
本体価格￥500 ミニタオル ／約 25×25cm 2005039900

本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2005040000

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2005040100

無撚糸

ミッキーマウス　ミッキー チケット 
（無撚糸・パイルジャカード・織りネーム）

ちょっとレトロな風合いがオシャレな
ディズニービンテージシリーズ

ビンテージ風のミッキーマウスとミニーマウス
アートを使用したシリーズです。
麻風の生地を使用したクッションカバーや
ゴブラン織りのランチョンマット等
タオルだけに限らず、インテリアから
雑貨までトータルで世界感を演出しました。
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Disney Vintage series



（裏面）

（表面）

本体価格￥650  2005043200

キッチンタオル／約 65×45cm
●綿100％

①ミッキーマウス  ミッキー キッチン 
（プリントネーム・ループ付き）

本体価格￥3,000  2215011700

クッションカバー／約 45×45cm
●表生地：ポリエステル86％・綿9％・レーヨン5％
　裏生地：ポリエステル87％・綿7％・レーヨン6％

ミッキーマウス  ドライビング 
（ゴブラン織り）

本体価格￥2,000  2215011800

クッションカバー／約 45×45cm
●ポリエステル76％・レーヨン24％

ミッキーマウス  ルックアットミー 
（プリント・麻生地風）

本体価格￥2,000  2215012900

シートクッション／約φ35×D2cm
●側　地：ポリエステル100％
　詰め物：ウレタンフォーム

ミッキーマウス  イントロダクション 
（刺繍・スエード）

本体価格￥2,000  2215012500

ラウンドマット／約 60×60cm
●パイル部分：アクリル100％

ミッキーマウス  フットマーク 
（タフティング）

本体価格￥2,000  2215012200

ルームシューズ／約 22〜 24cmに適応

ミッキーマウス  リビング 
（刺繍・麻生地）

本体価格￥2,500  2335002400

ランチバッグ／約 32×26×15cm（持ち手含まず）
●表生地：ポリエステル80％・綿14％・レーヨン6％
　裏生地：ポリエステル81％・綿13％・レーヨン6％
　中生地：ポリエステル80％・綿20％

ミッキーマウス  サプライズミュージック 
（ゴブラン織り）

本体価格￥1,000  2335002500

ランチョンマット／約 48×33cm
●ポリエステル100％

ミッキーマウス  トラベルイシュー 
（ゴブラン織り）

本体価格￥1,800  2335002600

収納ボックス／約 36×25×24cm
●綿69％・ポリエステル29％
　レーヨン1％・アクリル1％

ミッキーマウス  サプライズボックス 
（プリント・麻生地風）

ループ付き
本体価格￥650  2005043300

キッチンタオル／約 65×45cm
●綿100％

②ミニーマウス  ミニー キッチン 
（プリントネーム・ループ付き）

（表面）

（裏面）
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②

①

（背面）



ディズニーのキャラクター達を
多色ジャカード織り（タオル）
ゴブラン織り（クッションカバー）で
アンティーク調に表現。
普段のかわいらしい雰囲気から
大人で落ちついた雰囲気に仕上げました。

本体価格￥800 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2005035700

本体価格￥1,800 フェイスタオル／約 34×80cm 2005035800

ミッキーマウス  アンチックミッキー
（タオル：多色パイルジャカード）

（クッションカバー：ゴブラン織り）
本体価格￥3,000 クッションカバー／約 45×45cm 2215010200
●表生地：ポリエステル 85％・綿 10％・レーヨン 5％
　裏生地：ポリエステル 87％・綿 8％・レーヨン 5％

日本製
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［クッションカバー］



（クッションカバー：ゴブラン織り）（クッションカバー：ゴブラン織り）

本体価格￥800 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2005034200

本体価格￥1,800 フェイスタオル／約 34×80cm 2005034300

ドナルドダック  アンチック ドナルド
（タオル：多色パイルジャカード）

本体価格￥3,000 クッションカバー／約 45×45cm 2215010000
●表生地：ポリエステル 86％・綿 9％・レーヨン 5％
　裏生地：ポリエステル 87％・綿 8％・レーヨン 5％

本体価格￥800 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2005033800

本体価格￥1,800 フェイスタオル／約 34×80cm 2005033900

ミニーマウス  アンチック ミニー
（タオル：多色パイルジャカード）

本体価格￥3,000 クッションカバー／約 45×45cm 2215009800
●表生地：ポリエステル 100％
　裏生地：ポリエステル 87％・綿 8％・レーヨン 5％

（クッションカバー：ゴブラン織り）

本体価格￥800 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2005034000

本体価格￥1,800 フェイスタオル／約 34×80cm 2005034100

グーフィー  アンチック グーフィー
（タオル：多色パイルジャカード）

本体価格￥3,000 クッションカバー／約 45×45cm 2215009900
●表生地：ポリエステル 81％・綿 14％・レーヨン 5％
　裏生地：ポリエステル 87％・綿 8％・レーヨン 5％

（クッションカバー：ゴブラン織り）

本体価格￥800 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2005036300

本体価格￥1,800 フェイスタオル／約 34×80cm 2005036400

デイジーダック  アンチック デイジー
（タオル：多色パイルジャカード）

本体価格￥3,000 クッションカバー／約 45×45cm 2215010300
●表生地：ポリエステル 90％・綿 7％・レーヨン 3％
　裏生地：ポリエステル 87％・綿 8％・レーヨン 5％

日本製 日本製

日本製 日本製
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［クッションカバー］ ［クッションカバー］

［クッションカバー］［クッションカバー］



本体価格￥3,800  2215007900

ラウンドマット／約 60×60cm
●�パイル部分：アクリル100％ ポルトガル製

くまのプーさん  プー シルエット 
（先染め・タフティング）

本体価格￥3,800  2215007800

ラウンドマット／約 60×60cm
●�パイル部分：アクリル100％ ポルトガル製

くまのプーさん  ティガー シルエット 
（先染め・タフティング）

本体価格￥500  2005031900

ウォッシュタオル／約 33×36cm
本体価格￥1,000  2005032000

フェイスタオル／約 33×80cm

ポルトガル製

くまのプーさん  プー シルエット 
（パイルジャカード）

本体価格￥500  2005032100

ウォッシュタオル／約 33×36cm
本体価格￥1,000  2005032200

フェイスタオル／約 33×80cm

ポルトガル製

くまのプーさん  ティガー シルエット 
（パイルジャカード）

シ
ル
エ
ッ
ト
が
と
っ
て
も
キ
ュ
ー
ト
な

機
能
性
・
デ
ザ
イ
ン
性
に
優
れ
た

ポ
ル
ト
ガ
ル
製
タ
オ
ル
・
ラ
ウ
ン
ド
マ
ッ
ト

ポルトガルは世界有数の繊維商材
の生産国として有名です。品質・
使い心地の良さに優れたワンラン
ク上のタオル・ラグマットです。
ヨーロッパ特有の色使いや高級感
あるデザインと上質な肌ざわりを
お楽しみください。
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本体価格￥3,000 　　　　　　2215008500　　2215008800　　2215008600　　2215008700

クッションカバー／約 45×45cm
●表生地：ポリエステル100％
　裏生地：ポリエステル85％・綿8％・レーヨン7％

ハニー プー／ルーム ピグレット
フラワー ティガー／フォレスト イーヨー

（ゴブラン織り）　　　　　　〈ハニー プー〉       〈ルーム ピグレット〉   〈フラワー ティガー〉       〈フォレスト イーヨー〉

本体価格￥3,000 　　　　　　2215008100　　2215008200

ダイカットクッション／　　　　　　　　約 35×48cm　　 約 30×44cm
●�ハニーワイン／表生地：ポリエステル86％・綿11％・レーヨン3％
　　　　　　　　裏生地：ポリエステル85％・綿9％・レーヨン6％
　　　　　　　　詰め物：ポリエステル100％
●ルームパープル／表生地：ポリエステル86％・綿10％・レーヨン4％
　　　　　　　　　裏生地：ポリエステル87％・綿8％・レーヨン5％
　　　　　　　　　詰め物：ポリエステル100％

ハ二ーワイン／ルームパープル
（ゴブラン織り）　　　　　　〈ハニーワイン〉       〈ルームパープル〉   

本体価格￥3,800  2215008000

ラウンドマット／約 60×60cm
●�パイル部分：アクリル100％ ポルトガル製

くまのプーさん  イーヨー シルエット
（先染め・タフティング）

本体価格￥500  2005032300

ウォッシュタオル／約 33×36cm
本体価格￥1,000  2005032400

フェイスタオル／約 33×80cm

ポルトガル製

くまのプーさん  イーヨー シルエット
（パイルジャカード）

高級感のあるゴブラン織りに、
くまのプーさんと

仲間たちのシルエットが
組合わさりました。

おしゃれなインテリアに
ぴったりなカラーリングで

可愛らしく大人っぽいデザインの
クッションに仕上がりました。

ハ二ーワイン／ルームパープル

仲間たちのシルエットが
組合わさりました。

おしゃれなインテリアに
ぴったりなカラーリングで

可愛らしく大人っぽいデザインの
クッションに仕上がりました。

本体価格
ダイカットクッション／　　　　　　　　約
●�ハニーワイン／表生地：ポリエステル86％・綿11％・レーヨン3％
　　　　　　　　裏生地：ポリエステル85％・綿9％・レーヨン6％
　　　　　　　　詰め物：ポリエステル100％

ハ二ーワイン／ルームパープル
（ゴブラン織り）　　　　　　
ハ二ーワイン／ルームパープル
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※クッションカバー・ダイカットクッションはポルトガル製ではありません。

［ハニー プー］

［ルーム ピグレット］

［ルームパープル］

［ハニーワイン］

［フラワー ティガー］

［フォレスト イーヨー］



本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2005037400

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2005037500

本体価格￥2,000 バスタオル／約 60×120cm 2005037600

無撚糸

ミッキー&ミニー  コメディムービー 
（無撚糸スチームシャーリング・アップリケ刺繍・ヨコ織り）

本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2005037700

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2005037800

本体価格￥2,000 バスタオル／約 60×120cm 2005037900

無撚糸

ドナルド＆デイジー  アクションムービー 
（無撚糸スチームシャーリング・アップリケ刺繍・ヨコ織り）

本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2005038000

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2005038100

本体価格￥2,000 バスタオル／約 60×120cm 2005038200

無撚糸

チップ＆デール  トラブルムービー 
（無撚糸スチームシャーリング・アップリケ刺繍・ヨコ織り）
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本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2005037100

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2005037200

本体価格￥2,000 バスタオル／約 60×120cm 2005037300

無撚糸

ミッキー＆ミニー  カラフルホーム
（無撚糸スチームシャーリング・アップリケ刺繍・ヨコ織り）

本体価格￥500  2005026600

ウォッシュタオル／約 34×36cm
本体価格￥1,000  2005026700

フェイスタオル／約 34×80cm

チップ＆デール  マッシュルーム！
（パイルジャカード・刺繍）

本体価格￥400  2005031400

ウォッシュタオル／約 34×36cm
本体価格￥800  2005031500

フェイスタオル／約 34×80cm

ミッキー＆ミニー　
ミッキーマウス&ミニーマウス

（パイルジャカード・プリント）
本体価格￥400  2005031200

ウォッシュタオル／約 34×36cm
本体価格￥800  2005031300

フェイスタオル／約 34×80cm

くまのプーさん  
プーさん&ピグレット

（パイルジャカード・プリント）
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本体価格￥1,000  2005033700

三重ガーゼハンカチ／約 40×40cm
●�綿 100％ 日本製

ふしぎの国のアリス  ワンダーリング 
（三重ガーゼ・今治ネーム付き）

本体価格￥1,000  2005029300

三重ガーゼハンカチ／約 40×40cm
●�綿 100％ 日本製

白雪姫  スノー 
（三重ガーゼ・今治ネーム付き）

本体価格￥1,000  2005029100

三重ガーゼハンカチ／約 40×40cm
●�綿 100％ 日本製

シンデレラ  ダンス 
（三重ガーゼ・今治ネーム付き）

本体価格￥1,000  2005029200

三重ガーゼハンカチ／約 40×40cm
●�綿 100％ 日本製

オーロラ  ローズ 
（三重ガーゼ・今治ネーム付き）

本体価格￥5,000  2005028800

バスタオル／約 60×120cm
●�綿 100％ 日本製

白雪姫  ミニョンミニョン 
（五彩織り）

本体価格￥5,000  2005028900

バスタオル／約 60×120cm
●�綿 100％ 日本製

シンデレラ  シャトー 
（五彩織り）

本体価格￥5,000  2005029000

バスタオル／約 60×120cm
●�綿 100％ 日本製

シンデレラ  ディアマン 
（五彩織り）

認定番号：第2016-899号
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PRINCESS ANTIQUE SERIES

認定番号：第2016-027号 認定番号：第2016-028号 認定番号：第2016-029号

白雪姫やシンデレラなどをちょっとレトロに演出、かわいらしくもどこかなつかしいタオル＆インテリアシリーズ。

三重ガーゼハンカチ

五彩織りバスタオル

「五彩織り（ごさいおり）」とは、色の三原色である「赤・青・黄」と、明暗を表現する「白・黒」の糸を組み合わせる
ことにより、フルカラーの表現を実現した新しい技法のタオルです。細い糸でしっかりと織り上げた高級感ある
仕上がりは、インテリアに取り入れて頂いても素敵です。　（日本製）

特殊なジャカード織り「五彩織り」でタオルにしました。



本体価格￥3,000  2215009100

クッションカバー／約 45×45cm
●�表地：ポリエステル84％・綿13％・レーヨン3％
裏地：ポリエステル92％・綿5％・レーヨン3％

白雪姫  メリーホーム
（ゴブラン織り）

本体価格￥3,000  2215005500

クッションカバー／約 45×45cm
●�表地：ポリエステル100％
裏地：ポリエステル100％

シンデレラ  アスピラスィオン
（ゴブラン織り）

本体価格￥3,000  2215005600

クッションカバー／約 45×45cm
●�表地：ポリエステル86％・綿12％・レーヨン2％
裏地：ポリエステル100％

シンデレラ  プレズィール 
（ゴブラン織り）

本体価格￥3,000  2215009600

玄関マット／約 50×80cm
●�アクリル58％・ポリエステル36％・綿5％
　レーヨン1％

シンデレラ  シャンソンルージュ
（シェニール織り）

本体価格￥2,000  2215009700

スリッパ／約 22〜 24cmに適応
●�甲：ポリエステル100％
　中敷：ポリエステル86％・綿8％・レーヨン6％

シンデレラ  シャンソンルージュ
（ゴブラン織り）

本体価格￥3,000  2215005700

ダイカットクッション／約 45×48cm
●�側　地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリエステル100％

シンデレラ  マジックコーチ
（ゴブラン織り）
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 2215005700

45×48cm

シンデレラ  マジックコーチ
（ゴブラン織り）



水彩タッチが魅力的なアートを

女性が好きな柔らかな無撚糸使いのタオルと合わせました。

幅広い世代で愛され続けている ディズニーキャラクター。大人の女性にもぴったりなラインナップを取り揃えました。

ドリーミーシリーズ

塔の上のラプンツェル
ドリーミーリリー
（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 25×25cm 0644118900

本体価格￥500  ウォッシュタオル／約 34×36cm 0644119000

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 0644119100

無撚糸

アナと雪の女王
ドリーミークリスタル
（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 25×25cm 0644119200

本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×36cm 0644119300

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 0644119400

無撚糸

 ふしぎの国のアリス
ドリーミーワンダー 
（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 25×25cm 2005017200 

 本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2005017300 

 本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2005017400 

無撚糸

 アナと雪の女王
ドリーミーロゼ 
（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 25×25cm 2005007500 

 本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2005007600 

 本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2005007700 

無撚糸
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幅広い世代で愛され続けているディズニーキャラクター。
大人の女性にもぴったりなラインナップを取り揃えました。

Dreamy Series
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水彩タッチが魅力的なアートを
女性が好きな柔らかな無撚糸使いのタオルと合わせました。

眠れる森の美女
ドリーミー オーロラ
（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 25×25cm 2005016300

本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2005016400

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2005016500

無撚糸

アラジン
ドリーミー ジャスミン
（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 25×25cm 2005007800

本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×36cm 2005007900

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 2005008000

無撚糸

白雪姫
ドリーミーホワイト
（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 25×25cm 0644118300

本体価格￥500  ウォッシュタオル／約 34×36cm 0644118400

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 0644118500

無撚糸

リトル・マーメイド
ドリーミーシェル
（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 25×25cm 0644118600

本体価格￥500 ウォッシュタオル／約 34×36cm 0644118700

本体価格￥1,000 フェイスタオル／約 34×80cm 0644118800

無撚糸
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本体価格￥650  2005043400

キッチンタオル／約 65×45cm

トイ・ストーリー  トイキッチン 
（プリントネーム・ループ付き）

本体価格￥3,000  2215011900

クッションカバー／約 45×45cm
●表面：ポリエステル100％
　裏面：ポリエステル86％・綿7％・レーヨン7％

トイ・ストーリー  トイパートナー 
（ゴブラン織り）

本体価格￥2,000  2215012000

クッションカバー／約 45×45cm
●ポリエステル76％・レーヨン24％

トイ・ストーリー  グリーンアーミーメン 
（麻生地風・プリント）

本体価格￥2,000  2215012800

シートクッション／約φ35×D2cm

トイ・ストーリー  ラインワッペン 
（刺繍・スエード）

本体価格￥2,000  2335002900

ルームシューズ／約 10.5×25.5cm

トイ・ストーリー  ライントイ 
（合皮・刺繍）

本体価格￥1,800  2335002700

収納ボックス／約 36×25×24cm
●綿69％・ポリエステル29％
　レーヨン1％・アクリル1％

トイ・ストーリー  ヒーローボックス 
（麻生地風・プリント）

本体価格￥500  2005040200

ウォッシュタオル／約 34×36cm
本体価格￥1,000  2005040300

フェイスタオル／約 34×80cm

無撚糸

トイ・ストーリー  ラインアート 
（無撚糸・パイルジャカード・織りネーム）
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ループ付き

（裏面）

（裏面）
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高級感あるゴブラン織りのクッションカバーシリーズ
絵画の様な美しい表現でいつもとは少し違った

キャラクター達の表情をお楽しみください



 
ふしぎの国のアリス フラワーソング 

（ゴブラン織り）
 本体価格￥3,000  2215001700 

 クッションカバー／約 45×45cm 

 
バンビ ディープフォレスト 

（ゴブラン織り）
 本体価格￥3,000  2215001800 

 クッションカバー／約 45×45cm 
●表生地：ポリエステル85%�・綿12%�・レーヨン3%
　裏生地：ポリエステル93%�・綿6%�・レーヨン1%

 
白雪姫  シング
 （ゴブラン織り）
 本体価格￥3,000  0634102300 

 クッションカバー／約 45×45cm 
●表生地：ポリエステル97%�・綿2%�・レーヨン1%
　裏生地：ポリエステル100%�

●表生地：ポリエステル92%�・綿7%�・レーヨン1%
　裏生地：ポリエステル94%�・綿5%�・レーヨン1%

本体価格￥3,000  2215011700

クッションカバー／約 45×45cm
●�表面：ポリエステル86％・綿9％・レーヨン5％
裏面：ポリエステル87％・綿7％・レーヨン6％

ミッキーマウス  ドライビング
（ゴブラン織り）

本体価格￥3,000  2215011900

クッションカバー／約 45×45cm
●�表面：ポリエステル100％
裏面�：ポリエステル86％・綿7％・レーヨン7％

トイ・ストーリー  トイパートナー
（ゴブラン織り）

本体価格￥3,000  2215008500

クッションカバー／約 45×45cm
●�表面：ポリエステル100％
裏面：ポリエステル85％・綿8％・レーヨン7％

くまのプーさん  ハニー プー
（ゴブラン織り・メルトン生地アップリケ）

本体価格￥3,000  2215008600

クッションカバー／約 45×45cm
●�表面：ポリエステル100％
裏面：ポリエステル85％・綿8％・レーヨン7％

くまのプーさん  フラワー ティガー
（ゴブラン織り・メルトン生地アップリケ）

本体価格￥3,000  2215008700

クッションカバー／約 45×45cm
●�表面：ポリエステル100％
裏面：ポリエステル85％・綿8％・レーヨン7％

くまのプーさん  フォレスト イーヨー
（ゴブラン織り・メルトン生地アップリケ）

本体価格￥3,000  2215008800

クッションカバー／約 45×45cm
●�表面：ポリエステル100％
裏面：ポリエステル85％・綿8％・レーヨン7％

くまのプーさん  ルーム ピグレット
（ゴブラン織り・メルトン生地アップリケ）

本体価格￥3,000  2215007100

クッションカバー／約 45×45cm
●�表面：ポリエステル88％・綿7％・レーヨン5％
裏面：ポリエステル86％・綿8％・レーヨン6％

白雪姫　ジョイフルフェイス
（ゴブラン織り）

本体価格￥3,000  2215006800

クッションカバー／約 45×45cm
●�表面：ポリエステル100％
裏面：ポリエステル100%

ミッキー＆プルート コルノ
（ゴブラン織り）

本体価格￥3,000  2215009400

クッションカバー／約 45×45cm

ふしぎの国のアリス  カラム
（ゴブラン織り・刺繍）

本体価格￥3,000  2215009100

クッションカバー／約 45×45cm
●�表面：ポリエステル84％・綿13％・レーヨン3％
裏面：ポリエステル92％・綿5％・レーヨン3％

白雪姫  メリーホーム
（ゴブラン織り）

本体価格￥3,000  2215005500

クッションカバー／約 45×45cm
●�表地：ポリエステル100％
裏地：ポリエステル100％

本体価格￥3,000  2215005600

クッションカバー／約 45×45cm
●�表地：ポリエステル86％・綿12％・レーヨン2％
裏地：ポリエステル100％

シンデレラ  アスピラスィオン
（ゴブラン織り）

シンデレラ  プレズィール
（ゴブラン織り）
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ゴブラン織り
ジャン・ゴブラン（仏）の名に因む
織物の手法綴織（つづれおり）の事
で種々の色糸を用いて図柄を表し
た精巧な織物です。織物であり
ながら絵画の様な表現が

魅力です。




