M i n a m o t o / みなもと
ミッフィー

〈担当デザイン商品〉
「ボーダーミッフィー」「おばけミッフィー」「ミッフィーがいっぱい」
「ブルーナブルー」
「ブルーナイエロー」
「ブルーナレッド」
「スタンダードミッフィー」「スタンダードミッフィーフェイス」

本体価格 ￥ 500

ミニタオル／ 約25×25cm

5805005200 JAN4992272607291

本体価格 ￥ 500

ウォッシュタオル／ 約34×36cm

5805005300 JAN4992272607307

本体価格 ￥ 1,000 フェイスタオル／ 約34×80cm

5805005400 JAN4992272607314

ビビットカラーが新鮮な肌ざわりやわらか無撚糸タオル。

ミッフィー ボーダーミッフィー
（甘撚り・パイルジャカード・総吊りへム）

スタンダードミッフィー
（無撚糸・甘撚り・総吊りへム・飾りミシン）
本体価格 ￥ 500

5805004200

JAN4992272607192

5805004300

本体価格 ￥ 500

5805004400

三重ガーゼのやさしい肌ざわりのタオルです。

本体価格 ￥ 500

5805003600

JAN4992272607338

ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥ 500

5805003700

フェイスタオル／約34×80cm

5805003900

JAN4992272607208

本体価格 ￥ 500

5805004000

JAN4992272607215

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥ 1,000 5805004500

JAN4992272607222

本体価格 ￥ 2,000 5805004600

本体価格 ￥ 500

JAN4992272607383

ウォッシュタオル／約34×36cm

ウォッシュタオル／約34×35cm
JAN4992272607352

本体価格 ￥ 1,000 5805004100

5805008400

本体価格 ￥ 500

フェイスタオル／約34×80cm

5805008500

本体価格 ￥ 1,000 5805008600

JAN4992272607239

無撚糸

JAN4992272642933

本体価格 ￥ 2,000 5805008700
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5805004800

JAN4992272607253

本体価格 ￥ 500

5805004900

JAN4992272607260

本体価格 ￥ 1,000 5805005000

JAN4992272607277

本体価格 ￥ 2,000 5805005100

JAN4992272607284

バスタオル／約60×120cm

無撚糸

タイルアイコン
（無撚糸・２パイルガーゼ・刺繍・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 600

0360011000

JAN4992272528633

ウォッシュタオル／約34×36cm
JAN4992272642940

本体価格 ￥ 1,200 0360011100

JAN4992272528640

フェイスタオル／約34×80cm
JAN4992272642957

フェイスタオル／約34×80cm
バスタオル／約60×120cm

本体価格 ￥ 500

フェイスタオル／約34×80cm

バスタオル／約60×120cm

ミニタオル／約25×25cm

JAN4992272607246

ウォッシュタオル／約34×36cm

フェイスタオル／約34×80cm

JAN4992272607376

5805004700

ミニタオル／約25×25cm〈ブルー〉

ピースミッフィー
（パイルジャカード・スカラップ・刺繍）

JAN4992272607369

ミニタオル／約25×25cm
JAN4992272607345

ウォッシュタオル／約34×35cm
本体価格 ￥ 1,000 5805003800

本体価格 ￥ 500

本体価格 ￥ 500

ミニタオル／約25×25cm〈ピンク〉

ミニタオル／約25×25cm〈グリーン〉

本体価格 ￥ 2,000 バスタオル／ 約60×120cm 5805005500 JAN4992272607321

ミッフィー ミッフィーがいっぱい
（三重ガーゼ）

スタンダードミッフィーフェイス
（無撚糸・甘撚り・総吊りへム・飾りミシン）

ミニタオル／約25×25cm〈オレンジ〉
本体価格 ￥ 500

ミッフィー

「ジャパンブルー」藍染めの染織りが好きでテキスタイルデザインの道を志す…
大手タオル会社デザイナーを経てフリーランスとなる。タオル、寝装、インテリア、暮らしの雑貨など、
多くのデザイン・ブランディングを手掛けています。
「日本」と云う感性は、「人を思う」と云う優しさ！ いつも、人を思い描き、創作していきたい。

ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラ
フィックデザイナーのディック・ブルーナが描く絵本の主人公
です。1955 年にオランダで初めての絵本が刊行され、日本では
1964 年に「ちいさなうさこちゃん」（福音館書店刊）が出版さ
れました。以来、親子３世代にわたって親しまれています。正直
で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィー
と、家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の
人々に愛され続けています。

ミッフィー おばけミッフィー
（三重ガーゼ）

テキスタイルデザイナー／アートディレクター 岐阜生まれ

本体価格 ￥ 2,800 0360011200

JAN4992272528657

バスタオル／約60×120cm
JAN4992272642964

認定番号：第2014-038号

無撚糸

日本製
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ミッフィー

ミッフィー

大 人も持ちやすい
モノトーンのシンプルなデ ザインから
色鮮やかなヨコ織りまで
様々なミッフィーのタオルを集めました。
1

2

3

世界有数のタオル生産国「ポルトガル」で生まれた、
品質・使い心地の良さに優れたワンランク上のタオルです。

1 ブルーナミッフィー
（パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥ 600

ウォッシュタオル／ 約33×36cm 0365075600 JAN4992272625325

本体価格 ￥ 1,200 フェイスタオル／ 約33×80cm 0365075700 JAN4992272625332

ポルトガル製
2 ブルーナライオン

（パイルジャカード）
本体価格 ￥ 600

ウォッシュタオル／ 約33×36cm 0365075800 JAN4992272625349

本体価格 ￥ 1,200 フェイスタオル／ 約33×80cm 0365075900 JAN4992272625356

ポルトガル製

ミッフィーストライプ
（無撚糸・パイルジャカード・刺繍）

3 ブルーナゾウ

（パイルジャカード）

本体価格 ￥ 500

本体価格 ￥ 600

5805006700 JAN4992272642971

ウォッシュタオル／ 約33×36cm 0365076000 JAN4992272625363

本体価格 ￥ 1,200 フェイスタオル／ 約33×80cm 0365076100 JAN4992272625370

ミニタオル／約25×25cm

ポルトガル製

本体価格 ￥ 500
5805006800 JAN4992272642988
ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥ 1,000
5805006900 JAN4992272642995
フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

イヤーミッフィー
（無撚糸・パイルジャカード）
本体価格 ￥ 500

5805007900 JAN4992272643060
ミニタオル／約25×25cm
本体価格 ￥ 500
5805008000 JAN4992272643077

しあわせいっぱいミッフィー
（パイルジャカード・染料プリント）

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥ 1,000

本体価格 ￥ 500

5805008100 JAN4992272643084

5805012200

JAN4992272679595

ミニタオル／約25×25cm

フェイスタオル／約34×80cm

本体価格 ￥ 500

無撚糸

5805012300

フェイスタオル／約34×80cm

本体価格 ￥ 500

5805001300

JAN4992272611793

ミニタオル／約25×25cm
JAN4992272679601

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥ 1,000 5805012400

おすましミッフィー
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）

本体価格 ￥ 500

5805001400

本体価格 ￥ 1,000 5805001500
フェイスタオル／約34×80cm

本体価格 ￥ 500

5805007200

JAN4992272643114

ウォッシュタオル／約34×36cm
JAN4992272611809

ウォッシュタオル／約34×36cm
JAN4992272679618

いろんなおいろ
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント）

本体価格 ￥ 1,000 5805007300

JAN4992272643121

フェイスタオル／約34×80cm

無撚糸

JAN4992272611816

無撚糸
9
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本型クッション

本体価格 ￥ 2,000

5865000600 JAN4992272643206
本型クッション／畳んだ状態H33×W24.5×D8cm

こどもから大人まで
みんな大好きミッフィーグッズ

タオル枕カバー

ミッフィー

ミッフィー

ミッフィーの動物図鑑
（プリント）

●ポリエステル100％

おでかけタオル

マスコット付きタオル
ミッフィーの食べ物図鑑
（プリント）
本体価格 ￥ 2,000

（裏面）

こども用

5865000500 JAN4992272643190
本型クッション／畳んだ状態H33×W24.5×D8cm

children

●ポリエステル100％

夜空のミッフィー
（パイルジャカード）

おでかけミッフィー
（表：ガーゼ・裏：甘撚糸・染料プリント・抗菌防臭加工）

パステルフラワーミッフィー
（無撚糸・パイルジャカード・アップリケ刺繍）

5805007000 JAN4992272643169

5805006500 JAN4992272623017

5805012500 JAN4992272681994

マルチカバー（子供用）／約39×25cm

おでかけタオル／約47×25cm

●パイル部分：綿100％
基布部分：綿95％ ポリウレタン5％

●綿100％

本体価格 ￥ 1,000

本体価格 ￥ 380

本体価格 ￥ 1,500

269Z09

ダイカットクッション

マスコット付タオル／約W20×H43cm(ループ含めず)
●本体：綿100%
詰め物：ポリエステル100%

無撚糸

湯上げタオル

ランチョンマット
花柄ワンピース
（ゴブラン織り・織りネーム）

赤ちゃんの 身長が測れるメモリ付き！
表面はガーゼ、裏面は
々の成長がわかる！
ふわふわパイル生地です。
メモリ付

本体価格 ￥ 3,000

0364101300 JAN4992272547702
ダイカットクッション／H46×W30cm

サーカスフレンド
（ゴブラン織り）

●ポリエステル100％

イヤークッション
（プリント）
本体価格 ￥ 1,800

おめかしミッフィー
（プリント）
本体価格 ￥ 2,800

5865000300 JAN4992272643176

5865000400 JAN4992272643183

マチ付きダイカットクッション／H32×W33×D5cm

マチ付きダイカットクッション／H48×W28.5×D5cm

●ポリエステル100％

●ポリエステル100％

本体価格 ￥ 1,000

5905000200 JAN4992272643237
ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル100％

コースター

クッションカバー

赤ちゃんの
がわかる！

いっしょにあそぼう 日々の成長
メモリ付
（表：ガーゼ・染料プリント 裏：無燃糸・）

ミッフィーフレンズ
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥ 1,500

5805012100 JAN4992272662023

身長が測れるメモリ付き！
湯上げタオル／約90×90cm
0cm〜100cm のメモリが
●綿100％
無撚糸
付いているので、お風呂上がりに
赤ちゃんの
赤ちゃんの体を拭きながら
日々の成長がわかる！
身長を測る事ができます。
メモリ付

サーカスフレンド
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥ 1,500

本体価格 ￥ 3,000

5905000300 JAN4992272643244

5865000100 JAN4992272643220

コースター／各H10×W10cm

クッションカバー／H45×W45cm

※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。

●表生地：ポリエステル100％
裏生地：ポリエステル84％・
綿13％・レーヨン3％

身長が測れるメモリ付き！

やさしい素材と肌ざわり！
0cm〜100cm のメモリが
付いているので、お風呂上がりに
赤ちゃんの体を拭きながら

サーカスフィナーレ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥ 3,000

5865000200 JAN4992272643213
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84％・
綿10％・レーヨン6％

身長を測る事ができます。
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
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、
赤ちゃんにも安心のやさしい素材です。
裏面はふわふわのパイル生地なので
赤ちゃんにも安心のやさしい素材です。
※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。
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