
ロケットグルー 
（パイルジャカード･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
4805035500　 
4992272700183 

ZV9J22HCURKKLSNV

ロケットミニオン 
（パイルジャカード･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
4805035600　 
4992272700190 

ZV9J22HCURKKLTKV

グルーとミニオンズ 
（パイルジャカード･朱子ボーダー･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　
4805037100　4992272700343 

ZV9J22HCURKKNONV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
4805037200　4992272700350 

ZV9J22HCURKKNPKV

1960年代が舞台となった前作『ミニオンズ』で、子供時代のグルーと出会った

“ミニオンズ”こと、ケビン、スチュワート、そしてボブ。

本作『ミニオンズ フィーバー』では舞台を1970年代に移し、

グルーとハチャメチャ大騒動を巻き起こす。最強最悪のボスに仕えることが

生きがいのミニオンたちは、なぜ悪党になることを夢見る少年グルーを

ボスに選んだのか、その答えが描かれる。
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ラブティム 
（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　 4805038100　4992272700442 

ZV9J22HCURKKOOMV本体価格 ￥500　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 4805038200　4992272700459 

ZV9J22HCURKKOPTV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 4805038300　4992272700466 

ZV9J22HCURKKOQQV

ラブフラッフィ 
（甘撚り糸･パイルジャカード･スカラップ･アップリケ刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥500　	 ミニタオル/約25×25cm　 4805045900　4992272730524 

ZV9J22HCURNKPMOV本体価格 ￥500　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 4805046000　4992272730531 

ZV9J22HCURNKPNLV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 4805046100　4992272730548 

ZV9J22HCURNKPOSV

ラブボブ 
（甘撚り糸･パイルジャカード･スカラップ･アップリケ刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥500　	 ミニタオル/約25×25cm　 4805045600　4992272730494 

ZV9J22HCURNKOTOV本体価格 ￥500　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 4805045700　4992272730500 

ZV9J22HCURNKPKKV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 4805045800　4992272730517 

ZV9J22HCURNKPLRV本体:綿100%　刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100% 

ボブとフラッフィとティムの「LOVE」が
いっぱい詰まったタオルシリーズです！

『怪盗グルーの⽉泥棒』、『怪盗グルーのミニオン危機⼀発』で

⼀躍⼈気となったバナナが大好物の謎の生物ミニオン。

ついに2015年の映画『ミニオンズ』では主役を務めるまでに。

そして、最新作『怪盗グルーのミニオン大脱⾛』はシリーズ史上最大の

ヒットにして、全アニメ映画で年間No.1の座に！

その⼈気は、映画にとどまらず、商品やイベント、ゲームなど

多⽅⾯に拡大中。⽋点だらけで親しみやすく、愛らしくも破壊的な

ミニオン達のかわいい姿はますます世界中のファンを魅了しています。

224

ミ
ニ
オ
ン

Minions Franchise © Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.



本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm 
4805037600　4992272700398 

ZV9J22HCURKKNTSV

ボブとティム 
（無撚糸･パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm 
4805037500　4992272700381 

ZV9J22HCURKKNSLV
無撚糸

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm 
4805037800　4992272700411 

ZV9J22HCURKKOLLV

ケビンとスチュアート 
（無撚糸･パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm 
4805037700　4992272700404 

ZV9J22HCURKKOKOV
無撚糸

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm 
4805038000　4992272700435 

ZV9J22HCURKKONPV

アグネスとフラッフィ 
（無撚糸･パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm 
4805037900　4992272700428 

ZV9J22HCURKKOMSV
無撚糸

ファニーフェイス 
（無撚糸･パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　キャリータオル/約30×30cm　 
4805040800　4992272714005 

ZV9J22HCURLOKKPV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　
4805040900　4992272714012 

ZV9J22HCURLOKLMV無撚糸

フェイバリットベア 
（無撚糸･パイルジャカード･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　キャリータオル/約30×30cm　 
4805041000　4992272714029 

ZV9J22HCURLOKMTV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　
4805041100　4992272714036 

ZV9J22HCURLOKNQV無撚糸

イエローフェイス 
（無撚糸･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 ￥500　キャリータオル/約30×30cm　 
4805046200　4992272730555 

ZV9J22HCURNKPPPV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　
4805046300　4992272730562 

ZV9J22HCURNKPQMV無撚糸本体:綿100%　 
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100% 

映画の中でも人気のあるボブ、ティム、フラッフィの顔を
ふんだんに使ったジャカードタオルシリーズ

ユニークなアップリケ刺繍と
“ふわふわ ” 無撚糸のタオルシリーズ
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イエローポケットフル 
（無撚糸･シャーリング･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　	 ミニタオル/約25×25cm　 4805006400　4992272622126 

ZV9J22HCUQMMLMQV本体価格 ￥500　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 4805006500　4992272622133 

ZV9J22HCUQMMLNNV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 4805006600　4992272622140 

ZV9J22HCUQMMLOKV無撚糸

キングボブ 
（無撚糸･パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥500　	 ミニタオル/約25×25cm　 4805036800　4992272700312 

ZV9J22HCURKKNLMV本体価格 ￥500　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 4805036900　4992272700329 

ZV9J22HCURKKNMTV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 4805037000　4992272700336 

ZV9J22HCURKKNNQV無撚糸

シャンブルフレンズ 
（パイルジャカード･刺繍･スカラップ）

本体価格 ￥500　	 ミニタオル/約25×25cm　 4805011700　4992272643312 

ZV9J22HCUQONNLMV本体価格 ￥500　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 4805011800　4992272643329 

ZV9J22HCUQONNMTV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 4805011900　4992272643336 

ZV9J22HCUQONNNQV本体価格 ￥2,000　バスタオル/約60×120cm　 4805012000　4992272643343 

ZV9J22HCUQONNONV
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マーチングミニオン 
（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%  
アップリケ刺繍部分：ポリエステル100%　
4805027200　 
4992272681192 

ZV9J22HCUQSLLTMV

エンジョイバナナ 
（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　
4805035400　 
4992272700176 

ZV9J22HCURKKLRQV

ミニオンバス 
（パイルジャカード･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
4805035800　 
4992272700213 

ZV9J22HCURKKMLNV

アイラブフラッフィ 
（パイルジャカード･スカラップ･ 
アップリケ刺繍･はみ出しアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
4805035900　 
4992272700220 

ZV9J22HCURKKMMKV

シャンブルフレンズ 
（パイルジャカード･刺繍･スカラップ）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
4805011700　 
4992272643312 

ZV9J22HCUQONNLMV

ラブティム 
（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　
4805038100　 
4992272700442 

ZV9J22HCURKKOOMV

ドライブハプニング 
（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　
4805035700　 
4992272700206 

ZV9J22HCURKKMKQV

ラインスター 
（無撚糸･パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
4805027300　 
4992272681208 

ZV9J22HCUQSLMKSV無撚糸

ラブボブ 
（甘撚糸･パイルジャカード･スカラップ･アッ
プリケ刺繍･抗菌防臭加工）

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% 
4805045600　 
4992272730494 

ZV9J22HCURNKOTOV無撚糸

ラブフラッフィ 
（甘撚糸･パイルジャカード･スカラップ･アッ
プリケ刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
4805045900　 
4992272730524 

ZV9J22HCURNKPMOV無撚糸

ボーダーミニオンズ 
（無撚糸･シャーリング･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
4805009800　 
4992272643299 

ZV9J22HCUQONMTTV無撚糸

キングボブ 
（無撚糸･パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
4805036800　 
4992272700312 

ZV9J22HCURKKNLMV無撚糸

イエローポケットフル 
（無撚糸･シャーリング･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
4805006400　 
4992272622126 

ZV9J22HCUQMMLMQV無撚糸

ロケットグルー 
（パイルジャカード･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
4805035500　 
4992272700183 

ZV9J22HCURKKLSNV

ロケットミニオン 
（パイルジャカード･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約25×25cm　
4805035600　 
4992272700190 

ZV9J22HCURKKLTKV
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日本製手ぬぐい

日本中を旅するミニオンを描いた

愉快な手ぬぐいシリーズです

稲荷神社とミニオンズ 
（プリント）

本体価格 ￥800　
手ぬぐい/約34×90cm　
4805029400　 
4992272681413 

ZV9J22HCUQSLOLNV日本製

大阪城とミニオンズ 
（プリント）

本体価格 ￥800　
手ぬぐい/約34×90cm　
4805029300　 
4992272681406 

ZV9J22HCUQSLOKQV日本製

雪見温泉とミニオンズ 
（プリント）

本体価格 ￥800　
手ぬぐい/約34×90cm　
4805041200　 
4992272714043 

ZV9J22HCURLOKONV日本製
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トートバッグ

モアザンアミニオン 
（プリント）

本体価格 ￥800　
トートバッグ/H34.5×W32cm 

（持ち手含めず）　
ポリエステル80%･綿20%　
4805041300　 
4992272714050 

ZV9J22HCURLOKPKV

パイルアップミニオン 
（プリント）

本体価格 ￥800　
トートバッグ/H34.5×W32cm 

（持ち手含めず）　
ポリエステル80%･綿20%　
4805041400　 
4992272714067 

ZV9J22HCURLOKQRV

フォールミニオン 
（プリント）

本体価格 ￥800　
トートバッグ/H34.5×W32cm 

（持ち手含めず）　
ポリエステル80%･綿20%　
4805041500　 
4992272714074 

ZV9J22HCURLOKROV

ハングリーケビン 
（プリント）

本体価格 ￥800　
トートバッグ/H34.5×W32cm 

（持ち手含めず）　
ポリエステル80%･綿20%　
4805041600　 
4992272714081 

ZV9J22HCURLOKSLV

フラッピングミニオンズ 
（プリント）

本体価格 ￥800　
トートバッグ/H34.5×W32cm 

（持ち手含めず）　
ポリエステル80%･綿20%　
4805041700　 
4992272714098 

ZV9J22HCURLOKTSV

スクエアミニオンズ 
（プリント）

本体価格 ￥800　
トートバッグ/H34.5×W32cm 

（持ち手含めず）　
ポリエステル80%･綿20%　
4805041800　 
4992272714104 

ZV9J22HCURLOLKOV

ティムフェイス 
（プリント）

本体価格 ￥800　
トートバッグ/H34.5×W32cm 

（持ち手含めず）　
ポリエステル80%･綿20%　
4805041900　 
4992272714111 

ZV9J22HCURLOLLLV

フレンドティム 
（プリント）

本体価格 ￥800　
トートバッグ/H34.5×W32cm 

（持ち手含めず）　
ポリエステル80%･綿20%　
4805042000　 
4992272714128 

ZV9J22HCURLOLMSV

フラッフィフェイス 
（プリント）

本体価格 ￥800　
トートバッグ/H34.5×W32cm 

（持ち手含めず）　
ポリエステル80%･綿20%　
4805042100　 
4992272714135 

ZV9J22HCURLOLNPV

フラッフィドリーム 
（プリント）

本体価格 ￥800　
トートバッグ/H34.5×W32cm 

（持ち手含めず）　
ポリエステル80%･綿20%　
4805042200　 
4992272714142 

ZV9J22HCURLOLOMV

おなじみのミニオンズや、ティム、フラッフィの

トートバッグシリーズ10柄の展開。

カジュアルでオシャレなデザインです。
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ぬいぐるみみたいなティッシュボックスカバー。

紐付きだからお部屋の壁にかけても使えます。

ポーチ & バッグ

ティッシュボックス
カバー

ミニオンワッペン 
（デニム生地･刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥2,000　
マチ付きポーチ/H17×W21×D6cm 
表生地：綿100%  
ワッペン部分：ポリエステル100%  
中生地：綿100%　　
4805032200　 
4992272691474 

ZV9J22HCUQTLOROV

ミニオンワッペン 
（デニム生地･刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥3,000　
トートバッグ/H40×W35×D11.5cm 

（持ち手含めず）　 
表生地：綿100%  
ワッペン部分：ポリエステル100%  
中生地：綿100%
4805032000　 
4992272691450 

ZV9J22HCUQTLOPKV

ミニオンワッペン 
（デニム生地･刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥2,500　
ランチバッグ/H26×W32×D15cm　 

（持ち手含めず） 
表生地：綿100%  
ワッペン部分：ポリエステル100%  
中生地：綿100%　
4805032100　 
4992272691467 

ZV9J22HCUQTLOQRV

カバーボブ 
（ソフトボア･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/H50×W23cm 
側生地:ポリエステル100% 
詰め物:ポリエステル100%　　
4805038600　 
4992272702675 

ZV9J22HCURKMQRPV

カバーティム 
（ソフトボア･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/H44×W24cm 
側生地:ポリエステル100% 
詰め物:ポリエステル100%　　
4805038700　 
4992272702682 

ZV9J22HCURKMQSMV

カバーフラッフィ 
（ソフトボア･刺繍）

本体価格 ￥2,000　
ティッシュボックスカバー/H47×W20cm　 
側生地:ポリエステル100%  
詰め物:ポリエステル100%　
4805039500　 
4992272702699 

ZV9J22HCURKMQTTV

ポケットから

ティッシュが出るよ

かけて使える

ループ付き！
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その名の通り、ミニオンズが大好きな
バナナを大胆にもちもちクッションにしました。

もちもちクッション

背あてクッション フード付きネックピロー
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背⾯

1

2

3

背⾯

ネックピロー

ミニオンアドベンチャー 
（プリント）

本体価格 ￥1,500　
腰あてクッション/H20×W43cm×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　
4805046600　 
4992272730593 

ZV9J22HCURNKPTNV

ピローボブ 
（プリント･アップリケ刺繍）

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　
4805046800　 
4992272730616 

ZV9J22HCURNKQLQV

バナナ大好きミニオンズ 
（ピーチスキン･プリント）

本体価格 ￥2,000　
もちもちクッション/H20×W60×D10cm　 
側生地:ポリエステル95％･ポリウレタン5％
詰め物:ポリエステル100%
4805046400　 
4992272730579 

ZV9J22HCURNKPRTV
もちっとケビン 

（ピーチスキン・アップリケ刺繍）

本体価格 ￥2,000　
もちもちクッション/H35×W17.5×D15cm 

（胴体部分のみ）　
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%　
4815023000　 
4992272643541 

ZV9J22HCUQONPOLV

2

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%　

もちっとボブ 
（ピーチスキン・アップリケ刺繍）

本体価格 ￥2,000　もちもちクッション/H26×W19×D15cm（胴体部分のみ）　
4815023200　4992272643565 

ZV9J22HCUQONPQPV

3

もちっとスチュアート 
（ピーチスキン・アップリケ刺繍）

本体価格 ￥2,000　
もちもちクッション/H29×W19×D15cm 

（胴体部分のみ）　
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%　
4815023100　 
4992272643558 

ZV9J22HCUQONPPSV

1

ビーズクッション

腰にフィットして気持ちいい！

目もとがかくせる
フード付き!

マスコットからネックピローに

早変わり！
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