「エヴァンゲリオン」は、世界的に人気のアニメーションシリーズです。1995年のTVシリーズ
「 新 世 紀エヴァンゲリオン」の放 送から始まり、コミック・映 画・ゲームなどさまざまなメディア
に展 開 、社 会 現 象を巻き起こしました。2 0 0 7 年から始まった「ヱヴァンゲリヲン新 劇 場 版 」
シリーズは、時 代 性を捉えたキャラクター造 形や、
ミステリアスで奥 深いストーリーによって、
若者を中心に幅広い年代の男女に受け入れられています。斬新かつスタイリッシュな映像表
現は一般の視聴者だけでなく、国内外問わず多数のクリエーターに影響を与えています。
【エヴァンゲリオン】

「エヴァンゲリオン」は、世界的に人気のアニメーションシリーズです。
1995 年の TV シリーズ「新世紀エヴァンゲリオン」の放送から始まり、
コミック・映画・ゲームなどさまざまなメディアに展開、社会現象を巻き起こしました。
2007 年から始まった「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズは、
時代性を捉えたキャラクター造形や、ミステリアスで奥深いストーリーによって、
若者を中心に幅広い年代の男女に受け入れられています。
斬新かつスタイリッシュな映像表現は一般の視聴者だけでなく、
国内外問わず多数のクリエーターに影響を与えています。

そして待望の次回作「シン•エヴァンゲリオン新劇場版」が 2020 年に公開決定！！

ファーストライド

（パイルジャカード･染料プリント･織りネーム）

ZV9J2 HCUQTKR OV
ZV9J2 HCUQTKRSLV
ZV9J2 HCUQTKRTSV

ネルフロゴレッド

（パイルジャカード･刺繍）

ZV9J2 HCURLMSRMV
ZV9J2 HCURLMS TV

本体価格 ￥600 ミニタオル/約25×25cm
4885002000 4992272690774

本体価格 ￥600 キャリータオル/約30×30cm
4885004000 4992272712872

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
4885002100 4992272690781

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4885004100 4992272712889

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4885002200 4992272690798

初号機アップ

初号機ライン

（パイルジャカード･織りネーム）

（パイルジャカード･刺繍）

ZV9J2 HCURKPSKPV
ZV9J2 HCURKPSLMV
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ZV9J2 HCURKPSMTV
ZV9J2 HCURKPSNQV

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
4885003600 4992272705805

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
4885003800 4992272705829

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4885003700 4992272705812

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4885003900 4992272705836

エヴァンゲリオン

（シャーリング･全面刺繍）

エヴァンゲリオン

ミニタオル

エマージェンシー

初号機

（パイルジャカード･刺繍･織りネーム）

（パイルジャカード･織りネーム）

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

ミニタオル/約25×25cm

4885001800
4992272690750

4885001900
4992272690767

ZV9J2 HCURKPRQSV

ZV9J2 HCUQTKRPKV

4885003200
4992272705768

ネルフロゴ

（パイルジャカード･刺繍･織りネーム）

ZV9J2 HCUQTKRQRV

ロンギヌス

ファーストライド

（パイルジャカード･刺繍･織りネーム）

（パイルジャカード･染料プリント･
織りネーム）

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

本体価格 ￥600

4885001600
4992272690736

4885001700
4992272690743

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCUQTKRNQV

ZV9J2 HCUQTKRONV

ZV9J2 HCUQTKR OV

4885002000
4992272690774

スポーツタオル

ラウンドマット
BOX
入り

ネルフライン

ネルフラウンド

（パイルジャカード･刺繍･抗菌防臭加工）

（タフティング･刺繍）

本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥3,000

スポーツタオル/約34×110cm

ラウンドマット/φ60cm
パイル部分:アクリル100%

ZV9J2 HCURNML PV

4885004300
4992272732115

防水バッグ

ZV9J2 HCURLMSTQV

4885004200
4992272712896

くるっと丸めて簡 単に使えます！

防水

エヴァンゲリオンロゴが
印 象 的な防 水 バッグ。
ショルダーベ ルトで
肩 掛け＆手 提げも可 能な
2 WAY タイプ。

ネルフロゴアート

（プリント）

本体価格 ￥2,000

防水バッグ
（20L）
/H48×φ23cm
PVC

ZV9J2 HCURNM LOV

4885005300
4992272732214
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「エヴァンゲリオン」は、世界的に人気のアニメーションシリーズです。
1995 年の TV シリーズ「新世紀エヴァンゲリオン」の放送から始まり、
コミック・映画・ゲームなどさまざまなメディアに展開、社会現象を巻き起こしました。
2007 年から始まった「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズは、
時代性を捉えたキャラクター造形や、ミステリアスで奥深いストーリーによって、
若者を中心に幅広い年代の男女に受け入れられています。
斬新かつスタイリッシュな映像表現は一般の視聴者だけでなく、
国内外問わず多数のクリエーターに影響を与えています。

そして待望の次回作「シン•エヴァンゲリオン新劇場版」が 2020 年に公開決定！！

269Z09

レジャーバスタオル
Leisu re Bath Towel

パッケージ

モノクロームアスカ

プラグスーツシンジ

（シャーリング･染料プリント･抗菌防臭加工）

（シャーリング･染料プリント）

本体価格 ￥5,000

本体価格 ￥5,000

レジャーバスタオル/約70×140cm

レジャーバスタオル/約70×140cm

4885005500
4992272732139

4885000000
4992272683677

ZV9J2 HCURNMLNTV

パッケージ

モノクロームマリ

パッケージ

モノクロームレイ

（シャーリング･染料プリント･抗菌防臭加工）

パッケージ

プロフィールシンジ

（シャーリング･染料プリント）

本体価格 ￥5,000

本体価格 ￥5,000

本体価格 ￥5,000

レジャーバスタオル/約70×140cm

レジャーバスタオル/約70×140cm

レジャーバスタオル/約70×140cm

4885005600
4992272732146

4885005400
4992272732122

4885000400
4992272683714

ZV9J2 HCURNMLOQV
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ZV9J2 HCUQSNQR V

269Z09

269Z09

（シャーリング･染料プリント･抗菌防臭加工）

パッケージ

ZV9J2 HCURNMLM V

ZV9J2 HCUQSNRLOV

エヴァンゲリオン

パッケージ

パッケージ

プラグスーツレイ

プラグスーツアスカ

（シャーリング･染料プリント）

パッケージ

プラグスーツカヲル

（シャーリング･染料プリント）

（シャーリング･染料プリント）

本体価格 ￥5,000

本体価格 ￥5,000

本体価格 ￥5,000

レジャーバスタオル/約70×140cm

レジャーバスタオル/約70×140cm

レジャーバスタオル/約70×140cm

4885000100
4992272683684

4885000200
4992272683691

4885000300
4992272683707

ZV9J2 HCUQSNQSOV

ZV9J2 HCUQSNQTLV

パッケージ

パッケージ

プロフィールレイ

（シャーリング･染料プリント）

ZV9J2 HCUQSNRKRV

プロフィールアスカ

（シャーリング･染料プリント）

パッケージ

プロフィールカヲル

（シャーリング･染料プリント）

本体価格 ￥5,000

本体価格 ￥5,000

本体価格 ￥5,000

レジャーバスタオル/約70×140cm

レジャーバスタオル/約70×140cm

レジャーバスタオル/約70×140cm

4885000500
4992272683721

4885000600
4992272683738

4885000700
4992272683745

ZV9J2 HCUQSNRMLV

ZV9J2 HCUQSNRNSV

ZV9J2 HCUQSNROPV
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