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原作、脚本、監督ともに宮崎駿氏が手掛

けた最高傑作アニメが「となりのトトロ」。

物語の舞台は昭和30年代の所沢。大学

で考古学を研究する学者のお父さん、

小学校６年生のサツキ、４歳のメイの３

人が引っ越してきた、豊かな自然があふ

れる田舎のおんぼろ屋敷で始まる不思

議な物語。子供にしか見えないという森

に棲むオバケのトトロと仲良しになった

サツキとメイが、心ゆくまで無邪気に遊

ぶファンタジーは、親子の絆をも深めて

くれるもの。きっとみんなが、森に棲んで

みたくなる物語です。
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野
の

花
ばな

	
（無撚糸･パイルジャカード･ヨコ織り･シェルメロー･刺繍）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1005034900　JAN4992272703214

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005035000　JAN4992272703221

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005035100　JAN4992272703238

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005035200　JAN4992272703245

無撚糸

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×35cm　 1005035400　JAN4992272703269

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×75cm　 1005035500　JAN4992272703276

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005035600　JAN4992272703283

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%　 

とうもろこしとトトロ	
（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　 1005035300　JAN4992272703252

無撚糸

休
きゅう

憩
けい

N	
（無撚糸･スチームシャーリング･プリント･刺繍）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約24×24cm　 0594107900　JAN4992272532821

※ミニタオルにはプリントはありません。

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005033400　JAN4992272532838

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005033100　JAN4992272532845

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005033500　JAN4992272532852

無撚糸

花
はなばたけ

畑	
（無撚糸2パイルガーゼ･刺繍･今治タオルブランドネーム付き）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 0590205400　JAN4992272501698

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 0590205500　JAN4992272501704

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 0590205600　JAN4992272501711

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 0590205700　JAN4992272501728

無撚糸 日本製認定番号:第2012-601号
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アップリケ刺
繍
付
き

はみ出しアップリ
ケ
刺
繍
付
き

ネコバスとトトロ	
（無撚糸･スチームシャーリング･ヨコ織り･スカラップ･はみ出しアップリケ刺繍）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1005025200　JAN4992272657647

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005025300　JAN4992272657654

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005025400　JAN4992272657661

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005025500　JAN4992272657678

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%　 無撚糸

さつき晴れ	
（無撚糸･スチームシャーリング･ヨコ織り･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　 1005029200　JAN4992272546361

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005029300　JAN4992272546378

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005029400　JAN4992272546385

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005029500　JAN4992272546392

無撚糸
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“ふ
わふわ”ファーアップ

リ
ケ
刺
繍
付
き

アップリケ刺
繍
付
き

アップリケ刺
繍
付
き

よくばりいちご	
（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 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1005034500　JAN4992272702958

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005034600　JAN4992272702965

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005034700　JAN4992272702972

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005034800　JAN4992272702989

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

はらっぱ	
（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　	 ミニタオル/約25×25cm　 0594108000　JAN4992272459982

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 0594108100　JAN4992272459999

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 0594108200　JAN4992272460001

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 0594108300　JAN4992272460018

無撚糸

木
こ

陰
かげ

の散
さん

歩
ぽ

	
（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25×25cm　 1005027500　JAN4992272672299

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005027600　JAN4992272672305

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005027700　JAN4992272672312

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005027800　JAN4992272672329

無撚糸

思い出	
（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25×25cm　 1005032400　JAN4992272691900

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005032600　JAN4992272691924
本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005032500　JAN4992272691917

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005032700　JAN4992272691931

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%　 

無撚糸
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パッケージ

［今治タオル］

春風とトトロ	
（片面ガーゼ･染料プリント･プリントネーム･今治タオルブランドネーム）

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005021800　JAN4992272649208

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005021900　JAN4992272649215

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005022000　JAN4992272649222

日本製認定番号:第2017-2284号 日本製認定番号:第2019-2230号

飛び立つトトロ	
（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 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005037200　JAN4992272703443

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005037300　JAN4992272703450

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005037400　JAN4992272703467

や
さ
し
い
肌
ざ
わ
り
、今
治
製
ガ
ー
ゼ
タ
オ
ル
シ
リ
ー
ズ
。

今では、お馴染みとなった、今治タオルは百二十余年の歴史と
伝統を受け継ぎ、多くの人々の努力により世界に誇る高品質の
タオルを生む一大産地となりました。素材選びから織り、染め、
洗いに至るまで『手を抜かず丁寧にものづくりする』を信念とし
て、幾多のノウハウと卓越した職人技により造られています。

今治タオルブランド
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パッケージ

［今治タオル］

認定番号:第2015-1480号

おりがみとトトロ	
（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　
フェイスタオル/約34×80cm　
1005007100　	
JAN4992272585315　

日本製

雨夜	
（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　
フェイスタオル/約34×80cm　
1005006900　	
JAN4992272585292　

認定番号:第2015-1478号
日本製

花吹雪	 	 	
（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　
フェイスタオル/約34×80cm　
1005007000　	
JAN4992272585308　

認定番号:第2015-1477号
日本製

ナデシコとトトロ	
（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　
フェイスタオル/約34×80cm　
0590222600　	
JAN4992272533194　

認定番号:第2013-1135号
日本製

梅とトトロ	
（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　
フェイスタオル/約34×80cm　
0590222400　	
JAN4992272533170　

認定番号:第2013-1135号
日本製

花火とトトロ	
（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　
フェイスタオル/約34×80cm　
0590222300　	
JAN4992272533163　

認定番号:第2013-1135号
日本製

クローバーとトトロ	
（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　
フェイスタオル/約34×80cm　
0590222500　	
JAN4992272533187　

認定番号:第2013-1135号
日本製

夏野菜	
（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　
フェイスタオル/約34×80cm　
1005037500　	
JAN4992272703474　

認定番号:第2019-2263号
日本製
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13歳の魔女キキは、古い魔女の一族

の掟に従い、黒猫ジジと修行の旅に

出る。そして、海辺の大きな街で修行

することに。箒で飛ぶ以外に能がな

いキキは、空飛ぶ宅急便を始める。し

かし、最初の仕事でいきなり荷物を

無くしてしまう……。

「風の谷のナウシカ」「天空の城ラ

ピュタ」の宮崎駿監督が、魔女の少

女になるための修行をしていく過程

で様々な経験を積み成長していく姿

を描いた長編アニメーション。

“
ふ
わふ

わ”ファーアップリケ
刺
繍
付
き

シェルフ	
（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　	 ミニタオル/約25×25cm　 1005034000　JAN4992272459517

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005034100　JAN4992272459524

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 0594109300　JAN4992272459531

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 0594109400　JAN4992272459548

無撚糸

憧れの街	
（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 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1005035700　JAN4992272703290

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005035800　JAN4992272703306

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005035900　JAN4992272703313

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005036000　JAN4992272703320

本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%　 
無撚糸
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お気に入りの花	
（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･リボン付き）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1005036100　JAN4992272703337

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005036200　JAN4992272703344

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005036300　JAN4992272703351

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005036400　JAN4992272703368

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%　 無撚糸

メルシー	
（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25×25cm　 1005025600　JAN4992272657685

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005025800　JAN4992272657708
本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005025700　JAN4992272657692

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005025900　JAN4992272657715

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%　     

無撚糸

アベニュー	
（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25×25cm　 1005028100　JAN4992272450965

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005028200　JAN4992272450972

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 0594108600　JAN4992272450989

※ミニタオルは無撚糸スチームシャーリングではありません。 全面刺繍になります。
本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 0594108700　JAN4992272450996

無撚糸無撚糸

花壇の散歩	
（無撚糸･スチームシャーリング･ヨコ織り･スカラップヘム･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 1005029600　JAN4992272601596

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 1005029700　JAN4992272601602

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 1005029800　JAN4992272601619

本体価格 ￥2,800　バスタオル/約60×120cm　 1005029900　JAN4992272601626

無撚糸
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チャックをあけて
簡単にネックピローに
変えることが
できます。

お昼寝クッションが新登場。

大好きなトトロと

たのしいお昼寝タイム♪

お 昼 寝 ク ッ シ ョ ン   

ビーズクッションからネックピローに早変わり！

マ ス コ ッ ト 付 き ネ ッ ク ピ ロ ー   

も ち も ち ク ッ シ ョ ン

ゴ ブ ラ ン 織 り ク ッ シ ョ ン

背面 背面

となりのトトロ   
クローバーとお花 

（プリント･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥2,000　
もちもちクッション/H35×W35cm　 
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%　
1145009500　 
JAN4992272672336　

魔女の宅急便  
ふんわりパンとジジ 

（プリント･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥2,000　
もちもちクッション/H35×W35cm　 
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%　
1145009600　 
JAN4992272672343　

千と千尋の神隠し  
たたずむカオナシ 

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥3,000　
ダイカットクッション/H55×W29cm　 
表生地:ポリエステル100%  
裏生地:ポリエステル93%･綿4%･レーヨン3%  
詰め物:ポリエステル100%　
1145007500　 
JAN4992272637670　

となりのトトロ  
いちごの季節 

（ゴブラン織り）

本体価格 ￥3,800　
クッション/H45×W45cm　 

（カバー）表生地:ポリエステル100%  
裏生地:ポリエステル100% 

（ヌードクッション）側地：ポリプロピレン100％  
詰め物：ポリエステル100％ 
1145010300　 
JAN4992272702651　

魔女の宅急便   
赤い花 

（ゴブラン織り）

本体価格 ￥3,800　
クッション/H45×W45cm　 

（カバー）表生地:ポリエステル100%  
裏生地:ポリエステル100%  

（ヌードクッション）側地：ポリプロピレン100％  
詰め物：ポリエステル100％ 
1145010400　 
JAN4992272703528　

となりのトトロ トトロとお昼寝 
（アップリケ刺繍）

本体価格 ￥3,800　
お昼寝クッション/H80×W77×D5cm　 
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　
1145007700　 
JAN4992272649987　

となりのトトロ   
大きなどんぐり 

（アップリケ刺繍）

本体価格 ￥3,000　
マスコット付きネックピロー/ 
ビーズクッション時:H26×W21×D21cm  
ネックピロー時:H35×W33cm　 
クッション側生地:ポリエステル90%･ポリウレタン10%  
ネックピロー側生地:ポリエステル100%  
詰め物:ポリエチレン　
1145007200　 
JAN4992272619140　

千と千尋の神隠し  
カオナシとおやすみ 

（プリント）

本体価格 ￥2,000　
マスコット付きネックピロー/ 
ビーズクッション時:H24×W16×D16cm  
ネックピロー時:H35×W33cm　 
側生地:ポリエステル92%･ポリウレタン8% 
詰め物:ポリエチレン　
1145008100　 
JAN4992272650020　

となりのトトロ   
クロスケとおやすみ 

（プリント）

本体価格 ￥2,000　
マスコット付きネックピロー/ 
ビーズクッション時:H25×W30×D15cm  
ネックピロー時:H35×W33cm　 
側生地:ポリエステル92%･ポリウレタン8%  
詰め物:ポリエチレン　
1145008000　 
JAN4992272650013　

となりのトトロ   
ふわふわトトロ 

（プリント）

本体価格 ￥2,000　
マスコット付きネックピロー/ 
ビーズクッション時:H28×W22×D22cm  
ネックピロー時:H35×W33cm　 
側生地:ポリエステル92%･ポリウレタン8%  
詰め物:ポリエチレン　
1145007900　 
JAN4992272650006　
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140cm

200cm

丸めて持ち運びが
できるバンド付き

二人で寝転がるのに
ちょうどいいサイズ

丸めて持ち運びが
できるバンド付き

二人で寝転がるのに
ちょうどいいサイズ

Picnic 
　 sheet くるっと巻いて持ち運びもラクチン♪ 大きめサイズのピクニックシートです。

ピクニックシート

となりのトトロ   
野いちごとトトロ  

（プリント）

本体価格 ￥2,800　
ピクニックシート/広げ：H200×W140cm
収納時：W38×φ16cm　
1145009900　 
JAN4992272692051

となりのトトロ   
ピクニッククロスケ  
（プリント）

本体価格 ￥2,800　
ピクニックシート/広げ：H200×W140cm
収納時：W38×φ16cm　
145009400　 
JAN4992272662344

魔女の宅急便   
お出かけジジ  

（プリント）

本体価格 ￥2,800　
ピクニックシート/広げ：H200×W140cm
収納時：W38×φ16cm　
1145010000　 
JAN4992272692068

折りたたみ時 折りたたみ時 折りたたみ時
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毎日の食卓を明るくしてくれるジブリのキッチングッズ。

ランチョンマット

となりのトトロ 大きな声で 
（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%　
1165033400　 
JAN4992272703634　

となりのトトロ 収穫祭とトトロ 
（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%　
1165016900　 
JAN4992272618150　

となりのトトロ ボタニカルガーデン 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,200　
ランチョンマット/H34×W48cm　 
ポリエステル100%　
1165024600　 
JAN4992272649789　

ハウルの動く城 城と空 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,200　
ランチョンマット/H34×W48cm　 
ポリエステル100%　
1165024800　 
JAN4992272649802　

魔女の宅急便 赤い花 
（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%　
1165033500　 
JAN4992272703641　

魔女の宅急便 ジジと青空 
（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%　
1165033600　 
JAN4992272703658　

魔女の宅急便 軒下 
（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75%･綿21%･レーヨン4%　
0524102600　 
JAN4992272542417　

千と千尋の神隠し 訪れる神々 
（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%　
1165024900　 
JAN4992272649819　
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クロスケデザインの

ランドリーバッグ。

口が閉まる巾着タイプなので、

洗濯物が見える心配もありません。

コースター

ランドリーバッグ

となりのトトロ ボタニカルシーズン 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,500　
コースター4枚組/H10×W10cm　　
1165025000　 
JAN4992272649826　

となりのトトロ リーフフレーム 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,500　
コースター4枚組/H10×W10cm　　
1165031800　 
JAN4992272710854　

となりのトトロ 季節のはじまり 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,500　
コースター4枚組/H10×W10cm　　
1165016500　 
JAN4992272618884　

魔女の宅急便 花々の季節 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,500　
コースター4枚組/H10×W10cm　　
1165025100　 
JAN4992272649833　

となりのトトロ トトロコースター 
（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　　
1165015300　 
JAN4992272618792　

天空の城ラピュタ ラピュタコースター 
（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,500　
コースター4枚組/H10×W10cm　　 
1165031900　 
JAN4992272710809　

となりのトトロ クロスケランドリー 
（プリント）

本体価格 ￥2,000　
ランドリーバッグ/H55×φ35cm　 
生地:綿100%  
裏面:PVCコーティング　
1165020700　 
JAN4992272649918　
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男女問わず持ちやすい。アウトドアにもピッタリのトートバッグシリーズです。

トトロとジジの珍しいポーズにも注目です！

使
い
勝
手
抜
群
の
お
し
ゃ
れ
で
カ
ワ
イ
イ

帆
布
ト
ー
ト
バ
ッ
グ
シ
リ
ー
ズ
。

となりのトトロ パッチワークトトロ 
（帆布生地･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥2,000　
トートバッグ/H40×W35cm×D11.5cm   
 （持ち手部分含めず）　　
1165033900　 
JAN4992272710571　

となりのトトロ パッチワークトトロ 
（帆布生地･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥2,800　
横長トートバッグ/H30×W45×D15cm  
 （持ち手部分含めず）　　
1165033200　 
JAN4992272703610　

魔女の宅急便 パッチワークジジ 
（帆布生地･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥2,000　
トートバッグ/H40×W35cm×D11.5cm  
 （持ち手部分含めず）　　
1165034000　 
JAN4992272710588　

魔女の宅急便 パッチワークジジ 
（帆布生地･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥2,800　
横長トートバッグ/H30×W45×D15cm  
 （持ち手部分含めず）　　
1165033300　 
JAN4992272703627　
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刺繍・ワッペンを贅沢に使用した雑貨シリーズ。

となりのトトロ トトロアイコン 
（帆布生地･刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥1,800　
ポーチ/H16.5×W21cm　 
表生地:綿100%  
ワッペン部分:ポリエステル100%  
中生地:綿100%　
0524101400　 
JAN4992272546545　

魔女の宅急便 スーベニイル 
（帆布生地･刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥1,800　
ポーチ/H16.5×W21cm　 
表生地:綿100%  
ワッペン部分:ポリエステル100%  
中生地:綿100%　
0520202000　 
JAN4992272533583　

天空の城ラピュタ  
ラピュタアイコン 

（帆布生地･刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥1,800　
ポーチ/H16.5×W21cm　 
表生地:綿100%  
ワッペン部分:ポリエステル100%  
中生地:綿100%　
0520202100　 
JAN4992272533590　

紅の豚    
ポルコロッソ 

（帆布生地･織りネーム･刺繍）

本体価格 ￥1,800　
ポーチ/H16.5×W21cm　 
表生地:綿100%  
ワッペン部分:ポリエステル100%  
中生地:綿100%　
1165014200　 
JAN4992272602111　

となりのトトロ トトロアイコン 
（帆布生地･織りネーム･刺繍）

本体価格 ￥3,000　
マチ付きトートバッグ/ 
H40×W35×D11.5cm（持ち手部分含めず）　 
表生地:綿100%  
部分:ポリエステル100%  
中生地:綿100%　
1165029500　 
JAN4992272672411　

魔女の宅急便 スーベニイル 
（帆布生地･織りネーム･刺繍）

本体価格 ￥3,000　
マチ付きトートバッグ/ 
H40×W35×D11.5cm（持ち手部分含めず）　 
表生地:綿100%  
部分:ポリエステル100%  
中生地:綿100%　
1165029600　 
JAN4992272672428　

天空の城ラピュタ  
ラピュタアイコン 

（帆布生地･織りネーム･刺繍）

本体価格 ￥3,000　
マチ付きトートバッグ/ 
H40×W35×D11.5cm（持ち手部分含めず）　 
表生地:綿100%  
部分:ポリエステル100%  
中生地:綿100%　
1165029700　 
JAN4992272672435　

紅の豚    
ポルコロッソ 

（帆布生地･織りネーム･刺繍）

本体価格 ￥3,000　
マチ付きトートバッグ/ 
H40×W35×D11.5cm（持ち手部分含めず）　 
表生地:綿100%  
部分:ポリエステル100%  
中生地:綿100%　
1165029800　 
JAN4992272672442　
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ゴブラン織りならではのクラシックで高級感漂うシリーズです。

（裏面）

となりのトトロ   
クローバーシーズン 

（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%　
1165032600　 
JAN4992272703559

となりのトトロ   
クローバーシーズン 

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥2,500　
口金ポーチ/H12×W18×D6cm　 
ポリエステル100%　　
1165032700　 
JAN4992272703566　

となりのトトロ  
クローバーシーズン 

（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）　 
表生地:ポリエステル100%  
裏生地:ポリエステル100%  
中生地:ポリエステル85%･綿15%　
1165029900　 
JAN4992272672459　

となりのトトロ   
ボタニカルガーデン 

（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,800　
ポーチ/H17×W21.5×D6cm　 
表生地:ポリエステル100%  
裏生地:ポリエステル100%  
中生地:ポリエステル85%･綿15%　
1165023800　 
JAN4992272649703　

となりのトトロ   
ボタニカルガーデン 

（ゴブラン織り）

本体価格 ￥2,500　
口金ポーチ/H12×W18×D6cm　 
表生地:ポリエステル100%  
裏生地:ポリエステル100%  
中生地:ポリエステル85%･綿15%　
1165024200　 
JAN4992272649741　

となりのトトロ   
ボタニカルガーデン 

（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）　 
表生地:ポリエステル100%  
中生地:ポリエステル85%･綿15%  
裏生地:ポリエステル82%･綿15%･レーヨン3%　
1165024000　 
JAN4992272649727　

マチ付き

マチ付き
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となりのトトロ  
森いちご 

（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89%･綿9%･
レーヨン2%  
中生地:ポリエステル80%･綿20%　
0524102100　 
JAN4992272542363　

となりのトトロ 森いちご 
（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）　 
表生地:ポリエステル92%･  
綿6%･レーヨン2%  
中生地:ポリエステル100%　
1165032500 
JAN4992272703542　

となりのトトロ  
森いちご 

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥2,500　
口金ポーチ/H12×W18×D6cm　 
表生地:ポリエステル86%･綿9%･
レーヨン5%  
中生地:ポリエステル100%　　
1165032400　 
JAN4992272703535　

となりのトトロ  
クロスケドット 

（ゴブラン織り）

本体価格 ￥2,500　
口金ポーチ/H12×W18×D6cm　 
表生地:ポリエステル85%･綿11%･レーヨン4%  
中生地:ポリエステル85%･綿15%　
1165014000　 
JAN4992272602098　

となりのトトロ  
クロスケドット 

（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,800　
ポーチ/H17×W21.5×D6cm　 
表生地:ポリエステル85%･綿11%･
レーヨン4%  
中生地:ポリエステル85%･綿15%　
1165014100　 
JAN4992272602104　

となりのトトロ  クロスケ
ドット 
（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）　 
表生地:ポリエステル88%･綿9%･
レーヨン3%  
中生地:ポリエステル100%　
1165032800　 
JAN4992272703573　

マチ付き

マチ付き



背面
織ネーム付き

255

×

英国MOON社のツイード生地を本体生地にはもちろん、

大トトロのアップリケにも使用しました。

MOON社ならではの深みのある色合いが大人っぽい、

高級感のあるシリーズです。

180年の歴史が誇る
イギリス名門ファブリックメーカー

1837年の創業から、180年もの間、最高のウール製
品を作り続けています。築いてきた伝統に誇りを持
つとともに、近代的で、革新的なデザインとの融合に
も挑戦し染色から紡績、製織から仕上げまでを一
手に担い、その品質の素晴らしさで、お客様からの
信頼を勝ち得ています。1996年にはバッキンガム宮
殿にて表彰され、近年では、オバマ大統領がムーン
を訪れた際にホワイトハウスの椅子生地として選ば
ています。ムーンの生地は歴史ある城、由緒ある名
家だけでなく、五ツ星ホテルでも見受けられます。

【伝統・デザイン・品質】

MOON / ムーン

ヌード
クッション
付き

となりのトトロ ツイードトトロ 
（シェットランドウール･織りネーム）

本体価格 ￥3,800　
ミニバッグ/H26×W32×D15cm  
 （持ち手部分含めず）　 
表生地:ウール100%  
中生地:ポリエステル100%　
1165030200　 
JAN4992272693775　

英国製（MOON社）生地使用

となりのトトロ ツイードトトロ 
（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 
 （持ち手部分含めず）　 
表生地:ウール100%  
中生地:ポリエステル100%　
1165030300　 
JAN4992272693782　

英国製（MOON社）生地使用

となりのトトロ ツイードトトロ 
（シェットランドウール･織りネーム）

本体価格 ￥5,800　
クッション/H45×W45cm　 

（カバー）ウール100%  
（ヌードクッション） 
側生地:ポリプロピレン100%  
詰め物:ポリエステル100%　
1145009800　 
JAN4992272693799　

英国製（MOON社）生地使用
マチ付き マチ付き
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となりのトトロ トラッドトトロ 
（ジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥2,500　
ポーチ/H13×W19×D5cm　 
表生地:ウール88%･ナイロン12%  
中生地:ポリエステル100%　
1165028600　 
JAN4992272669039　

英国製（MOON社）生地使用

となりのトトロ トラッドトトロ 
（ジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥3,000　
薄型ポーチ/H16×W23×D1.5cm　 
表生地:ウール88%･ナイロン12%  
中生地:ポリエステル100%　
1165028700　 
JAN4992272669046　

英国製（MOON社）生地使用

となりのトトロ トラッドトトロ 
（ジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥3,000　
ショルダーポーチ/H12×W20×D6cm 
 （紐部分含めず）　 
表生地:ウール88%･ナイロン12%  
中生地:ポリエステル100%  
皮革部分:合成皮革　
1165028800　 
JAN4992272669053　

英国製（MOON社）生地使用

となりのトトロ トラッドトトロ 
（ジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥3,800　
マルチケース/H26.5×W21.5cm　 
表生地:ウール88%･ナイロン12%  
中生地:ポリエステル100%　
1165028500　 
JAN4992272657876　

英国製（MOON社）生地使用

となりのトトロ トラッドトトロ 
（ジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥3,800　
四角バッグ（S）/H26×W29.5cm　 
表生地:ウール88%･ナイロン12%  
中生地:ポリエステル100%  
皮革部分:合成皮革　
1165028100　 
JAN4992272657838　

英国製（MOON社）生地使用

となりのトトロ トラッドトトロ 
（ジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥5,800　
四角バッグ（L）/H35×W36cm　 
表生地:ウール88%･ナイロン12%  
中生地:ポリエステル100%  
皮革部分:合成皮革　
1165028200　 
JAN4992272657845　

英国製（MOON社）生地使用

となりのトトロ トラッドトトロ 
（ジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥4,800　
クラッチバッグ/H25×W33cm　 
表生地:ウール88%･ナイロン12%  
裏生地:合成皮革  
中生地:ポリエステル100%　
1165028400　 
JAN4992272657869　

英国製（MOON社）生地使用

となりのトトロ トラッドトトロ 
（ジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥4,800　
ミニバッグ/H20×W32×D9cm 
 （持ち手部分含めず）　 
表生地:ウール88%･ナイロン12%  
中生地:ポリエステル100%  
皮革部分:合成皮革　
1165028900　 
JAN4992272669060　

英国製（MOON社）生地使用

となりのトトロ トラッドトトロ 
（ジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥5,800　
トートバッグ/H26×W41×D12cm 
 （持ち手部分含めず）　 
表生地:ウール88%･ナイロン12%  
中生地:ポリエステル100%  
皮革部分:合成皮革　
1165028300　 
JAN4992272657852　

英国製（MOON社）生地使用 英国製（MOON社）生地使用

となりのトトロ トラッドトトロ 
（ジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥10,000　
クッション/H45×W45cm　 

（カバー）ウール88%･ナイロン12%  
（ヌードクッション）側生地:ポリプロ
ピレン100%  
詰め物:ポリエステル100%　
1145010200　 
JAN4992272699050　

マチ付き マチ付き
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Pure Merino Wool
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となりのトトロ クラシックトトロ 
（メリノウール･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥10,000　
ストール/H170×W70cm 

（フリンジ部分含めず）　 
ウール100%　
1125005700　 
JAN4992272618891　

魔女の宅急便 クラシックジジ 
（メリノウール･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥10,000　
ストール/H170×W70cm 

（フリンジ部分含めず）　 
ウール100%　
1125005800　 
JAN4992272618907　

となりのトトロ クラシックトトロ 
（シェットランドウール･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥5,800　
クッション/H45×W45cm　 

（カバー）チェック部分:ウール100%  
無地部分:ポリエステル100%  
刺繍部分:ポリエステル100%  

（ヌードクッション）側地:ポリエステル100%  
詰め物:ポリエステル100%　
1145010500　 
JAN4992272706598　

魔女の宅急便 クラシックジジ 
（シェットランドウール･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥5,800　
クッション/H45×W45cm　 

（カバー）チェック部分:ウール100%  
無地部分:ポリエステル100%  
刺繍部分:ポリエステル100%  

（ヌードクッション）側地:ポリプロピレン100%  
詰め物:ポリエステル100%　
1145010600　 
JAN4992272706604　

英国製（MOON社）生地使用

英国製（MOON社）生地使用

英国製（MOON社）生地使用

英国製（MOON社）生地使用
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イギリスのMOON社の生地を使用したシリーズです。

深みのある色合いのチェック柄はこの企画のために織り上げた生地です。

MOON社と、「となりのトトロ」「魔女の宅急便」のWネーム織ネームがアクセントです。

×

となりのトトロ クラシックトトロ 
（シェットランドウール･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥3,500　
ミニバッグ/H20×W32×D9cm 
 （持ち手部分含めず）　 
チェック部分:ウール100%  
無地部分:ポリエステル100%  
刺繍部分:ポリエステル100%  
中生地:ポリエステル80%･綿20%　
1165017100　 
JAN4992272618938　

英国製（MOON社）生地使用

魔女の宅急便 クラシックジジ 
（シェットランドウール･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥3,500　
ミニバッグ/H20×W32×D9cm 
 （持ち手部分含めず）　 
チェック部分:ウール100%  
無地部分:ポリエステル100%  
刺繍部分:ポリエステル100%  
中生地:ポリエステル80%･綿20%　
1165017200　 
JAN4992272618945　

英国製（MOON社）生地使用

となりのトトロ クラシックトトロ 
（シェットランドウール･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥2,500　
ショルダーポーチ/H12×W20×D6cm 
 （持ち手部分含めず）　 
チェック部分:ウール100%  
無地部分:ポリエステル100%  
刺繍部分:ポリエステル100%  
中生地:ポリエステル80%･綿20%　
1165017300　 
JAN4992272618952　

英国製（MOON社）生地使用

魔女の宅急便 クラシックジジ 
（シェットランドウール･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥2,500　
ショルダーポーチ/H12×W20×D6cm 
 （持ち手部分含めず）　 
チェック部分:ウール100%  
無地部分:ポリエステル100%  
刺繍部分:ポリエステル100%  
中生地:ポリエステル80%･綿20%　
1165017400　 
JAN4992272618969　

英国製（MOON社）生地使用

となりのトトロ クラシックトトロ 
（シェットランドウール･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥2,000　
ポーチ/H13×W19×D5cm　 
チェック部分:ウール100%  
無地部分:ポリエステル100%  
刺繍部分:ポリエステル100%  
中生地:ポリエステル80%･綿20%　
1165017500　 
JAN4992272618976　

英国製（MOON社）生地使用

魔女の宅急便 クラシックジジ 
（シェットランドウール･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥2,000　
ポーチ/H13×W19×D5cm　 
チェック部分:ウール100%  
無地部分:ポリエステル100%  
刺繍部分:ポリエステル100%  
中生地:ポリエステル80%･綿20%　
1165017600　 
JAN4992272618983　

英国製（MOON社）生地使用

となりのトトロ クラシックトトロ 
（シェットランドウール･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥2,500　
薄型ポーチ/H16×W23×D1.5cm　 
チェック部分:ウール100%  
無地部分:ポリエステル100%  
刺繍部分:ポリエステル100%  
中生地:ポリエステル80%･綿20%　
1165017700　 
JAN4992272618990　

英国製（MOON社）生地使用

魔女の宅急便 クラシックジジ 
（シェットランドウール･アップリケ刺繍･織りネーム）

本体価格 ￥2,500　
薄型ポーチ/H16×W23×D1.5cm　 
チェック部分:ウール100%  
無地部分:ポリエステル100%  
刺繍部分:ポリエステル100%  
中生地:ポリエステル80%･綿20%　
1165017800　 
JAN4992272619003　

英国製（MOON社）生地使用


