ミッフィー

miffy

ミッフィー は 小 さ なうさ ぎ の 女 の 子 。
オラン ダ の 絵 本 作 家・グ ラフィック デ ザ イナ ー の
ディック・ブ ル ー ナ が 描 い た 絵 本 の 主 人 公 で す 。
正 直 で 純 真 で 勇 気 が あり、
い つ も 新し い ことに 興 味 津 々 なミッフィーと 、
家 族 や お とも だ ち が 繰り広 げ る あ た た か い
物 語 は 、世 界 中 の 人 々 に 愛 さ れ 続 け て い ます 。

エコバッグ
シ ン プ ル で 大 人っぽ い デ ザ イン の エ コ バッグ シリー ズ が 新 登 場！

（背面）

（背面）
収納袋

ミッフィーがいっぱい

（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

収納袋

収納袋

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

ストライプおばけ

ラウンドミッフィー

（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

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
因となる繊維上の細菌の増殖
収納時:12×12cm
を抑えて防臭する加工です。
ポリエステル100%

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

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

5905000700
4992272716047

5905000600
4992272716030

5905000900
4992272734133

5905000800
4992272734126

ZV9J2 HCURLQKORV

本体価格 ￥1,200
｢抗菌防臭加工｣とは臭いの原

ミッフィーアンドダーン

収納袋

ZV9J2 HCURLQKNKV

ZV9J2 HCURNOLN V

ZV9J2 HCURNOLMQV

034

ア

き

リケ刺 繍付
ップ

ミッフィースポーツ

（無撚糸･パイルジャカード･アップリケ刺繍）

ZV9J2 HCURLMNQKV
ZV9J2 HCURLMNR V

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
5805015200 4992272712360

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
5805015300 4992272712377

ア

リケ刺 繍付
ップ

き

サガラ刺繍
こ”
も

き
付

“も
こ

無撚糸

フルーツとミッフィー

（無撚糸･パイルジャカード･サガラ刺繍）
本体価格 ￥600
本体価格 ￥600

本体価格 ￥1,200

ZVZV99JJ22 HHCCUURRKKOOMMRSNKVV
ZV9J2 HCURKOMTRV

ミニタオル/約25×25cm

5805013300 4992272704273

ウォッシュタオル/約34×36cm

5805013400 4992272704280

フェイスタオル/約34×80cm

5805013500 4992272704297

ダッチモチーフ

（無撚糸･パイルジャカード･アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
本体価格 ￥600

ZVZV99JJ22 HHCCUURRKKOONNKLNKVV
ZV9J2 HCURKONMRV

ミニタオル/約25×25cm

5805013600 4992272704303

ウォッシュタオル/約34×36cm

5805013700 4992272704310

本体価格 ￥1,200

フェイスタオル/約34×80cm

5805013800 4992272704327

無撚糸

本体価格 ￥600

ウォッシュタオル/約34×36cm

本体価格 ￥1,200

035

フェイスタオル/約34×80cm

“フワフ
ワ
”

ZVZV99JJ22 HHCCUUQQTTQQRTKLRVV

5805013100 4992272696691
5805013200 4992272696707

き
繍付

ミッフィーアンドキャット

刺

アップリ
ケ
ァー
フ

ネーム付き
織り

（パイルジャカード･織りネーム）

無撚糸

ミッフィーと動物たち

（無撚糸･スチームシャーリング･ファーアップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
本体価格 ￥600

本体価格 ￥1,200

ZVZV99JJ22 HHCCUURRKKOONNOOLVV
ZV9J2 HCURKONPSV

ミニタオル/約25×25cm

5805013900 4992272704334

ウォッシュタオル/約34×36cm

5805014000 4992272704341

フェイスタオル/約34×80cm

5805014100 4992272704358

無撚糸

は

は

き

アップリケ
だし
付
み

き

アップリケ
だし
付
み

miffy

ぷかぷかミッフィー

（パイルジャカード（長短パイル）･はみだしアップリケ刺繍･抗菌防臭加工）
本体価格 ￥600
本体価格 ￥600

フェイスタオル/約34×80cm

5805017400 4992272734119

びっくりミッフィー

本体価格 ￥1,200

ZVZV99JJ22 HHCCUURRNNOOKKQRPMVV
ZV9J2 HCURNOKSTV

5805017300 4992272734102

（甘撚り･パイルジャカード･アップリケ刺繍･抗菌防臭加工）
本体価格 ￥600

（無撚糸･パイルジャカード）

5805017200 4992272734096

ウォッシュタオル/約34×36cm
リケ刺 繍付
ップ

本体価格 ￥600

ZVZV99JJ22 HHCCUURRNNOOKLTKQMVV
ZV9J2 HCURNOL TV

ミニタオル/約25×25cm

き

ア

本体価格 ￥1,200

いっぱいミッフィー

（パイルジャカード･はみだしアップリケ刺繍･抗菌防臭加工）

ミニタオル/約25×25cm

5805016900 4992272734065

ウォッシュタオル/約34×36cm

5805017000 4992272734072

フェイスタオル/約34×80cm

5805017100 4992272734089

本体価格 ￥600
本体価格 ￥600

本体価格 ￥1,200

5805016600 4992272734034

ウォッシュタオル/約34×36cm

5805016700 4992272734041

フェイスタオル/約34×80cm

5805016800 4992272734058

イヤーミッフィー
本体価格 ￥600
本体価格 ￥600

本体価格 ￥1,200

ZVZV99JJ22 HHCCUUQQOONNKKQRKVV
ZV9J2 HCUQONKSOV

ミニタオル/約25×25cm

5805007900 4992272643060

ウォッシュタオル/約34×36cm

5805008000 4992272643077

フェイスタオル/約34×80cm

5805008100 4992272643084

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％
ネーム付き
織り

ブラックミッフィー

（パイルジャカード･織りネーム･抗菌防臭加工）
本体価格 ￥600
本体価格 ￥600

本体価格 ￥1,200

ZVZV99JJ22 HHCCUUQQOONNKKLSPVV
ZV9J2 HCUQONKM V

ミニタオル/約25×25cm

5805018100 4992272643008

ウォッシュタオル/約34×36cm

5805018200 4992272643015

フェイスタオル/約34×80cm

5805018300 4992272643022

ZVZV99JJ22 HHCCUURRNNOOKKNOOLVV
ZV9J2 HCURNOKPSV

ミニタオル/約25×25cm

無撚糸

フェイスミッフィー

（無撚糸･スチームシャーリング･シェルメロー･刺繍･抗菌防臭加工）
本体価格 ￥600

本体価格 ￥1,200

ZVZV99JJ22 HHCCUUPPQQNNMMSTNKVV

ウォッシュタオル/約34×36cm

7805000900 4992272563283

フェイスタオル/約34×80cm

7805001000 4992272563290

無撚糸

036

世界有数のタオル生産国「ポルトガル」で生まれた、
品質・使い心地の良さに優れたワンランク上のタオル。

ブルーナミッフィー

ブルーナライオン

（パイルジャカード･刺繍）

ZV9J2 HCUQMPNMPV
ZV9J2 HCUQMPN MV

（パイルジャカード）

ZV9J2 HCUQMPNOTV
ZV9J2 HCUQMPNPQV

ZV9J2 HCURLKN PV
ZV9J2 HCURLKNOMV

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約33×36cm
0365075600 4992272625325

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約33×36cm
0365075800 4992272625349

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約33×36cm
5805014200 4992272710335

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約33×80cm
0365075700 4992272625332

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約33×80cm
0365075900 4992272625356

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約33×80cm
5805014300 4992272710342

ポルトガル製

ポルトガル製

ブルーナゾウ

ブルーナカメ

ZV9J2 HCURLKNPTV
ZV9J2 HCURLKNQ V

ポルトガル製

ブルーナイヌ

（パイルジャカード）

（パイルジャカード）

（パイルジャカード）

ZV9J2 HCUQMPNQNV
ZV9J2 HCUQMPNRKV

ZV9J2 HCURLKNRNV
ZV9J2 HCURLKNSKV

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約33×36cm
5805014400 4992272710359

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約33×36cm
0365076000 4992272625363

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約33×36cm
5805014600 4992272710373

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約33×80cm
5805014500 4992272710366

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約33×80cm
0365076100 4992272625370

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約33×80cm
5805014700 4992272710380

ポルトガル製

037

ブルーナウサギ

（パイルジャカード）

ポルトガル製

ポルトガル製

miffy

｢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。

ピースミッフィー

（パイルジャカード･スカラップ･アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
本体価格 ￥600

本体価格 ￥1,200
本体価格 ￥2,800

ZVZV99JJ22 HHCCUUQQOOMMTTNOKVV
ZVZV99JJ22 HHCCUUQQOOMMTTPQROVV

ミニタオル/約25×25cm

5805008400 4992272642933

ウォッシュタオル/約34×36cm

5805008500 4992272642940

フェイスタオル/約34×80cm

5805008600 4992272642957

バスタオル/約60×120cm

5805008700 4992272642964

｢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。

ミッフィーといっしょに

（無撚糸･パイルジャカード･抗菌防臭加工）
本体価格 ￥300
本体価格 ￥500

本体価格 ￥1,500

ZVZV99JJ22 HHCCUURRNNSSNNPQNKVV
ZV9J2 HCURNSNR V

ウォッシュタオル/約34×36cm

5805017500 4992272738353

フェイスタオル/約34×80cm

5805017600 4992272738360

バスタオル/約60×120cm

5805017700 4992272738377

無撚糸

スタンダードミッフィー

（無撚糸･甘撚り･総吊りヘム･飾りミシン）
本体価格 ￥600
本体価格 ￥600
本体価格 ￥600

本体価格 ￥1,200

ZVZV99JJ22 HHCCUUQQKKRRMLKTSMVV
ZVZV99JJ22 HHCCUUQQKKRRMMLPMVV

ミニタオル（グリーン）/約25×25cm

5805004300 4992272607208

ミニタオル（オレンジ）/約25×25cm

5805004200 4992272607192

ウォッシュタオル/約34×36cm

5805004400 4992272607215

フェイスタオル/約34×80cm

5805004500 4992272607222

無撚糸

038

パイルジャカードと変わり織りガーゼ
表現のやさしいタオルです。

アップ
刺繍

おばけごっこミッフィー

（パイルジャカード･変わり織りガーゼ･刺繍）

ZV9J2 HCURLPT QV
ZV9J2 HCURLQK TV

本体価格 ￥600 キャリータオル/約30×30cm
5805015800 4992272715996

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
5805015900 4992272716009

ビタミンカラーで明るくポップなにんじんの中に

シンプルなデザインながらも、ミッフィーらしい可愛らしさがあり、

アップリケ刺繍のミッフィーがポイントとなっています。

ミッフィーの耳もタオル生地と同じ生地を使用し、ふわふわの手触りとなっています。

ベースのイエロー部分はガーゼ素材、にんじん部分をパイル素材にする事で

お子様から大人まで使用していただけるやさしいデザインです。

にんじん部分が少し立体的に見える仕様になっています。

シンプルミッフィー

（マイクロファイバー･刺繍･シェルメロー）

ZV9J2 HCURLPTRMV
ZV9J2 HCURLPTSTV

リケ刺 繍付
ップ

き

ア

顔をうずめたくなるふわふわのマイクロファイバー素材に、ミッフィーのお顔がついたタオルです。

ミッフィーアンドキャロット

（無撚糸･2パイルガーゼ･アップリケ刺繍･抗菌防臭加工）

ZV9J2 HCURMPN TV
ZV9J2 HCURMPNOQV

本体価格 ￥600 キャリータオル/約30×30cm
5805015600 4992272715972

本体価格 ￥600 キャリータオル/約30×30cm
5805016000 4992272725339

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
5805015700 4992272715989

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
5805016100 4992272725346

ポリエステル85%･レーヨン15%

おでかけタオル

ボタンでとめて、
「 前掛け」
としても使える！
ガーゼ・甘撚り糸を使用したやさしい肌触りのループ付きタオルです。

おでかけミッフィー

（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 HCUQMNKLRV

5805006500
4992272623017

039

無撚糸

マフラータオル

ふわふわ無撚糸のやさしい肌触りのマフラータオル。

わくわくミッフィー

（無撚糸･スチームシャーリング･抗菌防臭加工）
本体価格 ￥500

マフラータオル/約18×110cm

ZV9J2 HCURNSQSLV

5805017800
4992272738681

無撚糸

｢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。
全面刺繍

ラップ刺 繍
スカ

miffy

ミニタオル

ここだよミッフィー

ステル

（シャーリング･全面刺繍）

本体価格 ￥600

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%

びっくりミッフィー

（甘撚り糸･パイルジャカード･アップリケ刺繍･
抗菌防臭加工）

ZV9J2 HCURLPTQPV

5805015500
4992272715965

ぷかぷかミッフィー

（パイルジャカード（長短パイル）･
はみだしアップリケ刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600

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

ミニタオル/約25×25cm

5805016600
4992272734034

5805016900
4992272734065

5805017200
4992272734096

ZV9J2 HCURNOKNOV

ピースミッフィー

（パイルジャカード･スカラップ･アップリケ

ZV9J2 HCURNOKQPV

ミッフィーと動物たち
ファーアップリケ刺繍）

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

5805008400
4992272642933

5805013900
4992272704334

おばけミッフィー

（3重ガーゼ）

ZV9J2 HCURNOKTQV

（パイルジャカード･織りネーム･抗菌防臭加工）

ZV9J2 HCURKON OV

ミッフィーがいっぱい

ZV9J2 HCURKONKNV

5805013600
4992272704303

無撚糸

フルーツとミッフィー

（無撚糸･パイルジャカード･
サガラ刺繍）

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCURKOMRNV

5805013300
4992272704273

無撚糸

イヤーミッフィー

（無撚糸･パイルジャカード）

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

ZV9J2 HCUQONK SV

5805018100
4992272643008

無撚糸

（3重ガーゼ）

本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

本体価格 ￥600

ブラックミッフィー

（無撚糸･スチームシャーリング･

刺繍）

ZV9J2 HCUQOMTN V

アップリケ刺繍）

本体価格 ￥600

ZV9J2 HCURLPTPSV

いっぱいミッフィー

（無撚糸･パイルジャカード・

ミニタオル/約25×25cm
本体:綿100%
刺繍部分:ポリエステル100%
5805015400
4992272715958

（パイルジャカード･はみだしアップリケ刺繍･
抗菌防臭加工）

ダッチモチーフ

（パイル･スカラップ･刺繍）

スタンダードミッフィー

ZV9J2 HCUQONKQKV

5805007900
4992272643060

無撚糸

スタンダードミッフィー

（無撚糸･甘撚り糸･総吊りヘム･

（無撚糸･甘撚り糸･総吊りヘム･

飾りミシン）

飾りミシン）

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

本体価格 ￥600

5805003600
4992272607338

5805003900
4992272607369

ミニタオル/約25×25cm
カラー/オレンジ

ミニタオル/約25×25cm
カラー/グリーン

5805004200
4992272607192

5805004300
4992272607208

ZV9J2 HCUQKRN SV

ZV9J2 HCUQKRNQTV

ZV9J2 HCUQKRLTMV

無撚糸

ZV9J2 HCUQKRMKSV

無撚糸

040

椅子と腰の間に挟んで、腰をサポートします。

miffy

腰あてクッション

ルンルンミッフィー

（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

（裏面）

ZV9J2 HCURNSTPRV

5865001100
4992272738957

ポーチ・バッグ
ミッフィーの愛らしい表情をゴブラン織りで表現！
表面はぱっちりおめめの元気なミッフィー、裏を向けるとすやすやぐっすりおねんねミッフィー、1つのアイテムで2度楽しめるデザインです。
アイテムは、使いやすい定番のミニバッグとポーチのシリーズ展開をしております。

（背面）

（背面）

おやすみミッフィー

おやすみミッフィー

（ゴブラン織り･織りネーム）

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥2,800

ポーチ/H17×W21.5×D6cm
ポリエステル100%

ミニバッグ/H26×W32×D15cm
（持ち手部分含めず）
ポリエステル100%

ZV9J2 HCURLQKLQV

5905000400
4992272716016

ZV9J2 HCURLQKMNV

5905000500
4992272716023

ランチトート

ランチタイムが楽しくなりそうな、ミッフィーのランチトートシリーズ
マチ付きでお弁当を持ち運ぶのに最適です

マチ付き

マチ付き

（背面）

さんぽ

（プリント･織りネーム）

（背面）

やっほー

（プリント･織りネーム）

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

ランチトート/H18×W30.5×D12.5cm
（持ち手部分含めず）

ランチトート/H18×W30.5×D12.5cm
（持ち手部分含めず）

5905001600
4992272482126

5905001700
4992272482133

ZV9J2 HCUOSMLMQV

ZV9J2 HCUOSMLN V
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