【スーパーマリオ ブラザーズ】

スーパーマリオブラザーズのステージをイメージした楽しいミニタオルです。

雲ステージ

ワープゾーン

（無撚糸･パイルジャカード･刺繍）

（無撚糸･パイルジャカード･刺繍）

ステージゴール

（無撚糸･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

4485007100
4992272716481

4485007200
4992272716498

4485005100
4992272705072

4485005200
4992272705089

ZV9J2 HCURLQOSLV

無撚糸

地上ステージ

（無撚糸･パイルジャカード･刺繍）

ZV9J2 HCURLQOTSV

無撚糸

地下ステージ

（無撚糸･パイルジャカード･刺繍）

ZV9J2 HCURKPKRMV

無撚糸

空中ステージ

（無撚糸･パイルジャカード･刺繍）

ZV9J2 HCURKPKSTV

無撚糸

水中ステージ

（無撚糸･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

4485003300
4992272679915

4485003400
4992272679922

4485003500
4992272679939

4485003600
4992272679946

ZV9J2 HCUQRT LPV

無撚糸
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クッパ城ステージ

（無撚糸･パイルジャカード･刺繍）

ZV9J2 HCUQRT M V

無撚糸

ZV9J2 HCUQRT NTV

無撚糸

ZV9J2 HCUQRT OQV

無撚糸

スーパーマリオ

ポルトガル製の
高品質タオル

エンドパターン

マリオパターン

（パイルジャカード･刺繍）

（パイルジャカード･刺繍）

ZV9J2 HCURLQPTRV
ZV9J2 HCURLQ KNV

ZV9J2 HCUQO T TV
ZV9J2 HCUQOPK MV

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約33×36cm
4485009900 4992272716597

本体価格 ￥500 ウォッシュタオル/約33×36cm
4485000100 4992272644999

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約33×80cm
4485010000 4992272716603

本体価格 ￥1,000 フェイスタオル/約33×80cm
4485000200 4992272645002

ポルトガル製

ロングフェイスタオル

ポルトガル製

スーパーマリオのゲーム画面の横スクロールしていく様子を
イメージした楽しいロングフェイスタオルです。

スクロールフィールド

（パイルジャカード･刺繍）
本体価格 ￥1,200

ロングフェイスタオル/約34×100cm

ZV9J2 HCURLQ LKV

4485008400
4992272716610

ウォータースクロール

（パイルジャカード･刺繍）
本体価格 ￥1,200

ロングフェイスタオル/約34×100cm

ZV9J2 HCURLQ MRV

4485008500
4992272716627
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楽しい仕掛け付きのミニタオルシリーズです
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ギミック式タオル

くりっとクリボー

（シャーリングジャカード･サテンアップリケ刺繍） （シャーリングジャカード･アップリケ刺繍）

パタパタピンチ

（シャーリングジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm
本体:綿100%
刺繍部分:
（上糸）
レーヨン100％
（下糸）
ポリエステル100％
アップリケ部分:ポリエステル100％

ミニタオル/約25×25cm
本体:綿100%
刺繍部分:
（上糸）
レーヨン100％
（下糸）
ポリエステル100％
アップリケ部分:ポリエステル100％

ミニタオル/約25×25cm
本体:綿100%
刺繍部分:
（上糸）
レーヨン100％
（下糸）
ポリエステル100％
アップリケ部分:ポリエステル100％

4485007700
4992272716542

4485007800
4992272716559

4485005600
4992272705126

本体価格 ￥500
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おさんぽワンワン

（シャーリングジャカード･外付けアップリケ）

ZV9J2 HCURKPLMQV

で光ります
闇

おどかしテレサ

（シャーリングジャカード･蓄光刺繍）

パチパチボム兵

（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

4485005400
4992272705102

4485005300
4992272705096

ミニタオル/約25×25cm
本体:綿100%
アップリケ部分:ポリエステル100％

ZV9J2 HCURKPKTQV

ZV9J2 HCURKPL TV

4485005500
4992272705119

マリオブリス用 ( ドットアート ) を使用した

ゲーム中のあのワンシーンが蘇るギミック式ミニタオル！
商品を載せる場合はこちらのコピーライトを
なにがでてくるかな？アップリケ刺繍の中から現れるものは？！
子供も大人も楽しめ、思わず人に見せたくなるミニタオルです。
使用してください。

紐 を引っ張 って
ル ープタオルとしても
使 えます

通常アートの商品も同じページに載る場合は
【通常用】【マリオブリス用】両方載せます。

土管トラップ

キラーパニック

（パイルジャカード･アップリケ刺繍･布帛紐）

うきうきハテナブロック

（パイルジャカード･アップリケ刺繍･布帛紐）

ブレイクブロック

（パイルジャカード･アップリケ刺繍･布帛紐）

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
本体:綿100%
刺繍部分:
（上糸）
レーヨン100％
（下糸）
ポリエステル100％
アップリケ部分:ポリエステル100％

ミニタオル/約25×25cm
本体:綿100%
刺繍部分:
（上糸）
レーヨン100％
（下糸）
ポリエステル100％
アップリケ部分:ポリエステル100％

ミニタオル/約25×25cm
本体:綿100%
刺繍部分:
（上糸）
レーヨン100％
（下糸）
ポリエステル100％
アップリケ部分:ポリエステル100％

ミニタオル/約25×25cm
本体:綿100%
刺繍部分:
（上糸）
レーヨン100％
（下糸）
ポリエステル100％
アップリケ部分:ポリエステル100％

4485007300
4992272716504

4485007400
4992272716511

4485007500
4992272716528

4485007600
4992272716535

ZV9J2 HCURLQPKOV
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がキラキラ

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCURKPLKMV

（パイルジャカード･アップリケ刺繍･布帛紐）

花

ZV9J2 HCURLQPL V

！

ZV9J2 HCURLQP TV

ブラゆれ
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ZV9J2 HCURLQPOMV

ZV9J2 HCURLQPMSV

ZV9J2 HCURLQPNPV

MARIO

PA

CKUN FLOWER

土管マリオ

パックンフラワー

（パイルジャカード･はみ出しアップリケ刺繍）

1UP

スーパーマリオ

くるっと畳んでびっくり！マリオのアイテムに大変身！

（パイルジャカード･はみ出しアップリケ刺繍）

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

4485004700
4992272705034

4485004800
4992272705041

ZV9J2 HCURKPKNOV

KINOKO

FI

1アップキノコ

（パイルジャカード･はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥500

RE FLOWER

ZV9J2 HCURKPKOLV

ファイヤーフラワー

（パイルジャカード･はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥500

ミニタオル/約25×25cm

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCURKPKPSV

ZV9J2 HCURKPKQPV

4485004900
4992272705058

4485005000
4992272705065

おでかけタオル

スターポップ

（表:ガーゼ･染料プリント･裏:甘撚り糸･抗菌防臭加工）
本体価格 ￥380

おでかけタオル/約47×25cm
（ループ部分含めず）
綿100%

ZV9J2 HCUQMNKQMV

4405001300
4992272623062

湯上げタオル
写 真 をとって 遊 べ る
湯 上 げ タ オル

ファーストステージ

（表:ガーゼ･染料プリント･裏:無撚糸）
本体価格 ￥1,500

湯上げタオル/約90×90cm

ZV9J2 HCURKSNMPV

4485006400
4992272708325

無撚糸
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