
原作、脚本、監督ともに宮崎駿氏が手掛けた最高傑
作アニメが「となりのトトロ」。物語の舞台は昭和
30 年代の所沢。大学で考古学を研究する学者のお
父さん、小学校６年生のサツキ、４歳のメイの３人
が引っ越してきた、豊かな自然があふれる田舎のお
んぼろ屋敷で始まる不思議な物語。子供にしか見え
ないという森に棲むオバケのトトロと仲良しになっ
たサツキとメイが、心ゆくまで無邪気に遊ぶファン
タジーは、親子の絆をも深めてくれるもの。きっと
みんなが、森に棲んでみたくなる物語です。

STORY

ネコバスとトトロ
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り・（上）スカラップヘム・はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 1005025200 JAN4992272657647

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005025300 JAN4992272657654

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005025400 JAN4992272657661

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005025500 JAN4992272657678
●本体：綿100%
　刺繍糸：上糸：レーヨン100%
　下糸：ポリエスエテル100%
　アップリケ部分：ポリエステル100%

無撚糸
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木陰のトトロ　
（オーガニックコットン・パイルジャカード・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 1005020600 JAN4992272649161

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005020700 JAN4992272649178

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005020800 JAN4992272649185

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005020900 JAN4992272649192

無撚糸

はらっぱ
（無撚糸・スチームシャーリング・ファーアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 0594108000 JAN4992272459982

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 0594108100 JAN4992272459999

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 0594108200 JAN4992272460001

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 0594108300 JAN4992272460018
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認定番号：第2012-601号 日本製無撚糸

花畑
（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 ミニタオル／ 約25×25cm 0590205400 JAN4992272501698

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 0590205500 JAN4992272501704

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 0590205600 JAN4992272501711

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 0590205700 JAN4992272501728

木陰の散歩
（無撚糸・スチームシャーリング・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 1005027500 JAN4992272672299

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005027600 JAN4992272672305

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005027700 JAN4992272672312

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005027800 JAN4992272672329

無撚糸
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無撚糸

木の葉の道　
（無撚糸・パイルジャカード・スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 1005017300 JAN4992272648966

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005017400 JAN4992272648973

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005017500 JAN4992272648980

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005017600 JAN4992272648997

無撚糸

トトロとバス停
（無撚糸・スチームシャーリング・プリント・スカラップ・刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 1005017700 JAN4992272649000

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005017800 JAN4992272649017

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005017900 JAN4992272649024

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005018000 JAN4992272649031

無撚糸

どんぐりの木
（無撚糸・スチームシャーリング・スカラップ・ファーアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 1005000100 JAN4992272558883

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005000200 JAN4992272558890

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005000300 JAN4992272558906

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005000400 JAN4992272558913

無撚糸

クロスケいっぱい
（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 1005002700 JAN4992272572797

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005002800 JAN4992272572803

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005002900 JAN4992272572810

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005003000 JAN4992272572827

228

ジ
ブ
リ



無撚糸

草若葉
（無撚糸・スチームシャーリング・刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 1005016900 JAN4992272648928

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005017000 JAN4992272648935

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005017100 JAN4992272648942

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005017200 JAN4992272648959
※ミニタオルのみマジックメローになります。 無撚糸

あじさいシャワー
（無撚糸・スチームシャーリング・プリント・刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 1005018300 JAN4992272649086

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005018400 JAN4992272649093

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005018500 JAN4992272649109

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005018600 JAN4992272649116
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大トトロシルエット　（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 1005004700 JAN4992272572971

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約33×80cm 1005004800 JAN4992272572988

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005004900 JAN4992272572995

ポルトガル製

中トトロシルエット　（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 1005005000 JAN4992272573008

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約33×80cm 1005005100 JAN4992272573015

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005005200 JAN4992272573022

ポルトガル製

にんまりネコバス　（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 1005016000 JAN4992272649260

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約33×80cm 1005016100 JAN4992272649277

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005016200 JAN4992272649284

ポルトガル製

水玉クロスケ　（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 1005015700 JAN4992272649239

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約33×80cm 1005015800 JAN4992272649246

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005015900 JAN4992272649253

ポルトガル製

小トトロシルエット　（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 1005005300 JAN4992272573039

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約33×80cm 1005005400 JAN4992272573046

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005005500 JAN4992272573053

ポルトガル製

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 。
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［今治タオル］

花吹雪
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
1005007000 JAN4992272585308

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2015-1477号

トトロと椿
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
1005007700 JAN4992272585322

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2015-1481号

雨夜
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
1005006900 JAN4992272585292

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2015-1478号

こまとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
0590222200 JAN4992272533156

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2013-1135号

遊び道具
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
1005010200 JAN4992272601534

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2017-011号

お正月とトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
1005010300 JAN4992272601541

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2017-010号

おりがみとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
1005007100 JAN4992272585315

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2015-1480号
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水風船とトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
1005006800 JAN4992272585339

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2015-1479号

花火とトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
0590222300 JAN4992272533163

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2013-1135号

梅とトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
0590222400 JAN4992272533170

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2013-1135号

クローバーとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
0590222500 JAN4992272533187

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2013-1135号

ナデシコとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
0590222600 JAN4992272533194

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2013-1135号

アジサイとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
0590222000 JAN4992272533132

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2013-1135号

うちわとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
0590222100 JAN4992272533149

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2013-1135号

アサガオとトトロ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,000
0590222700 JAN4992272533200

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2013-1135号
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「五彩織り（ごさいおり）」とは、色の三原色であ
る「赤・青・黄」と、明暗を表現する「白・黒」
の糸を組み合わせることにより、フルカラーの表現
を実現した新しい技法のタオルです。細い糸でしっ
かりと織り上げた高級感ある仕上がりは、インテ
リアに取り入れて頂いても素敵です。 （日本製）

特殊なジャカード織
「五彩織り」でタオルにしました。

日本製

ネコバス到着
（五彩織り・オーバーロック巻き）
本体価格 ￥5,000
0590004500 JAN4992272452013

バスタオル／約60×120cm

日本製

天までとどけ
（五彩織り・オーバーロック巻き）
本体価格 ￥5,000
0590004600 JAN4992272459500

バスタオル／約60×120cm

色彩豊かなトトロの世界を五彩織りで
高級感のあるタオルに仕上げました。

五彩織り

シェニール織り

一度織った生地を断裁し、モール状の糸に仕上げて、再度織
ることから「再織り」とも呼ばれています。ヨーロッパの伝統的
な工芸品で知られるこの技術は、日本においても明治時代に
発達し、生産された歴史があります。
複雑な生産工程を経て、丁寧に織り上げられたタオルは、ベ
ルベットのような高級感と、表裏で変わらないソフトな風合い
が特徴です。

どんぐりの森
（シェニール織り・織りネーム）
本体価格 ￥1,500
1005024900 JAN4992272657616

ミニタオル／約25×25cm

クロスケシェニール
（シェニール織り・織りネーム）
本体価格 ￥1,500
1005025000 JAN4992272657623

ミニタオル／約25×25cm
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花ごよみ
（シャーリング・全面刺繍・マジックメロー）
本体価格 ￥600
1005016800 JAN4992272648911

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％

刺繍部分：ポリエステル100％

自然の四季
（シャーリング・マジックメロー・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1005016700 JAN4992272648904

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％

刺繍部分：ポリエステル100％ 

秋のいろどり
（シャーリング・全面刺繍・マジックメロー）
本体価格 ￥600
1005016600 JAN4992272648898

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％

刺繍部分：ポリエステル100％

春の花束
（シャーリング・染料プリント・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1005016500 JAN4992272648881

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％

刺繍部分：ポリエステル100％

春爛漫
（シャーリング・染料プリント・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1005016400 JAN4992272648874

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％

刺繍部分：ポリエステル100％

木の実のリース
（シャーリング・染料プリント・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1005016300 JAN4992272648867

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％

刺繍部分：ポリエステル100％

かたばみ
（シャーリング・スカラップ・全面刺繍）
本体価格 ￥600
0590206200 JAN4992272501629

ミニタオル／約23×23cm
●本体：綿100％

刺繍部分：ポリエステル100％

小道
（シャーリング・全面刺繍）
本体価格 ￥600
0594107500 JAN4992272501613

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100％

刺繍部分：ポリエステル100％ 

クロスケ型
（無撚糸・スチームシャーリング・スカラップ）
本体価格 ￥600
1005022100 JAN4992272648843

ミニタオル／約25×22cm

無撚糸

ネコバス型
（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）
本体価格 ￥600
1005022200 JAN4992272648850

ミニタオル／約25×21cm
●本体：綿 100％

アップリケ刺繍部分：
　（上糸）レーヨン 100%
　（下糸）ポリエステル 100％

無撚糸

トトロ型（グリーン）
（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
0590211800 JAN4992272486865

ミニタオル／約20×28cm

無撚糸

トトロ型（ブルー）
（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
0590211700 JAN4992272486858

ミニタオル／約20×28cm

無撚糸

トトロ型（グレー）
（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
0590211600 JAN4992272486841

ミニタオル／約20×28cm

無撚糸

みているだけで愉しくなってくるような
シルエットがユニークな
ダイカットのミニタオルシリーズ

ダイカットミニタオル�

全面刺繍ミニタオル����

赤い野いちご
（シャーリング・全面刺繍・染料プリント・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1005024500 JAN4992272657579

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100%

刺繍部分：ポリエステル100%

たっぷり野菜
（シャーリング・マジックメロー・全面刺繍）
本体価格 ￥600
1005024600 JAN4992272657586

ミニタオル／約25×25cm
●本体：綿100%

刺繍部分：ポリエステル100%
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アーガット
（無撚糸・スチームシャーリング・染料プリント・ピコットレース・刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 1005018700 JAN4992272649123

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005018800 JAN4992272649130

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005018900 JAN4992272649147

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005019000 JAN4992272649154

無撚糸

シェルフ
（無撚糸・スチームシャーリング・ファーアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 0594109100 JAN4992272459517

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 0594109200 JAN4992272459524

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 0594109300 JAN4992272459531

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 0594109400 JAN4992272459548

無撚糸

アベニュー
（無撚糸・スチームシャーリング・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 0594108400 JAN4992272450965

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 0594108500 JAN4992272450972

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 0594108600 JAN4992272450989

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 0594108700 JAN4992272450996
●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。
　マジックメロー、全面刺繍になります。

無撚糸

庭先
（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 ミニタオル／ 約25×25cm 1005006400 JAN4992272573060

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005006500 JAN4992272573077

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005006600 JAN4992272573084

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005006700 JAN4992272573091

無撚糸 日本製認定番号：第2015-1486号

ガーゼ地に無撚糸のパイルがやさしい肌触りのタオルシリーズ。
カラフルな色合いもポイント。
品質に定評のある日本製・今治タオルです。
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アパートメント
（無撚糸・スチームシャーリング・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 0590224900 JAN4992272532906

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 0590225000 JAN4992272532913

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 0590225100 JAN4992272532920

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 0590225200 JAN4992272532937

無撚糸

花壇の散歩
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 ミニタオル／ 約25×25cm 1005010800 JAN4992272601596

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル／ 約34×36cm 1005010900 JAN4992272601602

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル／ 約34×80cm 1005011000 JAN4992272601619

本体価格 ￥2,800 バスタオル／ 約60×120cm 1005011100 JAN4992272601626

無撚糸
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タオル、インテリア、雑貨まで

ジブリの名作アニメーションの

素敵なアイテムが大集合。

水中
（無撚糸・スチームシャーリング・シェルメロー・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 1005022800 JAN4992272582390

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,200 1005022900 JAN4992272582406

フェイスタオル／約34×80cm

ポニョの美しい海の中の世界観を
グラデーションで表現したタオルシリーズ。
ポニョの可愛らしいアップリケがポイントです。

「もののけ姫」

「魔女の宅急便」

「ハウルの動く城」

「崖の上のポニョ」

「風立ちぬ」

企画／スタジオジブリ・丸眞（株）

「天空の城ラピュタ」

「千と千尋の神隠し」

「紅の豚」

2001 二馬力・GNDDTM

崖の上の一軒家に住む５歳の少年宗介は、ある日、ク
ラゲに乗って家出したさかなの子ポニョに出会いま
す。アタマをジャムの瓶に突っ込んで困っていたポ
ニョを、宗介が助けることから物語が始まります。
「ぼくが守ってあげるからね」と宗介。そんな宗介の
ことを好きになったポニョが、人間になりたいと願っ
たため、海の世界は混乱に陥り、人間の町に大洪水を
引き起こすことになるのです。この作品は、少年と少
女、愛と責任、海と生命　　神経症と不安の時代に、
宮崎駿氏監督がためらわず描く「母と子」物語です。

STORY

243

ジ
ブ
リ 10歳の女の子、千尋は、無愛想でちょっとだるそう

な、典型的な現代っ子。 両親とともに車で引っ越し
先の家へと向かう途中に、いつの間にか迷い込んだ
「不思議の町」。町の屋台にあった料理を勝手に食べ
た両親は、豚に姿をかえられ てしまう。ひとりぼっ
ちになってしまった千尋は、「千尋」という名を奪われ
「千」と呼ばれながら、生き残るためにその町を支配
する強欲な魔女・湯婆婆の下で働き始める。ハクや河
の神などと出会い、様々な経験とふれあいを重ね、
千尋が徐々に成長していく物語です。

STORY

イタリア・アドリア海で飛行艇に熱中する、4人の少
年とひとりの少女がいた。彼らはともに大空をめざし
た。やがて少年たちは戦火の中に、ひとりは青い海 
に、もうひとりは荒野の果てに、それぞれ手の届かな
いはるか彼方へと消えていった。そして残されたのは
少女と、ひとりの少年。その少年も自らに魔法をかけ
て、人間であることをやめた…。20年代のイタリアを
舞台に、豚に変身してしまった飛行機乗りの夢とロマ
ンを描いた長編アニメーション。

STORY

ススワタリ
（無撚糸・スチームシャーリング・刺繍・ビーズ付き）
本体価格 ￥600
0590062700 JAN4992272459975

ミニタオル／約25×25cm
無撚糸

湯屋の中
（パイルジャカード・朱子ボーダー・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 0590226500 JAN4992272533064

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,200 0590226600 JAN4992272533071

フェイスタオル／約34×80cm

フォルゴーレＮ
（パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥600 0590226100 JAN4992272533026

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,200 0590226200 JAN4992272533033

フェイスタオル／約34×80cm

油屋と神々
（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り・スカラップ・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600 1005012300 JAN4992272601749

ウォッシュタオル／約34×36cm
本体価格 ￥1,200 1005012400 JAN4992272601756

フェイスタオル／約34×80cm 無撚糸

公開後 20年以上経っても
根強いファンを持つ、映画
「紅の豚」。その主人公・ポ
ルコの愛機である「サボイ
ア S.21」をジャカードで
大胆に表現。大人の男性に
もお勧めしたいタオルです。

サボイア
（パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥600
0590060400 JAN4992272459951

ミニタオル／約25×25cm

フォルゴーレ
（パイルジャカード・刺繍）
本体価格 ￥600
0590206800 JAN4992272501681

ミニタオル／約25×25cm

「もののけ姫」

「魔女の宅急便」

「ハウルの動く城」

「崖の上のポニョ」

「風立ちぬ」

企画／スタジオジブリ・丸眞（株）

「天空の城ラピュタ」

「千と千尋の神隠し」

「紅の豚」

2001 二馬力・GNDDTM
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Studio Ghibli - NDHDMT企画/スタジオジブリ・丸眞（株）

Studio Ghibli - NDDTM



カバーリング

収納袋となりのトトロ　のどかな日
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
1125005400 JAN4992272606034

収納袋/H38×W32ｃｍ
掛け布団カバー/H210×W150ｃｍ
枕カバー/H43×W63ｃｍ
●綿100％
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収納袋

となりのトトロ　クロスケパターン
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
1125005500 JAN4992272606041

収納袋/H38×W32ｃｍ
掛け布団カバー/H210×W150ｃｍ
枕カバー/H43×W63ｃｍ
●綿100％

魔女の宅急便　石だたみの小道
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
1125005600 JAN4992272606058

収納袋/H38×W32ｃｍ
掛け布団カバー/H210×W150ｃｍ
枕カバー/H43×W63ｃｍ
●綿100％

収納袋
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ビーズクッション  

お昼寝クッション  

一度座ったらもう動けない？体にほどよくフィット。
座ったり、寝転んだり、かわいいトトロの tetra ビーズクッション。

実用新案登録第3124603号 製造 大東寝具工業株式会社

となりのトトロ　水玉トトロ
（染料プリント・織りネーム）
本体価格 ￥20,000
1145004600 JAN4992272559156

ビーズクッション（レギュラーサイズ）／H70×W70×D88cm
●〈カバー〉側生地：綿100％
　　　　　持ち手：ポリプロピレン100％
　〈ヌードクッション〉側生地：綿100％
　　　　　詰め物：ポリスチレン・ポリエチレン 

日本製

2となりのトトロ　水玉トトロ
（染料プリント・織りネーム）
本体価格 ￥15,000
1145004700 JAN4992272559163

ビーズクッション（ジュニアサイズ）／H54×W54×D82cm
●側生地：綿100％

持ち手：ポリプロピレン100％
詰め物：ポリスチレン・ポリエチレン 

日本製

1

ジュニアサイズ1

レギュラーサイズ2

となりのトトロ　うつりかわり
（プリント）
本体価格 ￥20,000
1145004000 JAN4992272585711

ビーズクッション／H42×W65×D65cm
●（カバー）表生地：ポリエステル100％
　座面部分：ポリエステル90％・ポリウレタン10％
　（ヌードクッション）側生地：ポリエステル90％・
　ポリウレタン10％
　詰め物：ポリスチレン

ほっとひといき
リラックスタイムにやわらかく、
やさしい感触キューブタイプの
ビーズクッション。

となりのトトロ　トトロとお昼寝
（アップリケ刺繍）
本体価格 ￥3,800
1145007700 JAN4992272649987

お昼寝クッション／H90×W70×D6cm
●側地：ポリエステル95％・

ポリウレタン5％
詰め物：ウレタンフォーム 

お昼寝クッションが新登場。
大好きなトトロと
たのしいお昼寝タイム♪

（反対側）

1 2
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クッションカバー

となりのトトロ　クロスケドット
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1145001900 JAN4992272572605

クッションカバー／H45×W45cm
●ポリエステル85％・綿11％・

レーヨン4％ 

となりのトトロ　野いちご狩り
（サガラ刺繍）
本体価格 ￥4,000
0564102800 JAN4992272546651

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿100％

刺繍部分：アクリル100％

となりのトトロ　木の実の森
（チェーンステッチ刺繍）
本体価格 ￥3,000
1145005700 JAN4992272618754

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿100％

刺繍部分：アクリル100％

魔女の宅急便　ローズレトロ
（チェーンステッチ刺繍・リボン付き）
本体価格 ￥3,000
1145005800 JAN4992272618761

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿100％

刺繍部分：アクリル100％

魔女の宅急便　スイーツジャム
（サガラ刺繍）
本体価格 ￥4,000
1145003100 JAN4992272585629

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿100％

刺繍部分：アクリル100％ 

となりのトトロ　リーフグリーン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1145002800 JAN4992272585599

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87％・
綿8％・レーヨン5％ 

となりのトトロ　たんぽぽ満開
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1145002000 JAN4992272572599

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88％・
綿9％・レーヨン3％ 

魔女の宅急便　フラワースケープ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
1145007800 JAN4992272649994

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82％・
綿14％・レーヨン4％
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英国（MOON社）生地使用英国（MOON社）生地使用

MOON meets GHIBLI

となりのトトロ トラッドトトロ
（織りネーム）
本体価格 ￥2,500
1165028600 JAN4992272669039

ポーチ／H13×W19×D5cm
●�表生地:ウール88%��ナイロン12％
中生地:ポリエステル100%

となりのトトロ トラッドトトロ
（織りネーム）
本体価格 ￥3,800
1165028500 JAN4992272657876

マルチケース／H26.5×W21.5cm
●�表生地:ウール88%��ナイロン12％
裏生地:ポリエステル100%

M
O

O
N

 × M
y N

eighbor Totoro 
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※季節商品のため在庫に限りがあります。ご了承ください。

英国（MOON社）生地使用

英国（MOON社）生地使用

英国（MOON社）生地使用

英国（MOON社）生地使用

英国（MOON社）生地使用

EST.1837

MADE  IN  ENGLAND

HERITAGE ・DESIGN ・QUALITY

EST.1837

MADE  IN  ENGLAND

HERITAGE ・DESIGN ・QUALITY
1 8 0年の歴史を誇る英国名門ファブリックメーカー「MOON」社の
良質な生地で作られた「となりのトトロ」雑貨・インテリアシリーズ

英国（MOON社）生地使用

となりのトトロ トラッドトトロ
（織りネーム）
本体価格 ￥3,000
1165028700 JAN4992272669046

薄型ポーチ／H16×W23×D1.5cm
●��表生地:ウール88%��ナイロン12％
中生地:ポリエステル100%

英国（MOON社）生地使用

となりのトトロ トラッドトトロ
（織りネーム）
本体価格 ￥3,000
1165028800 JAN4992272669053

ショルダーポーチ／H12×W20×D6cm
●�表生地:ウール88%��ナイロン12％
中生地:ポリエステル100%�
皮革部分:合成皮革

となりのトトロ トラッドトトロ
（織りネーム）
本体価格 ￥4,800
1165028900 JAN4992272669060

ミニバッグ／H20×W32×D9cm(持ち手含めず)
●�表生地:ウール88%��ナイロン12％
中生地:ポリエステル100%�
皮革部分:合成皮革

となりのトトロ トラッドトトロ
（織りネーム）
本体価格 ￥3,800
1165028100 JAN4992272657838

四角バッグ（小）／H26×W29.5cm
●��表生地:ウール88%��ナイロン12％
中生地:ポリエステル100%�
皮革部分:合成皮革

となりのトトロ トラッドトトロ
（織りネーム）
本体価格 ￥5,800
1165028200 JAN4992272657845

四角バッグ（大）／H35×W36cm
●�表生地:ウール88%��ナイロン12％
中生地:ポリエステル100%�
皮革部分:合成皮革

となりのトトロ トラッドトトロ
（織りネーム）
本体価格 ￥5,800
1165028300 JAN4992272657852

トートバッグ／H26×W41×D12cm(持ち手含めず)
●�表生地:ウール88%��ナイロン12％
中生地:ポリエステル100%�
皮革部分:合成皮革

英国（MOON社）生地使用

となりのトトロ トラッドトトロ
（織りネーム）
本体価格 ￥4,800
1165028400 JAN4992272657869

クラッチバッグ／H25×W33cm
●��表生地:ウール88%��ナイロン12％
裏生地:合成皮革�
中生地:ポリエステル100%

となりのトトロ トラッドトトロ
（織りネーム）
本体価格 ￥10,000
1145008900 JAN4992272657784

クッションカバー／H45×W45cm
●�表生地:ウール88%��ナイロン12％
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MOON meets

         GHIBLI

英国製

英国製

M
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eighbor Totoro &
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ervice

Pure Merino Wool

となりのトトロ  クラシックトトロ
（刺繍・織ネーム）
本体価格�￥5,000
1145006100　JAN4992272618914

クッションカバー／H45×W45cm
●チェック部分：ウール100%
無地部分：ポリエステル100%
刺繍部分：ポリエステル100%

魔女の宅急便  クラシックジジ
（刺繍・織ネーム）
本体価格�￥5,000
1145006200　JAN4992272618921

クッションカバー／H45×W45cm
●チェック部分：ウール100%
無地部分：ポリエステル100%
刺繍部分：ポリエステル100%

となりのトトロ  クラシックトトロ
（メリノウール・刺繍・織ネーム）
本体価格�￥10,000
1125005700　JAN4992272618891

ストール／170×70cm（フリンジ含めず）
●ウール100%

魔女の宅急便  クラシックジジ
（メリノウール・刺繍・織ネーム）
本体価格�￥10,000
1125005800　JAN4992272618907

ストール／170×70cm（フリンジ含めず）
●ウール100%

英国（MOON社）生地使用

CUSHION 
         COVER

STOLE
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となりのトトロ  クラシックトトロ
（刺繍・織ネーム）
本体価格�￥3,500
1165017100　JAN4992272618938

ミニバッグ／H20×W32×D9cm（持ち手含めず）
●チェック部分：ウール100%
無地部分：ポリエステル100％
刺繍部分：ポリエステル100%
中生地：ポリエステル80％・綿20％

となりのトトロ  クラシックトトロ
（刺繍・織ネーム）
本体価格�￥2,000
1165017500　JAN4992272618976

ポーチ／H13×W19×D5cm
●チェック部分：ウール100%
無地部分：ポリエステル100％
刺繍部分：ポリエステル100%
中生地：ポリエステル80％・綿20％

魔女の宅急便  クラシックジジ
（刺繍・織ネーム）
本体価格�￥3,500
1165017200　JAN4992272618945

ミニバッグ／H20×W32×D9cm（持ち手含めず）
●チェック部分：ウール100%
無地部分：ポリエステル100％
刺繍部分：ポリエステル100%
中生地：ポリエステル80％・綿20％

魔女の宅急便  クラシックジジ
（刺繍・織ネーム）
本体価格�￥2,000
1165017600　JAN4992272618983

ポーチ／H13×W19×D5cm
●チェック部分：ウール100%
無地部分：ポリエステル100％
刺繍部分：ポリエステル100%
中生地：ポリエステル80％・綿20％

となりのトトロ  クラシックトトロ
（刺繍・織ネーム）
本体価格�￥2,500
1165017300　JAN4992272618952

ショルダーポーチ／H12×W20×D6cm（持ち手含めず）
●チェック部分：ウール100%
無地部分：ポリエステル100％
刺繍部分：ポリエステル100%
中生地：ポリエステル80％・綿20％

となりのトトロ  クラシックトトロ
（刺繍・織ネーム）
本体価格�￥2,500
1165017700　JAN4992272618990

薄型ポーチ／H16×W23×D1.5cm
●チェック部分：ウール100%
無地部分：ポリエステル100％
刺繍部分：ポリエステル100%
中生地：ポリエステル80％・綿20％

魔女の宅急便  クラシックジジ
（刺繍・織ネーム）
本体価格�￥2,500
1165017400　JAN4992272618969

ショルダーポーチ／H12×W20×D6cm（持ち手含めず）
●チェック部分：ウール100%
無地部分：ポリエステル100％
刺繍部分：ポリエステル100%
中生地：ポリエステル80％・綿20％

魔女の宅急便  クラシックジジ
（刺繍・織ネーム）
本体価格�￥2,500
1165017800　JAN4992272619003

薄型ポーチ／H16×W23×D1.5cm
●チェック部分：ウール100%
無地部分：ポリエステル100％
刺繍部分：ポリエステル100%
中生地：ポリエステル80％・綿20％

英国（MOON社）生地使用

英国（MOON社）生地使用

英国（MOON社）生地使用

英国（MOON社）生地使用

イギリスのMOON社の生地を使用したシリーズです。
深みのある色合いのチェック柄はこの企画のために織り上げた生地です。
MOON社と、「となりのトトロ」「魔女の宅急便」のWネームの織ネームがアクセントです。
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となりのトトロ　ボタニカルガーデン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
1165023800 JAN4992272649703

ポーチ／H17×W21.5×D6cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル100％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

となりのトトロ　ボタニカルガーデン
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥2,500
1165023200 JAN4992272649765

ティッシュBOXカバー／H7×W25.5×D13cm
●ポリエステル100％

となりのトトロ　ボタニカルガーデン
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
1165024000 JAN4992272649727

ミニバッグ／H26×W32×D15cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル82％・綿15％・レーヨン3％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

となりのトトロ　ボタニカルガーデン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,400
1165024200 JAN4992272649741

口金ポーチ／H12×W18×D6cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル100％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

ゴブラン織りならではのクラシックで高級感漂うシリーズです。
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（裏面）

魔女の宅急便　キキのラジオ
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥2,500
1165009800 JAN4992272586398

ポーチ／H15×W11×D3cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル100％

中生地：ポリエステル81％・綿19％

魔女の宅急便　フラワースケープ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,400
1165024300 JAN4992272649758

口金ポーチ／H12×W18×D6cm
●表生地：ポリエステル100%

中生地：ポリエステル85％・綿15％

魔女の宅急便　フラワースケープ
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
1165024100 JAN4992272649734

ミニバッグ／H26×W32×D15cm
●表生地：ポリエステル100%

裏生地：ポリエステル82％・綿14％・レーヨン4％
中生地：ポリエステル85％・綿15％

魔女の宅急便　フラワースケープ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,500
1165023300 JAN4992272649772

ティッシュBOXカバー／H7×W25.5×D13cm
●ポリエステル100%

魔女の宅急便　フラワースケープ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
1165023900 JAN4992272649710

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％

ゴブラン織りならではのクラシックで高級感漂うシリーズです。

映画の中でキキが使っている
ラジオをモチーフにした
とってもキュートなポーチです。
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となりのトトロ  シンプルクロスケ
（プリント）
本体価格 ￥2,500
1165025700 JAN4992272649895

口金ポーチ／H9×W11cm
●表生地：綿100％

中生地：レーヨン100％
日本製

となりのトトロ シンプルクロスケ
（プリント）
本体価格 ￥3,500
1165025800 JAN4992272649901

マチ付き口金ポーチ／H8.4×W15.5×D10.9cm
●表生地：綿100％

中生地：レーヨン100％
日本製

日本製

となりのトトロ  シンプルクロスケ
（プリント）
本体価格 ￥3,000
1165025400 JAN4992272649864

口金眼鏡ケース／H8×W18×D2.3cm
●表生地：綿100％

中生地：ナイロン100％

となりのトトロ シンプルクロスケ
（プリント）
本体価格 ￥2,500
1165025600 JAN4992272649888

口金マルチケース／H13×W9.5×D2cm
●表生地：綿100％

中生地：レーヨン100％

日本製

となりのトトロ  シンプルクロスケ
（プリント）
本体価格 ￥2,800
1165025500 JAN4992272649871

口金名刺ケース／H7×W11cm
●表生地：綿100％

中生地：レーヨン100％

日本製

折り鶴とトトロのデザインで
可愛らしい和の世界

となりのトトロ トトロと折り紙
（プリント）
本体価格 ￥2,500
1165029000 JAN4992272672367

口金ポーチ／H9×W11cm
●表生地：綿100%

中生地：レーヨン100%

日本製

となりのトトロ トトロと折り紙
（プリント）
本体価格 ￥2,800
1165029400 JAN4992272672404

口金名刺ケース／H7×W11cm
●表生地：綿100%
　中生地：レーヨン100%

日本製

となりのトトロ トトロと折り紙
（プリント）
本体価格 ￥3,500
1165029100 JAN4992272672374

マチ付口金ポーチ／H8.4×W15.5×D10.9cm
●表生地：綿100%
　中生地：レーヨン100%

日本製

となりのトトロ トトロと折り紙
（プリント）
本体価格 ￥2,500
1165029200 JAN4992272672381

口金マルチケース／H13×W9.5×D2cm
●表生地：綿100%

中生地：レーヨン100%

日本製

となりのトトロ トトロと折り紙
（プリント）
本体価格 ￥3,000
1165029300 JAN4992272672398

口金眼鏡ケース／H8×W18×D2.3cm
●表生地：綿100%
　中生地：ナイロン100%

日本製
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となりのトトロ クロスケドット
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,400
1165014000 JAN4992272602098

口金ポーチ／H12×W18×D6cm
●表生地：ポリエステル85％・綿11％・レーヨン4％
　中生地：ポリエステル85％・綿15％ 

となりのトトロ クロスケドット
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,800
1165004500 JAN4992272573312

シェル型ポーチ／H12×W18×D8cm
●表生地：ポリエステル85％・綿11％・レーヨン4％

中生地：ポリエステル83％・綿17％ 

となりのトトロ クロスケドット
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
1165014100 JAN4992272602104

舟型ポーチ／H17×W21.5×D6cm
●表生地：ポリエステル85％・綿11％・レーヨン4％

中生地：ポリエステル85％・綿15％ 

となりのトトロ クロスケドット
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,000
1165008600 JAN4992272585988

ミニバッグ／H26×W32×D10cm
●表生地：ポリエステル85％・綿11％・レーヨン4％

中生地：ポリエステル85％・綿15％ 

となりのトトロ クロスケドット
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,800
1165008700 JAN4992272585995

トートバッグ／H35×W28cm
●表生地：ポリエステル85％・綿11％・レーヨン4％

中生地：ポリエステル85％・綿15％ 

「となりのトトロ」の
“ まっくろくろすけ ” の
かわいい雑貨シリーズです。

となりのトトロ　ガーデントトロ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,400
0524104300 JAN4992272559415

口金ポーチ／H12×W18×D6cm
●表生地：ポリエステル80％・綿12%・レーヨン8%

中生地：ポリエステル85％・綿15％

魔女の宅急便　花とジジ
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,400
0524103600 JAN4992272559422

口金ポーチ／H12×W18×D6cm
●表生地：ポリエステル100％

中生地：ポリエステル84％・綿16％

となりのトトロ　リーフグリーン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥2,400
1165009900 JAN4992272586404

口金ポーチ／H12×W18×D6cm
●表生地：ポリエステル100％

中生地：ポリエステル85％・綿15％
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大きなピクニックシートだから
大勢で楽しめて、持ち運びも楽々！

となりのトトロ ピクニッククロスケ
（プリント）
本体価格 ￥2,800
1145009400 JAN4992272662344

ピクニックシート／広げ：H200×W140cm
収納時：W38×φ16cm

140cm

200cm

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

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

PICNIC SEAT
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となりのトトロ　トトロとぶどう棚
（プリント）
本体価格 ￥1,500
1165017900 JAN4992272619102

キッチンミトン／H27×W18.5cm
●表生地：綿100％　詰め物：ポリエステル100％

裏生地：綿100％

となりのトトロ　クロスケリピート
（プリント）
本体価格 ￥1,500
1165014700 JAN4992272602166

キッチンミトン／H27×W18.5cm
●表生地：綿100％　詰め物：ポリエステル100％

裏生地：綿100％

魔女の宅急便　楽しいキッチン
（プリント）
本体価格 ￥1,500
1165015000 JAN4992272602197

キッチンミトン／H27×W18.5cm
●表生地：綿100％　詰め物：ポリエステル100％

裏生地：綿100％

となりのトトロ　トトロとぶどう棚
（プリント）
本体価格 ￥800
1165018000 JAN4992272619119

鍋敷き／H17×W20cm
●表生地：綿100％　詰め物：ポリエステル100％

裏生地：綿100％

となりのトトロ　クロスケリピート
（プリント）
本体価格 ￥800
1165014800 JAN4992272602173

鍋敷き／H17×W20cm
●表生地：綿100％　詰め物：ポリエステル100％

裏生地：綿100％

魔女の宅急便　楽しいキッチン
（プリント）
本体価格 ￥800
1165015100 JAN4992272602203

鍋敷き／H17×W20cm
●表生地：綿100％　詰め物：ポリエステル100％

裏生地：綿100％

KITCHEN SERIES
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となりのトトロ　トトロエプロン
（染料プリント・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥3,000
1165020800 JAN4992272649468

大人用エプロン／H85×W100cm
●本体：綿100％
　アップリケ刺繍部分：ポリエステル100％ 

となりのトトロ　トトロかっぽう着
（染料プリント・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥3,500
1165020900 JAN4992272649475

大人用かっぽう着／H84×W61.5cm
●本体：綿100％
　アップリケ刺繍部分：ポリエステル100％ 

となりのトトロ　クロスケかっぽう着
（染料プリント・刺繍）
本体価格 ￥3,500
1165021100 JAN4992272649499

大人用かっぽう着／H84×W61.5cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％ 

となりのトトロ　クロスケエプロン
（染料プリント・刺繍）
本体価格 ￥3,000
1165021000 JAN4992272649482

大人用エプロン／H85×W100cm
●本体：綿100％
　刺繍部分：ポリエステル100％ 

ファーアップリケや刺繍など
豪華な仕様のエプロン＆割烹着シリーズ。

割烹着＆エプロン�
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魔女の宅急便 窓辺の散歩
（プリント・刺繍）
本体価格 ￥3,000 大人用エプロン／H85×W100cm1165027400 JAN4992272657722

本体価格 ￥3,500 大人用かっぽう着／H84×W61.5cm1165027700 JAN4992272657746
●本体：ポリエステル65％・綿３５％
　刺繍部分：ポリエステル100％

崖の上のポニョ 水中散歩
（プリント・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥3,000 大人用エプロン／H85×W100cm1165027500 JAN4992272657739

本体価格 ￥3,500 大人用かっぽう着／H84×W61.5cm1165027900 JAN4992272657760
●本体：ポリエステル65％・綿３５％ 
　アップリケ刺繍部分：ポリエステル100％

となりのトトロ　野イチゴと花
（染料プリント・ファーアップリケ刺繍）
本体価格 ￥3,500
1165013700 JAN4992272573596

大人用かっぽう着／H84×W61.5cm
●本体：綿100％　
　アップリケ刺繍部分：ポリエステル100％

魔女の宅急便　ジジのお菓子
（染料プリント・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥3,000
1165012900 JAN4992272589566

大人用エプロン／H85×W100cm
●本体：綿100％
　アップリケ刺繍部分：ポリエステル100％

となりのトトロ　トトロのきのこ
（染料プリント・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥3,000
1165012800 JAN4992272589559

大人用エプロン／H85×W100cm
●本体：綿100％
　アップリケ刺繍部分：ポリエステル100％ 
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