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くつろぎのひと時
いつもムーミン谷の仲間と一緒

T h e  f u n  w o r l d  o f  M o o m i n

a n d  i t s  c o m p a n i o n s .

トーベ・ヤンソン
画家、挿絵画家、風刺漫画家、小説家、童話作家。1914年8月９日、フィンラ
ンドのヘルシンキ生まれ。1945年、ムーミンシリーズの１作目『小さなトロー
ルと大きな洪水』が出版され、その後26年の間にシリーズは9作書かれまし
た。1954年からはイギリスの新聞「イブニング・ニュース」にマンガ「ムーミン
トロール」の連載を開始。最盛期は40カ国、120紙に転載され親しまれまし
た。トーベは６年間執筆し、あとの15年は弟ラルスが引き継ぎました。トーベ
はムーミンシリーズだけでなく絵本、大人向けの小説、絵などたくさんの作品
を次々に生み出し、国際アンデルセン賞をはじめとして多くの賞を受けてい
ます。2001年6月27日、86歳でトーベは息をひきとりました。生涯独身でし
たが、周りにはいつも家族やいい友人たちがいました。恋人や家族や友人
の何人かはムーミンの物語のキャラクターのモデルとなっています。

ムーミンバレーパーク
2019年3月に埼玉県飯能市にオープン。ムーミンの物語の世界感をお
楽しみいただける「ムーミンバレーパーク」では、ムーミン一家とその仲
間たち、そして新しい発見に出会うことができます。ムーミン一家が暮ら
すムーミン屋敷や、ムーミンの物語の世界に入り込んでしまったかのよ
うなアトラクション、物語の中で登場する灯台や水浴び小屋、ムーミン
の物語の魅力や原作者トーベ・ヤンソンの想いを感じることができる展
示施設など、ムーミンの物語を思い切りお楽しみいただけます。

ムーミンを生んだ、
フィンランドの豊かな暮らし。
作者ヤンソン自身も、
フィンランド湾に浮かぶ小さな島で
毎夏を過ごしていました。

ムーミンやリトルミイの顔を、人気アイコンのお花と一緒に、ふんだんに並べたオリジナルレースです。
タオル本体はぽこぽこと浮き立つ大柄のお花が北欧らしい雰囲気。上品な華やかさのあるデザインです。
雑貨シリーズは、レースを際立たせるために控えめにちょこんと
キャラクターを配置。大人の女性も持ちやすいデザインです。
新しいアイテムのミニトートは、メインバッグの持ち手にかけて２個持ちするのも人気のスタイル。
また、ベビーカーのハンドル部分にフック掛けするとポケット代わりになったり、
多様な用途でお使いいただけます。小さめサイズを生かして、親子でお揃いで持っても可愛い！



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。

オーガニックコットン
｢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。

抗菌防臭加工

（背面） （背面）

（裏面） （裏面）

フローラルレース 
（オーガニックコットン･無撚糸･スチームシャーリング･レース･アップリケ刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1405027900　4992272736762 

ZV9J22HCURNQRQMV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1405028000　4992272736779 

ZV9J22HCURNQRRTV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1405028100　4992272736786 

ZV9J22HCURNQRSQV本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%  
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100% レース部分:ポリエステル100%　

無撚糸

ブロッサムレース 
（オーガニックコットン･無撚糸･スチームシャーリング･レース･アップリケ刺繍･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1405028200　4992272736793 

ZV9J22HCURNQRTNV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1405028300　4992272736809 

ZV9J22HCURNQSKTV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1405028400　4992272736816 

ZV9J22HCURNQSLQV本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%  
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100% レース部分:ポリエステル100%　

無撚糸

フローラルレース 
（レース･刺繍）

本体価格 ￥1,000　
ポーチ/H11×W21×D7cm　 
表生地：綿100％ 
中生地：ポリエステル80％・綿20％ 
刺繍部分：ポリエステル100％ 
レース部分：ポリエステル100％　　
1425010700　 
4992272736953 

ZV9J22HCURNQTPNV
　

ブロッサムレース 
（レース･刺繍）

本体価格 ￥1,000　
ポーチ/H11×W21×D7cm　 
表生地：綿100％ 
中生地：ポリエステル80％・綿20％ 
刺繍部分：ポリエステル100％ 
レース部分：ポリエステル100％　　
1425011100　 
4992272736991 

ZV9J22HCURNQTTLV
　

フローラルレース 
（レース･刺繍）

本体価格 ￥800　
ティッシュケース付きポーチ/ 
H11×W15×D3cm　 
表生地：綿100％ 
中生地：ポリエステル80％・綿20％ 
刺繍部分：ポリエステル100％ 
レース部分：ポリエステル100％　
1425010800　 
4992272736960 

ZV9J22HCURNQTQKV
　

ブロッサムレース 
（レース･刺繍）

本体価格 ￥800　
ティッシュケース付きポーチ/ 
H11×W15×D3cm　 
表生地：綿100％ 
中生地：ポリエステル80％・綿20％ 
刺繍部分：ポリエステル100％ 
レース部分：ポリエステル100％　
1425011200　 
4992272737004 

ZV9J22HCURNRKKOV
　

フローラルレース 
（レース･刺繍）

本体価格 ￥1,500　
ミニトートバッグ/H22×W20cm 
 （持ち手部分含めず）　 
表生地：綿100％ 
中生地：ポリエステル80％・綿20％ 
刺繍部分：ポリエステル100％ 
レース部分：ポリエステル100％　
1425010900　 
4992272736977 

ZV9J22HCURNQTRRV
　

ブロッサムレース 
（レース･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥1,500　
ミニトートバッグ/H22×W20cm 
 （持ち手部分含めず）　 
表生地：綿100％ 
中生地：ポリエステル80％・綿20％ 
刺繍部分：ポリエステル100％ 
レース部分：ポリエステル100％　　
1425011300　 
4992272737011 

ZV9J22HCURNRKLLV
　

背面
ティッシュ
ケースつき

背面
ティッシュ
ケースつき
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ティッシュケース付きポーチ
Pouch with tissue case

ポーチ
Pouch

ミニトートバッグ
Mini tote bag
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（背面）

ブリス 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥2,800　
ミニバッグ/H26×W32×D15cm 
 （持ち手部分含めず）　 
ポリエステル100%　
1425009900　 
4992272721294 

ZV9J22HCURMLMTOV
　

ブリス 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,200　
ランチョンマット/H33×W48cm　 
ポリエステル100%　
1425009800　 
4992272721287 

ZV9J22HCURMLMSRV
　

ブリス 
（無撚糸･スチームシャーリング･スカラップ･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1405025500　4992272721195 

ZV9J22HCURMLLTPV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1405025600　4992272721201 

ZV9J22HCURMLMKLV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1405025700　4992272721218 

ZV9J22HCURMLMLSV本体:綿100% アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%　 無撚糸
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The fun world

of Moomin

and its companions.

ベージュの柔らかな花柄の中にパープルとブルーをポイントで入れた、
おしゃれなカラーのシリーズです。今回はあえてサブキャラ人気No.1のミムラをポイントにし、

リトルミイをさりげなく配置するデザインにしています。可愛いだけではなく、
少し人と違うおしゃれなものを求めている方にもぴったりのデザインです。

ブリス
Bliss



ボトムシリーズ/ブルー 
（無撚糸･パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1405024600　4992272721102 

ZV9J22HCURMLLKMV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1405024700　4992272721119 

ZV9J22HCURMLLLTV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1405024800　4992272721126 

ZV9J22HCURMLLMQV無撚糸

ボトムシリーズ/グリーン 
（無撚糸･パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1405024900　4992272721133 

ZV9J22HCURMLLNNV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1405025000　4992272721140 

ZV9J22HCURMLLOKV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1405025100　4992272721157 

ZV9J22HCURMLLPRV無撚糸

ボトムシリーズ/レッド 
（無撚糸･パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1405025200　4992272721164 

ZV9J22HCURMLLQOV本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1405025300　4992272721171 

ZV9J22HCURMLLRLV本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1405025400　4992272721188 

ZV9J22HCURMLLSSV無撚糸
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ムーミンのお尻がとっても可愛い

「ボトムシリーズ」が新登場です。

The fun world

of Moomin

and its companions.

ボトムシリーズ
Bottom Series



お風呂の時間 
（パイルジャカード）

本体価格 ￥1,500　
タオルバスマット/H45×W60cm　 
綿100%　
1405022800　 
4992272703146 

ZV9J22HCURKNLOQV

ついてきて 
（パイルジャカード）

本体価格 ￥1,500　
タオルバスマット/H45×W60cm　 
綿100%　
1405022700　 
4992272703139 

ZV9J22HCURKNLNTV

ファミリーランドリー 
（プリント）

本体価格 ￥2,000　
ランドリーケース/H40×W28×D28cm　 
本体:ポリエステル100%  
フタ部分:ポリエステル100%　
1445011200　 
4992272652574 

ZV9J22HCUQPMPROV

あわまみれ 
（パイルジャカード･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥800　
タオルバスマット/H45×W60cm　
1405029300　 
4992272736908 

ZV9J22HCURNQTKSV
　

恋は盲目 
（パイルジャカード･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥800　
タオルバスマット/H45×W60cm　
1405029400　 
4992272736915 

ZV9J22HCURNQTLPV
　

M
O
O
M
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Towel Bath Mat

L a u n d r y  C a s e

バスルームもムーミンで楽しく！

しっかり収納！たっぷり運べる！おうち型！

タオルバスマットはコンパクトでお洗濯もカンタンです。

ムーミン・ランドリーケース。

タオルバスマット

ランドリーケース

ランドリーケースとして洗濯物をポイ！移動も簡単です。

着替えや子供のおもちゃなどをいれる

収納ケースとしても、便利に使えます。

ムーミンコミックスのお話をジャカードで表現したバスマットです。

ムーミン達の日常の一コマを切り取った可愛らしくユニークなデザインは、

バスルームのアクセントになります。タオル地で軽く、お洗濯も簡単です。



ルミレイッキガーゼ 
（片面ガーゼ･染料プリント･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥1,200　
ガーゼフェイスタオル/約34×80cm　　
1405020300　 
4992272692990 

ZV9J22HCUQTMTTKV認定番号:第2019-1829号 日本製

オメナプーガーゼ 
（片面ガーゼ･染料プリント･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥1,200　
ガーゼフェイスタオル/約34×80cm　　
1405020200　 
4992272692983 

ZV9J22HCUQTMTSNV認定番号:第2019-1829号 日本製

カラストゥスガーゼ 
（片面ガーゼ･染料プリント･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥1,200　
ガーゼフェイスタオル/約34×80cm　　
1405020100　 
4992272692976 

ZV9J22HCUQTMTRQV認定番号:第2019-1829号 日本製

クッカタルハガーゼ 
（片面ガーゼ･染料プリント･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥1,200　
ガーゼフェイスタオル/約34×80cm　　
1405020000　 
4992272692969 

ZV9J22HCUQTMTQTV認定番号:第2019-1829号 日本製

クッカタルハプリント 
（蚊帳生地･プリント）

本体価格 ￥700　
布巾/約30×40cm　 
表:綿100% 裏:レーヨン100%　
1425012300　 
4992272737110 

ZV9J22HCURNRLLKV日本製

カラストゥスプリント 
（蚊帳生地･プリント）

本体価格 ￥700　
布巾/約30×40cm　 
表:綿100% 裏:レーヨン100%　
1425012400　 
4992272737127 

ZV9J22HCURNRLMRV日本製

オメナプープリント 
（蚊帳生地･プリント）

本体価格 ￥700　
布巾/約30×40cm　 
表:綿100% 裏:レーヨン100%　
1425012500　 
4992272737134 

ZV9J22HCURNRLNOV日本製

ルミレイッキプリント 
（蚊帳生地･プリント）

本体価格 ￥700　
布巾/約30×40cm　 
表:綿100% 裏:レーヨン100%　
1425012600　 
4992272737141 

ZV9J22HCURNRLOLV日本製
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G a u z e  To w e l

D i s h  To w e l

ムーミン谷の四季を描いた人気のプリント柄が、ガーゼタオルになって登場です。

奈良伝統の蚊帳（かや）ふきんです。吸水性・汚れ落ちがよく

食器などをきれいに拭けます。使うほどに柔らかく

手触り良くなります。

ガーゼタオル

蚊帳(かや)ふきん

The fun world

of Moomin

and its companions.

※製品は、初めノリ付けされて、硬くなっていますがご使用前にお湯
で十分洗い落とし、お使いください。



フラワーズブロック 
（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,500　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
1425010400　 
4992272736922 

ZV9J22HCURNQTMMV
　

ストライプムーミン 
（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,500　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
1425010500　 
4992272736939 

ZV9J22HCURNQTNTV
　

ナミ 
（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,500　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
1425010600　 
4992272736946 

ZV9J22HCURNQTOQV
　

ルミレイッキエコバッグ 
（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,500　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
1425013000　 
4992272737189 

ZV9J22HCURNRLSTV
　

クッカタルハエコバッグ 
（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,500　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
1425012700　 
4992272737158 

ZV9J22HCURNRLPSV
　

カラストゥスエコバッグ 
（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,500　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
1425012800　 
4992272737165 

ZV9J22HCURNRLQPV
　

オメナプーエコバッグ 
（染料プリント･織りネーム･再生ポリエステル）

本体価格 ￥1,500　
エコバッグ/H63.5×W40×D20cm  
 収納時:12×12cm　 
ポリエステル100%　
1425012900　 
4992272737172 

ZV9J22HCURNRLRMV
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再生ポリエステル素材を使用した環境にも優しいエコバッグシリーズ

E c o  B a gエコバッグ

収納袋 収納袋 収納袋

収納袋 収納袋 収納袋 収納袋



（背面）

（背面）

雨のしずく 
（刺繍）

本体価格 ￥2,000　
刺繍ブローチ/H4.5×W3.6cm　
1425006400　 
4992272693003 

ZV9J22HCUQTNKKNV日本製

いたずらっ子 
（刺繍）

本体価格 ￥2,000　
刺繍ブローチ/約H3.8×W3.1cm　
1425006600　 
4992272693010 

ZV9J22HCUQTNKLKV日本製

いそぎ足 
（サガラ刺繍）

本体価格 ￥1,800　
ダイカットポーチ/H13.7×W18.9cm　 
本体:綿100%  
刺繍部分:ポリエステル100%　
1525000000　 
4992272560008 

ZV9J22HCUPQKKKSV

楽しいこと 
（サガラ刺繍）

本体価格 ￥1,800　
ダイカットポーチ/H17.3×W14cm　 
本体:綿100%  
刺繍部分:ポリエステル100%　
1525000100　 
4992272560015 

ZV9J22HCUPQKKLPV

花の香り 
（サガラ刺繍）

本体価格 ￥1,800　
ダイカットポーチ/φ15×D4cm　 
表生地:綿100%  
刺繍部分:ポリエステル100%  
中生地:ポリエステル83%･綿17%　
1525000800　 
4992272559972 

ZV9J22HCUPPTTRMV

花束作り 
（刺繍）

本体価格 ￥2,000　
刺繍ブローチ/H4×W4.5cm　
1425007000　 
4992272693034 

ZV9J22HCUQTNKNOV日本製

ムーミンのおうちで 
（刺繍）

本体価格 ￥2,000　
刺繍ブローチ/H6×W3.4cm　
1425006800　 
4992272693027 

ZV9J22HCUQTNKMRV日本製

雨と傘 
（綿麻風生地･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥1,000　
ポーチ/H12×W15×D6cm　 
表生地：綿100％ 
中生地：ポリエステル100％ 
アップリケ部分：綿100％　
1425013500　 
4992272737233 

ZV9J22HCURNRMNNV
　

雲と傘 
（綿麻風生地･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥1,000　
ポーチ/H12×W15×D6cm　 
表生地：綿100％ 
中生地：ポリエステル100％ 
アップリケ部分：綿100％　
1425013600　 
4992272737240 

ZV9J22HCURNRMOKV
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パッケージ
（H14.5×W9.5×D3cm）

Embroidery
Brooch 刺繍ブローチ

サガラ刺繍（パイル状に埋められたボリューム感のある刺繍）をした
ふっくらした手触りのポーチです。

自分使いも、ちょっとしたプレゼントにもしたい
日本製刺繍ブローチ

※フックは別売りです。

フックを付ければベルト
ループに付けて使えます。

Die-cut 
Pouch
ダイカットポーチ

ポーチ開閉部分
磁石付き



谷のできごと 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,500　
コースター4枚組/H10×W10cm　　
1425007500　 
4992272703733 

ZV9J22HCURKNRNNV

オレンジメイズ 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,500　
コースター4枚組/H10×W10cm　
1425007600　 
4992272706338 

ZV9J22HCURKQNNSV

ムーミンと仲間たち 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,500　
コースター4枚組/H10×W10cm　
1425004900　 
4992272619416 

ZV9J22HCUQLTOLQV

ライフシーン 
（チェーンステッチ刺繍）

本体価格 ￥2,000　
コースター4枚組/H10×W10cm　
1425004800　 
4992272619409 

ZV9J22HCUQLTOKTV

リトルミイのアイディア 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,500　
コースター/H10×W10cm　 
ポリエステル100%　
1425009500　 
4992272721256 

ZV9J22HCURMLMPQV
　

恋するムーミン 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,500　
コースター/H10×W10cm　 
ポリエステル100%　
1425009700　 
4992272721270 

ZV9J22HCURMLMRKV
　

ブルーアンブレラ 
（シェットランドウール･織りネーム）

本体価格 ￥3,800　
ランチトート/H26×W32×D15cm 
 （持ち手含めず）　 
表生地:ウール100%  
中生地:ポリエステル100%　
1425006100　 
4992272693805 

ZV9J22HCUQTNSKPV
　

英国製（MOON社）生地使用

ブルーアンブレラ 
（シェットランドウール･織りネーム）

本体価格 ￥4,800　
トートバッグ/H35×W32×D8cm 
 （持ち手含めず）　 
表生地:ウール100%  
中生地:ポリエステル100%　
1425006200　 
4992272693812 

ZV9J22HCUQTNSLMV
　

英国製（MOON社）生地使用
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イギリスの老舗生地メーカー、
MOON社製のツイード生地を使っ
たバッグシリーズです。落ち着いた
色、デザイン、本物の素材をお楽し
みいただけるオリジナル商品です。

×

お得な

4枚組

C o a s t e r

コースター

マチ付き マチ付き



型押しワッペン

The fun world

of Moomin

and its companions.
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ファウンドユー 
（ゴブラン織り･合皮ワッペン）

本体価格 ￥2,800　
ミニバッグ/H26×W32×D15cm 
 （持ち手部分含めず）　 
ポリエステル100%　
1425014200　 
4992272737301 

ZV9J22HCURNRNKLV
　

ファウンドユー 
（ゴブラン織り･合皮ワッペン）

本体価格 ￥3,000　
トートバッグ/H38×W40×D8.5cm 
 （持ち手含めず）　 
ポリエステル100%　
1425014300　 
4992272737318 

ZV9J22HCURNRNLSV
　

ファウンドユー 
（ゴブラン織り･合皮ワッペン）

本体価格 ￥3,800　
リュックサック/H40×W43×D13cm　 
ポリエステル100%　
1425014400　 
4992272737325 

ZV9J22HCURNRNMPV
　

077

マチ付き マチ付き



（背面）（背面）

花と一緒に 
（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,800　
ポーチ/H17×W21.5×D6cm　 
表生地:ポリエステル88%･綿10%･レーヨン2%  
中生地:ポリエステル80%･綿20%　
0434108000　 
4992272542936 

ZV9J22HCUPOMTNQV

花と一緒に 
（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥2,800　
ミニバッグ/H26×W32×D10cm 
　　　　　（持ち手部分含めず）　 
表生地:ポリエステル88%･綿10%･レーヨン2%  
中生地:ポリエステル80%･綿20%　
0434108100　 
4992272542943 

ZV9J22HCUPOMTONV

アーティストムーミン 
（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,800　
ポーチ/H17×W21.5×D6cm　 
ポリエステル100%　
1425010000　 
4992272721300 

ZV9J22HCURMLNKKV
　

アーティストムーミン 
（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥2,800　
ミニバッグ/H26×W32×D15cm 
 （持ち手部分含めず）　 
ポリエステル100%　
1425010100　 
4992272721317 

ZV9J22HCURMLNLRV
　

ボトムシューズ 
（刺繍）

本体価格 ￥2,000　
ルームシューズ/22～24cm対応　 
甲:綿 底:ポリエステル　
1445019500　 
4992272721232 

ZV9J22HCURMLMNMV
　

花と遊ぶ 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,800　
ポーチ/H17×W21.5×D15cm　 
ポリエステル100%　
1425013700　 
4992272737257 

ZV9J22HCURNRMPRV
　

花と遊ぶ 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥2,500　
口金ポーチ/H12×W18×D6cm 
 （つまみ部分含めず）　 
ポリエステル100%　
1425013800　 
4992272737264 

ZV9J22HCURNRMQOV
　

花と遊ぶ 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥2,800　
ミニバッグ/H26×W32×D15cm 
 （持ち手部分含めず）  
背面ポケット:H11×W20cm　 
ポリエステル100%　
1425013900　 
4992272737271 

ZV9J22HCURNRMRLV
　

花と一緒に 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥3,800　
マチ付きトート/H35×W33×D8.5cm 
 （持ち手部分含めず）　 
ポリエステル100%　
1425010200　 
4992272721324 

ZV9J22HCURMLNMOV
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マチ付き

マチ付き

マチ付き



※写真はイメージです。実際の商品とは
多少異なる場合がありますのでご了承ください。

（背面） （背面）

ムーミンハウスクッション 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥3,000　
ダイカットクッション/H50×W30cm 
側生地:ポリエステル100% 
詰め物:ポリエステル100%　
1445013500　 
4992272704259 

ZV9J22HCURKOMPTV

空想中 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥3,000　
ダイカットクッション/H52×W42cm　 
側生地:ポリエステル100% 
詰め物:ポリエステル100%　
1445021100　 
4992272737431 

ZV9J22HCURNRONLV

悪だくみ中 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥3,000　
ダイカットクッション/H55×W33cm　 
側生地:ポリエステル100% 
詰め物:ポリエステル100%　
1445021200　 
4992272737448 

ZV9J22HCURNROOSV

休憩中 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥3,000　
ダイカットクッション/H55×W36cm　 
側生地:ポリエステル100% 
詰め物:ポリエステル100%　
1445021300　 
4992272737455 

ZV9J22HCURNROPPV

読書時間 
（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　
1445021400　 
4992272738995 

ZV9J22HCURNSTTPV

空を見上げて 
（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　
1445021500　 
4992272739008 

ZV9J22HCURNTKKSV
079

各キャラクターを高級感ある
ゴブラン織りのクッションにしました。

Cushion
クッション

The fun world

of Moomin

and its companions.




