【おさるのジョージ】

おさるのジョージ
アメリカの絵本作家レイ夫妻によって1941年に刊⾏された絵本「Curious George」に
登場するキャラクターとして⽣み出されました。
⽇本ではその絵本が「ひとまねこざる」
シリーズとして1954年に出版され累計556万部を記録しました。
⾝の周りのあらゆることに対し好奇⼼をもち、愛らしい騒動や冒険を巻き起こすジョージは、
世代を問わず多くの⼈々に愛され続けています。
2008年にNHK EテレでTVアニメーションシリーズがスタートし、2019年には放送開始10周年を迎えました。
そして更に！おさるのジョージは2021年に８０周年を迎えます。絵本版もアニメ版もジョージは、
多くの⼦供たちから⽀持を得ています。

オーガニックコットン
オーガニック綿は認 証機 関に
認められた農地で､農 薬･肥 料

の厳 格な基 準を守って育てら
れ た 綿 花 の 事 で す｡農 薬 や 化

学肥 料に頼らず土壌の持つ力
によって 育 てら れ た 、人と環
境に優しい商品です。

オーガニックジョージ

（オーガニックコットン･パイルジャカード･織りネーム）

ZV9J2 HCURLOMKNV
ZV9J2 HCURLOMLKV

本体価格 ￥600 キャリータオル/約30×30cm
4765009500 4992272714203

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4765009600 4992272714210
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オーガニックコットン

おさ るのジョージ

便利な中間サイズ！

キャリータオルとは

チアフルジョージ

キャリータオル

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！

ミニタオル

30cm

ミニタオルよりも
少し大きめ!

30cm

ウォッシュタオル

ペインティングジョージ

（無撚糸･パイルジャカード･織りネーム）

（無撚糸･パイルジャカード･刺繍）

ZV9J2 HCURLOMOLV
ZV9J2 HCURLOMPSV

ZV9J2 HCURLOM RV
ZV9J2 HCURLOMNOV

本体価格 ￥600 キャリータオル/約30×30cm
4765009900 4992272714241

本体価格 ￥600 キャリータオル/約30×30cm
4765009700 4992272714227

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4765010000 4992272714258

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4765009800 4992272714234

無撚糸

イエローバナナジョージ

（シャーリング･染料プリント･刺繍）

ZV9J2 HCURLOLQ V
ZV9J2 HCURLOLRNV

無撚糸

なかよしジョージ

（シャーリング･染料プリント･刺繍）

ZV9J2 HCURLOLSKV
ZV9J2 HCURLOLTRV

本体価格 ￥600 キャリータオル/約30×30cm
4765009100 4992272714166

本体価格 ￥600 キャリータオル/約30×30cm
4765009300 4992272714180

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4765009200 4992272714173

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
4765009400 4992272714197
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イエローストライプ

（パイルジャカード･スカラップ･アップリケ刺繍）

ZV9J2 HCURK OSKV
ZV9J2 HCURK OTRV
ZV9J2 HCURK PKNV

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
4765008100 4992272700480

ハッピーバナナ

（無撚糸･パイルジャカード･アップリケ刺繍）

ZV9J2 HCUQM PLPV
ZV9J2 HCUQM PM V
ZV9J2 HCUQM PNTV

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
4765000600 4992272622515

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
4765000700 4992272622522

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
4765008200 4992272700497

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
4765008300 4992272700503

本体価格 ￥2,000 バスタオル/約60×120cm
4765000800 4992272622539

無撚糸

ハッピーアクティブ

わくわくジョージ

（無撚糸･パイルジャカード･アップリケ刺繍）

（無撚糸･パイルジャカード･抗菌防臭加工）

ZV9J2 HCUQTLOTSV
ZV9J2 HCUQTLPKOV
ZV9J2 HCUQTLPL V

本体価格 ￥300 ウォッシュタオル/約34×36cm
4765013300 4992272738087

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約34×36cm
4765006600 4992272691504

本体価格 ￥500 フェイスタオル/約34×80cm
4765013400 4992272738094

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約34×80cm
4765006700 4992272691511

本体価格 ￥1,500 バスタオル/約60×120cm
4765013500 4992272738100

無撚糸
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ZV9J2 HCURNSKSRV
ZV9J2 HCURNSKTOV
ZV9J2 HCURNSLK V

本体価格 ￥500 ミニタオル/約25×25cm
4765006500 4992272691498

無撚糸

269Z09

おさ るのジョージ

Muffler Towel

Odekake Towel

マフラ ー タオル

お で か けタオル

にこにこジョージ

おでかけジョージ

（無撚糸･スチームシャーリング･抗菌防臭加工）

（表:ガーゼ･染料プリント･裏:甘撚糸･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥500

本体価格 ￥380

マフラータオル/約18×110cm

ZV9J2 HCURNSPSMV

4765013600
4992272738582

おでかけタオル/約47×25cm
（ループ部分含めず）
綿100%

269Z09

269Z09

ZV9J2 HCUQMNKNLV

4765000200
4992272623031

無撚糸

Eco Bag

再生ポリエステル

エ コ バック

｢再生ポリエステル｣とは回収したペッ
トボトルから作られたポリエステル繊
維です｡ ｢ 再 生ポリエステル素 材 ｣の
使 用は石 油 の 使 用 量や ､ 使 用 済み
ペットボトルの廃棄物の量も削減でき
ます。近年、環境への関心が高まる中
で｢再生ポリエステル繊維製品｣が注
目されています。

収納袋

収納袋

背面

収納袋

背面

にっこりジョージ

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

背面

ジョージとあそぼう

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

ジョージといっしょ

（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

本体価格 ￥1,200

本体価格 ￥1,200

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

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

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

4765010100
4992272714265

4765010200
4992272714272

4765010300
4992272714289

ZV9J2 HCURLOMQPV

ZV9J2 HCURLOMRMV

ZV9J2 HCURLOMSTV
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おさ るのジョージ

Tote Bag
ト ートバック

デニム生地を使ったおしゃれなアメカジ風トートバッグ。
お子様にもお母様にも使いやすいサイズになっています。
ワッペン刺繍がポイントになります。

ワッペン
刺

繍

ベストデイエバー

繍

ワッペン
刺

（デニム生地･ラバープリント･
刺繍･織りネーム）
本体価格 ￥1,300

本体価格 ￥1,300

トートバッグ/H34.5×W32cm
（持ち手部分含めず）
綿65%･ポリエステル35%

トートバッグ/H34.5×W32cm
（持ち手部分含めず）
綿65%･ポリエステル35%

ZV9J2 HCURLOMTQV

ZV9J2 HCURLONKMV

4765010400
4992272714296

ワッペン
刺
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プロフィールジョージ

（デニム生地･ラバープリント･
刺繍･織りネーム）
本体価格 ￥1,300

トートバッグ/H34.5×W32cm
（持ち手部分含めず）
綿65%･ポリエステル35%

ZV9J2 HCURLONMQV

4765010700
4992272714326

繍

ZV9J2 HCURLONLTV

4765010600
4992272714319

ワッペン
刺

繍

本体価格 ￥1,300

トートバッグ/H34.5×W32cm
（持ち手部分含めず）
綿65%･ポリエステル35%

4765010500
4992272714302

ワッペン
刺

繍

ハッピーリトルモンキー

（デニム生地･ラバープリント･
刺繍･織りネーム）

アイワナプレイ

（デニム生地･ラバープリント･
刺繍･織りネーム）

ジョージ アンド フレンズ

（デニム生地･ラバープリント･
刺繍･織りネーム）
本体価格 ￥1,300

トートバッグ/H34.5×W32cm
（持ち手部分含めず）
綿65%･ポリエステル35%

ZV9J2 HCURLON NV

4765010800
4992272714333

