
無撚糸

ティー＆シー
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り・
スカラップ・はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
ミニタオル 約25×25cm

3705012700　
JAN4992272646436

本体価格 ￥600
ウォッシュタオル 約34×36cm

3705012800　
JAN4992272646443

本体価格 ￥1,200
フェイスタオル 約34×80cm

3705012900　
JAN4992272646450

ダウンダウンダウン
（無撚糸・スチームシャ−リング・染料プリント）
本体価格 ￥600
ウォッシュタオル 約34×36cm

3705013400　
JAN4992272646511

本体価格 ￥1,200
フェイスタオル 約34×80cm

3705013500　
JAN4992272646528

本体価格 ￥2,800
バスタオル 約60×120cm

3705013600　
JAN4992272646535

無撚糸

ゴールデンアフタヌーン
（無撚糸・スチームシャーリング・
朱子ボーダー・ピコットメロー・刺繍）
本体価格 ￥600

3705013300　JAN4992272646504

ミニタオル／約25×25cm 無撚糸

くじらティータイム
（シャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥2,000

3745000000　JAN4992272646467

レジャーバスタオル／約70×140cm

デイジーアリス
（無撚糸・スチームシャーリング・スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥600
ミニタオル 約25×25cm

3705014700　
JAN4992272646344

本体価格 ￥600
ウォッシュタオル 約34×36cm

3705014800　
JAN4992272646351

本体価格 ￥1,200
フェイスタオル 約34×80cm

3705014900　
JAN4992272646368

※ミニタオルは無撚糸スチームシャーリングではありません。
　全面刺繍です。 無撚糸

フォロウホワイトラビット
（無撚糸・スチームシャーリング・
朱子ボーダー・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
ミニタオル 約25×25cm

3705013000　
JAN4992272646474

本体価格 ￥600
ウォッシュタオル 約34×36cm

3705013100　
JAN4992272646481

本体価格 ￥1,200
フェイスタオル 約34×80cm

3705013200　
JAN4992272646498

※ミニタオルには朱子ボーダーがありません。無撚糸
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背面

カレルチャペック紅茶店オーナー。
ティーテイスター、日本紅茶協会認定ティーインストラクター、絵本作家、イラストレーター。
1987年、カレルチャペック紅茶店創業。
確かな舌と独創的なアイディアで紅茶会を牽引する紅茶のクリエイター。
クリエイティブディレクター、ティーテイスターとして、情熱とこだわりを持って
紅茶の買い付けから、新商品のためのブレンドまで一貫して手がけている。
絵本作家として約 30冊の著作があり、紅茶のパッケージイラストには、
その商品に込めた世界観が描かれている。

山田 詩子

現在の紅茶界を牽引する
トレンドセッター
紅茶の鮮度という視点を紅茶界に
盛り込んだ第一人者
また、クリエイティブディレクター
としても活躍

ローズアンドアリス
（無撚糸・スチームシャーリング･プリント・
ピコットレース・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
ミニタオル 約25×25cm

3705015300　
JAN4992272674811

本体価格 ￥600
ウォッシュタオル 約34×36cm

3705015400　
JAN4992272674828

本体価格 ￥1,200
フェイスタオル 約34×80cm

3705015500　
JAN4992272674835

本体価格 ￥2,800
バスタオル 約60×120cm

3705015600　
JAN4992272674842

※ ウォッシュタオル・フェイスタオル・バス 
タオルはプリントです。また、アップリケ 
刺繍はミニタオルのみの仕様です。

無撚糸

紅茶とアリス
（プリント･サテンリボン）
本体価格 ￥1,800

3705015700　JAN4992272681680

ダイカットポーチ／H12.7×W16cm
●綿100%

バラとアリス
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000

3705015800　JAN4992272681697

ダイカットクッション／H40.5×W43cm
●ポリエステル100%
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カレル チャペック紅茶店

カレルチャペック紅茶店が描く、かわいい世界観。
いろいろなお話のイラストがタオルになりました。



裏面裏面

アリストート
（プリント）
本体価格 ￥2,500

3805000400　JAN4992272646665

トートバッグ／H40×W35×11.5cm（持ち手含めず）
●綿100％

アリスポーチ
（ゴブラン織り・刺繍・タッセル）
本体価格 ￥2,000

3805000200　JAN4992272646641

ポーチ／H17×W21.5×D6cm
●表生地： ポリエステル84％、綿14％、 

レーヨン2％
　中生地：ポリエステル85％、綿15％
　刺繍部分：ポリエステル100％

ホワイトラビットポーチ
（ゴブラン織り・刺繍・タッセル）
本体価格 ￥2,000

3805000300　JAN4992272646658

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85％、綿15％
　刺繍部分：ポリエステル100％

海辺のティータイム
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000

3765000100　JAN4992272646597

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：ポリエステル100%
　裏生地：ポリエステル85%・綿12%・レーヨン3%

デイジーチェーンデイズ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000

3765000300　JAN4992272646610

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：ポリエステル82%・綿15%・レーヨン3%
　裏生地：ポリエステル100%

アリスとホワイトラビット
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000

3765000200　JAN4992272646603

クッションカバー／H45×W45cm
●ポリエステル82%・綿16%・レーヨン2%

くじらとティーカップ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000

3765000000　JAN4992272646580

ダイカットクッション／H32.5×W50cm
●表生地：ポリエステル100%
　裏生地：ポリエステル81%・綿15%・レーヨン4%
　詰め物：ポリエステル100%

背面

背面
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Tote ＆ Pouch
トートバッグ＆ポーチ

Cushion
クッション アリス＆ティーカップ（刺繍）

本体価格 ￥2,000

3705015100　JAN4992272646627

デコレーション刺繍／H3.5×W4cm／H3.8×W2.9cm

日本製

白ウサギ＆時計（刺繍）
本体価格 ￥2,000

3705015200　JAN4992272646634

デコレーション刺繍／H5×W2.9cm／H4.3×W2cm

日本製

4

43

2

2

31

1

くじらティーカップ 
（パイルジャカード・布帛巻き・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,200

3705013700　JAN4992272646542

ヘアバンド／約10×21cm
●綿100％

アリスのリボン
（無撚糸・パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥1,200

3705013800　JAN4992272646559

ヘアバンド／約10×21cm
●綿100％

無撚糸

ハローくじら
（無撚糸・スチームシャーリング・刺繍）
本体価格 ￥1,500

3705013900　JAN4992272646566

マスコット付ドレスタオル／約20×45cm 
（ループ部分含めず）
●タオル部分：綿100％
　詰め物：ポリエステル100％

無撚糸

ドロップくも
（無撚糸・スチームシャーリング・刺繍）
本体価格 ￥1,500

3705014000　JAN4992272646573

マスコット付ドレスタオル／約20×45cm 
（ループ部分含めず）
●タオル部分：綿100％
　詰め物：ポリエステル100％

無撚糸
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 Decoration Embroidery
デコレーション刺繍

アリスと白ウサギ、お話の世界観をイメージする、
２個で１セットのデコレーション刺繍です。
※ デコレーション刺繍はシャツのボタンに付けて楽しむ新しい形のアクセサリーです。


