ビアトリクス・ポター™

（1866～1943）

世界的ベストセラー
『ピーターラビットのおはなし』
絵本シリーズの作者です

Courtesy of Victoria and Albert Museum

世界中で愛されているピーターラビット™
絵本のきっかけは作者のビアトリクス・ポターが５歳
の少年ノエルにあてて描いた絵手紙でした。

フラワーガーデン
（無撚糸・裏面ガーゼ・プリント・プリントネーム）

イギリスの美しい湖水地方を舞台に物語は進行

ミニタオル

本体価格 ￥ 500

約25×25cm

7605002400

JAN4992272582970

します…ポターが愛し、生涯かけて守ってきた湖

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 500

約34×36cm

7605002500

JAN4992272582987

水地方は、絵本の世界が今でもそのまま残され

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,000

約34×80cm

7605002600

JAN4992272582994

2017年世界遺産に登録されました。

バスタオル

約60×120cm

7605002700

JAN4992272583007

ガーデン
（無撚糸・スチームシャーリング・スカラップ・アップリケ刺繍）

湖水地方の自然
（セミシャーリング・染料プリント）

ストーリータイム
（ジャカード・シャーリング・プリント）

本体価格 ￥ 500

約25×25cm

5605005000

JAN4992272642506

ミニタオル

本体価格 ￥ 500

約25×25cm

7605000500

JAN4992272563184

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 500

約34×36cm

5605003900

JAN4992272612424

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 500

約34×36cm

5605003200

JAN4992272612394

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 500

約34×36cm

5605005100

JAN4992272642513

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 500

約34×36cm

7605000600

JAN4992272563191

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,000

約34×80cm

5605004000

JAN4992272612431

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,000

約34×80cm

5605003300

JAN4992272612400

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,000

約34×80cm

5605005200

JAN4992272642520

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,000

約34×80cm

7605000700

JAN4992272563207

バスタオル

約60×120cm

5605004100

JAN4992272612448

バスタオル

約60×120cm

5605003400

JAN4992272612417

約60×120cm

5605005300

JAN4992272642537

バスタオル

約60×120cm

7605000800

JAN4992272563214

ミニタオル

バスタオル

本体価格 ￥ 2,000

●本体：綿100％
アップリケ刺繍部分：ポリエステル100%
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フラワーモダン
（パイルジャカード・プリント）

本体価格 ￥ 2,500

本体価格 ￥ 2,500

本体価格 ￥ 2,500

本体価格 ￥ 2,500

無撚糸
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「ピーターラビットのおはなし」

「ピーターラビットのおはなし」

「ピーターラビットのおはなし」

ベジタブルシリーズ
（パイルジャカード・織りネーム・ステッチ刺繍）
本体価格 ￥ 600

クリスマスリース
（シャーリング･染料プリント・
全面刺繍）
本体価格 ￥ 600
5605006300

６柄のミニタオルはそれぞれ
絵本のワンシーンを表現して
います。生地厚でしっかりした
ミニタオルシリーズです。

〈ベジタブル キャロット〉
5605000500 JAN4992272600230
ベジタブル ラディッシュ

ベジタブル ベリー

ベジタブル オニオン

〈ベジタブル ラディッシュ〉
5605000300 JAN4992272600216

「ピーターラビットのおはなし」

「フロプシーのこどもたち」

「こわいわるいうさぎのおはなし」

〈ベジタブル ベリー〉
5605000000 JAN4992272600247

JAN4992272662917

〈ベジタブル オニオン〉
5605000200 JAN4992272600209

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

〈ベジタブル ターニップ〉
5605000100 JAN4992272600254
〈ベジタブル レタス〉
5605000400 JAN4992272600223
ミニタオル／約30×30cm
●カラー／オレンジ・ピンク・ブルー・
ベージュ・グレー・グリーン

クリスマスツリー
（シャーリング･染料プリント・
全面刺繍）

ベジタブル ターニップ

ベジタブル レタス

ベジタブル キャロット

本体価格 ￥ 600
5605006400

JAN4992272662924

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

×

ピーターラビット™の故郷である、
イギリスのMOON社と

コラボレーションしました。

ピーターラビット™らしい色合いの

MOON生地をお楽しみください。
英国
（MOON社）
生地使用

ピーターラビットTM のおは なしが
刺 繡 で描 かれた、美しいミニタオル。

クロップ
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥ 600
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ガーデンオブピーター
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥ 600

ピーターズタイム
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥ 600

5605004800
JAN4992272642544

5605004900
JAN4992272642551

5605005400
JAN4992272642568

ミニタオル／約25×25cm

ミニタオル／約25×25cm

ミニタオル／約25×25cm

●本体：綿100％
刺繍部分：ポリエステル100％

●本体：綿100％
刺繍部分：ポリエステル100％

●本体：綿100％
刺繍部分：ポリエステル100％

ドリームガーデン
（シャーリング・スカラップ・
アップリケ刺繍・全面刺繍）
本体価格 ￥ 600

5605005500
JAN4992272642575
ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％
刺繍部分：ポリエステル100％

ローラルリース
（無撚糸・スチームシャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥ 500

フォレストグリーン
（ウール・織りネーム）
本体価格 ￥ 1,800

7605000900
JAN4992272563160

5705000100

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

JAN4992272662931

マルチポーチ／H14×W18×D4cm
●表生地:ウール100%
中生地：ポリエステル100％
皮革部分：合成皮革

フォレストグリーン
（ウール・織りネーム）
本体価格 ￥ 4,800
5705000200

JAN4992272662948

フォレストグリーン
（ウール・織りネーム）
本体価格 ￥ 5,000
5665000900

JAN4992272662955

トートバッグ／H26×W41×D12cm（持ち手含めず）

クッションカバー／H45×W45cm

●表生地:ウール100%
中生地：ポリエステル100％
皮革部分：合成皮革

●ウール100%
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