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CUSHION

上質なウール生地を使用した
英国M OON社製のクッションシリーズ

英国製（MOON社）生地使用

マルチスポット

（シェットランドウール･織りネーム）
本体価格 ￥3,800

クッション/H45×W45cm
（カバー）
ウール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%
カラー/デニム
0385026100
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JAN4992272699142

英国製（MOON社）生地使用
ヌード
クッション
付き

マルチスポット

（シェットランドウール･織りネーム）
本体価格 ￥3,800

クッション/H45×W45cm
（カバー）
ウール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%
カラー/チャコール
0385026200

JAN4992272699159

英国製（MOON社）生地使用
ヌード
クッション
付き

マルチスポット

（シェットランドウール･織りネーム）
本体価格 ￥3,800

クッション/H45×W45cm
（カバー）
ウール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%
カラー/グレー
0385026300

JAN4992272699166

ヌード
クッション
付き

180年の歴 史を誇る
イギリス名 門ファブリックメーカー
Brand.

MOON

伝統・デザイン・品質

1837年の創業から、180年もの間、最高のウール製品を作り続けています。築いてきた伝
統に誇りを持つとともに、近代的で、革新的なデザインとの融合にも挑戦し染色から紡
績、製織から仕上げまでを一手に担い、
その品質の素晴らしさで、
お客様からの信頼を
勝ち得ています。1996年にはバッキンガム宮殿にて表彰され、近年では、
オバマ大統領
がムーンを訪れた際にホワイトハウスの椅子生地として選ばれています。
ムーンの生地
は歴史ある城や、由緒ある名家だけでなく、五ツ星ホテルでも見受けられます。

英国製（MOON社）生地使用

メルボルンブリック

（シェットランドウール･織りネーム）
本体価格 ￥3,800

英国製（MOON社）生地使用
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）
側生地:ポリプロピレン100%
詰め物:ポリエステル100%
カラー/イエロー
0385026400

メルボルンブリック

（シェットランドウール･織りネーム）
本体価格 ￥3,800

英国製（MOON社）生地使用
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）
側生地:ポリプロピレン100%
詰め物:ポリエステル100%
カラー/ピンク

JAN4992272699173

0385026500

メルボルンブリック

（シェットランドウール･織りネーム）
本体価格 ￥3,800

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）
側生地:ポリプロピレン100%
詰め物:ポリエステル100%
カラー/レッド

JAN4992272699180

0385026600

JAN4992272699197

英国製（MOON社）生地使用
英国製（MOON社）生地使用

パテレー

（シェットランドウール･織りネーム）
本体価格 ￥3,800

クッション/H45×W45cm （カバー）
ウール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%
カラー/ピンク
0385026700

JAN4992272699203

ヌード
クッション
付き

パテレー

（シェットランドウール･織りネーム）
本体価格 ￥3,800

クッション/H45×W45cm （カバー）
ウール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%
カラー/パープル
0385026800

JAN4992272699210

英国製（MOON社）生地使用
ヌード
クッション
付き

パテレー

（シェットランドウール･織りネーム）
本体価格 ￥3,800

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）
側生地:ポリプロピレン100%
詰め物:ポリエステル100%
カラー/ブルー
0385026900

JAN4992272699227
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バックデン アモライト

高 品質なメリノウールを使用した
歴 史あるイギリス製ウールマフラー

ピンク プレイド

（メリノウール･織りネーム）

（メリノウール･織りネーム）

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥3,800

マフラー/H180×W25cm（フリンジ部分含めず）
ウール100%

マフラー/H180×W25cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%

マフラー/H180×W25cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%

0385017000

0385017100

0385017200

JAN4992272627336

JAN4992272627343

英国製

イングルバラ シルバー

JAN4992272627350

英国製

コウム シルバー

（メリノウール･織りネーム）

英国製

ブロック ウィンドウペーン

（メリノウール･織りネーム）

（メリノウール･織りネーム）

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥3,800

マフラー/H180×W25cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%

マフラー/H180×W25cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%

マフラー/H180×W25cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%

0385017900

0385018000

0385018100

JAN4992272627428
英国製
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ティール ベージュ ブロック

（メリノウール･織りネーム）

JAN4992272627435
英国製

JAN4992272627442
英国製

MOON社では全てのウール製品のカラーを、羊毛の原毛からトップ染めをする
伝統製法をしています。色に深みが出て、原料の風合いを損なわないメリットがあります。

ウォームス

ウォームス

（メリノウール･織りネーム）

ウォームス

（メリノウール･織りネーム）

（メリノウール･織りネーム）

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥3,800

マフラー/H180×W25cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%
カラー/シルバー

マフラー/H180×W25cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%
カラー/ベージュ

マフラー/H180×W25cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%
カラー/グレー

0385021700

0385021800

0385021900

JAN4992272695779

JAN4992272695786

英国製

ウォームス

ウォームス

（メリノウール･織りネーム）

JAN4992272695793

英国製

英国製

ウォームス

（メリノウール･織りネーム）

（メリノウール･織りネーム）

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥3,800

マフラー/H180×W25cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%
カラー/ティール

マフラー/H180×W25cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%
カラー/ブルー

マフラー/H180×W25cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%
カラー/ピンク

0385022000

0385022100

0385022200

JAN4992272695809
英国製

JAN4992272695816
英国製

JAN4992272695823
英国製

160

MA DE IN

UNITED
K INGDOM

STOLE

ブランケットとしても愉しめる
英国老舗ブランドの上質なストール。

バックデン アモライト

ピンク プレイド

（メリノウール･織りネーム）

（メリノウール･織りネーム）

本体価格 ￥8,000

本体価格 ￥8,000

本体価格 ￥8,000

ストール/H170×W70cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%

ストール/H170×W70cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%

ストール/H170×W70cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%

0385017300

0385017400

0385017500

JAN4992272627367

JAN4992272627374

英国製

ウォームス

JAN4992272627381

英国製

ウォームス

（メリノウール･織りネーム）

英国製

ウォームス

（メリノウール･織りネーム）

（メリノウール･織りネーム）

本体価格 ￥8,000

本体価格 ￥8,000

本体価格 ￥8,000

ストール/H170×W70cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%
カラー/ブルー

ストール/H170×W70cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%
カラー/ベージュ

ストール/H170×W70cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%
カラー/シルバー

0385023200

0385023300

0385023400

JAN4992272695861
英国製
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ティール ベージュ ブロック

（メリノウール･織りネーム）

JAN4992272695878
英国製

JAN4992272695885
英国製
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羽 織っても巻いてもお洒落で上質な英国製ショール
寒い季 節のご旅行やスポーツ観 戦 、アウトドアにもオススメです。

バックデン アモライト

（メリノウール･織りネーム）
本体価格 ￥10,000

ショール/H140×W125cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%
0385017600

JAN4992272627398
英国製

ピンク プレイド

（メリノウール･織りネーム）
本体価格 ￥10,000

ショール/H140×W125cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%
0385017700

JAN4992272627404
英国製

ティール ベージュ ブロック

（メリノウール･織りネーム）
本体価格 ￥10,000

ショール/H140×W125cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%
0385017800

JAN4992272627411
英国製

162

MA DE I N

UNITED
K I N GDO M

POUCH

伝 統のブレザーストライプをまとった口金ポーチシリーズ。

英国製（MOON社）生地使用

ブレザーストライプ

（織りネーム）

（織りネーム）

英国製（MOON社）生地使用

ブレザーストライプ

（織りネーム）

英国製（MOON社）生地使用

ブレザーストライプ

（織りネーム）

本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

コインケース/H9×W10×D2cm
表生地:ウール60%･綿40%
中生地:ポリエステル100%
カラー/グレー

コインケース/H9×W10×D2cm
表生地:ウール60%･綿40%
中生地:ポリエステル100%
カラー/ネイビー

ポーチ
（S）
/H10×W14×D3cm
表生地:ウール60%･綿40%
中生地:ポリエステル100%
カラー/グレー

ポーチ
（S）
/H10×W14×D3cm
表生地:ウール60%･綿40%
中生地:ポリエステル100%
カラー/ネイビー

0405003900

0405004000

0405005900

0405006000

JAN4992272664669

英国製（MOON社）生地使用

ブレザーストライプ

（織りネーム）
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英国製（MOON社）生地使用

ブレザーストライプ

JAN4992272664676

英国製（MOON社）生地使用

ブレザーストライプ

（織りネーム）

JAN4992272664812

英国製（MOON社）生地使用

ブレザーストライプ

（織りネーム）

JAN4992272664829

英国製（MOON社）生地使用

ブレザーストライプ

（織りネーム）

本体価格 ￥2,400

本体価格 ￥2,400

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

ポーチ
（L）
/H16×W20×D4cm
表生地:ウール60%･綿40%
中生地:ポリエステル100%
カラー/グレー

ポーチ
（L）
/H16×W20×D4cm
表生地:ウール60%･綿40%
中生地:ポリエステル100%
カラー/ネイビー

ペンケース/H7.5×W18cm
表生地:ウール60%･綿40%
中生地:ポリエステル100%
カラー/グレー

ペンケース/H7.5×W18cm
表生地:ウール60%･綿40%
中生地:ポリエステル100%
カラー/ネイビー

0405006900

0405007000

0405007900

0405008000

JAN4992272664911

JAN4992272664928

JAN4992272665017

JAN4992272665024

伝 統の英 国ツイード生地を使用した口金ポーチシリーズ。

英国製（MOON社）生地使用

クロースグリーン

（シェットランドウール･織りネーム）

英国製（MOON社）生地使用

クロースグリーン

（シェットランドウール･織りネーム）

英国製（MOON社）生地使用

クロースグリーン

（シェットランドウール･織りネーム）

本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥2,400

コインケース/H9×W10×D2cm
表生地:ウール100%
中生地:ポリエステル100%

ポーチ
（S）
/H10×W14×D3cm
表生地:ウール100%
中生地:ポリエステル100%

ポーチ
（L）
/H16×W20×D4cm
表生地:ウール100%
中生地:ポリエステル100%

0405009500

0405009600

0405009700

JAN4992272685435

JAN4992272685442

内側にMOONの
織りネーム付き

JAN4992272685459

エレガントな口金ポーチコレクション。上 品なパステルカラーのブークレ素 材です。

英国製（MOON社）生地使用

ブークレ

英国製（MOON社）生地使用

ブークレ

（織りネーム）

英国製（MOON社）生地使用

ブークレ

（織りネーム）

（織りネーム）

本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥1,500

コインケース/H9×W10×D2cm
表生地:ウール79%･モヘヤ20%･ナイロン1%
中生地:ポリエステル100%
カラー/ピンク

コインケース/H9×W10×D2cm
表生地:ウール79%･モヘヤ20%･ナイロン1%
中生地:ポリエステル100%
カラー/ブルー

ペンケース/H7.5×W18cm
表生地:ウール79%･モヘヤ20%･ナイロン1%
中生地:ポリエステル100%
カラー/ピンク

0405003600

0405003700

0405007600

JAN4992272664638

英国製（MOON社）生地使用

ブークレ

JAN4992272664645

内側にMOONの
織りネーム付き

JAN4992272664980

英国製（MOON社）生地使用

ブークレ

（織りネーム）

（織りネーム）

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

ポーチ
（S）
/H10×W14×D3cm
表生地:ウール79%･モヘヤ20%･ナイロン1%
中生地:ポリエステル100%
カラー/ピンク

ポーチ
（S）
/H10×W14×D3cm
表生地:ウール79%･モヘヤ20%･ナイロン1%
中生地:ポリエステル100%
カラー/ブルー

0405005600

0405005700

JAN4992272664782

英国製（MOON社）生地使用

ブークレ

JAN4992272664799

英国製（MOON社）生地使用

ブークレ

（織りネーム）

（織りネーム）

本体価格 ￥2,400

本体価格 ￥2,400

ポーチ
（L）
/H16×W20×D4cm
表生地:ウール79%･モヘヤ20%･ナイロン1%
中生地:ポリエステル100%
カラー/ピンク

ポーチ
（L）
/H16×W20×D4cm
表生地:ウール79%･モヘヤ20%･ナイロン1%
中生地:ポリエステル100%
カラー/ブルー

0405006600

0405006700

JAN4992272664881

JAN4992272664898
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