ポリエステル100%
1425006100

JAN4992272693805

英国製（MOON社）生地使用

ブルーアンブレラ

（シェットランドウール･織りネーム）
本体価格 ￥4,800

トートバッグ/H35×W32×D8cm
（持ち手含めず）
表生地:ウール100%
中生地:ポリエステル100%
1425006200

ダ イカットポ ー チ

JAN4992272693812

いそぎ足

103

本体価格 ￥5,800

ヌード
クッション
付き

クッション/H45×W45cm
（カバー）
ウール100%
（ヌードクッション）側地:ポリプロプレン100%
詰め物:ポリエステル100%
1445012500

JAN4992272693829

季節商品の為、在庫に限りがあります。
ご了承ください。

ふっくらした手 触りのポーチです。

楽しいこと

（サガラ刺繍）

※フックは別売りです。

ブルーアンブレラ

（シェットランドウール･織りネーム）

サガラ刺 繍（パイル状に埋められたボリューム感のある刺繍）をした

Die-cut Pouch

フックを付ければベルト
ループに付けて使えます。

英国製（MOON社）生地使用

花の香り

（サガラ刺繍）

（サガラ刺繍）

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥1,800

ダイカットポーチ/H13.7×W18.9cm
本体:綿100%
刺繍部分:ポリエステル100%

ダイカットポーチ/H17.3×W14cm
本体:綿100%
刺繍部分:ポリエステル100%

1525000000

1525000100

ダイカットポーチ/φ15×D4cm
表生地:綿100%
刺繍部分:ポリエステル100%
中生地:ポリエステル83%･綿17%

JAN4992272560008

JAN4992272560015

1525000800

JAN4992272559972

トグリーティング

P104

花と一緒に

P115

ラジオの時間

ポ ー チ ＆ミニ バック
Pouch & bag

絵画のような美しい色 合いのゴブラン織りアイテムです。
クラシカルでおしゃれなデザインの口 金ポーチ・ポーチ・ミニバッグなどをお楽しみ頂けます。

背面織りネーム付き

リトルミイとディナー

（ゴブラン織り･織りネーム）

リトルミイとディナー

（ゴブラン織り･織りネーム）

ボタニス

（ゴブラン織り）

ボタニス

（ゴブラン織り）

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥2,500

本体価格 ￥2,800

ミニバッグ/H26×W32×D15cm
（持ち手部分含めず）
表生地:ポリエステル100%
中生地:ポリエステル100%

ポーチ/H17×W21.5×D6cm
表生地:ポリエステル100%
中生地:ポリエステル100%

口金ポーチ/H12×W18×D6cm
表生地:ポリエステル100%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

1425008300

1425005600

ミニバッグ/H26×W32×D15cm
（持ち手部分含めず）
表生地:ポリエステル100%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

1425008400

JAN4992272703108

JAN4992272673807

JAN4992272703115

花と一緒に

（ゴブラン織り･織りネーム）

1425005700

花と一緒に

（ゴブラン織り･織りネーム）

木の葉とムーミン

（ゴブラン織り）

JAN4992272673814

木の葉とムーミン

（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥2,800

ポーチ/H17×W21.5×D6cm
表生地:ポリエステル88%･綿10%･レーヨン2%
中生地:ポリエステル80%･綿20%

ミニバッグ/H26×W32×D10cm
（持ち手部分含めず）
表生地:ポリエステル88%･綿10%･レーヨン2%
中生地:ポリエステル80%･綿20%

ポーチ/H17×W21.5×D6cm
表生地:ポリエステル88%･綿10%･レーヨン2%
裏生地:ポリエステル100%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

0434108100

1425000600

ミニバッグ/H26×W32×D10cm
（持ち手部分含めず）
表生地:ポリエステル88%･綿10%･レーヨン2%
裏生地:ポリエステル100%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

0434108000

JAN4992272542936

JAN4992272542943

JAN4992272586909

1425000800

JAN4992272586923
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The fun world

バスルームもムーミンで楽しく！

of Moomin
and its companions.

タオルバスマットはコンパクトでお洗濯もカンタンです。

タオルバスマット
Towel Bath M a t

お風呂の時間

（パイルジャカード）

ついてきて

（パイルジャカード）

ないしょばなし

（パイルジャカード）

海の上で

（パイルジャカード）

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

タオルバスマット/H45×W60cm
綿100%

タオルバスマット/H45×W60cm
綿100%

タオルバスマット/H45×W60cm
綿100%

タオルバスマット/H45×W60cm
綿100%

1405022800

1405022700

1405015600

1405015700

JAN4992272703146

JAN4992272703139

JAN4992272673722

JAN4992272673739

ランドリー ケース
Laundry Case

しっかり収納！たっぷり運べる！カワイイ！
ムーミン・ランドリーケース。

ファミリーランドリー

（プリント）

ランドリーケースとして洗 濯 物をポイ！移 動も簡 単です。
着替えや子供のおもちゃなどをいれる
収納ケースとしても、便利に使えます。
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本体価格 ￥2,000

ランドリーケース/H40×φ35cm
本体:ポリエステル100%
フタ部分:ポリエステル100%
1445011200

JAN4992272652574

VERSTRAETE & VERBAUWEDE Fabrics/ ベルストラエテ
1951年にベルギーで設立。
インテリア向けジャカードベルベット、
ビスコース
カーペットをメインに製作。
トレンドに敏感で現代的なものから伝統的なもの
まで、幅広い種類の製品を提供しています。

カー ペット
Carpet

ム ー ミン の 原 画 が デ ザ イ ン さ れ た

シ リ ー ズ で 、お し ゃ れ 空 間 に ！

灯りをつけて

見つめながら

（ジャカード）

（ジャカード）

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥3,800

カーペット/H60×W100cm
パイル部分:レーヨン100%
フリンジ部分:アクリル100％

カーペット/H60×W100cm
パイル部分:レーヨン100%
基布部分:ポリエステル60%･綿20%･レーヨン20%
フリンジ部分:アクリル100%

1445013600

JAN4992272710540

ベルギー製

ムーミン谷の風景

1445011500

JAN4992272659627

ベルギー製

思わぬ出来事

（ジャカード）

（ジャカード）

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥3,800

カーペット/H60×W100cm
パイル部分:レーヨン100%
基布部分:ポリエステル60%･綿20%･レーヨン20%
フリンジ部分:アクリル100%

カーペット/H60×W100cm
パイル部分:レーヨン100%
基布部分:ポリエステル60%･綿20%･レーヨン20%
フリンジ部分:アクリル100%

1445006900

1445007000

JAN4992272602555

ベルギー製

JAN4992272602562

ベルギー製

ムーミンの原画をもとにデザインされた
センスのいいカーペットです。
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