
大 人 気！日本 製  風呂敷・手ぬぐいシリーズ

藤子・Ｆ・不二雄のまんが「ドラえもん」に登場
する、ネコ型ロボット“ドラえもん”アニメ化や映
画化でも人気を集め、今は世界中のファンに
愛されています。『Ｉ̓m Doraemon』シリーズ
は2016年よりサンリオオリジナルデザインと
して登場しました。

風呂敷 ･ 手ぬぐい

【アイムドラえもん】

わごころてまり 
（岡生地･プリント）

本体価格 ￥800　
手ぬぐい/約34×90cm　
2905001200　 
4992272712841 

ZV9J22HCURLMSOLV
　

日本製

わごころあそび 
（岡生地･プリント）

本体価格 ￥800　
手ぬぐい/約34×90cm　
2905001300　 
4992272712858 

ZV9J22HCURLMSPSV
　

日本製

わごころちらし 
（岡生地･プリント）

本体価格 ￥800　
手ぬぐい/約34×90cm　
2905001400　 
4992272712865 

ZV9J22HCURLMSQPV
　

日本製

タイムふろしき 
（シャンタン生地･染料プリント）

本体価格 ￥1,000　
風呂敷/約70×70cm
綿100％　
2905001700　 
4992272719413 

ZV9J22HCURLTOLNV
　

日本製

フェイスドット 
（シャンタン生地･染料プリント）

本体価格 ￥1,000　
風呂敷/H70×W70cm　 
綿100％
2905000900　 
4992272644234 

ZV9J22HCUQOOMNOV 日本製
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269Z09

269Z09

｢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

269Z09

フライングふろしき 
（パイルジャカード･スカラップ刺繍･刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2805017000　4992272730180 

ZV9J22HCURNKLSKV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2805017100　4992272730197 

ZV9J22HCURNKLTRV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2805017200　4992272730203 

ZV9J22HCURNKMKNV

アイムドラえもん 
（無撚糸･パイルジャカード･ヨコ織り･刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2805013300　4992272700046 

ZV9J22HCURKKKOQV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2805013400　4992272700053 

ZV9J22HCURKKKPNV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2805013500　4992272700060 

ZV9J22HCURKKKQKV無撚糸

コロコロドラえもん 
（パイルジャカード･刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2805013000　4992272700015 

ZV9J22HCURKKKLPV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2805013100　4992272700022 

ZV9J22HCURKKKMMV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2805013200　4992272700039 

ZV9J22HCURKKKNTV

コロコロフェイス 
（パイルジャカード･スカラップ･刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2805011700　4992272688917 

ZV9J22HCUQSSTLRV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2805011800　4992272688924 

ZV9J22HCUQSSTMOV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2805011900　4992272688931 

ZV9J22HCUQSSTNLV

メニーフェイシーズ 
（無撚糸･パイルジャカード･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥300　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2805017300　4992272737998 

ZV9J22HCURNRTTSV本体価格 ￥500　フェイスタオル/約34×80cm　 
2805017400　4992272738001 

ZV9J22HCURNSKKLV本体価格 ￥1,500　バスタオル/約60×120cm　 
2805017500　4992272738018 

ZV9J22HCURNSKLSV無撚糸
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「初期ドラえもん」「キングドラえもん」「やっと会えた仲間達」「一緒にパーティー」は販路制限・販売期間がございます。くわしくは担当営業までお問あわせください。

原
作
連
載
開
始
当
初
の

ド
ラ
え
も
ん
を

オ
マ
ー
ジ
ュ
し
た

特
別
な
デ
ザ
イ
ン
で
す
。

キャリータオルとは？

キャリータオルは小さめのカバンにもすっぽり収ま
る持ち運びにちょうどいいサイズのタオルです。一
般的なタオルハンカチよりも少し大きめでたっぷり
とした安心感があり、外出先で何度も手を洗うお
子様とのお出かけにもとっても便利です！

269Y16269Y16

裏
面ガーゼプリント

ドラえもんたくさん 
（裏ガーゼプリント･はみ出しアップリケ刺繍･ 
刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥500　キャリータオル/約30×30cm　 
2805016600　4992272730142 

ZV9J22HCURNKLOMV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2805016700　4992272730159 

ZV9J22HCURNKLPTV

キングドラえもん 
（シャーリング・ジャカード･染料プリント･ソフト顔料プリント･刺繍）

本体価格 ￥500　キャリータオル/約30×30cm　 
2805014800　4992272712759 

ZV9J22HCURLMRPTV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2805014900　4992272712766 

ZV9J22HCURLMRQQV

やっと会えた仲間達 
（シャーリング・ジャカード･染料プリント）

本体価格 ￥500　キャリータオル/約30×30cm　 
2805015200　4992272712797 

ZV9J22HCURLMRTRV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2805015300　4992272712803 

ZV9J22HCURLMSKNV

一緒にパーティー 
（パイルジャカード･染料プリント）

本体価格 ￥500　キャリータオル/約30×30cm　 
2805015000　4992272712773 

ZV9J22HCURLMRRNV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2805015100　4992272712780 

ZV9J22HCURLMRSKV

いっぱいドラえもん 
（パイルジャカード･アップリケ刺繍･刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥500　キャリータオル/約30×30cm　 
2805016800　4992272730166 

ZV9J22HCURNKLQQV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2805016900　4992272730173 

ZV9J22HCURNKLRNV

初期ドラえもん 
（パイルジャカード･朱子ボーダー･織りネーム）

本体価格 ￥500　キャリータオル/約30×30cm　 
2805015400　4992272712810 

ZV9J22HCURLMSLKV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2805015500　4992272712827 

ZV9J22HCURLMSMRV
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 もちもちクッション

背面

人気の「アンキパン」・「どら焼き」をモチーフにしたタオル&クッションです。

背面

も
ち

もちとした触感がクセになる

ド
ラ

えもん、クッションシリーズ

フライングアンキパン 
（パイルジャカード･スカラップ･刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2805012700　4992272699982 

ZV9J22HCUQTTTSMV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2805012800　4992272699999 

ZV9J22HCUQTTTTTV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2805012900　4992272700008 

ZV9J22HCURKKKKSV

フライングどらやき 
（パイルジャカード･スカラップ･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2805003700　4992272644036 

ZV9J22HCUQOOKNQV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2805003800　4992272644043 

ZV9J22HCUQOOKONV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2805003900　4992272644050 

ZV9J22HCUQOOKPKV

アンキパン小 
（ピーチスキン･プリント）

本体価格 ￥1,500　
もちもちクッション/H30×W26×D9cm　 
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%　
2805013700　 
4992272700084 

ZV9J22HCURKKKSOV

ドラ焼き 
（ピーチスキン･プリント）

本体価格 ￥1,200　
もちもちクッション/φ30×D12cm　 
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%　
2805013800　 
4992272700091 

ZV9J22HCURKKKTLV
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 ミニタオル

ダイカットや全面刺繍など、
魅力いっぱいのミニタオルシリーズ

レトロシンプル 
（シャーリング･全面刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約25×25cm　
2805009200　 
4992272675474 

ZV9J22HCUQRPOROV

ミニミニタイムふろしき 
（無撚糸･パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2805011400　 
4992272688887 

ZV9J22HCUQSSSSRV無撚糸

サイドフェイス 
（無撚糸･パイルジャカード･スカラップ･ 
刺繍･はみ出しアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2805011500　 
4992272688894 

ZV9J22HCUQSSSTOV無撚糸

ひょっこりドラえもん 
（無撚糸･パイルジャカード･スカラップ･織りネーム）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2805011600　 
4992272688900 

ZV9J22HCUQSSTKKV無撚糸

フライングアンキパン 
（パイルジャカード･スカラップ･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2805012700　 
4992272699982 

ZV9J22HCUQTTTSMV

フライングどらやき 
（パイルジャカード･スカラップ･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2805003700　 
4992272644036 

ZV9J22HCUQOOKNQV

コロコロドラえもん 
（パイルジャカード･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2805013000　 
4992272700015 

ZV9J22HCURKKKLPV

アイムドラえもん 
（無撚糸･パイルジャカード･ヨコ織り･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2805013300　 
4992272700046 

ZV9J22HCURKKKOQV無撚糸

コロコロフェイス 
（パイルジャカード･スカラップ･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2805011700　 
4992272688917 

ZV9J22HCUQSSTLRV

フライングふろしき 
（パイルジャカード･スカラップ刺繍･ 
刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
2805017000　 
4992272730180 

ZV9J22HCURNKLSKV
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エコバッグ ティッシュボックスカバー ごっつんクッション

腰当てクッション フード付きネックピロー

椅子と腰の間に挟んで
腰をサポート

ビーズクッションを
ひっくりかえすと、
「フード付きネックピロー」
に大変身！

ぬいぐるみみたいなふわふわな
ティッシュボックスカバーです。

壁にかけて使える
ティッシュボックスカバー

上部のへこみ部分にお子さまの後頭部が
フィットするように作られています。

赤ちゃんの後頭部や
背中の保護に

背面

前面

肩ひもは
アジャスター
付きでサイズ
調整可能。

背面

目

元がかくせるフード付き！

外側

四次元エコバッグ 
（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,200　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:H10×W17.5cm　 
ポリエステル100%　
2905001600　 
4992272730210 

ZV9J22HCURNKMLKV
　

ドラえもんクッション 
（プリント）

本体価格 ￥1,500　
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　
2865003600　 
4992272730227 

ZV9J22HCURNKMMRV
　

リラックスドラえもん 
（プリント･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　
2865003800　 
4992272730241 

ZV9J22HCURNKMOLV
　

カバードラえもん 
（ソフトボア生地･刺繍･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥2,000　
ティッシュボックスカバー/ 
H48×W31cm（腕部分含めず）　 
側生地:ポリエステル100%  
詰め物:ポリエステル100%　
2905001100　 
4992272712834 

ZV9J22HCURLMSNOV
　

ごっつんドラえもん 
（メッシュ生地）

本体価格 ￥1,200　
ごっつんクッション/ 
H30×W18×D3cm 

（タケコプター部分含めず）　 
側生地:ポリエステル100%  
詰め物:ポリエステル100%　
2865003700　 
4992272730234 

ZV9J22HCURNKMNOV
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通気性の良い
メッシュ素材
を使用。




