ハリ ー・ポッター

【ハリー・ポッター】

1 9 9 7 年 以 来 、J . K .ローリングが放った「 ハリー・
ポッター」の 物 語は世 界 中をとりこにしてきた。
11歳の誕生日に自分が魔法使いであることを知っ
たハリー・ポッターはホグワーツ魔 法 魔 術 学 校と
いう魅惑の世界にいざなわれ、無二の親友となる
ロン・ウィーズリーやハーマイオニー・グレンジャーと
出 会う。三 人が浮 遊 術やクィディッチのルールを
学んでいるころ、歴 代の魔 法 使いのなかでとくに
邪悪なヴォルデモート卿が復活を遂げ、魔法界の
未来を脅威にさらそうとしていた。三人は勇気をふ
りしぼり、前任未踏の道を行かなければならない。
その途中で賢者の石を見つけ、バジリスクと戦い、
時間を巻き戻し、三大魔法学校対校試合（トライ
ウィザード・
トーナメント）
という過酷な試練を受ける。
そして、衝撃的な予言を発見し、命がけでホークラック
ス
（分霊箱）
を探し当てた先には闇の帝王との対決
が待っていた。ホグワーツと魔法界全体を救うため、
ハリーと友人たちは立ち上がらなければいけない。
2021年に
『ハリー・ポッターと賢者の石』映画20周
年を迎える
「ハリー・ポッター」
シリーズ。2023年には、
としまえん跡地に「ワーナー ブラザース スタジオツ
アー東京」
をオープンする予定となっている。

ミニタオル
m i n i tow el

作 中 で 登 場 する風 景 や
魔 法 アイテムをモ チ ーフに
した 、 ミニタオルシリーズ

ホグワーツ城

（シャーリング･全面刺繍･抗菌防臭加工）

組み分け帽子

怪物的な怪物の本

（パイルジャカード･刺繍･抗菌防臭加工）

スニッチ

（パイルジャカード･刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

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%

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

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

4105008200
4992272737684

4105002700
4992272726206

4105002500
4992272726183

4105002600
4992272726190

ZV9J2 HCURMQLSNV

（パイルジャカード･刺繍･抗菌防臭加工）

ホグワーツエンブレム

（シャーリング･全面刺繍･抗菌防臭加工）

ニンバス2000

（パイルジャカード･刺繍･抗菌防臭加工）

ZV9J2 HCURMQLTKV

ハリーポッター ロゴ

（パイルジャカード･刺繍･抗菌防臭加工）

ZV9J2 HCURNRQSOV

ホグワーツロゴ

（パイルジャカード･刺繍･抗菌防臭加工）

ZV9J2 HCURMQMKQV

9と3/4番線

（パイルジャカード･刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

4105002800
4992272726213

4105002900
4992272726220

4105003000
4992272726237

4105003200
4992272726251

4105003300
4992272726268

ZV9J2 HCURMQMLNV

ZV9J2 HCURMQM KV

ZV9J2 HCURMQMNRV

ZV9J2 HCURMQMPLV

ZV9J2 HCURMQMQSV
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ミニタオル

m i n i tow el

グリフィンドール

（パイルジャカード･織りネーム･抗菌防臭加工）

スリザリン

（パイルジャカード･織りネーム･抗菌防臭加工）

ハッフルパフ

（パイルジャカード･織りネーム･抗菌防臭加工）

レイブンクロー

（パイルジャカード･織りネーム･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

4105001700
4992272726107

4105001800
4992272726114

4105001900
4992272726121

4105002000
4992272726138

ZV9J2 HCURMQLKRV

マ フ ラ ー タオル

グリフィンドール

（パイルジャカード･織りネーム･抗菌防臭加工）
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抗 菌 防 臭 加 工 の タオルシリーズ で す。

ZV9J2 HCURMQL OV

ZV9J2 HCURMQLMLV

ホグ ワーツ 魔 法 魔 術 学 校 の 4 つ の 寮 を
イメージして作られたタオルシリーズです

m uffler tow el

スリザリン

（パイルジャカード･織りネーム･抗菌防臭加工）

ハッフルパフ

（パイルジャカード･織りネーム･抗菌防臭加工）

ZV9J2 HCURMQLNSV

抗菌防臭加工
「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。

レイブンクロー

（パイルジャカード･織りネーム･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥800

本体価格 ￥800

本体価格 ￥800

本体価格 ￥800

マフラータオル/約18×110cm

マフラータオル/約18×110cm

マフラータオル/約18×110cm

マフラータオル/約18×110cm

4105002100
4992272726145

4105002200
4992272726152

4105002300
4992272726169

4105002400
4992272726176

ZV9J2 HCURMQLOPV

ZV9J2 HCURMQLPMV

ZV9J2 HCURMQLQTV

ZV9J2 HCURMQLRQV

グリフィンドール エンブレム

（刺繍･織りネーム）

su k aja n

豪 華 な 刺 繍 が 特 徴 の ハリー・ポッター の「 スカジャン」 が 新 登 場！

スリザリン エンブレム

（刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥20,000

本体価格 ￥20,000

スカジャン
（L）
/胸囲:平置きで約58cm
裄丈:約63cm
着丈:約58cm
表地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%
リブ部分:ポリエステル100%
刺繍糸:ポリエステル100%

スカジャン
（L）
/胸囲:平置きで約58cm
裄丈:約63cm
着丈:約58cm
表地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%
リブ部分:ポリエステル100%
刺繍糸:ポリエステル100%

4105004400
4992272726374

4105004600
4992272726398

ZV9J2 HCURMQNROV

クィディッチ

（刺繍･織りネーム）

ZV9J2 HCURMQNTSV

ディメンターズキス

（刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥20,000

本体価格 ￥20,000

スカジャン
（L）
/胸囲:平置きで約58cm
裄丈:約63cm
着丈:約58cm
表地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%
リブ部分:ポリエステル100%
刺繍糸:ポリエステル100%

スカジャン
（L）
/胸囲:平置きで約58cm
裄丈:約63cm
着丈:約58cm
表地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%
リブ部分:ポリエステル100%
刺繍糸:ポリエステル100%

4105004800
4992272726411

4105005000
4992272726435

ZV9J2 HCURMQOL V

ハリ ー・ポッター

スカ ジャン

ZV9J2 HCURMQONPV
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トートバッグ

tote b ag

9と3/4番線

（パイルジャカード･刺繍･抗菌防臭加工）
本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCURMQMQSV

4105003300
4992272726268

ホグワーツエクスプレス

（パイルジャカード･織りネーム･抗菌防臭加工）
本体価格 ￥1,000

ロングフェイスタオル/約34×100cm

ZV9J2 HCURMQMRPV

4105003400
4992272726275
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ハリー・ポッターアイコン

（帆布生地･刺繍･織りネーム）
本体価格 ￥3,000

トートバッグ/H35×W28cm
（持ち手部分含めず）
表生地：綿100%
中生地：ポリエステル100%
ワッペン部分：ポリエステル100%

ZV9J2 HCURMQNKPV

4105003700
4992272726305

ハリ ー・ポッター

トートバッグ

tote b ag

マチ付き
オーガニックコットン

裏

面に

は刺繍

バースデーケーキ

（プリント･刺繍･織りネーム）
本体価格 ￥1,500

トートバッグ/H38×W35×D12cm
（持ち手部分含めず）
綿100％

ZV9J2 HCURNR LOV

4105008300
4992272737714

人にも、環境にも、
優しいトートバッグ

オーガニックコットン

オーガニックコットン

オーガニック
コットン
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。

アズカバンの囚人

（オーガニック生地･プリント･織りネーム）
本体価格 ￥800

本体価格 ￥800

トートバッグ/H35×W32cm
（持ち手部分含めず）
綿100％

ZV9J2 HCURMQNMTV

4105003900
4992272726329

ポーチ

p ouc h

忍びの地図

（オーガニック生地･プリント･織りネーム）

トートバッグ/H35×W32cm
（持ち手部分含めず）
綿100％

ZV9J2 HCURMQN QV

4105004000
4992272726336

オーガニックコットン

ホグワーツの校章

（オーガニック生地･プリント･織りネーム）

ハニーデュークス

（合皮生地･プリント･刺繍･織りネーム）
本体価格 ￥1,800

ポーチ/H16.5×W21×D3cm
表生地：合成皮革
中生地：ポリエステル100%
ワッペン部分：ポリエステル100%

ZV9J2 HCURMQNLMV

4105003800
4992272726312

裏

面に

は刺繍

本体価格 ￥800

9と3/4番線

（オーガニック生地･プリント･織りネーム）
本体価格 ￥800

トートバッグ/H35×W32cm
（持ち手部分含めず）
綿100％

ZV9J2 HCURMQNONV

4105004100
4992272726343

オーガニックコットン

トートバッグ/H35×W32cm
（持ち手部分含めず）
綿100％

ZV9J2 HCURMQNPKV

4105004200
4992272726350
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