
くるくる散歩 
（MT：シャーリング･スカラップ･全面刺繍･抗菌防臭加工 
WT･FT･BT：スーパー甘撚り糸･パイルジャカード･スカラップ･刺繍･織りネーム･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 6805011500　4992272734706 

ZV9J22HCURNORKQV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 6805011600　4992272734713 

ZV9J22HCURNORLNV本体価格 ￥3,000　バスタオル/約60×120cm　 6805011700　4992272734720 

ZV9J22HCURNORMKV

ミケネコマイキー 
（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　 6805008600　4992272692747 

ZV9J22HCUQTMRORV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 6805008700　4992272692754 

ZV9J22HCUQTMRPOV本体価格 ￥1,200	 フェイスタオル/約34×80cm　 6805008800　4992272692761 

ZV9J22HCUQTMRQLV本体価格 ￥3,000　バスタオル/約60×120cm　 6805008900　4992272692778 

ZV9J22HCUQTMRRSV無撚糸

本体価格 ￥600　ミニタオル/約25×25cm　 6805011400　4992272734690 

ZV9J22HCURNOQTKV
本体:綿100% 刺繍部分:ポリエステル100%　

083

リサ・ラーソン

スウェーデンの 陶 芸 作 家  リサ・ラーソン

1931年スウェーデンのスモーランド地方・ハルルンダ生まれの陶芸家。大学卒業後、Stig Lindberg（スティグ・リンドベリ）からスカウトを受け、当時スウェーデ
ン最大の陶芸製作会社であったGustavsberg（グスタフスベリ）社に入社。26年間の在籍中に動物シリーズをはじめとした約320種類の優れた作品を生
み出し、スウェーデンを代表する陶芸デザイナーとして一躍人気を集める。 1979年に退社後フリーデザイナーとして活躍した彼女は、1992年にKeramik 
Studion Gustavsberg社を設立。やさしくかわいいコケティッシュな動物や、素朴で温かみのある表情豊かなフィギュアは、本国スウェーデンや日本のみなら
ず、世界中で数多くのファンが急増している。 近年は作品の復刻の他に、アートピースや新作を発表するなど、現在も精力的に活動を続ける。

LISA LARSONProfile

Mikeneco Mikey



ヴァリアスキャット 
（パイルジャカード）

本体価格 ￥600　ミニタオル/約25×25cm　 
6805009000　4992272692785 

ZV9J22HCUQTMRSPV本体価格 ￥600　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6805009100　4992272692792 

ZV9J22HCUQTMRTMV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 
6805009200　4992272692808 

ZV9J22HCUQTMSKSV本体価格 ￥3,000　バスタオル/約60×120cm　 
6805009300　4992272692815 

ZV9J22HCUQTMSLPV

森のマイキー 
（無撚糸･スチームシャーリング･プリント･シェルメロー）

本体価格 ￥600　ミニタオル/約25×25cm　 
6805009400　4992272692822 

ZV9J22HCUQTMSMMV本体価格 ￥600　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6805009500　4992272692839 

ZV9J22HCUQTMSNTV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 
6805009600　4992272692846 

ZV9J22HCUQTMSOQV本体価格 ￥3,000　バスタオル/約60×120cm　 
6805009700　4992272692853 

ZV9J22HCUQTMSPNV無撚糸

桜マイキー 
（無撚糸･パイルジャカード）

本体価格 ￥600　ミニタオル/約25×25cm　 
6805010100　4992272702811 

ZV9J22HCURKMSLLV本体価格 ￥600　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6805010200　4992272702828 

ZV9J22HCURKMSMSV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 
6805010300　4992272702835 

ZV9J22HCURKMSNPV本体価格 ￥3,000　バスタオル/約60×120cm　 
6805010400　4992272702842 

ZV9J22HCURKMSOMV無撚糸

ベイビーマイキー 
（パイルジャカード･シェルメロー･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥600　ミニタオル/約25×25cm　 
6805002300　4992272590418 

ZV9J22HCUPTKOLSV本体価格 ￥600　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6805002400　4992272590425 

ZV9J22HCUPTKOMPV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 
6805006500　4992272590432 

ZV9J22HCUPTKONMV本体価格 ￥3,000　バスタオル/約60×120cm　 
6805002600　4992272590449 

ZV9J22HCUPTKOOTV

LISA LARSO
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Various Cats Forest Mikey

北欧らしい爽やかなイエローと様々な模様の
マイキーが楽しげな雰囲気のタオルです。
今までの定番のストライプ模様のマイキーとは
一味違う新鮮なデザインです。

フィンランドの森を歩くマイキーが穏やかで
カワイイ無撚糸使いの柔らかタオルです。
四方のシェルメローがおしゃれで
ナチュラルです。

ヴァリアスキャット 森のマイキー

Sakura Mikey
日本の桜と北欧のマイキーとの
組み合わせが新鮮な、
ジャカードタオルです。

桜マイキー

Baby M
ikey



スケッチドッグ 
（無撚糸･パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥600　ミニタオル/約25×25cm　 
6805007400　4992272672060 

ZV9J22HCUQRMKQKV本体価格 ￥600　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6805007500　4992272672077 

ZV9J22HCUQRMKRRV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 
6805007600　4992272672084 

ZV9J22HCUQRMKSOV本体価格 ￥3,000　バスタオル/約60×120cm　 
6805007700　4992272672091 

ZV9J22HCUQRMKTLV無撚糸

無撚糸

スケッチキャット 
（無撚糸･パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥600　ミニタオル/約25×25cm　 
6805001900　4992272590371 

ZV9J22HCUPTKNRLV本体価格 ￥600　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6805011300　4992272590388 

ZV9J22HCUPTKNSSV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 
6805006400　4992272590395 

ZV9J22HCUPTKNTPV本体価格 ￥3,000　バスタオル/約60×120cm　 
6805002200　4992272590401 

ZV9J22HCUPTKOKLV

スケッチスクエア 
（染料プリント）

本体価格 ￥1,000　
風呂敷/約70×70cm　 
綿100%　
6905008700　 
4992272619973 

ZV9J22HCUQLTTRNV日本製
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スケッチシリーズ

Sketch Cat

Sketch Dog

スケッチならではの素朴であたたかな線が特徴のスケッチシリーズです。
落ち着いた色合いのアイテム達は、男女・年齢問わずお使いいただけます。

シンプルでさりげなく可愛い、日常に溶け込むデザインです。

FUROSHIKI お弁当箱も瓶も、なんでも包もう！
大好きなリサの風呂敷、登場です！風呂敷



MT,WT,FT,BT　ITC003ABCD「スケッチドッグ」 丸眞
2018.6.8

スケッチドッグカーペット 
（ジャカード）

本体価格 ￥3,800　
カーペット/H60×W100cm　 
パイル部分：レーヨン100％ 
フリンジ部分：アクリル100％　
6865007900　 
4992272734775 

ZV9J22HCURNORRPV
　ベルギー製

スケッチキャットカーペット 
（ジャカード）

本体価格 ￥3,800　
カーペット/H60×W100cm　 
パイル部分：レーヨン100％ 
フリンジ部分：アクリル100％　
6865008000　 
4992272734782 

ZV9J22HCURNORSMV
　ベルギー製

スケッチキャット 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥3,800　
ラグマット/H60×W90cm　 
ポリエステル100%　
6865008200　 
4992272734805 

ZV9J22HCURNOSKPV
　

スケッチドッグ 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥3,800　
ラグマット/H60×W90cm　 
ポリエステル100%　
6865008100　 
4992272734799 

ZV9J22HCURNORTTV
　

スケッチランチョン 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,200　
ランチョンマット/H33×W48cm　 
ポリエステル100%　
6905003800　 
4992272619683 

ZV9J22HCUQLTQSNV
スケッチドッグランチョン 

（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,200　
ランチョンマット/H33×W48cm　 
ポリエステル100%　
6905009700　 
4992272672190 

ZV9J22HCUQRMLTKV

スケッチキャットカバー 
（ゴブラン織り･織りネーム）

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89%･綿8%･レーヨン3％　
6865007400　 
4992272672176 

ZV9J22HCUQRMLRQV

スケッチドッグカバー 
（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥3,800　
クッション/H45×W45cm　 

（カバー）ポリエステル100%　
6865007300　 
4992272672183 

ZV9J22HCUQRMLSNV

LISA LARSO
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PLACE MAT

MAT

ランチョンマット

マット

CUSHION
クッション

VERSTRAETE & VERBAUWEDE Fabrics/ ベルストラエテ

1951年にベルギーで設立。インテリア向けジャカードベルベット、ビスコース
カーペットをメインに製作。トレンドに敏感で現代的なものから伝統的なもの
まで、幅広い種類の製品を提供しています。

裏面滑り止め付き

ヌード
クッション

付き

ヌード
クッション

付き



くるくる散歩 
（シャーリング･スカラップ･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:ポリエステル100%　
6805011400　 
4992272734690 

ZV9J22HCURNOQTKV
　

はりねずみの森 
（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　
6805011100　 
4992272702910 

ZV9J22HCURKMTLKV無撚糸

ウェーブドッグ 
（無撚糸･パイルジャカード･アップリケ刺繍･ 
シェルメロー･プリントネーム）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　 
本体:綿100%  
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%　
6805011000　 
4992272702903 

ZV9J22HCURKMTKNV無撚糸

ヴァリアスキャット 
（パイルジャカード）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　
6805009000　 
4992272692785 

ZV9J22HCUQTMRSPV

ミケネコマイキー 
（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　
6805008600　 
4992272692747 

ZV9J22HCUQTMRORV無撚糸

スケッチドッグ 
（無撚糸･パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　
6805007400　 
4992272672060 

ZV9J22HCUQRMKQKV無撚糸

スケッチキャット 
（無撚糸･パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　
6805001900　 
4992272590371 

ZV9J22HCUPTKNRLV無撚糸

はみ出しマイキー 
（シャーリング･全面刺繍･はみ出しアップリケ）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　
6805008500　 
4992272652697 

ZV9J22HCUQPMQTRV

ミンミライン 
（シャーリング･スカラップ･全面刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　
6805008300　 
4992272652703 

ZV9J22HCUQPMRKNV

ハリネズミブラザー 
（シャーリング･スカラップ･全面刺繍･はみ出しアップリケ）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　
6805008100　 
4992272652710 

ZV9J22HCUQPMRLKV
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MINI TOWEL

どのデザインもステキ！
リサ・ラーソンのミニタオル。
贈りものにも嬉しいアイテムが揃いました。

ミニタオル



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。

桜マイキー 
（無撚糸･パイルジャカード）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　
6805010100　 
4992272702811 

ZV9J22HCURKMSLLV無撚糸

ベイビーマイキーブルー 
（無撚糸･パイルジャカード･ 
ブランケットステッチ･プリントネーム）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　
6805007100　 
4992272672039 

ZV9J22HCUQRMKNTV無撚糸

ハリネズミシルエット 
（無撚糸･パイルジャカード･刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　
6805007200　 
4992272672046 

ZV9J22HCUQRMKOQV無撚糸

ベイビーマイキードット 
（パイルジャカード･スカラップ･モール糸メロー･刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　
6805004400　 
4992272619539 

ZV9J22HCUQLTPNTV

フレームマイキー 
（パイルジャカード・ブランケットステッチ・アップリケ刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　
6805009800　 
4992272584554 

ZV9J22HCUPSOPPOV

フレームミンミ 
（パイルジャカード・ブランケットステッチ・アップリケ刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　
6805000300　 
4992272584561 

ZV9J22HCUPSOPQLV

フレームハリエット 
（パイルジャカード・ブランケットステッチ・アップリケ刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　
6805008400　 
4992272584578 

ZV9J22HCUPSOPRSV

フレームライオン 
（パイルジャカード・ブランケットステッチ・アップリケ刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　
6805009900　 
4992272584585 

ZV9J22HCUPSOPSPV

ベイビーマイキーフレンズ 
（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　
6805006700　 
4992272663877 

ZV9J22HCUQQNSRRV
　

マイキーフェイス 
（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　
6805006600　 
4992272663860 

ZV9J22HCUQQNSQKV
　

森のマイキー 
（無撚糸･スチームシャーリング･プリント･ 
シェルメロー）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　
6805009400　 
4992272692822 

ZV9J22HCUQTMSMMV
　

無撚糸

LISA LARSO
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うろうろマイキー 
（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　
6805011800　 
4992272738476 

ZV9J22HCURNSORQV
　

無撚糸

ガーゼマイキー 
（片面ガーゼ･染料プリント･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥1,200　
フェイスタオル/約34×80cm　
6805005300　 
4992272652727 

ZV9J22HCUQPMRMRV日本製認定番号:第2017-2322号

ガーゼミンミ 
（片面ガーゼ･染料プリント･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥1,200　
フェイスタオル/約34×80cm　
6805005400　 
4992272652734 

ZV9J22HCUQPMRNOV日本製認定番号:第2017-2322号

ガーゼハリネズミ 
（片面ガーゼ･染料プリント･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥1,200　
フェイスタオル/約34×80cm　
6805005500　 
4992272652741 

ZV9J22HCUQPMROLV日本製認定番号:第2017-2322号

ガーゼベイビーマイキー 
（片面ガーゼ･染料プリント･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥1,200　
フェイスタオル/約34×80cm　
6805005600　 
4992272652758 

ZV9J22HCUQPMRPSV日本製認定番号:第2017-2322号

マスコットミンミ 
（無撚糸･スチームシャーリング･刺繍）

本体価格 ￥1,500　
マスコット付きタオル/約20×45cm　 
タオル部分:綿100%  
詰め物:ポリエステル100%　
6805004900　 
4992272619584 

ZV9J22HCUQLTPSOV無撚糸
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GAUZE FACE 
TOWEL
確かな品質の日本製、今治タオルです。

柔らかガーゼのフェイスタオルも
リサ・ラーソンならではの楽しいデザインです。

ガーゼフェイスタオル

TOWEL WITH
MASCOT MUFFLER TOWEL

どこに掛けても、絵になる！マスコット付きタオル。 やわらか「無撚糸」を使用したマフラータオル
マスコット付きドレスタオル マフラータオル



4 枚セット

マイキーランチョン 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,200　
ランチョンマット/H33×W48cm　 
ポリエステル100%　
6905012200　 
4992272585179 

ZV9J22HCUPSPLRTV

マイキースクエア 
（染料プリント）

本体価格 ￥1,000　
風呂敷/約70×70cm　 
綿100%　
6905008600　 
4992272652932 

ZV9J22HCUQPMTNMV日本製

スケッチスクエア 
（染料プリント）

本体価格 ￥1,000　
風呂敷/約70×70cm　 
綿100%　
6905008700　 
4992272619973 

ZV9J22HCUQLTTRNV日本製

スケッチランチョン 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,200　
ランチョンマット/H33×W48cm　 
ポリエステル100%　
6905003800　 
4992272619683 

ZV9J22HCUQLTQSNV

スケッチドッグランチョン 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,200　
ランチョンマット/H33×W48cm　 
ポリエステル100%　
6905009700　 
4992272672190 

ZV9J22HCUQRMLTKV

ミンミランチョン 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,200　
ランチョンマット/H33×W48cm　 
ポリエステル86%･綿11%･レーヨン3%　
6905003600　 
4992272619669 

ZV9J22HCUQLTQQTV
　

コースターマイキー 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,500　
コースター4枚組/H10×W10cm　
6905010100　 
4992272710847 

ZV9J22HCURLKSORV
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欧米ではプレースマットと呼ばれているランチョンマット。

ダイニングテーブルを食器で傷つけない目的として使われますが、

マイキー、ミンミ、スケッチドッグ.... 

のデザインで毎日の食卓がおしゃれで楽しくなる、ダイニングアイテムです。

PLACE MAT
ランチョンマット

FUROSHIKI

お弁当箱も瓶も、なんでも包もう！
大好きなリサの風呂敷、登場です！

風呂敷

COASTER

リサ・ラーソンの4柄セットのコースター。
インテリアとしても飾っても素敵。

コースター



ピクニックマイキー 
（プリント）

本体価格 ￥2,800　
ピクニックシート/広げ:H200×W140cm  
収納時:H38×φ16cm　 
表生地:ポリエステル100％ 
裏生地:ポリ塩化ビニル 
詰め物:ウレタンフォーム　
6865005600　 
4992272692891 

ZV9J22HCUQTMSTLV

マイキーバッグ 
（プリント･型押しネーム）

本体価格 ￥2,500　
保冷バッグ/H25×W48×D31cm（持ち手部分含めず）　 
本体部分:ポリエステル 
持ち手部分:アルミ　鏡面シート部分:アルミ　
6905011000　 
4992272692860 

ZV9J22HCUQTMSQKV

おでかけマイキー 
（プリント）

本体価格 ￥800　
おでかけシートクッション/H27×W31.5×D1cm　 
ポリエステル100%　
6865004400　 
4992272662269 

ZV9J22HCUQQMMQTV

レジャーマイキー 
（プリント）

本体価格 ￥800　
レジャーシート（L）/H90×W120cm　 
ポリプロピレン　
6865005500　 
4992272692884 

ZV9J22HCUQTMSSOV
折りたたみ時

091

ODEKAKE SHEET
CUSHION

折りたたんで持ち運べる、一人用のシートクッション。
どこでも腰掛けられるすぐれもの。

お出かけシートクッション

リサ・ラーソンのかわいいアウトドア・アイテムの登場です。
ピクニックやキャンプ、フェスにも行楽にも大活躍です。

PICNIC SHEET

持ち手付きで運べる、便利なピクニックシート。
クッション性のある素材で家族のアウトドアに。

ピクニックシート H200×W140cm



ハリエットボディ 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥3,000　
ダイカットクッション/H28×W44cm　 
側生地:ポリエステル100％ 
詰め物:ポリエステル100％ 
6865005800　 
4992272702927 

ZV9J22HCURKMTMRV

マイキースクエアクッション 
（プリント）

本体価格 ￥20,000　
ビーズクッション/H42×W65×D65cm　 

（カバー）天面部分:ポリエステル85％・ポリウレタン15％  
側面・底面部分：ポリエステル100％ 

（ヌードクッション）側生地:ポリエステル85％・ポリウレタン15％ 
詰め物:ポリエチレン　
6865005700　 
4992272707878 

ZV9J22HCURKRSRSV

レッドマイキークッション 
（ゴブラン織り）

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％　
6865005900　 
4992272702934 

ZV9J22HCURKMTNOV

スケッチキャットカバー 
（ゴブラン織り･織りネーム）

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89%･綿8%･レーヨン3％　
6865007400　 
4992272672176 

ZV9J22HCUQRMLRQV

スケッチドッグカバー 
（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥3,800　
クッション/H45×W45cm　 

（カバー）ポリエステル100%　
6865007300　 
4992272672183 

ZV9J22HCUQRMLSNV

LISA LARSO
N

092

CUSHION
クッション

BEADS CUSHION

マイキーがお部屋のアクセントになる
大きなビーズクッション。しゃれたデザインで
ほっこりくつろぎのインテリアアイテムです。

ビーズクッション

ヌード
クッション

付き

ヌード
クッション

付き

ヌード
クッション

付き



リピートマイキー 
（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥3,500　
トートバッグ/H35×W28cm 
　　  （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88%･綿8%･レーヨン4%  
中生地:ポリエステル80%･綿20%　
8905000200　 
4992272585261 

ZV9J22HCUPSPMQLV

リピートマイキー 
（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥2,800　
ミニバッグ/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88%･綿8%･レーヨン4%  
中生地:ポリエステル80%･綿20%　
8905000100　 
4992272585254 

ZV9J22HCUPSPMPOV
マイキーファンN 

（染料プリント）

本体価格 ￥2,500　
口金ポーチ/H9×W11cm　 
表生地:綿100% 中生地:レーヨン100%　
6905007900　 
4992272635973 

ZV9J22HCUQNPTRNV日本製

マイキーファンN 
（染料プリント）

本体価格 ￥2,500　
口金シガレットケース/H9.5×W13×D2cm　 
表生地:綿100% 中生地:レーヨン100%　
6905008100　 
4992272635997 

ZV9J22HCUQNPTTRV日本製

マイキーファンN 
（染料プリント）

本体価格 ￥2,800　
口金名刺ケース/H7×W11cm　 
表生地:綿100% 中生地:レーヨン100%　
6905005600　 
4992272619911 

ZV9J22HCUQLTTLLV日本製

マイキーファンN 
（染料プリント）

本体価格 ￥3,500　
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%　
6905008000　 
4992272635980 

ZV9J22HCUQNPTSKV日本製

マイキーファンN 
（染料プリント）

本体価格 ￥3,000　
口金眼鏡ケース/H8×W18×D2.3cm　 
表生地:綿100% 中生地:ナイロン100%　
6905008200　 
4992272636000 

ZV9J22HCUQNQKKKV日本製

背面

背面

背面

背面

マイキーゴブラン 
（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥3,800　
トートバッグ/H35×W33×D8.5cm 
 （持ち手部分含めず）　 
ポリエステル100%　
6905010500　 
4992272710793 

ZV9J22HCURLKRTNV
　

マイキーゴブラン 
（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）　 
ポリエステル100%　
6905010400　 
4992272710786 

ZV9J22HCURLKRSQV
　

マイキーゴブラン 
（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,800　
ポーチ/H17×W21.5×D6cm　 
ポリエステル100%　
6905010200　 
4992272710762 

ZV9J22HCURLKRQMV
　

マイキーゴブラン 
（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥2,500　
口金ポーチ/H12×W18×D6cm　 
ポリエステル100%　
6905010300　 
4992272710779 

ZV9J22HCURLKRRTV
　

093

BAG & POUCH
人気のゴブラン織りシリーズ。
新作はベージュカラーの落ち着いたマイキーです。

バッグ＆ポーチ

SUNDRIES

がま口で有名な京都で作られた
口金シリーズです。
こだわりのメイドインジャパン。
ポーチの他に
名刺ケースやメガネケースなど
様々な用途にご使用いただけます。

雑貨

京都がま口／口金シリーズ

マチ付き マチ付き




