子供から大人まで幅広い世代から愛され、繊
細な水彩画が支持されているベストセラーの
絵本シリーズ。山の寄宿舎で暮らす11ぴきの
おにいちゃんくまのこたちと、おてんばなくまの
おんなのこジャッキーの、なんでもないけれど
あったかい日々を描いた物語。

あいはら ひろゆき
仙台市出身。早稲田大学第一文学部卒。長女の誕生をきっかけに絵本世界と
出会い、2002年に初めて発表した絵本「くまのがっこう」
が人気となる。他の絵
本作品に
「たんじょうびってすてきなひ」
（かわかみたかこ/絵）
、児童文学作品に
「ふたりだけの運動会」
（佐藤真紀子/絵）
（以上、佼成出版社）
などがある。
また
「がんばれ！ルルロロ」の脚本も担当している。東京都在住。

あだち なみ
岐阜県多治見市出身。多摩美術大学グラフィックデザイン専攻卒。2003年に
絵本作家として独立。あいはら氏との他の絵本作品に、
「くまのこミン」
シリーズ
（講談社）
、
『へっぽこまじょこニコとニキ』
（小学館）
、
『うさぎちゃんとゆきだるま』
（教育画劇）
、
『フラニーとメラニーもりのスープやさん』
（講談社）
などがある。東
京都在住。
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細かい部分まで
刺繍で表現されて
います。

ブルームガーデン

（MT:シャーリング･スカラップ･全面刺繍
WT･FT･BT:シャーリング･ジャカード･アップリケ刺繍）

ZV9J2 HCUQTKSRNV
ZV9J2 HCUQTKS KV
ZV9J2 HCUQTKSTRV
ZV9J2 HCUQTKTKNV

パティスリージャッキー

（無撚糸･パイルジャカード･ファーアップリケ刺繍･織りネーム）

ZV9J2 HCUQSQKPKV
ZV9J2 HCUQSQKQRV
ZV9J2 HCUQSQKROV
ZV9J2 HCUQSQKSLV

本体価格 ￥600 ミニタオル/約25×25cm
4335004000 4992272690873

本体価格 ￥600 ミニタオル/約25×25cm
4335000900 4992272686050

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
4335004100 4992272690880

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
4335001000 4992272686067

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4335004200 4992272690897

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4335001100 4992272686074

本体価格 ￥2,800 バスタオル/約60×120cm
4335004300 4992272690903

本体価格 ￥2,800 バスタオル/約60×120cm
4335001200 4992272686081

ファーアップリケ刺繍付き

無撚糸

ユニークな形に
切り取られた
スカラップ刺繍が
ポイントです!

ジャッキーとアップル

（無撚糸･パイルジャカード･スカラップ･アップリケ刺繍）

ZV9J2 HCUQTKTLKV
ZV9J2 HCUQTKTMRV
ZV9J2 HCUQTKTNOV
ZV9J2 HCUQTKTOLV

ふんわりパラソル

（シャーリング･ジャカード･プリント）

ZV9J2 HCUQTKT QV
ZV9J2 HCUQTLK TV
ZV9J2 HCUQTLKLQV
ZV9J2 HCUQTLKMNV

本体価格 ￥600 ミニタオル/約25×25cm
4335004400 4992272690910

本体価格 ￥600 ミニタオル/約25×25cm
4335005200 4992272690996

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
4335004500 4992272690927

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
4335005300 4992272691009

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4335004600 4992272690934

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4335005400 4992272691016

本体価格 ￥2,800 バスタオル/約60×120cm
4335004700 4992272690941

本体価格 ￥2,800 バスタオル/約60×120cm
4335005500 4992272691023

無撚糸
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くまのおんなのこジャッキーとおにいちゃん、
しんゆうのチャッキーたちとの
心あたたまる絵本の世界を、バリエーション豊かに表現した優しいタオルシリーズです。

おせんたくびより

なかよしくまのこ

（パイルジャカード･プリント･アップリケ刺繍）

ZV9J2 HCUQTLKQLV
ZV9J2 HCUQTLKRSV
ZV9J2 HCUQTLKSPV

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
4335005900 4992272691061

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4335006000 4992272691078

（パイルジャカード･刺繍）

アップリケ刺繍の
かわいいパンツ

本体価格 ￥2,800 バスタオル/約60×120cm
4335006100 4992272691085

バルーンマーチ

（パイルジャカード･朱子ボーダー･アップリケ刺繍）
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ZV9J2 HCUQSQKTSV
ZV9J2 HCUQSQLKOV
ZV9J2 HCUQSQL LV

ZV9J2 HCUQTLKNKV
ZV9J2 HCUQTLKORV
ZV9J2 HCUQTLKPOV

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
4335005600 4992272691030

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4335005700 4992272691047
本体価格 ￥2,800 バスタオル/約60×120cm
4335005800 4992272691054

朱子ボーダー

ジャッキーのおいしいパン

（パイルジャカード･アップリケ刺繍）

ZV9J2 HCUQTLKTMV
ZV9J2 HCUQTL KSV
ZV9J2 HCUQTL LPV

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
4335000200 4992272686098

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
4335006200 4992272691092

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4335000300 4992272686104

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4335006300 4992272691108

本体価格 ￥2,800 バスタオル/約60×120cm
4335000400 4992272686111

本体価格 ￥2,800 バスタオル/約60×120cm
4335006400 4992272691115

ファーアップリケ
刺繍付き

く まのがっこう

｢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。

織りネーム付き

ナチュレル

エバーグリーン

（オーガニックコットン･無撚糸･パイルジャカード･
刺繍･織りネーム･抗菌防臭加工）

ZVZV99JJ22 HHCCUURRNNLLQQNORVV
ZV9J2 HCURNLQPLV

（オーガニックコットン･パイル（普通糸長パイル･無撚糸MIX）
･ガーゼ･織りネーム･抗菌防臭加工）

ZVZV99JJ22 HHCCUURRNNLLQQRSPVV
ZV9J2 HCURNLQSMV

ミニタオル/約25×25cm
本体価格 ￥600
4335014100 4992272731637

ミニタオル/約25×25cm
本体価格 ￥600
4335014400 4992272731668

ウォッシュタオル/約34×36cm
本体価格 ￥600
4335014200 4992272731644

ウォッシュタオル/約34×36cm
本体価格 ￥600
4335014500 4992272731675

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4335014300 4992272731651

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4335014600 4992272731682

ジャッキーの手が
ファーアップリケ刺繍に
なっています

メリメロ

（パイルジャカード･染料プリント･立体ファーアップリケ刺繍
織りネーム･抗菌防臭加工）

ZVZV99JJ22 HHCCUURRNNLLQRTKPVV
ZV9J2 HCURNLRLMV

無撚糸

ZVZV99JJ22 HHCCUURRMMLLQQSTNKVV
ZV9J2 HCURMLRKQV

ミニタオル/約25×25cm
本体価格 ￥600
4335012400 4992272721683
ウォッシュタオル/約34×36cm
本体価格 ￥600
4335012500 4992272721690
本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4335012600 4992272721706
無撚糸

織りネーム付き

水彩画タッチの
ぼかしプリント

ハートフルベストフレンド

（シャーリングジャカード･染料プリント･
刺繍･抗菌防臭加工）

ZVZV99JJ22 HHCCUURRNNLLQQKLQNVV
ZV9J2 HCURNLQMKV

ミニタオル/約25×25cm
本体価格 ￥600
4335014700 4992272731699

ミニタオル/約25×25cm
本体価格 ￥600
4335013800 4992272731606

ウォッシュタオル/約34×36cm
本体価格 ￥600
4335014800 4992272731705

ウォッシュタオル/約34×36cm
本体価格 ￥600
4335013900 4992272731613

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4335014900 4992272731712

ジャッキーズティータイム

（無撚糸･パイルジャカード･シェルメロー･刺繍）

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4335014000 4992272731620

カラフルデイズジャッキー

（無撚糸･スチームシャーリング･染料プリント･織りネーム）

ZV9J2 HCURKRSPOV
ZV9J2 HCURKRSQLV

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
4335010900 4992272707854

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4335011000 4992272707861

無撚糸
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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です。

ミルクとお花畑

（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
4335003300
4992272690804

ZV9J2 HCUQTKSKOV
ブルームガーデン

（シャーリング･スカラップ･全面刺繍）
本体価格 ￥600

ZV9J2 HCUQTKSRNV

4992272690873

本体：綿100%
刺繍部分：ポリエステル100%

ジャッキーズティータイム

（無撚糸･パイルジャカード･
シェルメロー･刺繍）
本体価格 ￥600

ZV9J2 HCURMLQSNV
4335012400

本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCUQTKSL V

ナチュレル

ナチュラルリーフブルー

4992272690828

本体：綿100%
刺繍部分：ポリエステル100%

4992272721683
無撚糸

本体価格 ￥600

ZV9J2 HCUQTKSNPV
4335003600
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4992272690835

4992272690811

本体：綿100%
刺繍部分：ポリエステル100%

ZV9J2 HCURNLQNRV
4335014100

4992272731637
無撚糸

本体価格 ￥600

ZV9J2 HCUQSQKPKV
4335000900

4992272686050
無撚糸

ZV9J2 HCUQTKSQ V

ジャッキーとアップル

（無撚糸･パイルジャカード･スカラップ･
アップリケ刺繍）

ZV9J2 HCUQTKTLKV

ZV9J2 HCURNLQ SV
4335014400

4992272690910
無撚糸

4992272731668

みずたまジャッキー

4992272690996

メリメロ

（パイルジャカード･染料プリント･
ファーアップリケ刺繍･織りネーム･
抗菌防臭加工）

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCURNLQT V
4335014700

4992272731699

（無撚糸･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

ZV9J2 HCUQTKSPTV

ZV9J2 HCUQTKT QV
4335005200

チャッキーとたのしいおさんぽ

（無撚糸･パイルジャカード･
刺繍･織りネーム）

4335003800

本体価格 ￥600

本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm
4335004400

本体：綿100%
刺繍部分：ポリエステル100%

本体価格 ￥600

4992272690866

本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCURNLQKQV

4992272731606

エバーグリーン

ミニタオル/約25×25cm
4335003900

ミニタオル/約25×25cm
4335013800

ふんわりパラソル

（シャーリング･ジャカード･プリント）

ミニタオル/約25×25cm

（オーガニックコットン･パイル
（普通糸長パイル･無撚糸MIX）
･ガーゼ･織りネーム･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

（無撚糸･パイルジャカード･
（パイルジャカード･スカラップ･
アップリケ刺繍･はみ出しアップリケ刺繍） ファーアップリケ刺繍･織りネーム）

ミニタオル/約25×25cm

4335003400

（オーガニックコットン･無撚糸･パイルジャ （パイルジャカード･スカラップ･
カード･刺繍･織りネーム･抗菌防臭加工） アップリケ刺繍）

パティスリージャッキー

フルリール

本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCUQTKSMSV
4335003500

本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

ハートフルベストフレンド

メモリアルフレーム

本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm
4335004000

月夜のハーモニー

（シャーリング･染料プリント･全面刺繍） （シャーリング･染料プリント･全面刺繍） （シャーリング･染料プリント･全面刺繍･
抗菌防臭加工）

4992272690859
無撚糸

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCUQTKSOMV
4335003700

4992272690842
無撚糸
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マフラータオル
ごきげんジャッキー

（無撚糸･スチームシャーリング･抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500

マフラータオル/約18×110cm

ZV9J2 HCURNSQROV

4335016100
4992272738674

無撚糸

ミニバッグ
高級感のあるゴブラン織りのミニバッグが新登場です。
合皮ネーム

ジャッキーフェイス

（背面）

ステラマジック

（ゴブラン織り･合皮ネーム）

スイートアイスクリーム

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥2,800

ミニバッグ/H26×W32×D15cm
（持ち手部分含めず）

ミニバッグ/H26×W32×D15cm
（持ち手部分含めず）

ミニバッグ/H26×W32×D15cm
（持ち手部分含めず）

4335015400
4992272731767

4335015200
4992272731743

4335015300
4992272731750

ZV9J2 HCURNLRQRV

ZV9J2 HCURNLRONV

ポーチ

（背面）

（ゴブラン織り･織りネーム）

ZV9J2 HCURNLRPKV

ティッシュボックスカバー
壁からかけて使える

コーデュロイ生地を使用したジャッキーのダイカットポーチ

ジャッキーのティッシュボックス
カバーが新登場！

ジャッキーふわふわ

ジャッキーのポーチ

（ソフトボア･刺繍）

（コーデュロイ生地･刺繍）

本体価格 ￥2,000

本体価格 ￥500

ティッシュボックスカバー/H64×W36.5cm
側生地:ポリエステル100%
詰め物:ポリエステル100%

ポーチ/H12×W13.1×D2cm

ZV9J2 HCURNLRNQV

4335015100
4992272731736

しあわせがいっぱい

（ゴブラン織り）

ランチョンマット

ZV9J2 HCURNLSL V

4335015900
4992272731811

（裏面）

しあわせのパンケーキ

（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥1,200

ランチョンマット/H33×W48cm
ポリエステル100%

ランチョンマット/H33×W48cm
ポリエステル100%

4335006700
4992272710861

4335006800
4992272710878

ZV9J2 HCURLKSQLV

ZV9J2 HCURLKSRSV
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大 好きなジャッキーと
お部屋でも一緒

クッション
ヌード
クッション
付き

ヌード
クッション
付き

しあわせがいっぱい

ジャッキーのしんゆう

（ゴブラン織り）

（サガラ刺繍）

本体価格 ￥3,800

本体価格 ￥4,000

クッション/H45×W45cm

クッション/H45×W45cm
（カバー）
本体:綿100%
刺繍部分:アクリル100%

ZV9J2 HCUQSQLNPV

4335000000
4992272686135

ZV9J2 HCUQSQLMSV

4335011200
4992272686128

ヌード
クッション
付き

しあわせのパンケーキ

（ゴブラン織り）

本体価格 ￥3,800

クッション/H45×W45cm

ZV9J2 HCUQSQLOMV

4335000100
4992272686142

もちもちクッション

腰あてクッション

もちもちクッションジャッキー

おさんぽジャッキー

（ピーチスキン･プリント）

（プリント）

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

もちもちクッション/H27×W30×D12cm
側生地:ポリエステル95%･ポリウレタン5%
詰め物:ポリエステル100%

腰あてクッション/H20×W43×D12cm
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

4335016000
4992272731828

4335016400
4992272738940

ZV9J2 HCURNLSMSV

フード付きネックピロー

（裏面）

ZV9J2 HCURNSTOKV

ビーズクッションをひっくり返すと
「フード付きネックピロー」に大変身！

コロコロジャッキー

（プリント･アップリケ刺繍）
本体価格 ￥2,000

フード付きネックピロー/
ネックピロー時:H35×W33cm
側生地:ポリエステル100%
詰め物:ポリスチレン

ZV9J2 HCURNLSKOV

4335015800
4992272731804
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