主 人 公・江 戸 川コナンは、見た目は小 学 生だが、
その 正
体は高 校 生 探 偵・工 藤 新 一 ! ! 黒ずくめの 男 達 に毒 薬を
主人公・江戸川コナンは、見た目は小学1年生だが、

飲まされ 、体 が 縮 んでしまった の だ 。コナンは 父 親 が
その正体は高校生探偵・工藤新一!!黒ずくめの男達に

探 偵 事 務 所をやっている 幼 馴 染 の 蘭 の 家 に 転 がり
毒薬を飲まされ、体が縮んでしまったのだ。

込み、黒ずくめの組 織を追う! ! 待ち受けるのは数々の難
コナンは父親が探偵事務所をやっている幼馴染の蘭

事 件の家に転がり込み、
、そして世 紀の大 怪
盗 ! ! たったひとつの真 実 求め、
黒ずくめの組織を追う!!

コナンは謎に立ち向かう!
!アニメ
「名
探 偵コナン」は毎 週
待ち受けるのは数々の難事件、
そして世紀の大怪盗!!
土 曜よる6
: 0 0より好 評放送中!
!
たったひとつの真実求め、
コナンは謎に立ち向かう!!

読 売テレビ
・日本テレビ系(一部地域除く)
アニメ
「名探 偵コナン」は毎 週 土曜よる6:0 0より

※地好評放
域により放
送日時は異なります。
送中!!読売テレビ
・日本テレビ系(一 部 地 域除

く)※地域により放送日時は異なります。
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米花町の日常

（パイルジャカード･朱子ボーダー･織りネーム･
刺繍･抗菌防臭加工）

ZV9J2 HCURNMKNKV
ZV9J2 HCURNMKORV

また会おうぜ名探偵

（パイルジャカード･朱子ボーダー･刺繍･抗菌防臭加工）

ZV9J2 HCURNMKLQV
ZV9J2 HCURNMKMNV

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
4855006800 4992272732030

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
4855006600 4992272732016

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
4855006900 4992272732047

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
4855006700 4992272732023

名 探 偵コナン

ミニタオル
エイプリルフール

（シャーリングジャカード･刺繍）
本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

4855004200
4992272705386

4855004300
4992272705393

ZV9J2 HCURKPNSQV

犯人はお前だ

（パイルジャカード･はみ出しアップリケ刺繍･刺繍）

シャイニーコナン

（シャーリング･ジャカード･刺繍）
本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

4855004400
4992272705409

4855004700
4992272705430

4855004600
4992272705423

シャイニー赤井

（シャーリングジャカード･刺繍･抗菌防臭加工）

ZV9J2 HCURKPONKV

シャイニー灰原

（シャーリングジャカード･刺繍･抗菌防臭加工）

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCURNLTSTV

4855006300
4992272731989

シャイニー安室

シャイニーキッド

（シャーリングジャカード･刺繍･抗菌防臭加工）

（シャーリング･ジャカード･刺繍）

本体価格 ￥500

（シャーリングジャカード･織りネーム･
刺繍･抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500

ZV9J2 HCURKPNTNV

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCURKPOKTV

ブルーワンダーを頂きに

キッドからの予告状

（シャーリングジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500

ZV9J2 HCURKPOMNV

アイアピール

（シャーリング･染料プリント･織りネーム）

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCURNLT QV

4855006400
4992272731996

コナンスタイル

（パイルジャカード･刺繍）

本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

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

4855006500
4992272732009

4855007900
4992272740516

4855004500
4992272705416

4855001000
4992272623215

ZV9J2 HCURNMK TV

コナンスタイル

ZV9J2 HCUROKPLQV

ZV9J2 HCURKPOLQV

ブラウンアイテム

（パイルジャカード･刺繍）

真実はいつもひとつ

（パイルジャカード･刺繍）

ZV9J2 HCUQMNMLPV
ZV9J2 HCUQMNM MV
ZV9J2 HCUQMNMNTV

ZV9J2 HCUQMNMLPV

（パイルジャカード･織りネーム）

ZV9J2 HCUQRTSPOV
ZV9J2 HCUQRTSQLV

ZV9J2 HCURKPO RV
ZV9J2 HCURKPOPOV

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
4855001000 4992272623215

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
4855003000 4992272679854

本体価格 ￥400 ウォッシュタオル/約34×36cm
4855004800 4992272705447

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
4855001100 4992272623222

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
4855003100 4992272679861

本体価格 ￥800 フェイスタオル/約34×80cm
4855004900 4992272705454

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
4855001200 4992272623239
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名 探 偵コナン

キャラクター達の名 言を集めたタオルシリーズ
クールラインズコナン

クールラインズキッド

（シャーリングジャカード･織りネーム･
刺繍･抗菌防臭加工）

（シャーリングジャカード･織りネーム･
刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥1,000

本体価格 ￥1,000

フェイスタオル/約34×80cm

フェイスタオル/約34×80cm

4855007000
4992272732054

4855007100
4992272732061

ZV9J2 HCURNMKPOV

ZV9J2 HCURNMKQLV

クールラインズ安室

クールラインズ灰原

（シャーリングジャカード･織りネーム･
刺繍･抗菌防臭加工）

クールラインズ赤井

（シャーリングジャカード･織りネーム･
刺繍･抗菌防臭加工）

（シャーリングジャカード･織りネーム･
刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥1,000

本体価格 ￥1,000

本体価格 ￥1,000

フェイスタオル/約34×80cm

フェイスタオル/約34×80cm

フェイスタオル/約34×80cm

4855007200
4992272732078

4855007300
4992272732085

4855007400
4992272732092

ZV9J2 HCURNMKRSV

ZV9J2 HCURNMKSPV

マフラータオル

ZV9J2 HCURNMKTMV

エコバック
収納袋

再生ポリエステル

コナンアイテム

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

コナンアイコン

本体価格 ￥1,200

（無撚糸･スチームシャーリング･抗菌防臭加工）

マフラータオル/約18×110cm

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%

4855007600
4992272738698

4855007500
4992272732108

本体価格 ￥500

ZV9J2 HCURNSQTSV

ZV9J2 HCURNMLKSV

無撚糸

タオル枕カバー

フェイスアイコン

アイテムカラー

（無撚糸･スチームシャーリング）

（パイルジャカード･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600

本体価格 ￥1,500

マフラータオル/約18×110cm

ZV9J2 HCURLMOSNV

タオル枕カバー
（大人用）
/約34×64cm
綿95%･ポリウレタン5%

4855005600
4992272712483

無撚糸
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背面

ZV9J2 HCURLMORQV

4855005500
4992272712476

