
OLのカオルさんの家にいきなり住みついた着ぐるみのクマ。
毎日だらだらゴロゴロしています。
背中にチャックがありますが、中身は秘密です。
好物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんごなど。
リラックマの一番の関心ごとは、毎日のごはんとおやつらしい。

【リラックマ】
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リラックマモチーフ 
（無撚糸･パイルジャカード･刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約26×26cm　 
6405013400　4992272700565 

ZV9J22HCURKKPQPV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405013500　4992272700572 

ZV9J22HCURKKPRMV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405013600　4992272700589 

ZV9J22HCURKKPSTV無撚糸

お洗濯リラックマ 
（MT：無撚糸･スチームシャーリング･染料プリント･刺繍   
 WT･FT：無撚糸･スチームシャーリング･染料プリント）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約26×26cm　 
6405014000　4992272700626 

ZV9J22HCURKKQMQV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405014100　4992272700633 

ZV9J22HCURKKQNNV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405014200　4992272700640 

ZV9J22HCURKKQOKV無撚糸

キュートドットリラックマ 
（甘撚り糸･パイルジャカード･スカラップ･刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約26×26cm　 
6405013100　4992272700534 

ZV9J22HCURKKPNOV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405013200　4992272700541 

ZV9J22HCURKKPOLV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405013300　4992272700558 

ZV9J22HCURKKPPSV

花柄リラックマ 
（MT:シャーリング･スカラップ･アップリケ刺繍 
WT･FT：無撚糸･スチームシャーリング･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥600　ミニタオル/約26×26cm　 
6405015100　4992272716153 

ZV9J22HCURLQLPNV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405015200　4992272716160 

ZV9J22HCURLQLQKV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405015300　4992272716177 

ZV9J22HCURLQLRRV綿100% ミニタオル刺繍部分:ポリエステル100%　
※ミニタオルのみ無撚糸は使用しておりません。

無撚糸
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アップリケ
刺繍付き

アップリケ
刺繍付き

ハートバルーンリラックマ 
（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26×26cm　 
6405013700　4992272700596 

ZV9J22HCURKKPTQV本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405013800　4992272700602 

ZV9J22HCURKKQKMV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405013900　4992272700619 

ZV9J22HCURKKQLTV

レモンと白い花 
（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　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405009900　4992272680096 

ZV9J22HCUQSKKTQV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405010000　4992272680102 

ZV9J22HCUQSKLKMV

ふわふわリラックマ 
（無撚糸･スチームシャーリング･染料プリント）

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405012300　4992272689020 

ZV9J22HCUQSTKMKV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405012400　4992272689037 

ZV9J22HCUQSTKNRV無撚糸

リラックマのなかまたち 
（無撚糸･パイルジャカード･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥300　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
6405016200　4992272738117 

ZV9J22HCURNSLLRV本体価格 ￥500　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405016300　4992272738124 

ZV9J22HCURNSLMOV本体価格 ￥1,500　バスタオル/約60×120cm　 
6405016400　4992272738131 

ZV9J22HCURNSLNLV無撚糸
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毎日
使いたくなる♪

かわいい”リラックマ”タオルシリーズ

キュートフェイスリラックマ 
（スーパー甘撚り糸･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　 
6405015400　4992272717013 

ZV9J22HCURLRKLNV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405015500　4992272717020 

ZV9J22HCURLRKMKV本体:綿100% アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%　

キュートフェイスコリラックマ 
（スーパー甘撚り糸･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　 
6405015600　4992272717037 

ZV9J22HCURLRKNRV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405015700　4992272717044 

ZV9J22HCURLRKOOV本体:綿100% アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%　

クッキーベア 
（片毛･ステッチ･はみ出しアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　キャリータオル/約30×30cm　 
6405015800　4992272717051 

ZV9J22HCURLRKPLV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405015900　4992272717068 

ZV9J22HCURLRKQSV

クリームベア 
（片毛･ステッチ･はみ出しアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　キャリータオル/約30×30cm　 
6405016000　4992272717075 

ZV9J22HCURLRKRPV本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
6405016100　4992272717082 

ZV9J22HCURLRKSMV

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！

キャリータオルとは ミニタオルよりも
少し大きめ!

ミニタオル

ウォッシュタオル

30
cm

30cm

キ
ャ
リ
ー
タ
オ
ル

便利な中間サイズ！
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ボタンをとめれば

「前掛け」に大変身!

マフラータオル

ミニタオル

おでかけタオル

ハッピーネイチャー 
（シャーリング･スカラップ･全面刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約26×26cm　 
本体：綿１００％ 
刺繍部分:ポリエステル100%
6405006900　 
4992272644296 

ZV9J22HCUQOOMTQV

リラックマデザート 
（シャーリング･全面刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約26×26cm　 
本体：綿１００％ 
刺繍部分:ポリエステル100%
6405006200　 
4992272644333 

ZV9J22HCUQOONNNV

リラックマモーニング 
（シャーリング･全面刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約26×26cm　 
本体：綿１００％ 
刺繍部分:ポリエステル100%
6405006300　 
4992272644265 

ZV9J22HCUQOOMQPV

リラックマアップル 
（シャーリング･全面刺繍）

本体価格 ￥600　
ミニタオル/約26×26cm　 
本体：綿１００％ 
刺繍部分:ポリエステル100%
6405007500　 
4992272644272 

ZV9J22HCUQOOMRMV

リラックマルック 
（パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約26×26cm　
6405012900　 
4992272700510 

ZV9J22HCURKKPLKV

キイロイトリルック 
（パイルジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約26×26cm　
6405013000　 
4992272700527 

ZV9J22HCURKKPMRV

キュートドットリラックマ 
（甘撚り糸･パイルジャカード･スカラップ･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約26×26cm　
6405013100　 
4992272700534 

ZV9J22HCURKKPNOV

ハートバルーンリラックマ 
（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26×26cm　
6405013700　 
4992272700596 

ZV9J22HCURKKPTQV

リラックマモチーフ 
（無撚糸･パイルジャカード･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約26×26cm　
6405013400　 
4992272700565 

ZV9J22HCURKKPQPV無撚糸

お洗濯リラックマ 
（無撚糸･スチームシャーリング･染料プリント･刺繍）

本体価格 ￥500　
ミニタオル/約26×26cm　
6405014000　 
4992272700626 

ZV9J22HCURKKQMQV無撚糸

おでかけリラックマ 
（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%　
6405004100　 
4992272623000 

ZV9J22HCUQMNKKKV

リラックマのなかまたち 
（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　
6405016500　 
4992272738599 

ZV9J22HCURNSPTTV
　

無撚糸

ふわふ
わ無撚

糸を使
用した

マフラ
ータオ

ル

269Z09 269Z09

花柄リラックマ 
（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26×26cm　 
綿100%  
刺繍部分:ポリエステル100%　
6405015100　 
4992272716153 

ZV9J22HCURLQLPNV
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背面合皮ネームアップ

のびのび素材で着脱もカンタン

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。

タオル枕カバー

もちもちクッション

ティッシュ
ボックスカバー

ミニバック

ハッピードリームリラックマ 
（パイルジャカード･抗菌防臭加工）

本体価格 ￥1,500　
タオル枕カバー（大人用）/約64×34cm　 
綿95%･ポリウレタン5%　
6405014300　 
4992272700657 

ZV9J22HCURKKQPRV

リラックマカバー 
（ソフトボア･刺繍）

本体価格 ￥2,000　
ティッシュBOX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%　
6405014400　 
4992272700664 

ZV9J22HCURKKQQOV

もちもちパンケーキ 
（ピーチスキン･プリント･半立体アップリケ）

本体価格 ￥2,000　
もちもちクッション/H30.3×W30×D12cm　 
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%　
6505001400　 
4992272717105 

ZV9J22HCURLRLKPV
　

だらっとリラックマ 
（ゴブラン織り･合皮ネーム）

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%　
6505001300　 
4992272717099 

ZV9J22HCURLRKTTV
　

もちもちがクセになる

かわいいクッション

ゴブラン織りの
かわいいミニバッグ

269Z09
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