
水彩画のように淡いカラーで

プリントされたタオルに、

繊細なラインの刺繍で輪郭線を描いた、

ストーリーのワンシーンをイメージした

タオルシリーズ。

水彩画のような淡いプリントに

刺繍の繊細なタッチで表

現
し
ま
し
た
。
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Seri es
WATER 

ディズニーファンタジア ウォーター/ファンタジア 
（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　 2005099700　JAN4992272700909

本体価格 ￥600　   ウォッシュタオル/約34×36cm　2005099800   JAN4992272700916

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm  2005099900  JAN4992272700923

本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%　 
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くまのプーさん ウォーター/プー 
（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　　 2005100000　JAN4992272700930

本体価格 ￥600　   ウォッシュタオル/約34×36cm   2005100100　JAN4992272700947

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　2005100200   JAN4992272700954

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

チップ&デール ウォーターナッツ 
（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　 2005100300　JAN4992272700961

本体価格 ￥600　   ウォッシュタオル/約34×36cm   2005100400  JAN4992272700978

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　2005100500  JAN4992272700985

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

トイ･ストーリー ウォーター/トイ 
（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　   2005096000　JAN4992272686593

本体価格 ￥600　   ウォッシュタオル/約34×36cm  2005096100　JAN4992272686609

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　2005096200　JAN4992272686616

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

トイ･ストーリー ウォーター/エイリアン 
（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　    2005100600　JAN4992272700992

本体価格 ￥600　   ウォッシュタオル/約34×36cm  2005100700　JAN4992272701005

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm   2005100800　JAN4992272701012

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

ミッキーマウス ウォーターフレンズ 
（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　   2005093500　JAN4992272686340

本体価格 ￥600　   ウォッシュタオル/約34×36cm  2005093600　JAN4992272686357

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　2005093700　JAN4992272686364

本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%　 
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ダンボ ウォーター/ダンボ 
（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　　  2005085700  JAN4992272676761

本体価格 ￥600　   ウォッシュタオル/約34×36cm　2005085800  JAN4992272676778

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　2005085900  JAN4992272676785

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

アラジン ウォーター/アラジン 
（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　 2005085100　JAN4992272676709

本体価格 ￥600　   ウォッシュタオル/約34×36cm 2005085200　JAN4992272676716

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm 2005085300　JAN4992272676723

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

ふしぎの国のアリス ウォーター/アリス 
（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　 2005100900　JAN4992272701029

本体価格 ￥600　   ウォッシュタオル/約34×36cm 2005101000　JAN4992272701036

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm 2005101100　JAN4992272701043

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

塔の上のラプンツェル ウォーター/ラプンツェル 
（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　 2005083900　JAN4992272676617

本体価格 ￥600　   ウォッシュタオル/約34×36cm 2005084000　JAN4992272676624

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm 2005084100　JAN4992272676631

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

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm 2005084700　JAN4992272676693

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

白雪姫 ウォーター/スノー 
（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　 2005084500　JAN4992272676679

本体価格 ￥600　   ウォッシュタオル/約34×36cm 2005084600　JAN4992272676686

リトル･マーメイド ウォーター/アリエル 
（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　 2005083600　JAN4992272676587

本体価格 ￥600　   ウォッシュタオル/約34×36cm 2005083700　JAN4992272676594

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm 2005083800　JAN4992272676600

本体:綿100% 刺繍部分:（上糸）レーヨン100% （下糸）ポリエステル100%　 
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“ ときめき ” をコンセプトとした

D i s n e y  P r i n c e s s タオルシリーズ 。
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Seri es
My Closet

女の子が共感できるディズニープリンセスを、「ときめき」というコンセプトで描いたシリーズ企画。

もしも、ディズニープリンセスのクローゼットがあったなら…？

ディズニープリンセスの可愛いが詰まった、ファッションをテーマにした「My Closet」シリーズ。

リトル･マーメイド マイドリーム 
（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　 2005091400　JAN4992272685756

本体価格 ￥600　 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005091500　JAN4992272685763

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 2005091600　JAN4992272685770

塔の上のラプンツェル フラワーズドリーム 
（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　 2005091700　JAN4992272685787

本体価格 ￥600　 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005091800　JAN4992272685794

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 2005091900　JAN4992272685800

美女と野獣 アドベンチャードリーム 
（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　 2005092000　JAN4992272685817

本体価格 ￥600　 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005092100　JAN4992272685824

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 2005092200　JAN4992272685831
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キャラクター達のドレスをかたどった、キュートなタオルシリーズ。

ドレスの細部までこだわりつくりました。

塔の上のラプンツェル パープルドレス 
（パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　 ミニタオル/約25×25cm　 2005102300　JAN4992272701166

本体価格 ￥500　 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005102400　JAN4992272701173

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 2005102500　JAN4992272701180

アナと雪の女王 スノークローク 
（パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　 ミニタオル/約25×25cm　 2005103800　JAN4992272701319

本体価格 ￥500　 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005103900　JAN4992272701326

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 2005104000　JAN4992272701333
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トイ･ストーリー キュートレースドレス 
（パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2005096300　JAN4992272686623

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2005096400　JAN4992272686630

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2005096500　JAN4992272686647

白雪姫 キュートイエロードレス 
（パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2005102600　JAN4992272701197

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2005102700　JAN4992272701203

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2005102800　JAN4992272701210

美女と野獣 イエロードレス 
（パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2005103500　JAN4992272701289

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2005103600　JAN4992272701296

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2005103700　JAN4992272701302

シンデレラ エレガントブルードレス 
（パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2005103200　JAN4992272701258

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2005103300　JAN4992272701265

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2005103400　JAN4992272701272

ふしぎの国のアリス ワンダーブルードレス 
（パイルジャカード･サテンアップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　ミニタオル/約25×25cm　 
2005102900　JAN4992272701227

本体価格 ￥500　ウォッシュタオル/約34×36cm　 
2005103000　JAN4992272701234

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 
2005103100　JAN4992272701241
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『アナと雪の女王 2』の物語を
イメージしたタオルシリーズ。

リーフブルー 
（シャーリング･染料プリント･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　 2005099100　JAN4992272700848

本体価格 ￥500　 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005099200　JAN4992272700855

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 2005099300　JAN4992272700862

オータムフラワー 
（無撚糸･スチームシャーリング･レース･織りネーム）

本体価格 ￥500　 ミニタオル/約25×25cm　 2005099400　JAN4992272700879

本体価格 ￥500　 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005099500　JAN4992272700886

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 2005099600　JAN4992272700893

無撚糸

クリアスノー 
（無撚糸･スチームシャーリング･染料プリント･織りネーム）

本体価格 ￥500　 ミニタオル/約25×25cm　 2005098800　JAN4992272700817

本体価格 ￥500　 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005098900　JAN4992272700824

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 2005099000　JAN4992272700831

無撚糸

ビューティークリスタル 
（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34×35cm 2005109600　JAN4992272706925

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm 2005109700　JAN4992272706932
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［ トイ・ストーリー ］
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き
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『トイ・ストーリー2』で描かれた「ウッディのラウンドアップ」。

カウボーイ人形のウッディは、かつての人気テレビ人形劇

「ウッディのラウンドアップ」のキャラクターであり、

コレクターには高いプレミア価値があることが明らかになります。

カウボーイのウッディ、カウガールのジェシー、

老人のプロスペクター、ウッディの愛馬ブルズアイが登場します。

TOY STORY
S E R I E S

『トイ・ストーリー2』で描かれた
「ウッディのラウンドアップ」。

カウボーイ人形のウッディは、
かつての人気テレビ人形劇「ウッディのラウンドアップ」の

キャラクターであり、コレクターには高い
プレミア価値があることが明らかになります。

カウボーイのウッディ、カウガールのジェシー、
老人のプロスペクター、

ウッディの愛馬ブルズアイが登場します。

※「アンティークメモリー」「カウボーイクランチ」は販路制限があります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

アンティークメモリー 
（シャーリング･染料プリント･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥500　	 ミニタオル/約25×25cm　 2005108200　JAN4992272703757

本体価格 ￥500　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005108300　JAN4992272703764

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 2005108400　JAN4992272703771

レトロサーカス 
（無撚糸･スチームシャーリング･織りネーム）

本体価格 ￥500　	 ミニタオル/約25×25cm　 2005095100　JAN4992272686500

本体価格 ￥500　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005095200　JAN4992272686517

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 2005095300　JAN4992272686524

無撚糸

カウボーイクランチ 
（パイルジャカード･染料プリント･織りネーム）

本体価格 ￥500　	 ミニタオル/約25×25cm　 2005108500　JAN4992272703788

本体価格 ￥500　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005108600　JAN4992272703795

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 2005108700　JAN4992272703801
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アップリケ刺
繍

付
き

織りネーム付き

ロゴ/トイ 
（無撚糸･スチームシャーリング･染料プリント･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥600　	 ミニタオル/約25×25cm　 2005094800　JAN4992272686470

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005094900　JAN4992272686487

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 2005095000　JAN4992272686494

無撚糸

ファンタジー/トイ 
（パイルジャカード･プリント･織りネーム）

本体価格 ￥500　	 ミニタオル/約25×25cm　 2005095700　JAN4992272686562

本体価格 ￥500　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005095800　JAN4992272686579

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 2005095900　JAN4992272686586
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19 9 5 年の公 開 以 来、

多くの人に愛され 親しまれている映 画、

『 トイ・ストーリー』 は  2 0 2 0 年で 2 5 周 年を迎えます。

TOY STORY
S E R I E S

25th  ann iv e rsary!!

表面

表と裏で

デザインが異なる

織りネーム付き！

裏面

ガムボール 
（シャーリングジャカード･プリント）

本体価格 ￥500　	 ミニタオル/約25×25cm　 2005095400　JAN4992272686531

本体価格 ￥500　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005095500　JAN4992272686548

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 2005095600　JAN4992272686555

ダークポジション 
（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　 2005109800　JAN4992272706949

本体価格 ￥500　	 ウォッシュタオル/約34×36cm　 2005109900　JAN4992272706956

本体価格 ￥1,000　フェイスタオル/約34×80cm　 2006000000　JAN4992272706963
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パッケージ

Wash Towel 作中で登場するレコードボックスを再現した、
ボックス付のウォッシュタオル。

レコード
ボックス型
パッケージ

レコードボックス 
（染料プリント･織りネーム）

本体価格 ￥1,500　
ウォッシュタオル/約34×36cm  
箱/H20×W20×D4cm　
2006000100　 
JAN4992272706970　

ウォッシュタオル入り！
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パッケージ

背面

Bath Towel

Cushion

Round mat

ピクサー映画の恒例となっているピザプラネットの

デリバリー車は『トイ・ストーリー』から生まれたもの。

他の作品でも必ずといっていいほど

ピザプラネットのデリバリー車が登場します。

ピザプラネットとはアンディの家族がよく訪れる

ピザ屋さんです。

デリシャスピザ 
（シャーリング・染料プリント･BOX付き）

本体価格 ￥2,000　
バスタオル/約60×120cm  
箱/H25×W25×D5cm　
2005109300　 
JAN4992272703993　

フラッフィー/トイ 
（プリント）

本体価格 ￥1,500　
もちもちクッション/H40×W40cm　 
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%　
2215025500　 
JAN4992272686746　

フット/トイ 
（タフティング）

本体価格 ￥2,000　
ラウンドマット/φ50cm　 
パイル部分:ポリエステル100%　
2215025600　 
JAN4992272686753　

バスタオル

入り！

“もちもち”とした
触感がクセになる



無撚糸

魔法のうず 
（無撚糸･スチームシャーリング･刺繍）

本体価格 ￥600　			ミニタオル/約25×25cm　 2005093000　JAN4992272657159

本体:綿100% 刺繍:ポリエステル100%　 

本体価格 ￥600　			ウォッシュタオル/約34×36cm 2005071600　JAN4992272657166

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　2005071700　JAN4992272657173

魔法使いの弟子 
（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　 2005073700　JAN4992272660869

本体価格 ￥600　	 ウォッシュタオル/約34×35cm　 2005073800　JAN4992272660876

本体価格 ￥1,200　フェイスタオル/約34×80cm　 2005073900　JAN4992272660883
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"FANTASIA" SERIES

ディズニー映画『ファンタジア』の世界観を
タオルやインテリアに展開しました。

※こちらのページの商品は、販路制限があります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

［ ファンタジア ］



※こちらのページの商品は、販路制限があります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

シャイニングフロウ 
（シェニール織り）

本体価格 ￥1,500　
ミニタオル/約25×25cm　
2005076200　JAN4992272660845　

ほうきの召使い 
（シェニール織り）

本体価格 ￥1,500　
ミニタオル/約25×25cm　
2005076300　JAN4992272660852　

魔法の帽子 
（刺繍）

本体価格 ￥3,000　
刺繍ブローチ/H5×W3cm　
2335013900　JAN4992272660937　

日本製

シャインマジック 
（刺繍･チェーン）

本体価格 ￥3,000　
刺繍ブローチ/上部:H5×W5.5cm  
ぶら下がり部:1.7×2.2cm　
2335014000　JAN4992272660944　

日本製
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刺繍ブローチ

ミニタオル

シェニール織り
シェニール織り（再織） は、暖かみのある独特の風合いが特長の織物です。 この仕上がりを得るために、
一度織り上げた織物をタテ糸に添って切断し、横糸として再び織り上げる、希少価値の高い織物として
知られています。二度の製織工程で作られ、表も裏も同じ多色柄が特徴。

POINT

細部までこだわってつくられた「日本製」刺繍ブローチです。「FANTASIA」の魔法の
帽子は艶のあるブルーの刺繍が美しく、ミッキーマウスは揺れる星のチャーム付き。
ブラウスや帽子、バッグなどワンポイントとしてつければ可愛く楽しい気分になります。

POINT

"FANTASIA" SERIES

"FANTASIA" SERIES



really cute

リトル･マーメイド シェルスツール 
（表:ガーゼ･裏:無撚糸･染料プリント）

本体価格 ￥1,500　
湯上げタオル/約90×90cm　
2305002100　 
JAN4992272708288　

無撚糸

アラジン フレンドライクミー 
（表:ガーゼ･裏:無撚糸･染料プリント）

本体価格 ￥1,500　
湯上げタオル/約90×90cm　
2305002200　 
JAN4992272708295　

無撚糸

トイ･ストーリー キャッチプラネット 
（表:ガーゼ･裏:無撚糸･染料プリント）

本体価格 ￥1,500　
湯上げタオル/約90×90cm　
2305002300　 
JAN4992272708301　

無撚糸

301

赤ちゃんを寝かせてキャラクターと一緒に

写真が撮れます！

湯上げタオル

フォトタイプ

表面はやさしい肌触りの
ガーゼ生地



やさしい素材と肌ざわり！
表面はやさしい肌ざわりのガーゼ、
裏面はふわふわのパイル生地なので
赤ちゃんにも安心のやさしい素材です。

身長が測れるメモリ付き！
0cm〜100cmのメモリが
付いているので、お風呂上がりに
赤ちゃんの体を拭きながら
身長を測る事ができます。
※商品の特性上、伸縮性がある為
目盛りに多少の誤差が出る場合がございます。

赤ちゃんの

日々の成長がわかる！

メモリ付

赤ちゃんの日々の成長がわかる、

メモリ付き！

【パイル側】
肌触りさわやか！
通気性の良い
パイル生地

【柄側】
やわらか素材で
あたたかみのある
マイクロ生地

こども用
children

柄側（冬用）

パイル側（夏用）

カーズ グッドパートナー 
（表面:マイクロ生地･裏面:シンカーパイル･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥1,500　キッズ枕/H24×W36×D6.5cm　2245019000　JAN4992272683103

柄側:ポリエステル100% パイル側:（パイル部分）綿100% （グランド部分）ポリエステル
100% 詰め物:ポリエステル100% アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%　 

really cute

1

2

ミッキーマウス すやすやおやすみ 
（表:ガーゼ･裏:無撚糸･染料プリント）

本体価格 ￥1,500　
湯上げタオル/約90×90cm　
2005078200　 
JAN4992272661910　

無撚糸

ミニーマウス ハロー!ミニー 
（表:ガーゼ･裏:無撚糸･染料プリント）

本体価格 ￥1,500　
湯上げタオル/約90×90cm　
2005078300　 
JAN4992272661927　

無撚糸

くまのプーさん  
プレゼントいっぱい 
（表:ガーゼ･裏:無撚糸･染料プリント）

本体価格 ￥1,500　
湯上げタオル/約90×90cm　
2005078400　 
JAN4992272661934　

無撚糸

白雪姫 ドワーフフォレスト 
（表:ガーゼ･裏:無撚糸･染料プリント）

本体価格 ￥1,500　
湯上げタオル/約90×90cm　
2005078500　 
JAN4992272661941　

無撚糸

ダンボ バルーンサーカス 
（表:ガーゼ･裏:無撚糸･染料プリント）

本体価格 ￥1,500　
湯上げタオル/約90×90cm　
2005078600　 
JAN4992272661958　

無撚糸

トイ･ストーリー 風船おもちゃ 
（表:ガーゼ･裏:無撚糸･染料プリント）

本体価格 ￥1,500　
湯上げタオル/約90×90cm　
2005078700　 
JAN4992272661965　

無撚糸

ミッキー&ミニー ハローマイフレンズ 
（表面:マイクロ生地･裏面:シンカーパイル･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥1,500　キッズ枕/H24×W36×D6.5cm　2245018800　JAN4992272683080

柄側:ポリエステル100% パイル側:（パイル部分）綿100% （グランド部分）ポリエステル
100% 詰め物:ポリエステル100% アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%　 

トイ･ストーリー ユアヒーロー 
（表面:マイクロ生地･裏面:シンカーパイル･アップリケ刺繍）

本体価格 ￥1,500　キッズ枕/H24×W36×D6.5cm　2245018900　JAN4992272683097

柄側:ポリエステル100% パイル側:（パイル部分）綿100% （グランド部分）ポリエステル
100% 詰め物:ポリエステル100% アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%　 
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身長が測れるメモリ付き！

やさしい素材と肌ざわり！

0cm 〜 100cm のメモリが付いているので、お風呂上がりに
赤ちゃんの体を拭きながら身長を測る事ができます。

表面はやさしい肌ざわりのガーゼ、裏面はふわふわのパイル
生地なので赤ちゃんにも安心のやさしい素材です。

※商品の特性上、伸縮性がある為、目盛りに多少の誤差が出る場合がございます。

PO INT

PO INT

To grow up healthy

寒い季節はあたたかみのあるやわらかいマイクロ生地。

暑い季節は肌触りさわやかな通気性の良いパイル生地の

両面使える仕様！1年通してお使い頂けます。

キッズ枕

メモリ付き

［冬用］

［夏用］



Picnic Sheet
140cm

200cm

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

ミッキーマウス レジャーポスター 
（プリント）

本体価格 ￥2,800　
ピクニックシート/広げ時:H200×W140cm  
収納時:W38×φ16cm　 
表生地:ポリエステル100% 
裏生地:ポリ塩化ビニル 詰め物:ウレタンフォーム　
2215022700　JAN4992272662368　

トイ・ストーリー エンジョイスペース 
（プリント）

本体価格 ￥2,800　
ピクニックシート/広げ時:H200×W140cm  
収納時:W38×φ16cm　 
表生地:ポリエステル100% 
裏生地:ポリ塩化ビニル 詰め物:ウレタンフォーム　
2215027500　JAN4992272705843　

ミッキーマウス  
アウトドア/ミッキー 

（プリント）

本体価格 ￥2,800　
ピクニックシート/広げ時:H200×W140cm  
収納時:W38×φ16cm　 
表生地:ポリエステル100% 
裏生地:ポリ塩化ビニル 詰め物:ウレタンフォーム　
2215027400　 
JAN4992272701791　

ミッキーマウス ピクニックブルー 
（プリント）

本体価格 ￥2,800　
ピクニックシート/広げ時:H200×W140cm  
収納時:W38×φ16cm　 
表生地:ポリエステル100% 
裏生地:ポリ塩化ビニル 詰め物:ウレタンフォーム　
2215022600　 
JAN4992272662351　

トイ・ストーリー ピクニックボール 
（プリント）

本体価格 ￥2,800　
ピクニックシート/広げ時:H200×W140cm  
収納時:W38×φ16cm　 
表生地:ポリエステル100% 
裏生地:ポリ塩化ビニル 詰め物:ウレタンフォーム　
2215022900　 
JAN4992272662382　

トイ･ストーリー  
ピクニックエイリアン 
（プリント）

本体価格 ￥2,800　
ピクニックシート/広げ時:H200×W140cm  
収納時:W38×φ16cm　 
表生地:ポリエステル100% 
裏生地:ポリ塩化ビニル 詰め物:ウレタンフォーム　
2215022800　 
JAN4992272662375　

ミッキーマウス アウトドア/ミッキー 
（プリント）

本体価格 ￥600　
おでかけシートクッション/ 
H27×W31.5×D1cm　 
ポリエステル100%　
2215027200　JAN4992272701777　

トイ･ストーリー エンジョイスペース 
（プリント）

本体価格 ￥600　
おでかけシートクッション/ 
H27×W31.5×D1cm　 
ポリエステル100%　
2215027300　JAN4992272701784　

ミッキーマウス ピクニックブルー 
（プリント）

本体価格 ￥600　
おでかけシートクッション/ 
H27×W31.5×D1cm　 
ポリエステル100%　
2215022100　JAN4992272662276　

ミッキーマウス レジャーポスター 
（プリント）

本体価格 ￥600　
おでかけシートクッション/ 
H27×W31.5×D1cm　 
ポリエステル100%　
2215022200　JAN4992272662283　
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持ち運びに便利♪家族で使える大きめサイズの

ピクニックシート。

折りたたみ時

折りたたんで持ち運べる

一人用のシートクッションです。

ピクニックシート

シートクッション

Seat Cushion



ポリプロピレン　

ミッキーマウス アウトドア/ミッキー 
（プリント）

本体価格 ￥480　レジャーシート（S）/H90×W60cm 
2215026800　JAN4992272701739

本体価格 ￥780　レジャーシート（L）/H120×W90cm 
2215026900　JAN4992272701746

ポリプロピレン

トイ･ストーリー エンジョイスペース 
（プリント）

本体価格 ￥480　レジャーシート（S）/H90×W60cm 
2215027000　JAN4992272701753

本体価格 ￥780　レジャーシート（L）/H120×W90cm 
2215027100　JAN4992272701760

カーズ ブルーモーター 
（プリント）

本体価格 ￥480　レジャーシート（S）/H90×W60cm 
2065022200　JAN4992272698855

本体価格 ￥780　レジャーシート（L）/H120×W90cm 
2065022300　JAN4992272698862

ポリプロピレン　

ミニーマウス カラフルフルーツ 
（プリント）

本体価格 ￥480　レジャーシート（S）/H90×W60cm 
2065021600　JAN4992272698794

本体価格 ￥780　レジャーシート（L）/H120×W90cm 
2065021700　JAN4992272698800

ポリプロピレン　

トイ･ストーリー イエローハッピー 
（プリント）

本体価格 ￥480　レジャーシート（S）/H90×W60cm 
2065021800　JAN4992272698817

本体価格 ￥780　レジャーシート（L）/H120×W90cm 
2065021900　JAN4992272698824

ポリプロピレン　

くまのプーさん ピクニックハニー 
（プリント）

本体価格 ￥480　レジャーシート（S）/H90×W60cm 
2065022000　JAN4992272698831

本体価格 ￥780　レジャーシート（L）/H120×W90cm 
2065022100　JAN4992272698848

ポリプロピレン　

ミッキーマウス アウトドアファン 
（プリント）

本体価格 ￥480　レジャーシート（S）/H90×W60cm 
2065021400　JAN4992272698770

本体価格 ￥780　レジャーシート（L）/H120×W90cm 
2065021500　JAN4992272698787

ポリプロピレン　

アナと雪の女王 シャイニングスノー 
（プリント）

本体価格 ￥480　レジャーシート（S）/H90×W60cm 
2065022400　JAN4992272698879

本体価格 ￥780　レジャーシート（L）/H120×W90cm 
2065022500　JAN4992272698886

ポリプロピレン　

ミッキーマウス アウトドアファン 
（プリント･ファスナー付き）

本体価格 ￥780　
レジャーバッグ/H45×W50×D18cm　 
本体:ポリプロピレン  
持ち手部分:ポリエステル　
2065022900　JAN4992272706444　

トイ･ストーリー イエローハッピー 
（プリント･ファスナー付き）

本体価格 ￥780　
レジャーバッグ/H45×W50×D18cm　 
本体:ポリプロピレン  
持ち手部分:ポリエステル　
2065023000　JAN4992272706451　

アナと雪の女王 シャイニングスノー 
（プリント･ファスナー付き）

本体価格 ￥780　
レジャーバッグ/H45×W50×D18cm　 
本体:ポリプロピレン  
持ち手部分:ポリエステル　
2065023100　JAN4992272706468　
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運動会やピクニックに、

とっても便利なレジャーシートシリーズ。

使わない時は、たたんで

持ち運べるので便利なバッグ。

レジャーシート

レジャーバッグ

Leisure Sheet

Leisure Bags



ヌード
クッション
付き

マチ付きマチ付き
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イギリスの老舗生地メーカー MOON 社の生地を贅沢に

使用したシリーズです。ベース生地はもちろん、

アップリケにも MOON 社の生地を使用しています。

シルクハットに蝶ネクタイをした「ミッキーマウス」は

どこか英国紳士を連想させます。落ち着いたデザインなので

大人の女性や男性にもお持ちいただきたい商品です。

ミッキーマウス ビッグハット 
（シェットランドウール）

本体価格 ￥3,800　
ランチバッグ/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%　
2335018000　JAN4992272661743　

英国製（MOON社）生地使用

ミッキーマウス ビッグハット 
（シェットランドウール）

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%　
2335017900　JAN4992272661736　

英国製（MOON社）生地使用

ミッキーマウス ビッグハット 
（シェットランドウール）

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）側地:ポリプロピレン100%  
詰め物:ポリエステル100%　
2215033000　JAN49922726990607　

英国製（MOON社）生地使用



マチ付き

マチ付き

マチ付き

マチ付き

ヌード
クッション
付き
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シルクハットに 蝶 ネクタイをした「 ミッキ ーマウス」 に 加え ､

リボンの可 愛 い「 ミニーマウス」､ イギリス 生 まれ の  

｢くまのプーさん ｣ が 新 たに仲 間 入りしました 。

英国製ツイード生地を惜しみなく使用した

「 D i s n e y」 ツイードシリーズ

くまのプーさん チェックバルーン 
（シェットランドウール）

本体価格 ￥3,800　
ランチバッグ/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%　
2335021400　JAN4992272685596　

英国製（MOON社）生地使用

くまのプーさん チェックバルーン 
（シェットランドウール）

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%　
2335021500　JAN4992272685602　

英国製（MOON社）生地使用

ミニーマウス ビッグキュートリボン 
（シェットランドウール･中綿入り）

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）側地:ポリプロピレン100%  
詰め物:ポリエステル100%　
2215033100　JAN4992272685589　

英国製（MOON社）生地使用

表生地:ウール100% 中生地:ポリエステル100%　

ミニーマウス ビッグキュートリボン 
（シェットランドウール）

本体価格 ￥3,800　ランチバッグ/H26×W32×D15cm（持ち手部分含めず）　 
2335021200　JAN4992272685565

英国製（MOON社）生地使用

ミニーマウス ビッグキュートリボン 
（シェットランドウール）

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%　
2335021300　JAN4992272685572　

英国製（MOON社）生地使用



※季節商品のため在庫に限りがあります。ご了承ください。
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（裏面）
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マチ付き
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イギリスの老舗生地メーカー MOON 社のオリジナル生地を使用したシリーズ。

伝統的なチェック柄にレトロなミッキーマウスを合わせた大人っぽくも

どこかユーモアのあるデザインに仕上がっています。

ミッキーマウス トラッドチェック 
（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%　
2335017000　JAN4992272661521　

英国製（MOON社）生地使用

ミッキーマウス トラッドチェック 
（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　
2335016900　JAN4992272661514　

英国製（MOON社）生地使用

ミッキーマウス トラッドチェック 
（ジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥9,800　
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）側地:ポリプロピレン100%  
詰め物:ポリエステル100%　
2215032800　JAN4992272699074　

英国製（MOON社）生地使用

ミッキーマウス トラッドチェック 
（ジャカード･織りネーム）

本体価格 ￥5,800　
四角バッグ（L）/H36×W35cm　 
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　
2335017100　JAN4992272661538　

英国製（MOON社）生地使用

ミッキーマウス トラッドチェック 
（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　
2335017200　JAN4992272661545　

英国製（MOON社）生地使用

ミッキーマウス トラッドチェック 
（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%　
2335017300　JAN4992272661552　

英国製（MOON社）生地使用
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ミッキーマウス アースドット 
（メリノウール･織りネーム）

本体価格 ￥2,500　
ポーチ/H13×W19×D4.5cm　 
表生地:ウール100%  
中生地:ポリエステル100%　
2335018500　JAN4992272666991　

英国製（MOON社）生地使用

ミッキーマウス アースドット 
（メリノウール･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100%  
中生地:ポリエステル100%　
2335018600　JAN4992272667004　

英国製（MOON社）生地使用

ミッキーマウス アースドット 
（メリノウール･織りネーム）

本体価格 ￥3,000　
ショルダーポーチ/H12×W18×D6cm 
　　　　　　　　　（紐部分含めず）　 
表生地:ウール100%  
皮革部分:合成皮革  
中生地:ポリエステル100%　
2335018700　JAN4992272667011　

英国製（MOON社）生地使用

ミッキーマウス アースドット 
（メリノウール･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100%  
中生地:ポリエステル100%  
皮革部分:合成皮革　
2335017500　JAN4992272661620　

英国製（MOON社）生地使用

ミッキーマウス アースドット 
（メリノウール･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100%  
中生地:ポリエステル100%  
皮革部分:合成皮革　
2335018800　JAN4992272667028　

英国製（MOON社）生地使用

ミッキーマウス アースドット 
（メリノウール･織りネーム）

本体価格 ￥9,800　
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%　
2215032900　JAN4992272699081　

英国製（MOON社）生地使用

ミッキーマウス アースドット 
（メリノウール･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100%  
中生地:ポリエステル100%  
皮革部分:合成皮革　
2335017400　JAN4992272661613　

英国製（MOON社）生地使用

ミッキーマウス アースドット 
（メリノウール･織りネーム）

本体価格 ￥5,800　
四角バッグ（L）/H36×W35cm　 
表生地:ウール100%  
中生地:ポリエステル100%  
皮革部分:合成皮革　
2335017600　JAN4992272661637　

英国製（MOON社）生地使用

ミッキーマウス アースドット 
（メリノウール･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100%  
中生地:ポリエステル100%  
皮革部分:合成皮革　
2335017700　JAN4992272661644　

英国製（MOON社）生地使用


