
ドレスの形がとっても可愛いエコバッグが新登場！Eco Bag　エコバッグ

取り付けられる
ストラップ付き！

らくちん収納♪
アナと雪の女王  
ドレスブルー 
（プリント）

本体価格 ￥2,000　
ドレスエコバッグ/ 
ドレス:H13×W8.5cm 
 （ストラップ部分含めず）  
エコバッグ:H35.5×W47×D5cm 
  （持ち手部分含めず）　 
エコバッグ:ポリエステル100%　
2335022200　 
4992272702422 

ZV9J22HCURKMOMMV
　

塔の上のラプンツェル  
ドレスパープル 
（プリント）

本体価格 ￥2,000　
ドレスエコバッグ/ 
ドレス:H13×W8.5cm 
 （ストラップ部分含めず）  
エコバッグ:H35.5×W47×D5cm 
  （持ち手含めず）　 
エコバッグ:ポリエステル100%　
2335021800　 
4992272702385 

ZV9J22HCURKMNSPV
　

アナと雪の女王  
ドレスライトブルー 
（プリント）

本体価格 ￥2,000　
ドレスエコバッグ/ 
ドレス:H13×W8.5cm 
 （ストラップ部分含めず）  
エコバッグ:H35.5×W47×D5cm 
  （持ち手部分含めず）　 
エコバッグ:ポリエステル100%　
2335022300　 
4992272702439 

ZV9J22HCURKMONTV
　

パッケージ
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素材から環境に優しい「再生ポリエステル」を使用したエコバッグシリーズ

｢再生ポリエステル｣とは回収し
たペットボトルから作られたポ
リエステル繊維です｡｢再生ポリ
エステル素材｣の使用は石油の使
用量や､使用済みペットボトルの
廃棄物の量も削減できます。近
年、環境への関心が高まる中で｢
再生ポリエステル繊維製品｣が注
目されています。

再生ポリエステル

トイ･ストーリー クラウドウォール 
（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335023900　 
4992272714920 

ZV9J22HCURLOTMKV
　

ピクサー ランプブラック 
（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335024100　 
4992272714944 

ZV9J22HCURLOTOOV
　

トイ･ストーリー  
シルエットグリーン 

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335024300　 
4992272714968 

ZV9J22HCURLOTQSV
　

チップ&デール  
スイーツクッキング 

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335023800　 
4992272714913 

ZV9J22HCURLOTLNV
　

プリンセス キュートクラシック 
（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335023600　 
4992272714890 

ZV9J22HCURLOSTKV
　

トイ･ストーリー ライクピザ 
（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335024200　 
4992272714951 

ZV9J22HCURLOTPLV
　

ディズニー  
ラブリースイートスイーツ 

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335023700　 
4992272714906 

ZV9J22HCURLOTKQV
　

収納袋

収納袋収納袋

収納袋

収納袋

収納袋

収納袋
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※�ピクサー「ランプブラック」トイ・ストーリー「カウボーイラフ」「アドベンチャーオレンジ」「アドベンチャーグリーン」「アドベンチャーイエロー」「アドベンチャーブルー」モンスターズ・ユニバーシティ「モンスターラフ」は
販路制限があります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

トイ･ストーリー  
アドベンチャーオレンジ 

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335024900　 
4992272733174 

ZV9J22HCURNNLROV
　

トイ･ストーリー  
アドベンチャーグリーン 

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335025000　 
4992272733181 

ZV9J22HCURNNLSLV
　

トイ･ストーリー  
アドベンチャーイエロー 

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335025100　 
4992272733198 

ZV9J22HCURNNLTSV
　

トイ･ストーリー  
アドベンチャーブルー 

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335025200　 
4992272733204 

ZV9J22HCURNNMKOV
　

トイ･ストーリー ハローイエロー 
（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335025300　 
4992272733211 

ZV9J22HCURNNMLLV
　

トイ･ストーリー ハローパープル 
（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335025400　 
4992272733228 

ZV9J22HCURNNMMSV
　

トイ･ストーリー ハローブルー 
（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335025500　 
4992272733235 

ZV9J22HCURNNMNPV
　

トイ･ストーリー  
ハローライムグリーン 

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335025600　 
4992272733242 

ZV9J22HCURNNMOMV
　

モンスターズ･ユニバーシティ  
モンスターラフ 

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335025800　 
4992272733266 

ZV9J22HCURNNMQQV
　

トイ･ストーリー カウボーイラフ 
（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335025700　 
4992272733259 

ZV9J22HCURNNMPTV
　

トイ･ストーリー  
バックオブシェリフ 

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335024400　 
4992272714975 

ZV9J22HCURLOTRPV
　

トイ･ストーリー  
バックオブレンジャー 

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
2335024500　 
4992272714982 

ZV9J22HCURLOTSMV
　

背面背面背面背面

背面

背面

背面表面 表面 背面

背面

背面

収納袋

収納袋 収納袋 収納袋 収納袋

収納袋 収納袋 収納袋

収納袋

収納袋

収納袋

収納袋
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表面

表と裏で

デザインが異なる

織りネーム付き！

裏面

刺繍付き

ダークポジション 
（パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥500　	 ミニタオル/約25×25cm　 2005109800　4992272706949 

ZV9J22HCURKQTOTV本体価格 ￥500　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005109900　4992272706956 

ZV9J22HCURKQTPQV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 2006000000　4992272706963 

ZV9J22HCURKQTQNV

ロゴ/トイ 
（無撚糸･スチームシャーリング･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 2005094800　4992272686470 

ZV9J22HCUQSQORKV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005094900　4992272686487 

ZV9J22HCUQSQOSRV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 2005095000　4992272686494 

ZV9J22HCUQSQOTOV無撚糸

※「ブラックランプ」「シックライト」は販路制限があります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

ピクサー ブラックランプ 
（シェニール織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,500　
ミニタオル/約25×25cm　
2006005400　 
4992272732252 

ZV9J22HCURNMMPMV
　

ピクサー シックライト 
（パイルジャカード･刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥500　	 ミニタオル/約25×25cm　 2006012200　4992272733143 

ZV9J22HCURNNLONV本体価格 ￥500　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2006012300　4992272733150 

ZV9J22HCURNNLPKV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 2006012400　4992272733167 

ZV9J22HCURNNLQRV

短 編アニメーション映 画

『 ルクソー J r . 』 映 画 公 開 後、

ピクサー作品のオープニング

ロゴにも登 場する可愛らしい

動きが魅 力の電 気 スタンドの

キャラクターです。

『 ルクソー J r. 』 

シェニール 織り
シェニール織り（再織）�は、暖かみのある独特の風合いが特長の織物
です。�この仕上がりを得るために、一度織り上げた織物をタテ糸に添っ
て切断し、横糸として再び織り上げる、希少価値の高い織物として知
られています。二度の製織工程で作られ、表も裏も同じ多色柄が特徴。
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※こちらのページの商品は販路制限があります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

\\ ベ
ースにも立体柄入り//

\\ 豪
華な刺繍入り//

ゴールデンパープル 
（無撚糸･シャーリング･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥1,200　
フェイスタオル/約34×80cm　
2006002200　 
4992272714593 

ZV9J22HCURLOPTNV
　

無撚糸

ゴールデンイエロー 
（無撚糸･シャーリング･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥600　
キャリータオル/約30×30cm　
2006002100　 
4992272714586 

ZV9J22HCURLOPSQV
　

無撚糸

ゴールデングリーン 
（無撚糸･シャーリング･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥600　
キャリータオル/約30×30cm　
2006002300　 
4992272714609 

ZV9J22HCURLOQKTV
　

無撚糸

ゴールデンレッド 
（無撚糸･シャーリング･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥600　
キャリータオル/約30×30cm　
2006002500　 
4992272714623 

ZV9J22HCURLOQMNV
　

無撚糸

ゴールデンブルー 
（無撚糸･シャーリング･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥1,200　
フェイスタオル/約34×80cm　
2006002600　 
4992272714630 

ZV9J22HCURLOQNKV
　

無撚糸

ゴールデンオレンジ 
（無撚糸･シャーリング･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥1,200　
フェイスタオル/約34×80cm　
2006002400　 
4992272714616 

ZV9J22HCURLOQLQV
　

無撚糸

約 8 0 年に渡り、世界中の子供たちに親しまれている絵本、
「リトルゴールデンブック」の挿絵を使用したタオルシリーズ。
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※�「レコードボックス」は販路制限があります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

パッケージ

デリシャスピザ 
（シャーリング・染料プリント･BOX付き）

本体価格 ￥2,000　
バスタオル/約60×120cm  
箱/H25×W25×D5cm　
2005109300　 
4992272703993 

ZV9J22HCURKNTTNV

Wash Towel 作中で登場するレコードボックスを再現した、
ボックス付のウォッシュタオル。

パッケージ

Bath Towel

ピクサー映画の恒例となっているピザプラネットの

デリバリー車は『トイ・ストーリー』から生まれたもの。

他の作品でも必ずといっていいほど

ピザプラネットのデリバリー車が登場します。

ピザプラネットとはアンディの家族がよく訪れる

ピザ屋さんです。

バスタオル

入り！

ウォッシュタオル入り！
レコードボックス 
（染料プリント･織りネーム）

本体価格 ￥1,500　
ウォッシュタオル/約34×36cm  
箱/H20×W20×D4cm　
2006000100　 
4992272706970 

ZV9J22HCURKQTRKV
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ジャカード織りで表現されたモチーフと
「エイリアン」のアップリケ刺繍がかわいいミニタオルシリーズです

ウッディ コスチューム 
（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2006000300　 
4992272714401 

ZV9J22HCURLOOKLV
　

バズ コスチューム 
（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2006000400　 
4992272714418 

ZV9J22HCURLOOLSV
　

ジェシー コスチューム 
（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2006000500　 
4992272714425 

ZV9J22HCURLOOMPV
　

ロッツォ コスチュ−ム 
（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2006000600　 
4992272714432 

ZV9J22HCURLOONMV
　

フォーキー コスチュ−ム 
（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2006000700　 
4992272714449 

ZV9J22HCURLOOOTV
　

ミゲル コスチューム 
（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2006001500　 
4992272714524 

ZV9J22HCURLOPMOV
　

ライリー コスチューム 
（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2006001600　 
4992272714531 

ZV9J22HCURLOPNLV
　

バニー コスチューム 
（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2006000900　 
4992272714463 

ZV9J22HCURLOOQNV
　

サリー コスチューム 
（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2006001000　 
4992272714470 

ZV9J22HCURLOORKV
　

ブー コスチューム 
（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2006001100　 
4992272714487 

ZV9J22HCURLOOSRV
　

ニモ コスチューム 
（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2006001200　 
4992272714494 

ZV9J22HCURLOOTOV
　

インクレディブル コスチュ−ム 
（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2006001300　 
4992272714500 

ZV9J22HCURLOPKKV
　

シンドローム コスチュ−ム 
（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2006001400　 
4992272714517 

ZV9J22HCURLOPLRV
　

ダッキー コスチュ−ム 
（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2006000800　 
4992272714456 

ZV9J22HCURLOOPQV
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ふしぎの国のアリス ウォーターワンダー 
（シャーリング･染料プリント･刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 2006006600　4992272732375 

ZV9J22HCURNMNRPV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2006006700　4992272732382 

ZV9J22HCURNMNSMV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 2006006800　4992272732399 

ZV9J22HCURNMNTTV

美女と野獣 ウォーター/ベル 
（シャーリング･染料プリント･刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 2006006300　4992272732344 

ZV9J22HCURNMNOOV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2006006400　4992272732351 

ZV9J22HCURNMNPLV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 2006006500　4992272732368 

ZV9J22HCURNMNQSV 本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%　 本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%　 
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アラジン ウォーター/アラジン 
（シャーリング･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥600　			ミニタオル/約25×25cm　 2005085100　4992272676709 

ZV9J22HCUQRQRKTV本体価格 ￥600　			ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005085200　4992272676716 

ZV9J22HCUQRQRLQV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 2005085300　4992272676723 

ZV9J22HCUQRQRMNV本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%　 

塔の上のラプンツェル ウォーター/ラプンツェル 
（シャーリング･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥600　			ミニタオル/約25×25cm　 2005083900　4992272676617 

ZV9J22HCUQRQQLRV本体価格 ￥600　			ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005084000　4992272676624 

ZV9J22HCUQRQQMOV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 2005084100　4992272676631 

ZV9J22HCUQRQQNLV本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%　 

リトル･マーメイド ウォーター/アリエル 
（シャーリング･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥600　			ミニタオル/約25×25cm　 2005083600　4992272676587 

ZV9J22HCUQRQPSRV本体価格 ￥600　			ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005083700　4992272676594 

ZV9J22HCUQRQPTOV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 2005083800　4992272676600 

ZV9J22HCUQRQQKKV本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%　 

アナと雪の女王 ウォーター/フローズン 
（シャーリング･染料プリント･刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 2006006900　4992272732405 

ZV9J22HCURNMOKPV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2006007000　4992272732412 

ZV9J22HCURNMOLMV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 2006007100　4992272732429 

ZV9J22HCURNMOMTV

水彩画のように淡いカラーでプリントされたタオルに、

繊細なラインの刺繍で輪郭線を描いた、

ストーリーのワンシーンをイメージしたタオルシリーズ。Seri es
WATER 

本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%　 
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ミニーマウス レッドドレス 
（パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2006007700　4992272732481 

ZV9J22HCURNMOSLV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　
2006007800　4992272732498 

ZV9J22HCURNMOTSV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2006007900　4992272732504 

ZV9J22HCURNMPKOV

塔の上のラプンツェル パープルドレス 
（パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2005102300　4992272701166 

ZV9J22HCURKLLQQV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　
2005102400　4992272701173 

ZV9J22HCURKLLRNV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2005102500　4992272701180 

ZV9J22HCURKLLSKV

アナと雪の女王 スノークローク 
（パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2005103800　4992272701319 

ZV9J22HCURKLNLTV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　
2005103900　4992272701326 

ZV9J22HCURKLNMQV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2005104000　4992272701333 

ZV9J22HCURKLNNNV
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キャラクター達のドレスをかたどった、キュートなタオルシリーズ。

ドレスの細部までこだわり、つくりました。



ふしぎの国のアリス ワンダーブルードレス 
（パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2005102900　4992272701227 

ZV9J22HCURKLMMRV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2005103000　4992272701234 

ZV9J22HCURKLMNOV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2005103100　4992272701241 

ZV9J22HCURKLMOLV

白雪姫 キュートイエロードレス 
（パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2005102600　4992272701197 

ZV9J22HCURKLLTRV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2005102700　4992272701203 

ZV9J22HCURKLMKNV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2005102800　4992272701210 

ZV9J22HCURKLMLKV

美女と野獣 イエロードレス 
（パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2005103500　4992272701289 

ZV9J22HCURKLMSTV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2005103600　4992272701296 

ZV9J22HCURKLMTQV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2005103700　4992272701302 

ZV9J22HCURKLNKMV

シンデレラ エレガントブルードレス 
（パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2005103200　4992272701258 

ZV9J22HCURKLMPSV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2005103300　4992272701265 

ZV9J22HCURKLMQPV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2005103400　4992272701272 

ZV9J22HCURKLMRMV

アラジン グリーンドレス 
（パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2006008300　4992272732542 

ZV9J22HCURNMPOMV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2006008400　4992272732559 

ZV9J22HCURNMPPTV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2006008500　4992272732566 

ZV9J22HCURNMPQQV

リトル･マーメイド マーメイドドレス 
（パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2006008000　4992272732511 

ZV9J22HCURNMPLLV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2006008100　4992272732528 

ZV9J22HCURNMPMSV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2006008200　4992272732535 

ZV9J22HCURNMPNPV
170

Disney



"FANTASIA" SERIES
ディズニー映画『ファンタジア』の世界観を
タオルやインテリアに展開しました。

［ ファンタジア ］

※こちらのページの商品は、販路制限があります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

無撚糸

魔法のうず 
（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　 
2005093000　4992272657159 

ZV9J22HCUQPRLPTV
本体:綿100% 刺繍:ポリエステル100%　

本体価格 ￥600　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2005071600　4992272657166 

ZV9J22HCUQPRLQQV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 
2005071700　4992272657173 

ZV9J22HCUQPRLRNV

魔法使いの弟子 
（シャーリング･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥600　ミニタオル/約25×25cm　 
2005073700　4992272660869 

ZV9J22HCUQQKSQTV本体価格 ￥600　ウォッシュタオル/約34×35cm　 
2005073800　4992272660876 

ZV9J22HCUQQKSRQV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 
2005073900　4992272660883 

ZV9J22HCUQQKSSNV

ディズニーファンタジア ウォーター/ファンタジア 
（シャーリング･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥600　ミニタオル/約25×25cm　 
2005099700　4992272700909 

ZV9J22HCURKKTKTV本体価格 ￥600　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2005099800　4992272700916 

ZV9J22HCURKKTLQV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 
2005099900　4992272700923 

ZV9J22HCURKKTMNV本体:綿100%  
刺繍部分:（上糸）レーヨン100%  
 （下糸）ポリエステル100%　
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ドリーム ファンタジア 
（ゴブラン織り・織りネーム）

本体価格 ￥2,000　
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85%・ 
綿10%・レーヨン5%  
中生地：ポリエステル85%・綿15%
2335019900　 
4992272676501 

ZV9J22HCUQRQPKLV

ドリーム ファンタジア 
（ゴブラン織り・織りネーム）

本体価格 ￥2,500　
ランチバッグ/H26×W32×D10cm 
                 （持ち手部分含めず）　 
表生地：ポリエステル100%  
裏生地：ポリエステル85%・ 
綿10%・レーヨン5%  
中生地：ポリエステル85%・綿15%
2335020000　 
4992272676518 

ZV9J22HCUQRQPLSV

ドリーム ファンタジア 
（ゴブラン織り・織りネーム）

本体価格 ￥3,000　
トートバッグ/H35×W33×D8.5cm 
                 （持ち手部分含めず）　 
表生地：ポリエステル100%  
裏生地：ポリエステル85%・ 
綿10%・レーヨン5%  
中生地：ポリエステル85%・綿15%
2335020100　 
4992272676525 

ZV9J22HCUQRQPMPV

ファンタジア 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥3,000　
クッション/H45×W45cm　 

（カバー）ポリエステル100% 
2215033600　 
4992272651140 

ZV9J22HCUQPLLOKV

シャイニングフロウ 
（シェニール織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,500　
ミニタオル/約25×25cm　
2005076200　 
4992272660845 

ZV9J22HCUQQKSOPV

ほうきの召使い 
（シェニール織り）

本体価格 ￥1,500　
ミニタオル/約25×25cm　
2005076300　 
4992272660852 

ZV9J22HCUQQKSPMV

Disney
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※こちらのページの商品は、販路制限があります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

シェニール 織り シェニール織り（再織） は、暖かみのある独特の風合いが特長の織物です。 この仕上がりを得るために、一度織り上げた織物をタテ糸に添って切断し、
横糸として再び織り上げる、希少価値の高い織物として知られています。二度の製織工程で作られ、表も裏も同じ多色柄が特徴。

POINT

ヌード
クッション

付き

ゴブラン織りで繊細に表現された 『ファンタジア』。 デザインは大人テイストに仕上がりました。

マチ付き マチ付き
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イギリスの 老 舗 生 地 メーカー M O O N（ ムーン ）社 の 生 地を 贅 沢 に

使 用したシリーズ で す。 ベース 生 地 はもちろん 、

アップリケにも M O O N 社 の 生 地を 使 用して います。

シルクハットに 蝶 ネクタイをした「 ミッキ ーマウス」 は

どこか 英 国 紳 士を 連 想させます。 落ち着 いた デ ザイン なの で

大 人 の 女 性 や 男 性 にもお 持ちいた だきたい 商 品で す。

シルクハットに 蝶 ネクタイをした『 ミッキ ーマウス 』 と、

リボンの可 愛 い『 ミニーマウス 』､ イギリス 生 まれ の  

『 くまのプーさん 』 が 大 人っぽ いツイードバッグシリーズ

英国製ツイード生地を惜しみなく使用した

〈 D i s n e y〉 ツイードシリーズ



ミッキーマウス ビッグハット 
（シェットランドウール）

本体価格 ￥3,800　
ランチバッグ/H26×W32×D15cm 
                 （持ち手部分含めず）　 
表生地:ウール100%  
中生地:ポリエステル100%　
2335018000　 
4992272661743 

ZV9J22HCUQQLRONV英国製（MOON社）生地使用

ミッキーマウス ビッグハット 
（シェットランドウール）

本体価格 ￥4,800　
トートバッグ/H35×W32×D8cm 
              （持ち手部分含めず）　 
表生地:ウール100%  
中生地:ポリエステル100%　
2335017900　 
4992272661736 

ZV9J22HCUQQLRNQV英国製（MOON社）生地使用

くまのプーさん チェックバルーン 
（シェットランドウール）

本体価格 ￥3,800　
ランチバッグ/H26×W32×D15cm 
                 （持ち手部分含めず）　 
表生地:ウール100%  
中生地:ポリエステル100%　
2335021400　 
4992272685596 

ZV9J22HCUQSPPTQV英国製（MOON社）生地使用

くまのプーさん チェックバルーン 
（シェットランドウール）

本体価格 ￥4,800　
トートバッグ/H35×W32×D8cm 
              （持ち手部分含めず）　 
表生地:ウール100%  
中生地:ポリエステル100%　
2335021500　 
4992272685602 

ZV9J22HCUQSPQKMV英国製（MOON社）生地使用

ミニーマウス ビッグキュートリボン 
（シェットランドウール）

本体価格 ￥4,800　
トートバッグ/H35×W32×D8cm 
              （持ち手部分含めず）　 
表生地:ウール100%  
中生地:ポリエステル100%　
2335021300　 
4992272685572 

ZV9J22HCUQSPPRMV英国製（MOON社）生地使用

ミニーマウス ビッグキュートリボン 
（シェットランドウール）

本体価格 ￥3,800　
ランチバッグ/H26×W32×D15cm 
 （持ち手部分含めず）　 
表生地:ウール100%  
中生地:ポリエステル100%　
2335021200　 
4992272685565 

ZV9J22HCUQSPPQPV英国製（MOON社）生地使用
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