
無撚糸

マーベルアイコン
（無撚糸・スチームシャーリング）
本体価格 ￥500 2505004800 JAN4992272618679

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 2505004900 JAN4992272618686

フェイスタオル／約34×80cm

ホーム ストリート
（パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500 2505010300 JAN4992272677287

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 2505010400 JAN4992272677294

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 2505010500 JAN4992272677300

フェイスタオル／約34×80cm

ロゴコラム
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500 2505010900 JAN4992272677348

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥500 2505011000 JAN4992272677355

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,000 2505011100 JAN4992272677362

フェイスタオル／約34×80cm

クールなデザインからキュートでおもしろいデザインまで
様々な「マーベル」のタオルがそろいました
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ミニタオル�

ポケット付きタオル 頭巻きタオル

MINI TOWEL 

POCKET TOWEL TOWEL HEAD WRAP  

マーベル 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 ￥500
2505005700 JAN4992272624601

ミニタオル／約25×25cm

マーベル アイアン ワッペン
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500
2505005800 JAN4992272624618

ミニタオル／約25×25cm

マーベル ソー ワッペン
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500
2505005900 JAN4992272624625

ミニタオル／約25×25cm

マーベル スパイダー ワッペン
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500
2505006000 JAN4992272624632

ミニタオル／約25×25cm

マーベル ハルク ワッペン
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥500
2505006100 JAN4992272624649

ミニタオル／約25×25cm

アベンジャーズ アイコン
（プリント）
本体価格 ￥500
2505008200 JAN4992272651669

頭巻きタオル／約34×100cm
 

レッドロゴ
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥600
2505019400 JAN4992272681901

ポケット付きタオル／約12.5×12.5cm（折りたたみ時）
●綿100%

キャプテンシールド
（プリント）
本体価格 ￥500
2505008100 JAN4992272651652

頭巻きタオル／約34×100cm

可愛くて便利な優れもの
様々なシーンで大活躍！

頭に巻きやすい
「ロングタオル」タイプ。

（広げ時）

パッケージ
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ホルダー付きウォッシュタオル

WASH TOWEL with HOLDER  

センターレッドロゴ
（WT生地：染料プリント　ホルダー：プリント）
本体価格 ￥400
2505012300 JAN4992272677492

ウォッシュタオル／約34×35cm
ホルダー／H15.7×W4.5×D0.7cm

カラフル マーベル
（WT生地：染料プリント　ホルダー：プリント）
本体価格 ￥400
2505012400 JAN4992272677508

ウォッシュタオル／約34×35cm
ホルダー／H15.7×W4.5×D0.7cm

マーベル ミックス
（WT生地：染料プリント　ホルダー：プリント）
本体価格 ￥400
2505012500 JAN4992272677515

ウォッシュタオル／約34×35cm
ホルダー／H15.7×W4.5×D0.7cm

ホルダーが付いたウォッシュタオルは
どこにでもフックでかけられて便利です。
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スポーツタオル

リストバンド付きマフラータオル

MUFFLER TOWEL WITH WRISTBAND  

SPORTS  TOWEL  

スプレッドロゴ
（マフラータオル／パイルジャカード・リストバンド／刺繍）
本体価格 ￥800

〈レッド〉 2505012600　JAN4992272677522
〈ブラック〉 2505012700　JAN4992272677539
〈ピンク〉 2505012800　JAN4992272677546
〈ライトブルー〉 2505013000　JAN4992272677560
〈グリーン〉 2505013100　JAN4992272677577
〈イエロー〉 2505013500　JAN4992272677614

マフラータオル／約12×100cm
リストバンド／約8×8cm

〈レッド〉

〈グリーン〉

〈ブラック〉

〈ライトブルー〉 〈イエロー〉

〈ピンク〉

マーベル ミックス
（シャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥800
2505011900 JAN4992272677454

スポーツタオル／約40×110cm

カラフル マーベル
（シャーリング・染料プリント）
本体価格 ￥800
2505012000 JAN4992272677461

スポーツタオル／約40×110cm

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
2505012100 JAN4992272677478

スポーツタオル／約34×110cm

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
2505012200 JAN4992272677485

スポーツタオル／約34×110cm

リストバンドとしてはもちろん、タオルにとおして
タオルどめとして使える、オシャレで便利なアイテムです。
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ペーパーホルダー

タオルバスマット

マルチマット

ラウンドマット

ダイカットクッション

ティッシュボックスカバー

TISSUE BOX COVER  

TOILET PAPER HOLDER  

BATH MAT  

FLOOR MAT  

ROUND MAT  

DIE-CUT CUSHION  

スタリーラウンド
（テーブルミシン）
本体価格 ￥2,000
2505000900 JAN4992272588088

円型フックマット／φ60cm
●パイル部分：アクリル100％ 

センターロゴ
（タフティング）
本体価格 ￥3,000
2505015700 JAN4992272677836

マルチマット／H50×W80cm
●パイル部分：ポリエステル100％

センタービッグロゴ
（3色毛違いジャカード）
本体価格 ￥1,500
2505015900 JAN4992272677850

タオルバスマット／H45×W60cm
●綿100%

ニューマラススター
（3色毛違いジャカード）
本体価格 ￥1,500
2505016000 JAN4992272677867

タオルバスマット／H45×W60cm
●綿100%

ハング スパイダー
（半立体・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,800
2505016100 JAN4992272677874

マスコット付ペーパーホルダー／フタ部分：H15×W15cm
ストック部分：H22×W15cm（ぬいぐるみ部分含めず）
●上部：（側生地）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
　　　（接続部分）合成皮革
　下部：（側生地）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

ハング アイアンマン
（半立体・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,800
2505016200 JAN4992272677881

マスコット付ペーパーホルダー／フタ部分：H15×W15cm
ストック部分：H22×W15cm（ぬいぐるみ部分含めず）
●上部：（側生地）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
　　　（接続部分）合成皮革
　下部：（側生地）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

ハング アメリカ
（半立体・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,800
2505016300 JAN4992272677898

マスコット付ペーパーホルダー／フタ部分：H15×W15cm
ストック部分：H22×W15cm（ぬいぐるみ部分含めず）
●上部：（側生地）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
　　　（接続部分）合成皮革
　下部：（側生地）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

パワーフード
（プリント）
本体価格 ￥2,000
2505016500 JAN4992272677911

ダイカットクッション／φ20×H30cm
●側生地：ポリエステル94%・ポリウレタン6%
  詰め物：ポリエステル100%

パワーボイス
（プリント）
本体価格 ￥2,000
2505019800 JAN4992272683561

ダイカットクッション／φ33×H15cm
●側生地：ポリエステル94%・ポリウレタン6%
  詰め物：ポリエステル100%

スパイディ ボックス
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥2,000
2505018800 JAN4992272681178

ティッシュボックスカバー／H12.5×W25.5×D7cm
●側生地：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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ピクニックブラック
（プリント）
本体価格 ￥600
2505014800 JAN4992272677744

おでかけシートクッション／H27×W31.5×D１cm
●ポリエステル100%

カラフル マーベル
（プリント）
本体価格 ￥600
2505014900 JAN4992272677751

おでかけシートクッション／H27×W31.5×D１cm
●ポリエステル100%

ピクニックブラック
（プリント）
本体価格 ￥2,800
2505015000 JAN4992272677768

ピクニックシート／広げ：H200×W140cm
収納時：W38×φ16cm

カラフル マーベル
（プリント）
本体価格 ￥2,800
2505015100 JAN4992272677775

ピクニックシート／広げ：H200×W140cm
収納時：W38×φ16cm

ピクニックブラック
（プリント）
本体価格 ￥400 2505014400 JAN4992272677706

レジャーシート(S)／H60×W90cm
本体価格 ￥600 2505014500 JAN4992272677713

レジャーシート／H90×W120cm
●ポリプロピレン

カラフル マーベル
（プリント）
本体価格 ￥400 2505014600 JAN4992272677720

レジャーシート(S)／H60×W90cm
本体価格 ￥600 2505014700 JAN4992272677737

レジャーシート／H90×W120cm
●ポリプロピレン

（S） （S）

ピクニックシート
PICNIC SHEET

レジャーシート
LEISURE SHEET  

おでかけシートクッション
SHEET CUSHION  

丸めて持ち運びが
できるバンド付き

二人で寝転がるのに
ちょうどいいサイズ

140cm

200cm

引っ掛けて
持ち運びやすい
フック付 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！

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です。

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です。

手軽に持ち運べる、便利なレジャーシートが新登場
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トートバッグ
ポーチ中生地

ヒーローズワッペン
（帆布生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
2505006800 JAN4992272624656

クッションカバー／H45×W45cm
●生地：綿100％
　ワッペン部分：ポリエステル100％

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
2505007900 JAN4992272651355

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％

ヒーローズトート
（帆布生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
2505008000 JAN4992272651362

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

マーベル スケッチ
（デニム風生地・プリント・織りネーム）
本体価格 ￥1,000
2505016600 JAN4992272677928

ポーチ／H17×W21.5×D6cm
●綿100％

ヒーローズワッペン
（帆布生地・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
2505016700 JAN4992272677935

ポーチ／H17×W21.5×D6cm
●表生地：綿100％
　ワッペン部分：ポリエステル100％
　中生地：綿100％

パワーメンバー
（プリント）
本体価格 ￥1,500
2505016800 JAN4992272677942

筒型ポーチ／φ10×H20cm
●表生地：ポリウレタン100％
　中生地：アルミ蒸着シート

パワーシールド
（サガラ刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
2505016900 JAN4992272677959

円形ポーチ／φ15×D4cm
●表生地：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％

（裏面）
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スクエア スパイダーマン
（刺繍）
本体価格 ￥3,000
2505009400 JAN4992272634778

刺繍ブローチ／H4×W2.7cm

日本製

スクエア アイアンマン
（刺繍）
本体価格 ￥3,000
2505009300 JAN4992272634761

刺繍ブローチ／H4×W2.4cm

日本製

スクエア キャプテンアメリカ
（刺繍）
本体価格 ￥3,000
2505009200 JAN4992272634754

刺繍ブローチ／H3.6×W3.5cm

日本製

キャプテンアメリカ　シールド
（刺繍）
本体価格 ￥3,000
2505009700 JAN4992272651676

刺繍ブローチ／H4×W4cm

日本製

もちもちクッション

MOCHIMOCHI CUSHION  

刺繍ブローチ

EMBROIDERY ACCESSORIES 

マーベル マーク
（刺繍）
本体価格 ￥3,000
2505009600 JAN4992272661439

刺繍ブローチ／W5.5×H2.2cm

日本製

もちもち スパイダーマン
（プリント）
本体価格 ￥1,500
2505018900 JAN4992272681529

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 シールド
（プリント）
本体価格 ￥1,500
2505019000 JAN4992272681536

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%

もちもち アイアンマン
（プリント）
本体価格 ￥1,500
2505019100 JAN4992272681543

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 ハルク ハンド
（プリント）
本体価格 ￥1,500
2505019200 JAN4992272681550

もちもちクッション／H37×W37cm
●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%

繊細なタッチでつくられた
「日本製」立体刺繍ブローチ

もちもちとした触感がクセになる
もちもちクッションシリーズ
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