
オーガニック綿は認証機関に
認められた農地で､農薬･肥料
の厳格な基準を守って育てら
れた綿花の事です｡農薬や化
学肥料に頼らず土壌の持つ力
によって育てられた、人と環
境に優しい商品です。

オーガニック
コットン

｢抗菌防臭加工｣とは臭いの原
因となる繊維上の細菌の増殖
を抑えて防臭する加工です。

抗菌防臭加工

オーガニック綿は認証機関に
認められた農地で､農薬･肥料
の厳格な基準を守って育てら
れた綿花の事です｡農薬や化
学肥料に頼らず土壌の持つ力
によって育てられた、人と環
境に優しい商品です。

オーガニック
コットン

｢抗菌防臭加工｣とは臭いの原
因となる繊維上の細菌の増殖
を抑えて防臭する加工です。

抗菌防臭加工

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。

ファーアップリケ
刺
繍
付
き

通り道	
（オーガニックコットン･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･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1005038900　4992272735437 

ZV9J22HCURNPONRV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005039000　4992272735444 

ZV9J22HCURNPOOOV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005039100　4992272735451 

ZV9J22HCURNPOPLV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005039200　4992272735468 

ZV9J22HCURNPOQSV本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%  
アップリケ部分:ポリエステル100%　

無撚糸
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通り道
花咲く野の小道をトトロたちが歩い
ているイメージをタオルにしました。
アップリケはファー生地使いで、無
撚糸を使ったタオルは少し大き目で
手触りのやわらかいふんわりした感
触です。



“ふ
わふわ”ファーアップ

リ
ケ
刺
繍
付
き

“ふ
わふわ”ファーアップ

リ
ケ
刺
繍
付
き

休
きゅう

憩
けい

N	
（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24×24cm　 0594107900　4992272532821 

ZV9J22HCUPNMSMLV
※ミニタオルにはプリントはありません。

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005033400　4992272532838 

ZV9J22HCUPNMSNSV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005033100　4992272532845 

ZV9J22HCUPNMSOPV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005033500　4992272532852 

ZV9J22HCUPNMSPMV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　4992272459982 

ZV9J22HCUOPTTSMV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 0594108100　4992272459999 

ZV9J22HCUOPTTTTV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 0594108200　4992272460001 

ZV9J22HCUOQKKKLV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 0594108300　4992272460018 

ZV9J22HCUOQKKLSV無撚糸

森のトンネル	
（オーガニックコットン･無撚糸･パイルジャカード･ヨコ織り･スカラップ･ファーアップリケ刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1005039300　4992272735475 

ZV9J22HCURNPORPV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005039400　4992272735482 

ZV9J22HCURNPOSMV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005039500　4992272735499 

ZV9J22HCURNPOTTV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005039600　4992272735505 

ZV9J22HCURNPPKPV本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%  
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%　

無撚糸

花嵐	
（無撚糸･パイルジャカード･ヨコ織り･スカラップ･はみ出しアップリケ刺繍）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1005038100　4992272721027 

ZV9J22HCURMLKMRV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005038200　4992272721034 

ZV9J22HCURMLKNOV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005038300　4992272721041 

ZV9J22HCURMLKOLV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005038400　4992272721058 

ZV9J22HCURMLKPSV本体:綿100% アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%　
※ミニタオルのみスカラップ仕様ではありません。

無撚糸
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森のトンネル
トトロたちが住む森につながるトンネルをイメージしたタオルです。
ヨコ織りでグラデーションを表現し、遠近感を出しています。
真ん中にちょこんと座るトトロはパイルとファーアップリケで表現しているので
ふわふわです。落ち着いた色合いで男性でも使えるようなデザインとなっています。

花嵐
桜の舞い散る中を遊ぶトトロたちをジャカードとアップリケ刺繍で表現しました。
無撚糸を使用しているのでふんわりやさしい肌触り。
まるでトトロが春風を届けてくれるような、華やかな印象のタオルシリーズです。



アップリケ刺
繍
付
き

はみ出しアップリ
ケ
刺
繍
付
き

アップリケ刺
繍
付
き

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･スカラップ･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　4992272657647 

ZV9J22HCUQPRQORV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005025300　4992272657654 

ZV9J22HCUQPRQPOV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005025400　4992272657661 

ZV9J22HCUQPRQQLV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005025500　4992272657678 

ZV9J22HCUQPRQRSV本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%  
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%　 無撚糸

さつき晴れ	
（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　 1005029200　4992272546361 

ZV9J22HCUPOQNQLV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005029300　4992272546378 

ZV9J22HCUPOQNRSV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005029400　4992272546385 

ZV9J22HCUPOQNSPV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005029500　4992272546392 

ZV9J22HCUPOQNTMV無撚糸

よくばりいちご	
（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　 1005034500　4992272702958 

ZV9J22HCURKMTPSV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005034600　4992272702965 

ZV9J22HCURKMTQPV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005034700　4992272702972 

ZV9J22HCURKMTRMV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005034800　4992272702989 

ZV9J22HCURKMTSTV本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%　 
無撚糸

木
こ

陰
かげ

の散
さん

歩
ぽ

	
（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　4992272672299 

ZV9J22HCUQRMMTTV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005027600　4992272672305 

ZV9J22HCUQRMNKPV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005027700　4992272672312 

ZV9J22HCUQRMNLMV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005027800　4992272672329 

ZV9J22HCUQRMNMTV無撚糸
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アップリケ刺
繍
付
き

野
の

花
ばな

	
（無撚糸･パイルジャカード･ヨコ織り･シェルメロー･刺繍）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1005034900　4992272703214 

ZV9J22HCURKNMLOV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005035000　4992272703221 

ZV9J22HCURKNMMLV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005035100　4992272703238 

ZV9J22HCURKNMNSV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005035200　4992272703245 

ZV9J22HCURKNMOPV無撚糸

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×35cm　 1005035400　4992272703269 

ZV9J22HCURKNMQTV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005035500　4992272703276 

ZV9J22HCURKNMRQV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005035600　4992272703283 

ZV9J22HCURKNMSNV本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%  
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%　 

とうもろこしとトトロ	
（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　	 ミニタオル/約25×25cm　 1005035300　4992272703252 

ZV9J22HCURKNMPMV
無撚糸

花
はなばたけ

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）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 0590205400　4992272501698 

ZV9J22HCUPKLQTSV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 0590205500　4992272501704 

ZV9J22HCUPKLRKOV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 0590205600　4992272501711 

ZV9J22HCUPKLRLLV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 0590205700　4992272501728 

ZV9J22HCUPKLRMSV無撚糸 日本製認定番号:第2012-601号

思い出	
（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　 1005032400　4992272691900 

ZV9J22HCUQTLTKKV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005032600　4992272691924 

ZV9J22HCUQTLTMOV
本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005032500　4992272691917 

ZV9J22HCUQTLTLRV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005032700　4992272691931 

ZV9J22HCUQTLTNLV本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%  
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%　 

無撚糸
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大トトロと小トトロが並んだオリジナルレースをあしらったシリーズです。
タオル部分はあえてシンプルにし、レースが引き立つデザインにしました。
おでかけのお供に便利なポーチやミニバッグも、
レース使いでフェミニンな印象。
いつもよりちょっぴり大人っぽく上品な印象なので、
贈り物にもおすすめのシリーズです。

Embroidery  lace
｜レーストトロ｜

（背面） （背面）

（背面）

ティッシュ
ケース付き

レーストトロ	
（レース･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥1,000　
ポーチ/H11×W21×D7cm　 
表生地：綿100％ 
中生地：ポリエステル80％・綿20％ 
アップリケ刺繍部分：ポリエステル100% 
レース部分:ポリエステル100%　
1165034700　 
4992272735727 

ZV9J22HCURNPRMRV

レーストトロ	
（レース･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥800　
ティッシュケース付きポーチ/ 
H11×W15×D3cm　 
表生地：綿100％ 
中生地：ポリエステル80％・綿20％ 
アップリケ刺繍部分：ポリエステル100% 
レース部分:ポリエステル100%　
1165034800　 
4992272735734 

ZV9J22HCURNPRNOV

レーストトロ	
（レース･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥2,000　
ミニバッグ/H26×W32×D15cm 

（持ち手部分含めず）　 
表生地：綿100％ 
中生地：ポリエステル80％・綿20％ 
アップリケ刺繍部分：ポリエステル100% 
レース部分:ポリエステル100%　
1165034900　 
4992272735741 

ZV9J22HCURNPROLV

レーストトロ	
（オーガニックコットン･無撚糸･スチームシャーリング･レース･アップリケ刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1005040100　4992272735550 

ZV9J22HCURNPPPKV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005040200　4992272735567 

ZV9J22HCURNPPQRV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005040300　4992272735574 

ZV9J22HCURNPPROV本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%  
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100% レース部分:ポリエステル100%　

無撚糸
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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。

シンプルなデザインがおしゃれな

“ポルトガル製”ジャカード織りタオルシリーズ。

×

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　4992272572971 

ZV9J22HCUPRMTRLV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約33×80cm　 1005004800　4992272572988 

ZV9J22HCUPRMTSSV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005004900　4992272572995 

ZV9J22HCUPRMTTPV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　4992272573008 

ZV9J22HCUPRNKKSV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約33×80cm　 1005005100　4992272573015 

ZV9J22HCUPRNKLPV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005005200　4992272573022 

ZV9J22HCUPRNKMMV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　4992272573039 

ZV9J22HCUPRNKNTV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約33×80cm　 1005005400　4992272573046 

ZV9J22HCUPRNKOQV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005005500　4992272573053 

ZV9J22HCUPRNKPNV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　4992272649260 

ZV9J22HCUQOTMQKV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約33×80cm　 1005016100　4992272649277 

ZV9J22HCUQOTMRRV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005016200　4992272649284 

ZV9J22HCUQOTMSOV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　4992272649239 

ZV9J22HCUQOTMNTV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約33×80cm　 1005015800　4992272649246 

ZV9J22HCUQOTMOQV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005015900　4992272649253 

ZV9J22HCUQOTMPNVポルトガル製
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（背面）

（背面） （背面）

13歳の魔女キキは、古い魔女の一族の掟に従い、

黒猫ジジと修行の旅に出る。そして、海辺の大きな

街で修行することに。箒で飛ぶ以外に能がないキ

キは、空飛ぶ宅急便を始める。しかし、最初の仕事

でいきなり荷物を無くしてしまう……。

「風の谷のナウシカ」「天空の城ラピュタ」の宮崎駿

監督が、魔女の少女になるための修行をしていく

過程で様々な経験を積み成長していく姿を描いた

長編アニメーション。

ティッシュ
ケース付き

レースジジ	
（レース･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥1,000　
ポーチ/H11×W21×D7cm　 
表生地:綿100% 
中生地：ポリエステル80% 綿20％  
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100% 
レース部分:ポリエステル100%　
1165035000　 
4992272735758 

ZV9J22HCURNPRPSV

レースジジ	
（オーガニックコットン･無撚糸･スチームシャーリング･レース･アップリケ刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1005040400　4992272735581 

ZV9J22HCURNPPSLV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005040500　4992272735598 

ZV9J22HCURNPPTSV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005040600　4992272735604 

ZV9J22HCURNPQKOV本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%  
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100% レース部分:ポリエステル100%　

無撚糸

レースジジ	
（レース･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥800　
ティッシュケース付きポーチ/ 
H11×W15×D3cm　 
表生地:綿100% 
中生地：ポリエステル80% 綿20％  
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100% 
レース部分:ポリエステル100%　
1165035100　 
4992272735765 

ZV9J22HCURNPRQPV

レースジジ	
（レース･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥2,000　
ミニバッグ/H26×W32×D15cm 

（持ち手部分含めず）　 
表生地:綿100% 
中生地：ポリエステル80% 綿20％  
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100% 
レース部分:ポリエステル100%　
1165035200　 
4992272735772 

ZV9J22HCURNPRRMV 012
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studio Ghibli

レースジジ
ジジとマーガレットが並んだオリジナルレースを
使ったシリーズです。
大人っぽい色合いと、レースが引き立つような
あえて控えめなデザインにすることで、
上品な印象に仕上がっています。
タオルと雑貨を、お揃いで使えるデザインです。
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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　 1005034000　4992272459517 

ZV9J22HCUOPTPLRV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005034100　4992272459524 

ZV9J22HCUOPTPMOV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 0594109300　4992272459531 

ZV9J22HCUOPTPNLV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 0594109400　4992272459548 

ZV9J22HCUOPTPOSV無撚糸

お気に入りの花	
（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･リボン付き）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1005036100　4992272703337 

ZV9J22HCURKNNNRV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005036200　4992272703344 

ZV9J22HCURKNNOOV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005036300　4992272703351 

ZV9J22HCURKNNPLV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005036400　4992272703368 

ZV9J22HCURKNNQSV本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%  
アップリケ部分:ポリエステル100%　 無撚糸

メルシー	
（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　 1005025600　4992272657685 

ZV9J22HCUQPRQSPV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005025800　4992272657708 

ZV9J22HCUQPRRKSV
本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005025700　4992272657692 

ZV9J22HCUQPRQTMV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005025900　4992272657715 

ZV9J22HCUQPRRLPV本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%  
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%　   無撚糸

フラワーレーン	
（オーガニックコットン･シャーリング･全面刺繍･ファーアップリケ刺繍･スカラップ･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600　ミニタオル/約25×25cm　 1005039700　4992272735512 

ZV9J22HCURNPPLMVフラワーレーン	
（オーガニックコットン･無撚糸･スチームシャーリング･ファーアップリケ刺繍･スカラップ･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005039800　4992272735529 

ZV9J22HCURNPPMTV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005039900　4992272735536 

ZV9J22HCURNPPNQV本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005040000　4992272735543 

ZV9J22HCURNPPONV本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%  
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%　

無撚糸
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フラワーレーン
ラベンダーカラーを基調としたフェミニンな印象のタオルです。
たくさんのお花に囲まれたジジとリリーが仲良く座っている姿を
ふわふわのファーアップリケで表現しました。
タオル部分はスチームシャーリングを施し、柔らかで気持ちの良い手触りを楽しめます。
持っているだけで、華やかな気持ちになれるとっておきの1枚です。



中世の枠組みが崩れ始めた室町時代の日本。エミシの末裔のアシタカは、人間
への怒りと憎しみによってタタリ神と化した猪神に呪いをかけられ、それを解くため
に訪れた西の国で、数奇な運命に巻き込まれていく。一方、犬神に育てられた少
女サンは、“もののけ姫”と恐れられ、森を守るため神々とともにタタラ集団と戦っ
ていた。アシタカとサンが、惨劇の中で出会い心を通い合わせていく物語です。

空に浮かぶ伝説の島、ラピュタを発見したものの、人々に信じてもらえないまま亡く
なった父を持つ、見習い機械工のパズー。彼はある日、空から落ちてきた少女シー
タと出会う。彼女の胸で青く光るペンダントは、ラピュタへ繋がる鍵となる“飛行石”
だった。空中の浮島を探しに冒険の旅に出る少年、少女の成長を描く物語です。

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。

ラピュタストーリー	
（シャーリング･全面刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　 
本体:綿100%  
刺繍部分:ポリエステル100%　
1005031100　 
4992272657609 

ZV9J22HCUQPRQKTV

園庭の守人	
（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　
ウォッシュタオル/約34×36cm　
1005030000　 
4992272601725 

ZV9J22HCUQKLRMPV無撚糸

園庭の守人	
（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 ￥1,200　
フェイスタオル/約34×80cm　
1005030100　 
4992272601732 

ZV9J22HCUQKLRNMV無撚糸

ポルコロッソレッド	
（シャーリング･全面刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　 
本体:綿100%  
刺繍部分:ポリエステル100%　
1005036900　 
4992272703412 

ZV9J22HCURKNOLMV

アドリアーノにて	
（無撚糸･スチームシャーリング･ヨコ織り･織りネーム）

本体価格 ￥600　
ウォッシュタオル/約34×36cm　
1005037000　 
4992272703429 

ZV9J22HCURKNOMTV無撚糸

アドリアーノにて	
（無撚糸･スチームシャーリング･ヨコ織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,200　
フェイスタオル/約34×80cm　
1005037100　 
4992272703436 

ZV9J22HCURKNONQV無撚糸

シシ神の森	
（シャーリング･全面刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　 
本体:綿100%  
刺繍部分:ポリエステル100%　
1005036800　 
4992272703405 

ZV9J22HCURKNOKPV

コダマの森	
（無撚糸･スチームシャーリング･ヨコ織り･	
スカラップ･刺繍）

本体価格 ￥600　
ウォッシュタオル/約34×36cm　
1005030200　 
4992272601763 

ZV9J22HCUQKLRQNV無撚糸

コダマの森	
（無撚糸･スチームシャーリング･ヨコ織り･	
スカラップ･刺繍）

本体価格 ￥1,200　
フェイスタオル/約34×80cm　
1005030300　 
4992272601770 

ZV9J22HCUQKLRRKV無撚糸
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「ハウルの動く城」の舞台は、19世紀のヨーロッパの近未来画家たちが思い描
いた、魔法と化学が混在する世界。ある日、18歳の少女ソフィーは荒地の魔女
に呪いをかけられ、90歳のおばあちゃんになってしまう。そんな彼女の前に現れ
たのが、魔法使いハウル。２人はハウルの居城で奇妙な共同生活を始めるが、
その巨大な城は４本足で歩く、人々が恐れおののく「動く城」だった……。

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。

2010年より日清製粉グループのCMで

おなじみのコニャラ。

スタジオジブリ 鈴木プロデューサーの

絵から生まれた、筆のタッチが印象的な

猫のキャラクターです。

油屋へようこそ	
（シャーリング･全面刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　 
本体:綿100%  
刺繍部分: (上糸）レーヨン100%  

(下糸）ポリエステル100%  
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%　
1005032800　 
4992272691948 

ZV9J22HCUQTLTOSV

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　
ウォッシュタオル/約34×36cm　
0590226500　 
4992272533064 

ZV9J22HCUPNNKQOV

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 ￥1,200　
フェイスタオル/約34×80cm　
0590226600　 
4992272533071 

ZV9J22HCUPNNKRLV

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　
ウォッシュタオル/約34×36cm　
1005029000　 
4992272601749 

ZV9J22HCUQKLROTV 無撚糸

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 ￥1,200　
フェイスタオル/約34×80cm　
1005029100　 
4992272601756 

ZV9J22HCUQKLRPQV 無撚糸

コニャラのおひるね	
（パイルジャカード･シャーリング･刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約24×24cm　
0594100100　 
4992272546354 

ZV9J22HCUPOQNPOV

城のなかまたち	
（オーガニックコットン･シャーリング･	
染料プリント･全面刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　 
本体:綿100%  
刺繍部分:（上糸）レーヨン100%  

（下糸）ポリエステル100%　
1005038800　 
4992272735420 

ZV9J22HCURNPOMKV

カルシファーと台所	
（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　
ウォッシュタオル/約34×36cm　
1005026600　 
4992272601671 

ZV9J22HCUQKLQRLV無撚糸

カルシファーと台所	
（無撚糸･スチームシャーリング･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥1,200　
フェイスタオル/約34×80cm　
1005026700　 
4992272601688 

ZV9J22HCUQKLQSSV無撚糸
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（背面）

（背面）

メイやキキが映画の中で着ているお洋服を
ドレスタオルとしてデザインしました。

毎日、手を洗うのが楽しくなる！
かわいいマスコット付きタオル。

ド レ ス タ オ ル

マスコット付きドレスタオル

となりのトトロ	メイの洋服	
（シャーリング･刺繍・布帛カバン）

本体価格 ￥1,800　
ドレスタオル/H34×W33cm　 
本体:綿100%  
刺繍部分: (上糸）レーヨン100%  

(下糸）ポリエステル100% 　
1005041300　 
4992272649369 

ZV9J22HCUQOTNQTV

魔女の宅急便	キキの洋服	
（シャーリング･刺繍・布帛リボン）

本体価格 ￥1,800　
ドレスタオル/H34×W33cm　 
本体:綿100%  
刺繍部分: (上糸）レーヨン100%  

(下糸）ポリエステル100% 　
1005041400　 
4992272649376 

ZV9J22HCUQOTNRQV

となりのトトロ	おすわり大トトロ	
（無撚糸･パイルジャカード･スカラップ･刺繍）

本体価格 ￥1,500　
マスコット付きドレスタオル/約20×45cm 

（ループ部分含めず）　 
本体:綿100%  
詰め物:ポリエステル100%　
1005031800　 
4992272649338 

ZV9J22HCUQOTNNSV無撚糸

となりのトトロ	ネコバスのおむかえ	
（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 ￥1,500　
マスコット付きドレスタオル/約20×45cm 

（ループ部分含めず）　 
本体:綿100%  
詰め物:ポリエステル100%　
1005031000　 
4992272649352 

ZV9J22HCUQOTNPMV無撚糸
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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♪

少し大きめH80×W77×D5cmサイズ

ジブリキャラクターと
一緒にリラックスタイム♪ 
とっても可愛い
クッションシリーズ

お 昼 寝クッション  

もちもちクッション

ゴブラン 織りクッション

背面
背面 となりのトトロ	クローバーとお花	

（プリント･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥2,000　
もちもちクッション/H35×W35cm　 
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%　
1145009500　 
4992272672336 

ZV9J22HCUQRMNNQV

魔女の宅急便	
ふんわりパンとジジ	
（プリント･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥2,000　
もちもちクッション/H35×W35cm　 
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%　
1145009600　 
4992272672343 

ZV9J22HCUQRMNONV

千と千尋の神隠し		
たたずむカオナシ	
（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥3,000　
ダイカットクッション/H55×W29cm　 
表生地:ポリエステル100%  
裏生地:ポリエステル93%･綿4%･レーヨン3%  
詰め物:ポリエステル100%　
1145007500　 
4992272637670 

ZV9J22HCUQNRQRKV

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　
お昼寝クッション/H80×W77×D5cm　 
側生地: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　
1145007700　 
4992272649987 

ZV9J22HCUQOTTSRV

となりのトトロ	リーフガーデン	
（ゴブラン織り･型押しネーム）

本体価格 ￥3,800　
クッション/H45×W45cm　 
カバー:  

（表生地）ポリエステル100%  
（裏生地）ポリエステル100%　
1145016900　 
4992272736151 

ZV9J22HCURNQLPLV

魔女の宅急便	コリコの建物	
（ゴブラン織り･型押しネーム）

本体価格 ￥3,800　
クッション/H45×W45cm　 
カバー: 

（表生地）ポリエステル100%  
（裏生地）ポリエステル100%　
1145017000　 
4992272736168 

ZV9J22HCURNQLQSV
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コーデュロイ生地にサガラ刺繍でトトロとジジを表現した

ぬくもりある雰囲気が魅力の雑貨シリーズ。

（背面）

（背面）

となりのトトロ トトロとかたばみ 
（コーデュロイ生地･サガラ刺繍･型押しネーム）

本体価格 ￥2,800　
ポーチ/H18×W28×D4cm　 
表生地:ポリエステル88%･ナイロン12%  
中生地:ポリエステル100%  
サガラ刺繍糸:アクリル100%  
普通刺繍糸:レーヨン100%　
1165031200　 
4992272691979 

ZV9J22HCUQTLTRTV

となりのトトロ トトロとかたばみ 
（コーデュロイ生地･サガラ刺繍･型押しネーム）

本体価格 ￥2,000　
ティッシュケース付きポーチ/H11×W15×D3cm　 
表生地:ポリエステル88%･ナイロン12%  
中生地:ポリエステル100%  
サガラ刺繍糸:アクリル100%  
普通刺繍糸:レーヨン100%　
1165031000　 
4992272691955 

ZV9J22HCUQTLTPPV

となりのトトロ トトロとかたばみ 
（コーデュロイ生地･サガラ刺繍･型押しネーム）

本体価格 ￥2,500　
角形ポーチ/H11×W16×D6cm　 
表生地:ポリエステル88%･ナイロン12%  
中生地:ポリエステル100%  
サガラ刺繍糸:アクリル100%  
普通刺繍糸:レーヨン100%　
1165031100　 
4992272691962 

ZV9J22HCUQTLTQMV

となりのトトロ トトロとかたばみ 
（コーデュロイ生地･サガラ刺繍･型押しネーム）

本体価格 ￥3,000　
ミニバッグ/H26×W32×D15cm（持ち手部分含めず）　 
表生地:ポリエステル88%･ナイロン12%  
中生地:ポリエステル100%  
サガラ刺繍糸:アクリル100%  
普通刺繍糸:レーヨン100%　
1165031300　 
4992272691986 

ZV9J22HCUQTLTSQV

魔女の宅急便 ジジとほうき 
（コーデュロイ生地･サガラ刺繍･型押しネーム）

本体価格 ￥2,800　
ポーチ/H18×W28×D4cm　 
表生地:ポリエステル88%･ナイロン12%  
中生地:ポリエステル100%  
サガラ刺繍糸:アクリル100%  
普通刺繍糸:レーヨン100%　
1165031600　 
4992272692013 

ZV9J22HCUQTMKLNV

魔女の宅急便 ジジとほうき 
（コーデュロイ生地･サガラ刺繍･型押しネーム）

本体価格 ￥2,000　
ティッシュケース付きポーチ/H11×W15×D3cm　 
表生地:ポリエステル88%･ナイロン12%  
中生地:ポリエステル100%  
サガラ刺繍糸:アクリル100%  
普通刺繍糸:レーヨン100%　
1165031400　 
4992272691993 

ZV9J22HCUQTLTTNV

魔女の宅急便 ジジとほうき 
（コーデュロイ生地･サガラ刺繍･型押しネーム）

本体価格 ￥3,000　
ミニバッグ/H26×W32×D15cm（持ち手部分含めず）　 
表生地:ポリエステル88%･ナイロン12%  
中生地:ポリエステル100%  
サガラ刺繍糸:アクリル100%  
普通刺繍糸:レーヨン100%　
1165031700　 
4992272692020 

ZV9J22HCUQTMKMKV

魔女の宅急便 ジジとほうき 
（コーデュロイ生地･サガラ刺繍･型押しネーム）

本体価格 ￥2,500　
角形ポーチ/H11×W16×D6cm　 
表生地:ポリエステル88%･ナイロン12%  
中生地:ポリエステル100%  
サガラ刺繍糸:アクリル100%  
普通刺繍糸:レーヨン100%　
1165031500　 
4992272692006 

ZV9J22HCUQTMKKQV

背面
ティッシュ
ケースつき

背面
ティッシュ
ケースつき
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男女問わず持ちやすい。

アウトドアにもピッタリのトートバッグシリーズです。

トトロとジジの珍しいポーズにも注目です！

使
い
勝
手
抜
群
の
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れ
で
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帆
布
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ー
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ッ
グ
シ
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ズ
。

ゴブラン織りのクラシックで高級 感漂うシリーズです。

となりのトトロ パッチワークトトロ 
（帆布生地･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥2,000　
トートバッグ/H40×W35×D11.5cm 

（持ち手部分含めず）　
1165033900　 
4992272710571 

ZV9J22HCURLKPRLV

となりのトトロ パッチワークトトロ 
（帆布生地･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥2,800　
横長トートバッグ/H30×W45×D15cm  

（持ち手部分含めず）　
1165033200　 
4992272703610 

ZV9J22HCURKNQLKV

魔女の宅急便 パッチワークジジ 
（帆布生地･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥2,000　
トートバッグ/H40×W35×D11.5cm  

（持ち手部分含めず）　
1165034000　 
4992272710588 

ZV9J22HCURLKPSSV

魔女の宅急便 パッチワークジジ 
（帆布生地･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥2,800　
横長トートバッグ/H30×W45×D15cm  

（持ち手部分含めず）　
1165033300　 
4992272703627 

ZV9J22HCURKNQMRV

魔女の宅急便  
フラワーダイニング 

（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,800　
ポーチ/H17×W21.5×D6cm　 
表生地:ポリエステル90%･綿7%･レーヨン3%  
裏生地:ポリエステル87%･綿9%･レーヨン4%  
中生地:ポリエステル100%　
1165033100　 
4992272703603 

ZV9J22HCURKNQKNV

魔女の宅急便  
フラワーダイニング 

（ゴブラン織り）

本体価格 ￥2,800　
ミニバッグ/H26×W32×D15cm 

（持ち手部分含めず）　 
表生地:ポリエステル90%･綿7%･レーヨン3%  
中生地:ポリエステル100%　
1165033700　 
4992272703719 

ZV9J22HCURKNRLTV

魔女の宅急便 軒下 
（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,800　
ポーチ/H17×W21.5×D6cm　 
表生地:ポリエステル75%･綿21%･レーヨン4%  
中生地:ポリエステル80%･綿20%　
0524102400　 
4992272542394 

ZV9J22HCUPOMNTOV

魔女の宅急便 軒下 
（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥2,800　
ミニバッグ/H26×W32×D15cm 

（持ち手部分含めず）　 
表生地:ポリエステル90%･綿7%･レーヨン3%  
中生地:ポリエステル100%　
1165033800　 
4992272703726 

ZV9J22HCURKNRMQV

魔女の宅急便  
フラワースケープ 

（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,800　
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%　
1165023900　 
4992272649710 

ZV9J22HCUQOTRLKV

魔女の宅急便  
フラワースケープ 

（ゴブラン織り）

本体価格 ￥2,800　
ミニバッグ/H26×W32×D15cm  

（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82%･綿14%･レーヨン4%  
中生地:ポリエステル85%･綿15%　
1165024100　 
4992272649734 

ZV9J22HCUQOTRNOV 030
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背面
織りネーム付き

収納袋

収納袋 収納袋 収納袋

収納袋

英国MOON社のツイード生地を本体生地にはもちろん、

大トトロのアップリケにも使用しました。

MOON社ならではの深みのある色合いが大人っぽい、

高級感のあるシリーズです。

180年の歴史が誇る
イギリス名門ファブリックメーカー

1837年の創業から、180年もの間、最高のウール製品を作り続けています。築いてきた伝統に誇りを持つ
とともに、近代的で、革新的なデザインとの融合にも挑戦し染色から紡績、製織から仕上げまでを一手に
担い、その品質の素晴らしさで、お客様からの信頼を勝ち得ています。1996年にはバッキンガム宮殿に
て表彰され、近年では、オバマ大統領がムーンを訪れた際にホワイトハウスの椅子生地として選ばてい
ます。ムーンの生地は歴史ある城、由緒ある名家だけでなく、五ツ星ホテルでも見受けられます。

MOON / ムーン

エコバッグ

｢抗菌防臭加工｣とは臭いの原
因となる繊維上の細菌の増殖
を抑えて防臭する加工です。

となりのトトロ 
大トトロパターン 

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,500　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  

収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
1165035900　 
4992272735840 

ZV9J22HCURNPSOKV

となりのトトロ 
中トトロパターン 

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,500　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  

収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
1165036000　 
4992272735857 

ZV9J22HCURNPSPRV

となりのトトロ  
クロスケエコバッグ 

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,500　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  

収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
1165036200　 
4992272735871 

ZV9J22HCURNPSRLV

となりのトトロ 
ネコバスパターン 

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,500　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  

収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
1165036100　 
4992272735864 

ZV9J22HCURNPSQOV

魔女の宅急便  
ジジパターン 

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,500　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  

収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
1165038300　 
4992272739985 

ZV9J22HCURNTTSPV

となりのトトロ ツイードトトロ 
（シェットランドウール･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥3,800　
ミニバッグ/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%　
1165030200　 
4992272693775 

ZV9J22HCUQTNRRPV

英国製（MOON社）生地使用

となりのトトロ ツイードトトロ 
（シェットランドウール･アップリケ刺繍･織りネーム）

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%　
1165030300　 
4992272693782 

ZV9J22HCUQTNRSMV

英国製（MOON社）生地使用
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「再生ポリエステル」を使用した環境にも優しいエコバッグシリーズ
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