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ショッピングバッグやメガネケース、マスクケースなど…。

何人ものデザイナーが関わったから、まったく違うテイストのデザインがそろう魅力的な
ラインナップになっています。
お気に入りのデザイナー、お気に入りのデザインを見つけてください。

Designers.
中村 メグミ Megumi Nakamura
デザインコンセプトはDesign is happy!!!
書籍、雑誌、ステーショナリー、グッズ、広告物のデザインなど、ジャ
ンルにとらわれず、デザインを通じて幸せを感じられる様に、身近な
ものや漠 然と感じたイメージを色や形 に置き換えて表 現しています。
デザインクリエイティブオフィス：ファニーマートカフェ運営

HALKA HALKA
千葉大学教育学部卒。東京都在住。
2009年よりイラストレーター・作家として活動開始。
「儚さと力強さを併せ持つ美しさ・かっこよさ」
をコンセプトに絵を描く。
花と鳥が大好き。
http://b-cre8ive.com/

ももろ momoro

島 あゆみ Ayumi Shima

跳んだり、跳ねたり、驚いたり、今にも動物たちのおしゃべりが聞こえてき
そうな物語のある楽しいイラストを得意とするイラストレーター。

インテリアファブリックメーカー、デザインスタジオを経て2005年に独立。
フリーランスとして、
インテリア、
ファッション、雑貨等のデザインを手がける。

やさしい手描きタッチのイラストで、絵本、雑貨の分野で活動中。懐かしく
て、おもわずにこっとしてしまう動き、色、形を大切に制作しています。

テキスタイルやデザイン関係の展覧会やプロジェクトにも多数参加。

堀内 映子 Eiko Horiuchi

COMO COMO

2007年武蔵野美術大学空間演出デザイン学科卒業後、「日本にもっと可愛
いテキスタイルを作りたい。」
という思いから、2008年テキスタイルブランド
Plune.を立ち上げる。
アパレルだけではなくインテリアファブリックなどライフスタイル全般に渡っ
ての柄を提案している。イラストレーターとしての仕事でも活動中。

PC上のコラージュを基本技法とし、コラージュに使用する模様も全て手描
きで制作。
色彩のもつ力強さとモチーフの生命力を意識し、一枚の絵の中に物語性の
ある作品づくりを心掛けている。自身も手がける雑貨店
「comodo」では、
オリジナルステーショナリーを制作・販売している。
http://shop.comodo2008.com/

菊池 留美子 Rumiko Kikuchi

ホラグチ カヨ Kayo Horaguchi

多摩美術大学テキスタイル専攻卒。2011年よりフリーのイラストレーター、
テキスタイルデザイナーに。
雑貨やアパレルに柄やイラストを提供する他、オリジナルの手ぬぐいや紙も
の雑貨も制作している。

アパレルデザイナーとして洋服、テキスタイル、ファッション、イラスト、
広告等の経験を経て、06｀よりイラストレーター、グラフィックデザイナー
としての活動を開始。おんなのこ、植物、動物、等のモチーフを用いた鮮
やかな色使いのグラフィックを得意としている。アパレル、広告、装丁、
雑誌、モバイル、WEB等の分野でも、様々な企業とコラボレーションし、
自身のグラフィックを用いたグッズを商品化している。

北村 ハルコ Haruko Kitamura

シマザキ ミユキ Miyuki Shimazaki

静岡県浜松市出身、兵庫県在住。
表情のあるほどよいデフォルメで、かわいらしさと親しみやすさのあるイラ
スト、デザインが得意です。

セツ・モードセミナー美術科卒業

鳥と動物が好きで、バードウォッチングとスケッチがライフワーク。

主にカレンダー、パンフレット、カード、書籍などにイラストを描いています。
画材はオイルパステルと水彩色鉛筆で濃く濃く、でもカジュアルに作画。
私のイラストで誰かが喜んでくれたらいいな、とそんな思いを胸に日々紙に
向かっています。
http://www.shimazakimiyuki.com/

SEDUM DESIGN 樫出 玲 Rei Kashide
London Central Saint martins卒業後
企業デザイナーを経てテキスタイルに特化したスタジオを2015年に設立
テキスタイルデザインを軸にあらゆる商品企画を、アパレル、繊維、雑貨メー
カーと共に制作している。

清水 敬二郎 Keijiro Shimizu
ファブリックの企画とテキスタイル
（模様）の図案制作を行うデザインスタジ
オとして2006年スタート。
「彩色／装飾／発案」
これら３つのコンセプトからなるワークスタイルで主に

www.sedumdesign.com

メーカー様へのデザイン提供やディレクション、商品のリニューアルを手掛
けている。
http://3149an.com

夏雪 Nasetsu

鎌田 みか Mika kamada

たくさんの植物をそだてつつ、猫と犬と暮らすイラストレーター。

1983年大阪生まれ。デザイナーを経てフリーのイラストレーターに。
印象的な線が特徴で、特に旅先で見た風景、古い駅舎などを好んで描く。

会社員を経て2007年より活動し、和風・和モダンのテイストを中心に色に
こだわった動物、植物を描いています。
企業にイラストを提供するかたわらでデザインフェスタなどに出展しています。
著書
「ジャポネスク素材集和×艶やかモダン」
「花鳥風月 パズルぬり絵帖」
など

ノスタルジックな作風で、挿絵、装画、雑貨、土産品など活動は多岐に
わたる。
http://www.kamadamika.com

ひしだ ようこ Yoko Hishida

しまざき あんみ Anmi Shimazaki

1986年生まれ、東京都在住、デザイン事務所勤務を経てフリーのイラスト
レーターに。
主にカード、カレンダー、雑貨、挿絵、装丁などのデザインをしています。

女子美術大学芸術学部メディアアート学科卒業後、出版社でデザイナー、
IT企業でイラストレーターを経て2019年よりフリーのイラストレーターに。
透明水彩や半透明水彩等を用いたイラストを制作しています。子供や動物、

かわいい動物や植物のイラストを得意としています。

鉱石、星空などのモチーフを中心にキラキラ輝く世界観と絵本のような優し
いタッチを心がけています。年賀状、絵本の挿絵、雑貨のイラスト・デザイ
ン等を手掛け、アートイベントや展示を中心に活動中です。
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DESIGNERS
COLLABORATION

COTTON BAG
オーガニックコットンを使用したデザインバッグ。様々な分野で
活躍するデザイナーやイラストレーターのデザインが施された
カジュアルに持てるコットンバッグです。
※音声が出ますので、
ご注意ください。

Tote Bag
ポケットが豊富で多収納！普段使いから、旅行や買い物など
マザーズバッグとしても使える大容量なコットンバッグです。

FRONT

トートバッグ
￥2,000（本体価格）

発注単位：3

サイズ：約W45×H36cm マチ 約13cm
持ち手の長さ：約25cm
品 質：綿100%（オーガニックコットン）
インド製

折りたたみ傘や
ペットボトルが
収納できます。

BACK
内ポケット付き
背面にポケット付き。
スマートフォンや
手帳などが入るので
便利です。

25cm

開口部
45cm

36cm

13cm

マグネットホック付き

DESIGNER

［堀内 映子］

03

panda

LOVE

DJCT-201
4543479160609

DJCT-202
4543479160616

コットンバッグ トートバッグ

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

DESIGNER

［ホラグチ カヨ］

Minestrone

Apple

calm day

DJCT-203
4543479160623

DJCT-204
4543479160630

DJCT-205
4543479160647

DESIGNER

DESIGNER

［樫出 玲］

［北村 ハルコ］

DESIGNERS JAPAN

DESIGNER

［中村 メグミ］

DESIGNER

［HALKA］

LEMON PIG

Sunny cat friend

Letters

DJCT-206
4543479160654

DJCT-207
4543479160661

DJCT-208
4543479160678

Simple Line

ブラック

アイボリー

グレー

ネイビー

ブラウン

CBMT-201
4543479160784

CBMT-202
4543479160791

CBMT-203
4543479160807

CBMT-204
4543479160814

CBMT-205
4543479160821

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

コットンバッグ トートバッグ
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A4Tote Bag
ポケットが豊富で多収納！
ちょっとした買い物や習い事にも
使いやすいトートバッグです。
A4サイズの書類や本もすっぽり収納でき、
ファスナー付きで
安心です。

FRONT
A4 トートバッグ
￥2,000（本体価格）

BACK
ファスナー付き

発注単位：3

サイズ：約W36×H40cm マチ 約10cm
持ち手の長さ：約25cm
品 質：綿100%（オーガニックコットン）
インド製

背面にポケット付き。
スマートフォンや手帳
などすぐ取り出せて
便利です。

内ポケット付き

25cm

開口部
36cm

40cm

10cm

DESIGNER

DESIGNER

［中村 メグミ］
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［ホラグチ カヨ］

Cat Cat Cat

Stone Art

bow tie

DJCA-101
4543479160524

DJCA-102
4543479160531

DJCA-103
4543479160548

コットンバッグ A4トートバッグ

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

DESIGNER

DESIGNER

［HALKA］

［ももろ］

APPLE FOX

Ring Ring

LOVE BREAD

DJCA-104
4543479160555

DJCA-105
4543479160562

DJCA-106
4543479160579

DESIGNER

DESIGNERS JAPAN

DESIGNER

［樫出 玲］

DESIGNER

［菊池 留美子］

［清水 敬二郎］

KARAMELLI

POPSTAR

DJCA-107
4543479160586

DJCA-108
4543479160593

Simple Line

ブラック

アイボリー

グレー

ネイビー

ブラウン

CBMA-101
4543479160739

CBMA-102
4543479160746

CBMA-103
4543479160753

CBMA-104
4543479160760

CBMA-105
4543479160777

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

コットンバッグ A4トートバッグ
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Shoulder bag
シーンや用途に合わせて使い分けができる
便利な2wayバッグです。
ショルダー紐は長さ調節可能です。

ショルダーバッグ
￥2,000（本体価格）

発注単位：3

サイズ：約W38×H35cm マチ 約14cm
持ち手の長さ：約10cm
ショルダー紐：約55-110cm
品 質：綿100%（オーガニックコットン）
インド製

10cm

マグネットホック付き

内ポケット付き

開口部
38cm

35cm

14cm

DESIGNER

［北村 ハルコ］
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DESIGNER

［堀内 映子］

Busy Day

Plune.女の子

DJCS-001
4543479160463

DJCS-002
4543479160470

コットンバッグ ショルダーバッグ

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

DESIGNER

DESIGNER

［ももろ］

Bear's line dance

寝相

DJCS-003
4543479160487

DJCS-004
4543479160494

DESIGNER

DESIGNERS JAPAN

［ホラグチ カヨ］

DESIGNER

［菊池 留美子］

［清水 敬二郎］

PORO

Lion

DJCS-005
4543479160500

DJCS-006
4543479160517

Simple Line

ブラック

アイボリー

グレー

ネイビー

ブラウン

CBMS-001
4543479160685

CBMS-002
4543479160692

CBMS-003
4543479160708

CBMS-004
4543479160715

CBMS-005
4543479160722

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

コットンバッグ ショルダーバッグ
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DESIGNERS COLLABORATION COTTON BAG

あなたが一番守りたいと思う動物はなんですか。
WWFは絶滅のおそれのある野生生物の保護に重点を置いた活動
を始め、
トラ、ゾウ、ゴリラ、サイ、ジャイアントパンダなどの保護に
取り組んできました。1970年代後半からは、熱帯林やウェットランド
（湿原、河川、湖沼、干潟など）、サンゴ礁などの生態系の保全に注
力。その後、地球全体の生物多様性に影響を及ぼす地球温暖化問
題や、地域社会に基礎を置く自然資源の管理に取り組んでいます。
この商品はWWFジャパン（公益財団法人世界自然保護基金ジャパ
ン）
との間でライセンス契約を結び製造された、公式ライセンス商
品です。
この商品の売上の一部が、WWF の環境保全活動の支援に
なります。

www.wwf.or.jp
WWFは、人と自然が調和して生きる未来をめざし、
100カ国以上で活動する地球環境保全団体です。
商品の売上の一部が、WWF の環境保全活動の支
援になります。
© 1986 Panda Symbol WWF - World Wide Fund
For Nature (Formerly World Wildlife Fund)
®“WWF” is a WWF Registered Trademark

A4Tote Bag

FRONT

BACK
ファスナー付き

ポケットが豊富で多収納！

ちょっとした買い物や習い事にも
使いやすいトートバッグです。

内ポケット付き

背面にポケット付き。
スマートフォンや手帳
などすぐ取り出せて
便利です。

A4 トートバッグ
￥2,200（本体価格）

発注単位：3

サイズ：約W36×H40cm マチ 約10cm
持ち手の長さ：約25cm
品 質：綿100%
（オーガニックコットン）
インド製

A4 サイズの書類や本もすっぽり収納でき、
ファスナー付きで安心です。
DESIGNER

［樫出 玲］
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DESIGNER

［鎌田 みか］

DESIGNER

［堀内 映子］

Playful tigers

Penguin march

手つなぎパンダ

WWF-CA101
4543479169817

WWF-CA102
4543479169824

WWF-CA103
4543479169831

WWFコットンバッグ

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

FRONT

ポケットが豊富で多収納！

BACK

折りたたみ傘や
ペットボトルが
収納できます。

普段使いから、旅行や買い物など
マザーズバッグとしても使える

トートバッグ

内ポケット付き

￥2,200（本体価格）

背面にポケット付き。
スマートフォンや
手帳などが入るので
便利です。

発注単位：3

サイズ：約W45×H36cm マチ 約13cm
持ち手の長さ：約25cm
品 質：綿100%
（オーガニックコットン）
インド製

大容量なコットンバッグです。

DESIGNERS JAPAN

Tote Bag

マグネットホック付き

DESIGNER

［堀内 映子］

DESIGNER

［ももろ］

ライオン

いろんなともだち

pandaful life

WWF-CT201
4543479169848

WWF-CT202
4543479169855

WWF-CT203
4543479169862

Shoulder bag

ショルダーバッグ
マグネットホック付き

シーンや用途に合わせて使い分けができる
便利な 2way バッグです。

内ポケット付き

ショルダー紐は長さ調節可能です。

DESIGNER

［堀内 映子］

DESIGNER

［吉田 未玲］

￥2,200（本体価格）

DESIGNER

［鎌田 みか］

ヒョウたち

ハートパンダ

Loving Kangaroo

WWF-CS001
4543479169879

WWF-CS002
4543479169886

WWF-CS003
4543479169893

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

発注単位：3

サイズ：約W38×H35cm マチ 約14cm
持ち手の長さ：約10cm
ショルダー紐：約55-110cm
品 質：綿100%
（オーガニックコットン）
インド製

WWFコットンバッグ
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DESIGNERS COLLABORATION

SHOPPING BAG

様々な分野で活躍するデザイナーや
イラストレーターのデザインが施された
ショッピングバッグ
内側にアルミ素材を使用しているので、
普段のお買い物やレジャーシーンにも

重いものを運ぶ時も
腕や肩が痛くならない

最適です！

重いも
のを運
ぶ時も
腕や肩
が痛くな
らない
やわや
かい持
ち手 重いものを運ぶ時も
腕や肩が痛くならない
やわやかい持ち手

やわやかい持ち手

で収納できるポ
畳ん
ーチ
ーチとしても
サブポ
使え 付き
きるポー
納
！で
チ付
ま収
で
す
納できるポーチ
ん
き！
収
重いものを運ぶ時も
しても使え
重
と
畳
で
チ
いも付の
ー
ん
ます
ブポ
畳重い ポーチとしても使えま きを
！ 運 腕や肩が痛くならない
サ
20cm
も
ぶ時も
腕
サブ のを運ぶ時も や肩す
便利なダブルファスナー
が痛く やわやかい持ち手
腕や肩が
便利な
な
痛くならやわ
ダブル
20cm
便利なダブルファスナー
ら
フ
2
な
な
5
ァ
c
スナー
い20や
m
い
やわやか
cmか
25cm
い持ち
い持ち手
24cm手
25cm
中生地はアルミ素材
納できるポーチ
で収
付き
ん
5c5m
c
4
m
2
て
も
し
も使え
と
畳
！
55cm
ぶ時
中
ま
m
ポーチ

を運 納で
ブ
い 24c
55cm
サ
らな きるポ
いも
んので痛収
重畳
くな
ー
が
肩
チ付
チ手
としても
ー
腕や ブポ
持ち
サやかい
使え
き！開口部はマチ付きで
やわ

畳

24cm

す 24cm

！

納
えます
20cm
ても使
収
とし
20cm
で
畳んで収納できる
チ
ん ポー
5cm
252cm
m
c
ポーチ付き
！
0
ブ
20cm
2
サ

地は
中生 腕や肩が痛くならない

25cm

m 24cm
24c 発注単位：3
¥2,400
（本体価格）

サイズ：本体／H35×W55×D20cm、ポーチ／H20×W24cm
品 質：表ポリエステル100％・裏アルミ
中国製

25cm

34cm

55cm
35cm

34cm
20cm

サブ

24cm

34cm

25cm

保冷剤は
アルミ
を入
れたり 素
材35cm
小物の収
納に便利
な
内ポケッ
ト付き！

［堀内 映子］

20cm

34cm

34cm

Pouch

Italia

DJH-013N
4543479168551
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ショッピングバッグ（簡易保冷機能付）

保

小

内

保冷剤を入

小物の収納

内ポケット
便利なダブルファスナー

中生地

DESIGNER

35cm

す

2ℓのペッ
トボトルが8本入ります
55cm

34cm

20cm

保冷剤
を入れ
たり
小物の
収納に
便利な
内ポケ
ット付き
！

納できるポーチ
で収
付
畳ん ポーチとしても使えま き！

便利な
35cm
ダ
20cm
中ブ
生ル
地フ
は
ァ
ア
スルナ
ミー
素材

35cm

20cm

り
保冷剤を入れたり
れた
を入
な
冷剤
便利
小物の収納に便利な
保
に
中生地はアルミ素材
納
の収
！
物
き
内ポケッ
ト付き
小
付！
ケット
内ポ

やわやかい持ち手
35cm

35cm

20cm

34cm

55cm
ショッピングバッグ（簡易保冷機能付）

［中村20メグミ］
cm

材
便利なダブルファスナー
ミ素
重いものを運ぶ時も
アル

55cm
便利なダ
ブルファ
スナー

20cm サブポーチとしても使えます
34cm
55cm

DESIGNER

生地は
アルミ
素材

す

畳んで収納できるポ
20cm
ーチ
ナー
ァス
と
まチ
便利なダブルファスナー
し
ルフ
サブポー
ブ
て
す
ダ
も
な
付
使え
便利
るポーチ付き！
でき
ま き
35cm

中生地はアルミ素材

Pouch

海鳥

DJH-014H
4543479168568

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

DESIGNERS JAPAN

DESIGNER

DESIGNER

［ホラグチ カヨ］

［吉田 未玲］

Pouch

ハイドアンドシーク

Pouch

満月とオオカミ

DJH-015HK
4543479168575

DJH-016C
4543479168582

DESIGNER

DESIGNER

［シマザキ ミユキ］

［北村 ハルコ］

Pouch

Pouch

movie night

DJH-017S
4543479168599

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

インコのパーティー
DJH-018K
4543479168605

ショッピングバッグ（簡易保冷機能付）
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DESIGNERS JAPAN

DESIGNERS COLLABORATION

Shopping basket bag
レジカゴにすっぽりはまる！
たっぷりとマチのあるショッピングバッグです。
開口部が巾着タイプなので、
中の物がこぼれることも無く、目隠しにもなります。
内側のポケットに畳んで収納もでき、持ち運びに便利です。

64cm

ショッピングバスケットバッグ
¥2,400
（本体価格）

発注単位：3

サイズ：本体／約W64×H30×D25cm、
（ポケット：約22×19cm）
品 質：ポリエステル100％
中国製

DESIGNER

［中村 メグミ］

30cm

40cm

kawauso lemon
DJRK-007KI
4543479171018

13

ショッピングバスケットバッグ

Pocket Design

Cafe and Deli

DJRK-005N
4543479170998

DESIGNER

開口部は巾着になっています

Pocket Design

Bread

［菊池 留美子］

25cm

DJRK-006N
4543479171001

Pocket Design

DESIGNER

［樫出 鈴］

Pocket Design

ride on bike

DJRK-008KS
4543479171025

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

DESIGNERS JAPAN

DESIGNERS COLLABORATION

SHOPPING BAG

様々な分野で活躍するデザイナーやイラストレーターの
デザインが施されたショッピングバッグ
デザインだけでなく機能性にもこだわっています。
サブバッグとして鞄の中に入れておけば、
日常生活のいろいろな場面で活躍する事間違いなし！

※音声が出ますので、
ご注意ください。

2way Shopping Bag
¥1,100
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約W53×H40cm、持ち手20cm
（ポケット：約16×14cm）
品 質：ポリエステル100％
中国製

DESIGNER

［北村 ハルコ］

Pocket Design

ねこちゃん、ねこちゃん
DJQ-12919-PO
4543479165048

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

Pocket Design

猫が整列したら
DJQ-13520-PO
4543479168346

2way Shopping Bag
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DESIGNERS JAPAN

DESIGNER

［ホラグチ カヨ］

Pocket Design

海底王国の宝探し
DJQ-12819-PO
4543479165031

DESIGNER

［シマザキ ミユキ］

Pocket Design

レシピ

Pocket Design

night drive

DJQ-13019-PO
4543479165055

DJQ-13420-PO
4543479168339

DESIGNER

［ももろ］

Pocket Design

猫まみれ

DJQ-7715-PO
4543479117726
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2way Shopping Bag

Pocket Design

しろくまワールド
◆DJQ-9817-PO
4543479138226

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

2way Shopping Bag
¥1,100
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約W53×H40cm、持ち手20cm
（ポケット：約16×14cm）
品 質：ポリエステル100％
中国製

Pocket Design

チンアナゴ

Pocket Design

ケツァールの森

DJQ-11018-PO
4543479146986

パンダの午後

DJQ-11218-PO
4543479152185

Pocket Design

ドルフィンスイム
DJQ-12319-PO
4543479158088

DJQ-11318-PO
4543479152192

Pocket Design

ペンギンの集会

DJQ-8015-PG
4543479118105

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

Pocket Design

カワウソの森

DJQ-12419-PO
4543479158095

DJQ-12519-PO
4543479158101

Pocket Design

Rainy days

Pocket Design

DESIGNERS JAPAN

DESIGNER

［吉田 未玲］

Pocket Design

Kujirasky

DJQ-8115-PG
4543479118112

2way Shopping Bag
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DESIGNERS JAPAN

DESIGNER

［中村 メグミ］

Pocket Design

Blue flower

Pocket Design

Annabelle

DJQ-12619-PO
4543479165017

DJQ-13120-PO
4543479168308

Pocket Design

Tricolore

DJQ-13220-PO
4543479168315
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2way Shopping Bag

Pocket Design

Tear drops

DJQ-10818-PO
4543479145446

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

¥1,100
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約W53×H40cm、持ち手20cm
（ポケット：約16×14cm）
品 質：ポリエステル100％
中国製

Pocket Design

Lemon

DESIGNERS JAPAN

2way Shopping Bag

Pocket Design

Waltz

DJQ-10918-PO
4543479145453

DJQ-11418-PO
4543479152208

Pocket Design

Olive

Pocket Design

Flower land

DJQ-11518-PO
4543479152215

◆DJQ-11618-PO
4543479152222

Pocket Design

Anemone

DJQ-4912-PO
4543479079734

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

Pocket Design

Garden

DJQ-6013-PO
4543479090609

Pocket Design

Cat

DJQ-6213-PO
4543479091125

2way Shopping Bag
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DESIGNERS JAPAN
DESIGNER

［堀内 映子］

Pocket Design

カラフルフラワー

Pocket Design

赤青りんご

DJQ-12719-PO
4543479165024

DJQ-13320-PO
4543479168322

Pocket Design

ミミココモモ

DJQ-6314-PO
4543479103163
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2way Shopping Bag

Pocket Design

キャンディフラワー
DJQ-6514-PO
4543479103187

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

2way Shopping Bag
¥1,100
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約W53×H40cm、持ち手20cm
（ポケット：約16×14cm）
品 質：ポリエステル100％
中国製

Pocket Design

Blue branch

Pocket Design

Prism

DJQ-12019-PO
4543479158057

DJQ-12119-PO
4543479158064

Pocket Design

Floral drop

Pocket Design

Bird song

DJQ-12219-PO
4543479158071

DJQ-4611-PO
4543479072575

Pocket Design

Raindrop

DJQ-4711-PO
4543479072568

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

DESIGNERS JAPAN

DESIGNER

［島 あゆみ］

Pocket Design

Rainwater

DJQ-5413-PO
4543479087838

2way Shopping Bag
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DESIGNERS JAPAN

DESIGNERS COLLABORATION SHOPPING BAG

ピースワンコ・ジャパンは、広島県 神石高原町の認 定ＮＰＯ法人ピースウィンズ・
ジャパン
（PWJ）
が犬の 保 護・譲 渡 活 動を主軸として運営するプロジェクトです。
「ピースワンコ・ジャパン」
事 業は、人間の身勝 手によって生み出される犬・猫の
殺処分をなくし、ペットと人間の真の共生を実現することを目的に、行政・企業・

2way Shopping Bag

地域社会と連携して取り組んでいます。それは、殺 処分にあいそうな捨て犬や

¥1,100
（本体価格）

野犬を保護し、よい環境のもとで育てながら、新しい家族となる飼い主さんを
探すこと、また、
「 人を助ける犬たち」
である災害 救 助 犬やセラピー犬の育成を
行い、正しい飼い方や動物福祉への意識を広めるための活動です。

DESIGNER

［堀内 映子］

Pocket Design

モノトーンドッグ

DESIGNER

［吉田 未玲］

Pocket Design

Japanese dog

DJQ-10117-PO
4543479144258

2way Shopping Bag
¥1,200
（本体価格）

［さかざき ちはる］

SK-DJQ-003
4543479165062

21

2way Shopping Bag

発注単位：5

サイズ：約W53×H40cm、持ち手20cm
（ポケット：約16×14cm）
品 質：ポリエステル100％ 中国製

Pocket Design

Pocket Design

てんちゃんお絵かき
SK-DJQ-001
4543479150723

ピースワンコ・ジャパン／白黒さんいらっしゃい

Pocket Design

DJQ-13720-PO
4543479168360

DESIGNER

白黒さんのお家

DESIGNER

［ももろ］

うちのこかわいい

DJQ-13620-PO
4543479168353

Pocket Design

発注単位：5

サイズ：約W53×H40cm、持ち手20cm
（ポケット：約16×14cm）
品 質：ポリエステル100％
中国製

白黒さん一覧

SK-DJQ-002
4543479150730

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

¥1,100
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約W53×H40cm、持ち手20cm
（ポケット：約16×14cm）
品 質：ポリエステル100％
中国製

『みすゞうた』
は、金子みすゞの詩からインスピレーションを受けた、
クリエイターによるテキスタイルデザインです。詩とデザインがひと
つになって、表現されるみすゞの詩の世界観をお楽しみください。
Pocket Design

淡雪

ざくろ

KM-DJQ-006
4543479164270

Pocket Design

花と鳥

KM-DJQ-007
4543479164287

Pocket Design

KM-DJQ-002
4543479155933

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

Pocket Design

郵便局の椿

KM-DJQ-008
4543479164294

私と小鳥と鈴と

Pocket Design

私と小鳥と鈴とB

KM-DJQ-005
4543479164263

Pocket Design

KM-DJQ-001
4543479155926

Pocket Design

花火

KM-DJQ-003
4543479155940

DESIGNERS JAPAN

2way Shopping Bag

Pocket Design

星とたんぽぽ

KM-DJQ-004
4543479155957

2way Shopping Bag みすゞうた
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DESIGNERS JAPAN

Save the earth
絶滅の危機に瀕している世界の野生生物をデザインにする。
レッドリストとは絶滅のおそれのある野生生物の種のリストです。
世界的な自然保護NGOである国際自然保護連合
（IUCN 1948年創設）
が作成しており現在約26,000種の野生生物が名を連ねています。
国内では環境省のほか、地方公共団体やNGOなどが作成しています。

① 世界的評価

IUCNレッドリスト

② 日本国内評価

環境省レッドリスト

③ 都道府県版

レッドリスト

失われつつある地球の自然の貴重さを公に示す、一つの目安です。どのような地域の自然保護にも役立つ可能性を秘めています。
水、食べ物、空気、豊かな土壌、安定した気候、そのどれもが多種多様な生き物たちの複雑な相互作用で得られます。
人類は数多くの生物種の一つに過ぎないが、絶滅へ向かう軌道を修正する力があります。
生物の多様性を守ることは、私たち自身を救うことにつながります。
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Save the earth 再生ポリエコバッグ

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

2way Shopping bag

（再生ポリエステル使用）

Pocket Design

2wayショッピングバッグ
¥1,300
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約W53×H40cm、持ち手20cm
（ポケット：約16×14cm）
品 質：ポリエステル100％
（再生ポリエステル使用）
中国製

Pocket Design

Pocket Design

未

DESIGNERS JAPAN

Save the earth（絶滅危惧種）

未

パンダ

トラ

SV-DJQ-001
4543479170530

アフリカゾウ

SV-DJQ-002
4543479170547

Pocket Design

ユキヒョウ

SV-DJQ-003
4543479170554

Pocket Design

ペンギン

SV-DJQ-004
4543479170561

コウテイペンギン

SV-DJQ-005
4543479170578

Pocket Design

ホッキョクグマ
SV-DJQ-007
4543479170592

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

Pocket Design

SV-DJQ-006
4543479170585

Pocket Design

ウミガメ

SV-DJQ-008
4543479170608

Pocket Design

ジュゴン

SV-DJQ-009
4543479170615

Save the earth 再生ポリエコバッグ
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DESIGNERS JAPAN

Save the earth（絶滅危惧種）
（再生ポリエステル使用）

スマートフォンの収納ポーチ。
マイクロファイバー製だから、
収納した状態できゅきゅっと揉むように拭くと

KYUKYU
￥900
（本体価格）

画面の汚れがキレイに落せます。

発注単位：5

サイズ：約W9×H17cm
品 質：ポリエステル70％（再生ポリエステル使用）
・
ナイロン30%
韓国製

バッグの中で迷子になりやすいイヤフォンや
充電コード、モバイルバッテリーなどの
収納ポーチとしても便利です。

ディスプレイ什器あります。

パンダ

ユキヒョウ

オランウータン

カワウソ

トキ

ペンギン

アシカ

ウミガメ

SV-KY-901
4543479170349

SV-KY-905
4543479170387

SV-KY-902
4543479170356

SV-KY-906
4543479170394

SV-KY-903
4543479170363

SV-KY-907
4543479170400

SV-KY-904
4543479170370

SV-KY-908
4543479170417

ご使用例 ー Usage example
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Save the earth KYUKYU

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

DESIGNERS JAPAN

Save the earth（絶滅危惧種）
（再生ポリエステル使用）
大きめサイズの
Big KYUKYU
￥1,200
（本体価格）

スマートフォンまで対応の収納ポーチ。

発注単位：5

モバイルバッテリーをはじめ、

サイズ：約W11×H20cm
品 質：ポリエステル70％（再生ポリエステル使用）
・
ナイロン30%
韓国製

スマートフォン周辺アイテムの
持ち運びに便利なサイズです。

ディスプレイ什器あります。

サイズ比較
KYUKYU

Big KYUKYU

20cm

17cm

パンダ

ホッキョクグマ

アフリカゾウ

トラ

カンガルー

コウテイペンギン

ラッコ

ジュゴン

9cm

11cm

SV-KYB-1203
4543479170448

SV-KYB-1206
4543479170479

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

SV-KYB-1201
4543479170424

SV-KYB-1204
4543479170455

SV-KYB-1207
4543479170486

SV-KYB-1205
4543479170462

SV-KYB-1202
4543479170431

SV-KYB-1208
4543479170493

Save the earth Big KYUKYU
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DESIGNERS JAPAN

ご使用例

Big KYUKYU
￥1,300
（本体価格）

発注単位：3

サイズ：約W11×H20cm
品 質：ポリエステル75％・ナイロン25%
韓国製

白黒さんランダム

てんちゃんお絵かき(黄)

SK-KYB-002
4543479165079

SK-KYB-001
4543479150761

KYUKYU
￥1,000
（本体価格）

発注単位：3

サイズ：約W9×H17cm
品 質：ポリエステル75％・ナイロン25%
韓国製

白黒さんのお家(RE)
SK-KY-102
4543479165086
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白黒さんいらっしゃい KYUKYU・Big KYUKYU

白黒さんのお家(GR)
SK-KY-103
4543479166380

てんちゃんお絵かき(赤)
SK-KY-101
4543479150778

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

DESIGNERS JAPAN

カラフルでポップなイラストの
デザイナーズメガネケース。
ケースとクロスはペアデザインになっています。
ハードタイプのしっかりとした作りで大切な
メガネを衝撃から守ります。

DESIGNER

メガネケース
¥1,200
（本体価格）

発注単位：3

［中村 メグミ］

サイズ：W16×D6×H4.5cm
品 質：メガネケース／スチール・ポリエステル・ナイロン、
クロス／ポリエステル・ナイロン
韓国製

Lemon

MC-108
4543479168940

ガーデン

MC-105
4543479112035

インナーカラー
ベージュ

DESIGNER

［ホラグチ カヨ］

ハイドアンドシーク
MC-102
4543479099442

インナーカラー
ブラック

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

アネモネ

MC-106
4543479112042

インナーカラー
ベージュ

インナーカラー
ベージュ

DESIGNER

MC-107
4543479168933

マップオブパリ
MC-103
4543479099459

インナーカラー
ベージュ

インナーカラー
ベージュ

DESIGNER

［堀内 映子］

［北村 ハルコ］

キャンディフラワー
MC-109
4543479168957

Waltz

インナーカラー
ベージュ

ねこちゃん、ねこちゃん
MC-110
4543479168964

インナーカラー
ベージュ

メガネケース
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DESIGNERS JAPAN

個性豊かなデザイナーやイラストレーターのデザインが
施された抗菌マスクとこだわりマスクのセットです。
マスクは2種類！
口元にあたる部分が優しいオーガニックコットンタイプと
気分によってカラーを選べる5Colorの不織布マスクです。

● マスクは2種類 ●

5 colors mask
Made in Japan

カラーマスク

５枚入り

オーガニックコットンマスク
５枚入り
洗柿
（あらいがき）

白緑
（びゃくろく）

薄桜
（うすざくら）

オーガニックコットンマスク・抗菌マスクケースセット

5colorsマスク・抗菌マスクケースセット

¥800
（本体価格）

¥800（本体価格）

発注単位：5

セット内容：マスク5枚、マスクケース1枚入
・オーガニックコットンマスク
（レギュラーサイズ）
   サイズ：17.5×9cm
   品 質：本体・フィルタ(ポリプロピレン・綿)、耳ひも (ポリウレタン・
ポリエステル) 、ノーズフィッター(ポリエチレン)
   フィリピン製
・抗菌マスクケース3Pタイプ
   サイズ：22×11.5cm
品 質：ポリプロピレン
   抗菌剤：無機系抗菌剤
   日本製

NEW パッケージ

マスクケースを
トップに！
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オーガニックコットンマスク・5colors mask 抗菌マスクケースセット

珊瑚色
（さんごいろ）

発注単位：5

セット内容：マスク5枚、マスクケース1枚入
・カラーマスク
   サイズ：16×9cm
   品 質：本体・フィルタ(ポリプロピレン・パルプ・ポリエステル・
ポリエチレン)、耳ひも(ポリエステル・ポリウレタン)、
ノーズフィッター(ポリエチレン)
   日本製
・抗菌マスクケース3Pタイプ
   サイズ：22×11.5cm
品 質：ポリプロピレン
   抗菌剤：無機系抗菌剤
   日本製

三つ折りパッケージで
ケースのデザインや
仕様も見えます！

畳み方によってマスクケース、
またはマスクの面を正面に
ディスプレイできます。

外側

藍白
（あいじろ）

マスクのパッケージ
をトップに！

内側

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

DESIGNER［中村

メグミ］

BACK

FRONT

INSIDE

DESIGNERS JAPAN

English garden

DESIGNER［中村

メグミ］

オーガニックコットンマスク MSKO-1802

4543479167097

5colors マスクセット

4543479167127

DESIGNER［中村

Blue ﬂower

MSKC-2802

メグミ］

Midnight cat

オーガニックコットンマスク MSKO-1807

4543479164959

オーガニックコットンマスク MSKO-1808

4543479164966

5colors マスクセット

4543479167158

5colors マスクセット

4543479167165

DESIGNER［樫出

MSKC-2807

DESIGNER［ひしだ

玲］

MSKC-2808

ようこ］

neko sanpo

Bloom
オーガニックコットンマスク MSKO-1804

4543479167103

オーガニックコットンマスク MSKO-1805

4543479167110

5colors マスクセット

4543479167134

5colors マスクセット

4543479167141

DESIGNER［堀内

MSKC-2804

DESIGNER［ホラグチ

映子］

マニキュア

MSKC-2805

カヨ］

colorful bear

オーガニックコットンマスク MSKO-1809

4543479164973

オーガニックコットンマスク MSKO-1810

4543479164980

5colors マスクセット

4543479167172

5colors マスクセット

MSKC-2810

4543479167189

DESIGNER［しまざき

MSKC-2809

DESIGNER［夏雪］

あんみ］

パンと猫

動物と花
オーガニックコットンマスク MSKO-1811

4543479164997

オーガニックコットンマスク MSKO-1812

4543479165000

5colors マスクセット

4543479167196

5colors マスクセット

4543479167202

MSKC-2811

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

MSKC-2812

オーガニックコットンマスク・5colors mask 抗菌マスクケースセット
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DESIGNERS JAPAN
オーガニックコットンマスク
（レギュラーサイズ）
¥500
（本体価格）

オーガニックコットンマスク
（小さめサイズ）
¥500（本体価格）

発注単位：5

パッケージサイズ：23.5×13×1.5cm
マスクサイズ：17.5×9cm／入り数：5枚
品質：本体・フィルタ（ポリプロピレン、綿）
耳ひも
（ポリウレタン、ポリエステル）
ノーズフィッター
（ポリエチレン）
フィリピン製

オーガニックコットンマスク
（レギュラーサイズ）

¥2,500
（本体価格）

※音声が出ますので、
ご注意ください。

オーガニックコットンマスク
（小さめサイズ）

MSK-OGC-50
4543479152154

マスク30枚セット

発注単位：5

パッケージサイズ：20×13×1.5cm
マスクサイズ：14.5×9cm／入り数：5枚
（ポリプロピレン、綿）
品 質：本体・フィルタ
耳ひも
（ポリウレタン、ポリエステル）
ノーズフィッター
（ポリエチレン）
フィリピン製

MSK-OGC-51
4543479152161

マスク8枚セット
発注単位：2

MSK-30 4543479114527
箱サイズ：13×22.5×9.5cm
マスクサイズ：16×9cm 日本製

¥680
（本体価格）

発注単位：5

MSK-08 4543479113940
パッケージサイズ：23.5×13×2cm
マスクサイズ：16×9cm 日本製

質：本体・フィルタ／ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン、
耳ひも／ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター／ポリエチレン
抗菌剤：銀系抗菌剤（表面の不織布より2層目に使用）
品
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オーガニックコットンマスク・立体 4 層構造マスク

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

DESIGNERS JAPAN

7colors mask28枚セット

7colors mask

¥2,700
（本体価格）

¥680
（本体価格）

発注単位：2

MSK-27 4543479124700
箱サイズ：13×22.5×9.5cm
マスクサイズ：16×9cm 日本製

発注単位：5

MSK-007 4543479121556
パッケージサイズ：23.5×13×2cm
マスクサイズ：16×9cm 日本製

品

質：本体・フィルタ／ポリプロピレン・パルプ・ポリエステル・ポリエチレン
耳ひも／ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター／ポリエチレン
抗菌剤：銀系抗菌剤（表面の不織布より3層目に使用）

さくらマスク
¥550
（本体価格）

発注単位：5

マスクサイズ：16×9cm
品 質：本体・フィルタ／ポリプロピレン・
パルプ・ポリエステル・ポリエチレン
耳ひも／ポリエステル・ポリウレタン
ノーズフィッター／ポリエチレン
抗菌剤：銀系抗菌剤
（表面の不織布より3層目に
使用）
日本製

155mm

155mm

155mm

155mm

155mm

240mm

240mm

240mm

240mm

白240mm×1
薄桜 ×1
一斤染×1
洗柿 ×1
珊瑚色×1

桜

MSK-0051
4543479136758

155mm

だんご

240mm

MSK-0052
4543479136765

×1

薄桜

×1

薄桜 ×1
一斤染×1
白
×1
藍白 ×2

富士山

MSK-0053
4543479136772

7colors mask・さくらマスク

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

白

珊瑚色×1
洗柿 ×1
白
×1
白緑 ×2

珊瑚色 ×1

薄桜

×1
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ショルダーバッグからA4サイズのトートバッグが出現！！
アウターバッグとインナーバッグを分離できるので、お買い物や外出先などで、
急に荷物が増えた時でも安心！1つのバッグが2つのバッグに変身します！
ベルテンポ

※音声が出ますので、
ご注意ください。

Bag

は、イタリア語で“快晴”を意味します。お天気に関わらず、明るく軽やかな気持ちでお出かけできるようにという想いを込めました。

気分を変えたいときには、アウターバッグを外して
イメージチェンジ！
内側に
オープン
ポケット×1を
完備。

A4サイズのファイルや
雑誌などがちょうど入る
サイズのトートバッグです。
出先で急に荷物が増えた際
にも安心です！
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BEL TEMPO 分離型ショルダーバッグ

内側に
オープン
ポケット×2を
完備。

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

BEL TEMPO 分離型ショルダーバッグ
¥3,500
（本体価格）

発注単位：1
インナーバッグ
サイズ：W約24.5cm×H約18.5cm、マチ約7.5cm、
ショルダー紐約69～131cm
品 質：ポリエステル 中国製

ライトグレーBL

アウターバッグ

カーキBLK

アウターバッグ

ブラウンBE

アウターバッグ

BTP-SA005
4543479152802

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

ピンクPI

アウターバッグ

ネイビーNV

アウターバッグ

ブラックGRY

アウターバッグ

BTP-SA006
4543479152819

BTP-SA001
4543479152765

BTP-SA003
4543479152789

Bag

アウターバッグ
サイズ：W約24cm×H約34cm、
マチ約8.5cm、持ち手約25cm
品 質：ポリエステル 中国製

BTP-SA002
4543479152772

BTP-SA004
4543479152796

BEL TEMPO 分離型ショルダーバッグ
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元気なビタミンカラーを取り揃えたカラフルなリュック。
Bag

いつも持ち歩くものだからこそ、「軽量素材」にこだわりました。

な 開き口
き
大
嬉しい軽撥水！

スナップボタン
インナーポケット

外側に4つのポケット！

側面
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BEL TEMPO トートリュック

内 側

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

BEL TEMPO トートリュック
¥4,300
（本体価格）

発注単位：1

サイズ：W約32cm×H約38cm、マチ約13cm
品 質：ポリエステル 中国製

Bag

レッド
約 450g

500ml

ペットボトル飲料 (500ml) の重量未満！

BTP-T001
4543479164515

パープル

ベージュ

BTP-T002
4543479164522

BTP-T003
4543479164539

ネイビー

ブラック

BTP-T004
4543479164546

BTP-T005
4543479164553

グレー

イエロー

BTP-T006
4543479164560

BTP-T007
4543479164577

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

BEL TEMPO トートリュック
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Bag

2サイズ、7色のバリエーションで親子やカップルのリンクコーデが楽しめます！

嬉しい軽撥水！

背中側のポケットは取り外し可能な仕様に
なっています。サコッシュとして別々に使
えるのでスマホやお財布、鍵など小さなも

シュ
ッ

サ

サコ

のの持ち歩きに便利です。

ュ
ッシ
コ

側面

内側

調節ひもが留められる
専用ゴム付き。
※リュック(L)も同仕様

37

BEL TEMPO サコッシュ付リュック

中身が見やすい！

内側

インナーメッシュポケット

キッズ向けに
チェストベルト付き。

傘なども収納可能！
両サイドと正面に
大きなポケット！

中身が見やすい！

インナーメッシュポケット

側面

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

BEL TEMPO サコッシュ付き リュック (S)
（本体価格）
¥3,900

BEL TEMPO サコッシュ付き リュック (L)
¥4,500（本体価格）

発注単位：1

アウターバッグ
サイズ：W約24cm×H約30cm、
マチ約10cm
品 質：ポリエステル 中国製

インナーポケット(サコッシュ)
サイズ：W約16.5×H約13cm
ショルダー紐約111cm
品 質：ポリエステル 中国製

発注単位：1

アウターバッグ
サイズ：W約27cm×H約40cm、
マチ約12cm
品 質：ポリエステル 中国製

インナーポケット(サコッシュ)
サイズ：W約17.5×H約15cm
ショルダー紐約116cm
品 質：ポリエステル 中国製

Bag

L サイズ
約 450g

S サイズ
約 350g

500ml

ペットボトル飲料 (500ml) の重量未満！

レッド(S)

レッド(L)

BTP-K001
4543479161637

BTP-P001
4543479161569

パープル(S)

パープル(L)

ベージュ(S)

ベージュ(L)

BTP-K002
4543479161644

BTP-P002
4543479161576

BTP-K003
4543479161651

BTP-P003
4543479161583

ネイビー(S)

ネイビー(L)

ブラック(S)

ブラック(L)

BTP-K004
4543479161668

BTP-P004
4543479161590

BTP-K005
4543479161675

BTP-P005
4543479161606

グレー(S)

グレー(L)

イエロー(S)

イエロー(L)

BTP-K006
4543479161682

BTP-P006
4543479161613

BTP-K007
4543479161699

BTP-P007
4543479161620

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

BEL TEMPO サコッシュ付リュック
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普段使いのちょっとしたお買い物にもつかえる2WAYランチバッグ。
バッグの中から保冷保温のアルミポーチを取り出すことができます。
Bag

普段のお買い物や通勤通学のデイリーユース、旅行やピクニック、アウトドア等のレジャーにも！

Washable

バッグはネットに入れて
洗濯機でお洗濯できます。
アルミポーチは、固く絞った
布で汚れをやさしく水拭き
してください。

ランチバッグ（大）
水温
（℃）

冷却した水の入ったペットボトル（2L）2本を
35℃の環境下で温度変化を検査しました。

35.0

保冷剤を入れるポケット付き！

アルミポーチは取り出すことが可能！

保冷バッグを使用しない時の
水の温度変化

30.0
25.0

保冷バッグ使用時と
未使用時でこんなに差が！

20.0

温度差

15.0

約

10.0
5.0
0.0

0

30

15℃

保冷バッグを使用した時の
水の温度変化

60

90

120 経過時間（分）【第三者機関にて検査】

ランチバッグ（小）
水温
（℃）

冷却した水の入ったペットボトル（350ml）2本を
35℃の環境下で温度変化を検査しました。
保冷バッグを使用しない時の
水の温度変化

35.0
30.0
25.0

保冷バッグ使用時と
未使用時でこんなに差が！

20.0

温度差

約

15.0
10.0

保冷バッグを使用した時の
水の温度変化

5.0
0.0

13℃

0

30

60

90

120 経過時間（分）【第三者機関にて検査】

鍵やお財布、スマホなど
小物の収納に便利！
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BEL TEMPO 保冷ランチバッグ

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

BEL TEMPO 保冷ランチバッグ(大)
¥1,880
（本体価格）

発注単位：3

アウターバッグ
サイズ：W約41cm×H約28cm、マチ約20cm、持ち手約22cm
品 質：アウターバッグ：ポリエステル アルミポーチ：アルミ
中国製

普段のお買い物や通勤通学のデイリーユース、
旅行やピクニック、アウトドア等のレジャーにも！

Bag

ブラック

グレー

ネイビー

ブルー

ピンク

ベージュ

◆BTP-LL001
4543479152321

◆BTP-LL002
4543479152338

◆BTP-LL004
4543479152352

◆BTP-LL005
4543479152369

BEL TEMPO 保冷ランチバッグ(小)
¥1,380
（本体価格）

◆BTP-LL003
4543479152345

◆BTP-LL006
4543479152376

お弁当箱がすっぽり入るランチバッグ。

発注単位：3

アウターバッグ
サイズ：W約28cm×H約18.5cm、マチ約12.5cm、持ち手約13cm
品 質：アウターバッグ：ポリエステル アルミポーチ：アルミ
中国製

保冷保温のポーチを取り出せば
ちょっとしたお買い物にも！

ブラック

グレー

ネイビー

ブルー

ピンク

ベージュ

◆BTP-LS001
4543479152260

◆BTP-LS004
4543479152291

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

◆BTP-LS002
4543479152277

◆BTP-LS005
4543479152307

◆BTP-LS003
4543479152284

◆BTP-LS006
4543479152314

BEL TEMPO 保冷ランチバッグ
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素敵なデザインで、雨の日の気分も晴れやかに！
洗練されたスタイルと高い機能性を両立した
shizukuスタンダードシリーズ。
カラーバリエーションが豊富なので、
自分にあった
レイングッズがきっと見つかります。

長傘

スタンダード

Rain goods

耐風

shizuku スタンダード 長傘

台風のような15m/sの強い風でも折れない

¥3,900
（本体価格）

強化グラスファイバー製の桜骨を使用！

発注単位：3

サイズ：親骨の長さ／58cm
品 質：傘の生地／ポリエステル100％、
（グラスファイバー）、中棒／鉄、持ち手／木
親骨／FRP
重 量：約280g 開 閉：手開き 中国製

軽くて強くてかわいい桜骨
花びらのようなかわいい見た目と、
丈夫な強化グラスファイバー製で
高い強度が特徴です！
オフホワイト

ベージュ

はじきカバー付き
傘の開閉の際、
爪や指を痛めないように
はじきカバーがついています。

※桜骨の色はカラーに応じて異なります。

超耐久撥水
高密度に織られた生地に、

木製の手元は軽くて丈夫！

撥水効果の高いナノテクノロジー加工

ダークとナチュラルの2色

を施すことで
超耐久の撥水効果を実現！

アクア/ピーコック

桜骨の色
オフホワイト

◆SZK-NLK002
4543479126445

ブラック/グレー
◆SZK-NLK007
4543479126490
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Shizuku スタンダード 長傘

アイボリー/ネイビー

桜骨の色
オフホワイト

ブラック/オーカー
◆SZK-NLK008
4543479126506

桜骨の色
ベージュ

◆SZK-NLK006
4543479126483

◆SZK-NLK003
4543479126452

桜骨の色
オフホワイト

カーキ/ミッドナイトブルー

桜骨の色
オフホワイト

オーカー/サルビアブルー

桜骨の色
オフホワイト

◆SZK-NLK009
4543479126513

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

折りたたみ傘

スタンダード

超耐久撥水

shizuku スタンダード 折りたたみ傘

高密度に織られた生地に、

¥2,900
（本体価格）

撥水効果の高いナノテクノロジー加工

サイズ：親骨の長さ／55cm 傘袋：H26.5×W25.5cm
（グラスファイバー）、
品 質：傘の生地／ポリエステル100％、親骨／アルミ・FRP
中棒／アルミ、持ち手／木
重 量：168g 開 閉：手開き 中国製

を施すことで
超耐久の撥水効果を実現！

発注単位：3

FRP（グラスファイバー）製です。
折れにくく、強風の衝撃にも

Rain goods

親骨はアルミと

しっかり耐えます。

ミニトート仕様の傘袋で、
サッと収納！ くるっとコンパクト！
傘袋がミニトート仕様になっています。
撥水・防水加工された生地でできているので、
ちょっとした小物を雨から守ってくれる
ミニトートとしても使えます。

アクア/ピーコック

アイボリー/ネイビー

ダークピンク/パウダーピンク

ガーネット/レッド

ブラック/グレー

オーカー/サルビアブルー

◆SZK-NOK002
4543479132576

◆SZK-NOK005
4543479132606

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

◆SZK-NOK003
4543479132583

◆SZK-NOK007
4543479132620

◆SZK-NOK004
4543479132590

◆SZK-NOK009
4543479132644

Shizuku スタンダード 折りたたみ傘
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Umbrella
長傘

Rain goods
shizuku light 長傘
¥2,100
（本体価格）

発注単位：3

サイズ：親骨の長さ／58cm
品 質：傘の生地／ポリエステル100％、
親骨／FRP（グラスファイバー）、中棒／鉄、持ち手／木
重 量：約290g 開 閉：手開き 中国製

ウロコグリッド
（ピンク）

ウロコグリッド
（クロ）

ダンデライオン
（クロ）

ハートステッチ
（クロ）

◆SZKL-LK008
4543479142988

◆SZKL-LK011
4543479143015
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Shizuku light 長傘

◆SZKL-LK009
4543479142995

◆SZKL-LK013
4543479143039

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

親骨は
FRP
（グラスファイバー）
製です。

58cm

折れにくく、強風の
衝撃にもしっかり耐えます。

この傘は、撥水・防水加工した

Rain goods

雨の日でも晴れの日でも
雨傘ですが日傘としてもご使用
いただけます。
UVカット率は生地色によって
多少異なりますのでご了承
ください。

フラフ

キャンディチェック

◆SZKL-LK002
4543479133337

レシオ

◆SZKL-LK004
4543479133351

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

◆SZKL-LK003
4543479133344

スカラッピー

◆SZKL-LK005
4543479133368

そよぐ

◆SZKL-LK006
4543479133375

Shizuku light 長傘
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Folding
Umbrella
折りたたみ傘

Rain goods

shizuku light 折りたたみ傘
¥2,100
（本体価格）

発注単位：3

サイズ：親骨の長さ／55cm 傘袋：H26.5×W25.5cm
品 質：傘の生地／ポリエステル100％、
親骨／アルミ・FRP（グラスファイバー）、
中棒／アルミ、持ち手／木
重 量：220g
開 閉：手開き 中国製

ウロコグリッド
（クロ）
◆SZKL-OK009
4543479143053

ハートステッチ
（クリーム）
◆SZKL-OK012
4543479143084
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Shizuku light 折りたたみ傘

ハートステッチ
（クロ）
◆SZKL-OK013
4543479143091

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

この傘は、撥水・防水加工した雨傘です

雨の日でも晴れの日でも

ミニトート仕様の傘袋で、
サッと収納！ くるっとコンパクト！

が日傘としてもご使用いただけます。

傘袋がミニトート仕様になっています。

UVカット率は生地色によって多少異なり

撥水・防水加工された生地でできているので、

ますのでご了承ください。

ちょっとした小物を雨から守ってくれる
ミニトートとしても使えます。

Rain goods

チェリー

◆SZKL-OK001
4543479133399

レシオ

スカラッピー

◆SZKL-OK004
4543479133429

◆SZKL-OK005
4543479133436

長傘、折りたたみ傘スタンド什器
白木目調のナチュラルなデザインの
スタンド什器です。
段ボール製なので軽く、女性でも簡単に
組み立てることが出来ます。

SZKL-DIS
・長傘×16本
・折りたたみ傘×16本

陳列可能です。

※詳細は担当営業までお問い合わせください。

145cm
127cm

・本体×1台
（４段）
・ポップ×4枚
・フック×8本
・取扱い説明書
（組み立て方）

35cm
φ約70cm

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

Shizuku light 折りたたみ傘
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Umbrella Pouch

shizuku light 折りたたみ傘カバー

折りたたみ傘カバー

サイズ：W12×H27cm 持ち手高さ15cm
（金具含む）
（内側生地：マイクロファイバー） 中国製
品 質：ポリエステル100％

¥1,200
（本体価格）

発注単位：3

折りたたみ傘専用の収納ポーチです
内側にマイクロファイバー製のパイル生地を使
用しているので濡れた傘の水分をサッと吸収し、
そのまま収納できます。
●収納できる傘サイズ：全長25cm、
傘周囲20cm
（折りたたみ時）
まで
※持ち手の長い傘はポーチから持ち手を出しダブルファスナーで
固定して収納してください。

Rain goods

レシオ

SZKL-C004
4543479137410

チェリー

フラフ

キャンディチェック

スカラッピー

そよぐ

キャンディ

SZKL-C001
4543479137380

SZKL-C005
4543479137427
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Shizuku light 折りたたみ傘カバー

SZKL-C002
4543479137397

SZKL-C006
4543479137434

SZKL-C003
4543479137403

SZKL-C007
4543479137441

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

Shopping bag

shizuku light ショッピングバッグ
（撥水加工）

ショッピングバッグ
（撥水加工）

サイズ：約W58×H40cm、持ち手／20cm、
ポケット／約Ｗ13.5×Ｈ14cm
品 質：ポリエステル100％ 中国製

¥1,800
（本体価格）

発注単位：5

Rain goods

レシオ

チェリー

フラフ

ウロコグリッド
（クロ）

ハートステッチ
（クロ）

キャンディ

◆SZKL-R004
4543479133566

◆SZKL-R009
4543479143114

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

◆SZKL-R001
4543479133535

◆SZKL-R013
4543479143152

◆SZKL-R002
4543479133542

◆SZKL-R007
4543479133597

Shizuku light ショッピングバッグ（撥水加工）
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あたたかみある風合いとカラーバリエーション。
靴下の上からするっと履けるルームソックスです。
こだわりの二層式で足元からの冷えを防ぎます。
カミーノ
￥2,200（本体価格）

Accessories
49

発注単位：2

サイズ：Free size（22.0～27.0cm）
品 質：アクリル 80％ / ナイロン 15% / 毛 5%
日本製

外側

足首

総パイルの生地
やわらかな
履き心地

ゆるめの履き口
片手で脱ぎ履き
楽ちん

内側

お手入れ

肌触りが良く
あたたかい
起毛仕様

洗濯ネットに
入れて洗えます！

パイルと起毛生地、
二枚合わせで程よい厚み感。
フリーサイズの
ユニセックス仕様。

レッド

イエロー

ブラウン

CAM-001
4543479166816

CAM-002
4543479166823

CAM-003
4543479166830

チャコール

グレージュ

グリーン

ネイビー

CAM-004
4543479166847

CAM-005
4543479166854

CAM-006
4543479166861

CAM-007
4543479166878

cami-no

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

シュシュフルール

おしゃれで可愛い、化粧ポーチ
やさしい色の小花や植物柄、
毎日使うものだからお気に入りの柄で過ごしたい
そんな女性の為に、使い勝手にもこだわったポーチです。
“お気に入りの花”
を意味するブランド名

の通り、

お気に入りのひとつが見つかりますように･･･。
ChouchouFleur コスメポーチ
¥1,500
（本体価格）

発注単位：3

ワイヤーが入っているので
大きく開き、中が見やすい。

Accessories

サイズ：約W17×H12cm、マチ10cm
品 質：ポリエステル100％
中国製

内ポケット付きで
小物の収納に便利。

中身が一望できる開口部の広さ
開口部が
「ガバッ」
と大きく開き、使いたい化粧品がすぐ取り出せます！

仕切りのある内ポケット付きで、リップなどの小物の整理に便利です。

水濡れにも安心
表面は防水加工で汚れにくく、洗面所でもしもの水濡れにも安心！

内側はクッション素材で、割れやすい化粧品を衝撃からしっかり守ってくれます！

ボタニカル

◆CFP-1501
4543479145804

リラックスミント
インナーカラー

リーフプランツ
◆CFP-1504
4543479145835

◆CFP-1502
4543479145811

ミモザ
インナーカラー

ロイヤル
インナーカラー

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

◆CFP-1505
4543479145842

◆CFP-1503
4543479145828

インナーカラー

スイートローズ
インナーカラー

◆CFP-1506
4543479145859

インナーカラー

シュシュフルール ポーチ
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お花のかたちをしたバスフレグランス
（入浴剤）
とハンカチがセットになったギフトです。
いつもよりちょっぴり贅沢なバスタイムを。プレゼントや自分へのご褒美におすすめです。

Towel&Gift

見て楽しむ

香りを楽しむ

入浴を楽しむ

香りへのこだわり

まるで生花のような
リアルで繊細なディテール。
飾る空間を演出します。

玄関などに飾って
やさしい石鹸の香りを
お楽しみください。

お風呂で花びらを浮かべ
贅沢なひとときを
お楽しみください。

香料は100％
スペイン・バルセロナ産の
精油を使用しています。
フローラルソープの香り

花のかたちの入浴剤 -ご使用方法浴槽に半分ほどのお湯をはります。

花びらにむけてシャワーなどで勢いよくお湯を注ぎます。
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シュシュフルール バスフレグランスギフト

花びらをちぎって湯面にちらします。
（約200Lのお湯に対して1〜2輪を目安にご使用ください。）

ほのかな香りとあわをおたのしみください。
※浴室環境により泡の出方が多少異なる場合がございます。

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

●ガーゼパイルハンカチ
（日本製）

ハンカチデザイン

小花
【コーラル】

小花【サニーオレンジ】

小花
【ピンク×オレンジ】

小花
【ブルー×パープル】

●プリントハンカチ
（中国製）

Towel&Gift

ピオニー【ベージュ】

ピオニー【イエロー】

リトルローズ
【ピンク】

リトルローズ
【ブルー】

フラワーレーン
【ピンク】

フラワーレーン
【ネイビー】

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

シュシュフルール バスフレグランスギフト
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ChouchouFleur バスフレグランスギフト
¥900
（本体価格）

発注単位：2 10

内 容：プチローズ入浴剤×1、タオルハンカチ×1
サイズ：箱 H16×W19.5×D7.5cm 、タオルハンカチ 約25×25cm
品 質：ハンカチ 綿100% 日本製
プチローズ入浴剤 5g(花びら部分) 中国製

小花 コーラル
SFG-907
4543479167899

小花 サニーオレンジ

小花 ピンク×オレンジ

小花 ブルー×パープル

ピオニー ベージュ

リトルローズ ピンク

フラワーレーン ピンク

ピオニー イエロー

リトルローズ ブルー

フラワーレーン ネイビー

SFG-908
4543479167905

SFG-910
4543479167929

Towel&Gift

ChouchouFleur バスフレグランスギフト
¥900
（本体価格）

発注単位：2 10

内 容：プチローズ入浴剤×1、タオルハンカチ×1
サイズ：箱 H16×W19.5×D7.5cm 、タオルハンカチ 約25×25cm
品 質：ハンカチ 綿100%、プチローズ入浴剤 5g(花びら部分)
中国製

SFG-901
4543479157470

SFG-902
4543479157487
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SFG-909
4543479167912

シュシュフルール バスフレグランスギフト

SFG-903
4543479157494

SFG-904
4543479157500

SFG-905
4543479157517

SFG-906
4543479157524

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

ChouchouFleur バスフレグランスギフト
¥1,500
（本体価格）

発注単位：2 40

内 容：プチローズ入浴剤×2、タオルハンカチ×1
サイズ：箱 H13.5×W14.5×D8cm、タオルハンカチ 約25×25cm
品 質：ハンカチ 綿100%、プチローズ入浴剤 5g(花びら部分) 中国製

ピオニー ベージュ

リトルローズ ピンク

フラワーレーン ピンク

ピオニー イエロー

リトルローズ ブルー

フラワーレーン ネイビー

SFG-1501
4543479157531

SFG-1503
4543479157555

SFG-1502
4543479157548

SFG-1504
4543479157562

SFG-1505
4543479157579

SFG-1506
4543479157586

ChouchouFleur バスフレグランスギフト
¥2,000
（本体価格）

発注単位：2 40

Towel&Gift

内 容：ペタルローズ入浴剤×1、タオルハンカチ×1
サイズ：箱 H22×W13×D5.5cm、タオルハンカチ 約25×25cm
品 質：ハンカチ 綿100%、ペタルローズ入浴剤 50g(約50枚入り)

中国製

ピオニー ベージュ

リトルローズ ピンク

フラワーレーン ピンク

ピオニー イエロー

リトルローズ ブルー

フラワーレーン ネイビー

SFG-2001
4543479157593

SFG-2002
4543479157609

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

SFG-2003
4543479157616

SFG-2004
4543479157623

SFG-2005
4543479157630

SFG-2006
4543479157647

シュシュフルール バスフレグランスギフト
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シュシュフルール

表地は優しい小花柄モチーフのプリント生地、
裏地は柔らかな風合いが嬉しいニットパイルを
使用した2枚合わせのハンカチです。
裏のパイル面は良質な綿のみを使用し、
パイル
（ループ部分）
を長く高密度で編み上げました。
ChouchouFleur ガーゼパイルハンカチ
¥500
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約25×25cm
品 質：綿100% 日本製

Towel&Gift

小花 ベージュ

小花 ブラック

小花 コーラル

小花 ピンク

小花 サックス

小花 サニーオレンジ

CFH-507
4543479164126

CFH-501
4543479157258
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シュシュフルール プリントハンカチ

CFH-508
4543479164133

CFH-504
4543479157289

CFH-509
4543479164140

CFH-510
4543479164157

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

引っ掛かりなどによるパイルの抜け落ちも少なく、
高い吸水性が魅力のハンカチです。

ディスプレイ什器あります。詳細はP116をご覧ください。

Towel&Gift

小花 ピンク×オレンジ

小花 オフ×イエロー

小花 ローズ

小花 ブルー×パープル

小花 ネイビー×ブルー

小花 ネイビー×ピンク

CFH-511
4543479164164

CFH-512
4543479164171

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

CFH-503
4543479157272

CFH-505
4543479157296

CFH-502
4543479157265

CFH-506
4543479157302

シュシュフルール プリントハンカチ
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Floral sisters 3重ガーゼハンカチギフト
¥800
（本体価格）

発注単位：5

箱サイズ：W12.3×H24×D2.5cm
ハンカチサイズ：約25×25cm
品 質：綿100%
日本製(今治)

Rose×Cat

PCFS-807
4543479168018

3重ガーゼハンカチがオシャレな
姉妹のドレスに変身！
タオル産地今治で丁寧に
織られたハンカチは薄手ながら
吸水性にも優れ、コンパクトに
畳めるのがポイントです。

Rose×プードル
PCFS-808
4543479168025

Towel&Gift

Daisy×赤青りんご

Daisy×白い花

Lily×一列お花

Lily×ストライプキャンディ

PCFS-809
4543479168032

PCFS-811
4543479168056
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Floral sisters

PCFS-810
4543479168049

PCFS-812
4543479168063

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

Floral sisters Story
広大なお花の風景に囲まれたおうちに住む 3 姉妹ローズと、デイジーそして、リリー。
性格や趣味は全く違う 3 人の女の子。でも唯一 3 人共が夢中になり、心から愛しているものがあった・・・。
それがこのドレス。彼女たちはそれを着て花々とともにダンスをする。まるで永遠に続く夢のような瞬間。

ローズ

デイジー

パッケージイメージ

2.5cm

フック掛けにも対応できます！

リリー

25cm

24cm

大人っぽい、おしとやかな
性格のローズ。
音楽が好きで、ピアノは大得意。
みんなでダンスするときは
音楽担当。

バレエやダンスが大好きな女の子。
いつも元気で人懐っこい性格。
ちょっとおてんばさんな
ところも・・・。

可愛いもの好きなリリー。
甘えん坊だけどみんなに愛される
キャラクター。
手先が器用でドレスを自分で
作ったりする。

ドレスを広げると
ハンカチに！
12.3cm

2.5cm

Rose×赤と黒の葉っぱ

Rose×たっぷりハート

Daisy×kinoeda

Daisy×棒付きキャンディ

Lily×jasmy

Lily×水色お花たち

PCFS-801
4543479165437

25cm

PCFS-802
4543479165444

Towel&Gift

PCFS-803
4543479165451

PCFS-805
4543479165475

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

PCFS-804
4543479165468

PCFS-806
4543479165482

Floral sisters
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ポケットやかばんに入れやすい
ポケットやかばんに入れやすいコンパクトサイズ。
コンパクトサイズ。
薄手だけど吸水性に優れた丈夫でやわらかなはんかちです。
薄手だけど吸水性に優れた丈夫で
先染めした糸を使用しているので、表と裏で違った色合いが楽しめます。
やわらかなはんかちです。
先染めした糸を使用しているので、
表と裏で違った色合いが楽しめます。
たたみイメージ
Pocchi

3重ガーゼハンカチ

¥600
（本体価格）

12.5cm

発注単位：5

サイズ：約25×25cm
品 質：綿100％ 日本製
（今治）

12.5cm

ディスプレイ什器あります。詳細はP116をご覧ください。
DESIGNER

［堀内 映子］

Towel&Gift

赤青りんご

白い花

Cat

プードル

一列お花

ストライプキャンディ

PC-021
4543479168070

PC-024
4543479168100
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Pocchi

PC-022
4543479168087

PC-025
4543479168117

PC-023
4543479168094

PC-026
4543479168124

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

jasmy

kinoeda

Couple dog

街の絵

たっぷりハート

棒付きキャンディ

水色お花たち

赤と黒の葉っぱ

PC-017
4543479164850
認定番号：第2019-1503号

PC-018
4543479164867
認定番号：第2019-1789号

Towel&Gift

PC-019
4543479164874
認定番号：第2019-1504号

PC-014
4543479156350
認定番号：第2018-2167号

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

PC-020
4543479164881
認定番号：第2019-1513号

PC-015
4543479156367
認定番号：第2018-2166号

PC-013
4543479156343
認定番号：第2019-043号

PC-016
4543479156374
認定番号：第2018-2165号

Pocchi
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DESIGNER

Pocchi

［清水 敬二郎］

3重ガーゼハンカチ

¥600
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約25×25cm
品 質：綿100％ 日本製
（今治）

daisy

PC-009
4543479137106
認定番号：第2017-026号

DESIGNER

［中村 メグミ］

DESIGNER

［菊池 留美子］

Towel&Gift

Radiant Days

garden

Coffee Cat

blossom

PC-003
4543479137045
認定番号：第2017-023号

PC-004
4543479137052
認定番号：第2017-025号
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Pocchi

PC-007
4543479137083
認定番号：第2017-020号

PC-008
4543479137090
認定番号：第2017-022号

lemonade

PC-011
4543479137120
認定番号：第2017-021号

float

◆PC-012
4543479137137
認定番号：第2017-027号

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

猫とイニシャルの刺繍ハンカチ

たたみイメージ

小道を歩く猫とあなた、
そんな日常をポケットに

12.5cm

オーガニックコットンを使用した
ふんわり柔らかな今治はんかちです。

12.5cm

Komichi Neko 猫イニシャルハンカチ
¥800（本体価格）

発注単位：5

A

ハンカチサイズ：約25×25cm
品 質：綿100％ 日本製(今治)

NIH-801
4543479168971

ディスプレイ什器あります。詳細はP116をご覧ください。

E

S

NIH-802
4543479168988

NIH-803
4543479168995

NIH-804
4543479169008

H

M

K

NIH-805
4543479169015

NIH-806
4543479169022

NIH-807
4543479169039

T

R

Y

NIH-808
4543479169046

NIH-809
4543479169053

NIH-810
4543479169060

Towel&Gift

N

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

Komichi Neko
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Happy Handkerchief
organic standard

この製品は、JOCA憲章にもとづき、オーガニックコットン製品の
普及をめざすJOCAメンバー企業が、人と環境に配慮した方法で、
日本の技術と感性を生かして作りました。

「ハンカチを楽しく」Happy Handkerchiefの
オーガニックシリーズ。豊富な色展開と
他には無い手触りを実現しました。

認定番号：第2019-2526号

2.4cm

パッケージイメージ

13cm

実際に触ることが
できます！
13cm

2.0cm

ネームイメージ

配色ラインナップ

organic standard

ボルド
（強さ）

オーガニックコットン

3年間無農薬で綿花栽培に理想的な気候・水・土壌で
元気いっぱいに育った良質綿(コーマ糸)を使用。

ピンク（優しさ）
ダークブラウン
（温もり）

Towel&Gift

ハンカチへのこだわり

グリーン（癒し）

●織り
コシがあるのに柔らかく、軽いのに適度なボリューム感。
こだわり抜いた設計の自慢のハンカチです。

イエロー（希望）

●色
無撚糸と普通糸の染まり方の違いに着目し、深みのある濃淡を表現。
厳選された高級感あふれる12色用意しました。
季節毎、
シーン毎にあわせたカラーコーディネートを楽しめます。

裏面にFSCマークが
付いています

●品質

¥800（本体価格）

箱サイズ：W13×H13×D2.0cm
ハンカチサイズ：約25×25cm
品 質：綿100% 日本製(今治)

ホワイト
（純粋）

パープル（神秘）

●パッケージ
地球に優しいFSC認証製品。
FSCマークは森林の環境や地域社会に配慮された製品である証です。

発注単位：5

グレー
（上品）

ブルー
（誠実）

今治の厳しい検査基準をクリアしたタオルだけに与えられる
今治マーク。世界にも誇れる確かな品質の証です。

Happy Handkerchief organic standard
ハッピーハンカチ オーガニックスタンダード

オレンジ
（健康）

ネイビー（知的）
ナチュラル
（寛容）

ディスプレイ什器あります。詳細はP115をご覧ください。
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ボルド

ピンク

パープル

HAPOG-001
4543479168179

HAPOG-002
4543479168186

HAPOG-003
4543479168193

ハッピーハンカチ organic standard

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

ブルー

ネイビー

HAPOG-004
4543479168209

HAPOG-005
4543479168216

HAPOG-006
4543479168223

イエロー

オレンジ

ダークブラウン

HAPOG-007
4543479168230

HAPOG-008
4543479168247

HAPOG-009
4543479168254

グレー

ナチュラル

ホワイト

HAPOG-010
4543479168261

HAPOG-011
4543479168278

HAPOG-012
4543479168285

Towel&Gift

グリーン

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

ハッピーハンカチ organic standard
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何気なく描かれている柄にも、
実は隠れたメッセージがあります。
あなたの今日の気分はどんな柄ですか？
Happy Handkerchief Half
ハッピーハンカチ ハーフ
¥500
（本体価格）

発注単位：5

箱サイズ：W13×H13.5×D1.8cm
ハンカチサイズ：約12.5×25cm
品 質：綿65%・アクリル35％
日本製(今治)

ハーフハンカチのこだわり

●二つ折りで簡単・コンパクトに！

タオルハンカチの半分のサイズ（25×12.5cm）です。
折りたたんでバッグやポケットに入れて
もかさばらず、スマートで手を拭くのにもちょうどいい！汗や水分をしっかり吸収してくれます。

●東洋紡の吸水素材

糸使用

快適・高吸水糸
は、ハイテク技術により繊維の構造を改質し、高い吸水性・
水分移行性と速い乾燥性に特長がある新しい吸水糸です。

JF-083H

ディスプレイ什器あります。詳細はP115をご覧ください。

ハリネズミと
クローバー柄

幸運のシンボル
今日もHAPPYになります！

ウサギとリボン柄

ハトとオリーブ柄

リボンで縁結び
素敵な出会いに巡り会えるかも！

平和のシンボル
力と勇気が湧いてきます！

ハリネズミとクローバー BR

ウサギとリボン RE

ハトとオリーブ SX

HAP-H007
4543479164799

HAP-H009
4543479164812

HAP-H011
4543479164836

ハリネズミとクローバー YE

ウサギとリボン NV

ハトとオリーブ PI

HAP-H008
4543479164805

HAP-H010
4543479164829

HAP-H012
4543479164843

（ハリネズミとクローバー）
認定番号：第2019-2148号
（ウサギとリボン）
認定番号：第2019-2147号
（ハトとオリーブ）
認定番号：第2019-2146号

Towel&Gift
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ハッピーハンカチ ハーフ

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

パッケージイメージ
吊り下げ可能！

2cm

実際に触れること
ができます！
13.5cm

13cm

ドット柄

1.8cm

ハート柄

フラワー柄

ドット BL

ハート PI

フラワー BL

◆HAP-H001
4543479164737

◆HAP-H003
4543479164751

◆HAP-H005
4543479164775

ドット YE

ハート PU

フラワー OR

◆HAP-H002
4543479164744

◆HAP-H004
4543479164768

◆HAP-H006
4543479164782

楽しいことやHAPPYを
引き寄せます！

元気いっぱいで新しいこと
にも前向きに挑戦できるかも
！

おしゃれ好きなあなたは
周りから人気者！

（ドット）
認定番号：第2019-149号
（ハート）
認定番号：第2019-147号
（フラワー）
認定番号：第2019-148号

Towel&Gift

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

ハッピーハンカチ ハーフ
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ガーゼ面

さらっと優しい肌ざわり
さらっとした肌ざわり。速乾性があり、毛羽落ちしにくいので、
メイクの上からでもやさしく汗を拭き取れます。

パイル面

ふわふわの手ざわり
優しい手ざわり。吸水性が高く、
手をしっかり拭きたい時に最適。

たたみイメージ
Happy Handkerchief
ハッピーハンカチ
¥500
（本体価格）

12.5cm

発注単位：5

サイズ：約25×25cm
品 質：綿100％ 日本製（今治）

12.5cm

Towel&Gift

恋愛・しあわせ・思いやり

明るい・フレンドリー・好奇心旺盛

自由・のびやかさ・解放感

ピンク

イエロー

グリーン

クール・爽やか・信頼感

温もり・安定・安心感

譲らない信念・癒し・ソフト

ブルー

ブラウン

グレー

HAP-501
4543479145460

HAP-504
4543479145491
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ディスプレイ什器あります。詳細はP116をご覧ください。

ハッピーハンカチ

HAP-502
4543479145477

HAP-505
4543479145507

HAP-503
4543479145484

HAP-506
4543479145514

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

Gift box collection

裏にメッセージを
書 けるメッセージ
カードつき
も
う
いつ りがと
あ

はんかちに想いを込めて…

Gift box collection

¥1,200
（本体価格） 36

14.5cm

3cm

2つの肌ざわりと色を楽しむハンカチギフト
Happy Handkerchief：約25×25cm

ピンク×イエロー

14cm

綿100％ 日本製
（今治）

ブルー×グリーン

HAPG-1201
4543479147587

ブラウン×グレー

HAPG-1202
4543479147594

HAPG-1203
4543479147600

2タッチハンカチと3重ガーゼハンカチを組み合わせたギフト
Happy Handkerchief：約25×25cm、3重ガーゼハンカチ：約25×25cm

綿100％ 日本製
（今治）

Towel&Gift

ピンク×赤と黒の葉っぱ

イエロー×jasmy

グリーン×kinoeda

ブルー×たっぷりハート

ブラウン×白い花

グレー×棒付キャンディ

HAPG-1210
4543479169732

HAPG-1213
4543479169763

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

HAPG-1211
4543479169749

HAPG-1214
4543479169770

HAPG-1212
4543479169756

HAPG-1215
4543479169787

ハッピーハンカチ Gift box collection
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は、今の生活にこだわりのデザインと

は、今の生活にこだわりのデザインと

品質をプラスするブランド
は、今の生活にこだわりのデザインと

品質をプラスするブランド

は、今の生活にこだわりのデザインと
パイルにオーガニックコットンを

パイルにオーガニックコットンを

品質をプラスするブランド 使用し、やさしい色合いに仕上げました。
品質をプラスするブランド

使用し、やさしい色合いに仕上げました。

あなたにぴったりのデザインがきっとあるはず。 あなたにぴったりのデザインがきっとあるはず。

パイルにオーガニックコットンを
パイルにオーガニックコットンを
贈り物にも最適です！

贈り物にも最適です！

使用し、やさしい色合いに仕上げました。
使用し、やさしい色合いに仕上げました。

あなたにぴったりのデザインがきっとあるはず。
あなたにぴったりのデザインがきっとあるはず。
贈り物にも最適です！
贈り物にも最適です！

Towel&Gift

ディスプレイ什器あります。詳細はP116をご覧ください。

たたみイメージ
＋ｉｍａ 今治うまれのハンカチ
¥500
（本体価格）

12cm

発注単位：5

サイズ：約24×24cm
品 質：綿100％ 日本製
（今治）

12cm

イチ・ニ・サン！
仲良く手をつないでパンダも組体操！

ひろい海をカメとウサギが仲良くス～イスイ

動かないハシビロコウ？！
リズムに乗ってダンシング♪

はしびろこうリズム
うさぎとカメ

パンダの組体操

あじさいさんぽ

パンダの組体操
TIO-574
4543479169251
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+ima

うさぎとカメ

カーネーションと

うさぎとカメ

トイプードル

TIO-575
4543479169268

ビールとラッコ

パンダの組体操

バードウォッチ

猫の一日

ワンコドット

ペンギン散歩

はしびろこうリズム
TIO-576
4543479169275

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

何種類の鳥がいるか探してみてね

はしびろこうリズム
カーネーションと
あじさいさんぽ

トイプードル

ビールとラッコ

バードウォッチ

猫の一日

ワンコドット

ペンギン散歩

バードウォッチ
TIO-578
4543479169299

柴犬・パグにシュナウザー、色んなワンコが
並んでいるよ

ぐ～っと伸びて、ゴロンゴロン・・・
猫の一日覗いてみましょ

みんなで仲良くお散歩しましょ♪

Towel&Gift

はしびろこうリズム
カーネーションと
ビールとラッコ

バードウォッチ

カーネーションと
あじさいさんぽ

猫の一日
あじさいさんぽ

ワンコドット
トイプードル

はしびろこうリズム

トイプードル

ペンギン散歩
ビールとラッコ

はしびろこうリズム

バードウォッチ

ビールとラッコ
バードウォッチ

猫の一日

猫の一日
ワンコドット

ワンコドット

ペンギン散歩

ペンギン散歩

ワンコドット

猫の一日

ペンギン散歩

ビールの泡にぷ～かぷか。
酔っ払わないでね！

カゴに入ったカーネーション。
あらら？こっそり入ってるのはだぁれ？

しとしと雨の日、カタツムリものんびりお散歩
できるかな

TIO-580
4543479169312

TIO-577
4543479169282

TIO-579
4543479169305

カーネーションと
あじさいさんぽ

トイプードル

ビールとラッコ

はしびろこうリズム

カーネーションと
あじさいさんぽ

トイプードル

ビールとラッコ

ビールとラッコ
TIO-581
4543479169565

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

バードウォッチ

猫の一日

ワンコドット

カーネーションとトイプードル
TIO-582
4543479169572

バードウォッチ

猫の一日

ワンコドット

カーネーションと

あじさいさんぽ

トイプードル

+ima
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ペンギン散歩

あじさいさんぽ
TIO-583
4543479169589

＋ｉｍａ 今治うまれのハンカチ
¥500
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約24×24cm

品

質：綿100％

日本製
（今治）

ポピー畑の中からヒョッコリ。カピバラたちが
ポピーのお風呂に入っているようです

ふわふわなアルパカとふわふわな
綿菓子の甘い共演

ポピーとカピバラ

綿あめとアルパカ

TIO-564
4543479157968

おむすびコロリン
ウリ坊もコロリン

「情熱」が花言葉のアンスリウム
ゴリラは誰に恋してる？

TIO-563
4543479157951

いい香りに誘われて、
たくさんの蝶々が集まってきました

Towel&Gift

おにぎりとウリ坊

アンスリウムとゴリラ

ラベンダーと蝶々

ニョキニョキ育ったそら豆の森で、
くじらたちが優雅に泳いでいます

エーデルワイスの花言葉は「大切な思い出」
天使に恋をした登山家の言い伝えにちなむともいわれます

忘れな草の咲くお庭で、遊び疲れて
スヤスヤおやすみ

そら豆とくじら

エーデルワイスと牛

忘れな草とフレンチブル

TIO-562
4543479157944

TIO-559
4543479157913
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+ima

TIO-561
4543479157937

TIO-558
4543479157906

TIO-560
4543479157920

TIO-557
4543479151393

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

ふわふわな子鹿のお尻と、
ジューシーな桃が似ているかな？

ホーホケキョ♪椿の中から
春の訪れが聞こえます

コロコロ、わんわん！豆柴と遊んだ後は、
みかんでビタミン・水分補給を

桃と子鹿

椿とうぐいす

みかんと豆柴

コロコロゴロン
甘いイチゴでお腹いっぱい！

真っ赤なチューリップに染められて
体もピンクになっちゃった？

ゆっくりゆっくり
りんごの甘い香りに誘われて

イチゴとパンダ

チューリップとフラミンゴ

リンゴとナマケモノ

夢を食べるよマレーバク
ばくばくばく

愛らしい頬のオカメインコ
さくらんぼとどっちが赤いかな

ポカポカ陽気の中でタンポポの綿毛もひつじ
たちもフワフワあったか

マレーバクとロータス

オカメインコとチェリー

タンポポとひつじ

TIO-556
4543479151386

TIO-555
4543479151379

TIO-554
4543479151362

Towel&Gift

TIO-553
4543479147075

◆TIO-543
4543479142735

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

TIO-552
4543479147068

TIO-542
4543479142728

TIO-551
4543479147051

TIO-522
4543479123147

+ima
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＋ｉｍａ 今治うまれのハンカチ
¥500
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約24×24cm

品

質：綿100％

日本製
（今治）

しろくまは南極にはいないんだって！

コロコロ、コロコロ…
森の中にはどんぐりコロコロハリネズミたち

雨模様を鮮やかに染めるあじさいと
カタツムリはとっても元気

しろくまがきた

ドングリとハリネズミ

あじさいとカタツムリ

パンジーの花言葉は「わたしを想って」
幸せの青い鳥が届けます

おしゃれなネコはバラを咲かせて
今日もお散歩

一面の桜の中でブタさんが
かくれんぼしているよ

パンジーと鳥

バラとねこ

桜とぶた

雲のお布団でスヤスヤおやすみ
どんな夢を見てるでしょうか

大きくジャンプ！
華麗なショータイムのスタートです！

プカプカゆらゆら
クラゲとクリオネのダンスルーム

おやすみカワウソ

イルカショー

クラゲドット

TIO-512
4543479112851

TIO-505
4543479112783

◆TIO-504
4543479112776

Towel&Gift
TIO-503
4543479112769

TIO-566
4543479158217
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+ima

TIO-502
4543479112752

TIO-565
4543479158200

TIO-501
4543479112745

TIO-550
4543479146795

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

流氷をガリガリ…
冷たいスイーツの出来上がり！

魚とキャンディの大行進！

波とメロディーに乗って
海のオーケストラがスタートです♪

ペンギンパーラー

キャンディフィッシュ

ちんあなご

TIO-549
4543479146788

◆TIO-548
4543479146771

いっぴきおおかみがたくさんいると
なんびきおおかみ？

くもひつじ

おおかみ森

ガタンゴトン…
線路は続くよ〜どこまでも〜

Towel&Gift

モコモコくもかな？
ひつじかな？

TIO-547
4543479146764

TIO-516
4543479120672

◆TIO-513
4543479112868

満天の星と満開のブルースター
どちらもキレイですね

大きく咲き誇ったあじさいに、
雨の日も心がウキウキしちゃいます♪

ブルースタースター

あじさい日和

TIO-573
4543479158415

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

電車にゆられて

◆TIO-536
4543479138028

TIO-572
4543479158408

+ima
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＋ｉｍａ 今治うまれのハンカチ
¥500
（本体価格）
サイズ：約24×24cm

発注単位：5
品

質：綿100％

日本製
（今治）

満開の桜に隠れているのは…？

ころんころん
だるまさんがころんだ？

日本一の富士山
世界遺産になりました

桜えび

ころんだるま

富士山

ほっと一息、
一緒にお茶しませんか？

マグロにイクラ、
玉子もエビもみ～んな好き！

おっとっと
上手につかめるかな？

ねことお茶

お寿司

箸とそら豆

真っ赤な野菜で元気もりもり
トマトとスイカとパプリカと…

パカッ、じゅわ～…
ブレックファーストと言えばこれ

ヒラヒラさくら舞う中でフクロウたちは
仲良くお花見

トマトト

目玉焼き

桜とフクロウ

TIO-571
4543479158392

TIO-506
4543479112790

TIO-507
4543479112806

Towel&Gift
TIO-508
4543479112813

TIO-527
4543479123192
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TIO-509
4543479112820

TIO-528
4543479123208

TIO-510
4543479112837

TIO-529
4543479134570

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

白米おいしい！いろんな具をのせて
何杯でも食べれちゃいそう

はっけよーい！ のこった のこった！
本日も満員御礼大入りです

ぐるぐる回っておうちへ帰ろ

おかわりごはん

どすこい

ただいまねこ

みんな大好きハンバーガー！
ポテトがとまらない〜

東北地方の温泉地で土産物として売られるようになった
こけし。コレクションしたくなりますね

のぼせた体を扇風機の風でクールダウン。
しっかり水分補給も大切です！

ハンバーガーセット

こけし

銭湯

彩り豊かで可愛らしい和菓子
食べてしまうのがもったいないですね

鶴に兜に、やっこさん…何種類折れるかな？

TIO-530
4543479134587

TIO-531
4543479134594

TIO-537
4543479138035

Towel&Gift

TIO-545
4543479142759

和菓子

TIO-569
4543479158378

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

TIO-567
4543479158354

TIO-568
4543479158361

折り紙

◆TIO-570
4543479158385

+ima
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手ぬぐいの薄くて乾きやすい特徴と、
タオルの柔らかさと吸水性の良さを
併せ持った今治タオル
薄くてかさばらないので
お出かけのお供にも

認定番号：第2016-687号
認定番号：第2016-687号

フェイスタオル たたみイメージ

Towel&Gift

ハンカチ たたみイメージ
20cm

Zootto
フェイスタオル

約34×80cm

¥1,000
（本体価格）
ハンカチ

約34×34cm

¥600
（本体価格）
品

12cm

発注単位：5

発注単位：5

（今治）
質：綿100％  日本製

12cm

12cm

くらげ星座

くらげ星座

いるかフルーツ

いるかフルーツ

くらげ星座

フェイスタオル
TGF-S621
4543479170097
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Zootto 今治タオル・泉州タオル

ハンカチ
TGH-S721
4543479170110

いるかフルーツ

フェイスタオル
TGF-S622
4543479170103

ハンカチ
TGH-S722
4543479170127

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

わがしペンギン

フェイスタオル
TGF-S611
4543479137892

いるかキャンディ

フェイスタオル
TGF-S612
4543479137908

ハンカチ
TGH-S713
4543479137854

フェイスタオル
TGF-S614
4543479137922

ハンカチ
TGH-S712
4543479137847

Towel&Gift

ハンカチ
TGH-S711
4543479137830

カワウソさんぽ

フェイスタオル
TGF-S613
4543479137915

きらきらクラゲ
（WH）
フェイスタオル
TGF-S617
4543479146658

ハンカチ
TGH-S717
4543479146689

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

さめレモン

シロイルカ

フェイスタオル
TGF-S620
4543479158729

ハンカチ
TGH-S714
4543479137861

ハンカチ
TGH-S720
4543479158736

Zootto 今治タオル・泉州タオル
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“大阪・泉州のふわさらガーゼタオル”
吸水性の良いパイル地に、やさしいガーゼの
肌ざわりが魅力のタオル。
パンダやキリンなど表情豊かな動物たちをプリントしました。

Zootto
ハンカチ（箱入）
約23×23cm
箱サイズ：W13×H13.5×D1.8cm
品

¥500
（本体価格）

発注単位：5

質：綿100％  日本製

ディスプレイ什器あります。詳細はP115をご覧ください。

パンダ

ハンカチ(箱入)

TGH-AG501
4543479167554

ネコ

ハンカチ(箱入)

TGH-AG502
4543479167561

ハリネズミ

ハンカチ(箱入)

TGH-AG503
4543479167578

Towel&Gift

ペンギン

ハンカチ(箱入)

コアラ

ハンカチ(箱入)

シカ

ハンカチ(箱入)
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Zootto 泉州タオル

TGH-AG504
4543479167585

TGH-AG513
4543479168377

TGH-AG516
4543479168407

キリン

ハンカチ(箱入)

シマウマ

ハンカチ(箱入)

カンガルー

ハンカチ(箱入)

TGH-AG505
4543479167592

TGH-AG514
4543479168384

TGH-AG517
4543479168414

ヒツジ

ハンカチ(箱入)

ハムスター

ハンカチ(箱入)

ダイナソー

ハンカチ(箱入)

TGH-AG506
4543479167608

TGH-AG515
4543479168391

TGH-AG518
4543479168421

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

ロングフェイスタオル

約33×105cm
カンガルー

ハンカチ

約23×23cm

品

¥900
（本体価格）
シカ

¥450
（本体価格）

発注単位：5

シカ

カンガルー
ハムスター

ハムスター

発注単位：5

質：綿100％  日本製

シカ
コアラ

コアラ
ダイナソー

シマウマ

シマウマ

カンガルー
ダイナソー

ハムスター

コアラ

シマウマ

ダイナソー

シカ
カンガルー

コアラ

ロングフェイスタオル
ハンカチ

TGF-A616     4543479168490
TGH-A716    4543479168438

シマウマ

ロングフェイスタオル
ハンカチ

シカ

コアラ

ロングフェイスタオル
ハンカチ

パンダ

ロングフェイスタオル
ハンカチ

ヒツジ

ロングフェイスタオル
ハンカチ

ロングフェイスタオル
ハンカチ

コアラ

シマウマ

TGF-A618     4543479168513
TGH-A718    4543479168452

ダイナソー

ハムスター

ハムスター

シマウマ

ダイナソー

TGF-A619     4543479168520
TGH-A719    4543479168469

TGF-A601     4543479091729
TGH-A701    4543479091767

TGF-A604     4543479091750
TGH-A704    4543479091798

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

コアラ

カンガルー

ロングフェイスタオル
ハンカチ

ペンギン

ロングフェイスタオル
ハンカチ

ハリネズミ

ロングフェイスタオル
ハンカチ

シマウマ

TGF-A620     4543479168537
TGH-A720    4543479168476

TGF-A602     4543479091736
TGH-A702    4543479091774

TGF-A608     4543479131951
TGH-A708    4543479132057

ダイナソー

ダイナソー

ロングフェイスタオル
ハンカチ

ネコ

ロングフェイスタオル
ハンカチ

キリン

ロングフェイスタオル
ハンカチ

TGF-A621     4543479168544
TGH-A721    4543479168483

Towel&Gift

シカ

ハムスター

TGF-A617     4543479168506
TGH-A717    4543479168445

カンガルー

シカ
カンガルー

ハムスター

TGF-A603     4543479091743
TGH-A703    4543479091781

TGF-A614     4543479147280
TGH-A714    4543479147341

Zootto 泉州タオル
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みて、さわって、つかって、実感できる本物のクオリ
ティー。KURUMI【くるみ】の名前の由来のとおり、
くる

「包まりたい」ほどの肌触り。世界初の特殊糸を使用
し、驚くほどのボリューム、柔らかさ、吸水性を実現し
たタオルです。何度洗濯してもふっくらやわらか。使
い込むたびに良さが実感できる魔法のタオルです。

認定番号：第2019-1409号

close up

普通の糸

KURUMI
ハンドタオル

約34×35cm

¥1,000（本体価格）

発注単位：5
close up

フェイスタオル 約34×80cm
¥2,000（本体価格）
バスタオル

発注単位：5

約60×120cm

¥5,000（本体価格）

品

ふんわり極上のボリューム感。世界初の特殊糸

タオルの糸にパーマネントをかける事に成功した世界初の撚糸
工法。パーマネントをかける事により生まれる空気の隙間に水分
をぐんぐん吸収、乾きが早いのも特徴です。

質：綿100％

パーマをかけた
特殊糸

発注単位：2

日本製(今治)

Towel&Gift

ホワイト

ハンドタオル

4543479162948

ネイビー

ハンドタオル

KUM-W102

4543479162955

グレー

ハンドタオル

KUM-W103

4543479162962

フェイスタオル KUM-F201

4543479163006

フェイスタオル KUM-F202

4543479163013

フェイスタオル KUM-F203

4543479163020

バスタオル

KUM-B501

4543479163068

バスタオル

KUM-B502

4543479163075

バスタオル

4543479163082

KUM-W104

4543479162979

KUM-W105

4543479162986

ピンク

ハンドタオル
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KUM-W101

ベージュ

ハンドタオル

グリーン

ハンドタオル

KUM-B503

KUM-W106

4543479162993

フェイスタオル KUM-F204

4543479163037

フェイスタオル KUM-F205

4543479163044

フェイスタオル KUM-F206

4543479163051

バスタオル

4543479163099

バスタオル

4543479163105

バスタオル

4543479163112

KURUMI

KUM-B504

KUM-B505

KUM-B506

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

こなゆきのように真っ白で、ふれると
とろけてしまいそうなやわらかさ。

アメリカサンホーキン綿の中でも、成熟しきる前の早摘
みわたを厳選して紡がれた糸。
その無撚糸をロングパイ
ルで織り上げています。
その繊細な糸質はしっとりとや
わらかく、毛羽落ちも少ない。
ふんわりとボリュームがあ
りながらも、驚きの軽さを実現しています。
そして、すっ
と吸水してくれる。
そんな理想のタオルができました。

認定番号：第2016-1014号

MASIRO
フェイスタオル 34×80cm

¥2,000（本体価格）

発注単位：5

バスタオル

¥5,000（本体価格）

発注単位：2

品

70×130cm

質：綿100％

日本製(今治)

Towel&Gift

ホワイト

フェイスタオル FTMS01-01

4582322799719

バスタオル

4582322799702

BTMS01-01

イエローグリーン

フェイスタオル FTMS01-03

4582322799320

バスタオル

4582322799306

BTMS01-03

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

ブルー

フェイスタオル FTMS01-02

4582322799313

バスタオル

BTMS01-02

4582322799290

フェイスタオル FTMS01-04

4582322799986

バスタオル

4582322799979

ピンク

BTMS01-04

MASIRO

82

LETTER&TOWELS
ポケットを彩るポータブルタオルハンカチ
「ポケットに納まりのよいタオルハンカチがほしい！」
ありそうでなかった 25×17cm のポータブルサイズ。
ヒップポケットに、胸ポケットに、内ポケットに、いつも
あなたのそばで暮らしを彩るタオルハンカチです。
パッケージの内側にあなたのメッセージを書き込め
るレター調デザイン。手紙と手布（ハンカチ）をコラボ
した気軽に贈れるギフトとしても最適です。
パッケージサイズ
綾【AYA】
¥1,000（本体価格）

13cm

発注単位：5
サイズ：25×17cm
品 質：綿100％ 日本製(今治)

17.8cm

Towel&Gift
83

アイボリー

チャコール

パープル

THLT01-01
4582322799207

THLT01-02
4582322799214

THLT01-03
4582322799221

ネイビー

ブルー

グリーン

THLT01-04
4582322799238

THLT01-05
4582322799245

THLT01-06
4582322799252

イエロー

オレンジ

レッド

THLT01-07
4582322799269

THLT01-08
4582322799276

THLT01-09
4582322799283

LETTER & TOWEL

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

ふんわりタオルに浮かぶ
やさしい色合いのクローバー。
見つけると幸せを運ぶと言われる四つ葉のク
ローバーを、ジャカード織りであしらいました。
今治の技術で丁寧に織り上げ、柔らかさと吸水
性を兼ね備えた高品質のタオルです。
ラ・フローリスト
ウォッシュタオル 約33×33cm
フェイスタオル

約33×75cm

バスタオル

約60×110cm

品

質：綿100％   日本製

¥600
（本体価格）

発注単位：5
発注単位：5
（本体価格） 発注単位：1
¥2,500
（本体価格）
¥1,000

認定番号：第2018-587号
認定番号：第2018-587号

バスタオル
フェイスタオル

ウォッシュタオル

ウォッシュタオルGR
CY-060W-GR
4543479159597

フェイスタオルGR
CY-100F-GR
4543479159573

フェイスタオルPI

バスタオルGR

CY-100F-PI
4543479159580

CY-250B-GR
4543479159559

バスタオルPI

CY-250B-PI
4543479159566

Towel&Gift

はなつぼみ

淡い色調が美しい
繊細でやわらかなタオル。
淡い色合いのタオルに、可憐な花つぼみをモ
チーフにした模様をあしらいました。吸水性に
すぐれ、ふんわりとやらわかな風合いが長続き
するのが特徴の今治タオルです。

はなつぼみ
ウォッシュタオル 約34×35cm
フェイスタオル

約34×75cm

バスタオル

約60×120cm

品

質：綿100％   日本製

（本体価格）
¥600

発注単位：5
発注単位：5
¥2,500
（本体価格） 発注単位：1
（本体価格）
¥1,000

認定番号：第2018-867号
認定番号：第2018-867号

フェイスタオル

バスタオル

ウォッシュタオル

ウォッシュタオルBL
IHT-060W-BL
4543479159689

フェイスタオルBL
IHT-100F-BL
4543479159665

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

フェイスタオルPI
IHT-100F-PI
4543479159672

バスタオルBL
IHT-250B-BL
4543479159641

バスタオルPI

IHT-250B-PI
4543479159658

LA FLEURISTE・しまなみ匠の彩 はなつぼみ
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和の伝統柄をあしらった
扱いやすい今治タオル。
日本の伝統柄で彩られたタオルは、和の美しさを伝えます。
吸水性にすぐれ、ふんわりとやわらかな風合いが
長続きするのが特徴の今治タオルです。

和布小紋
約34×35cm

フェイスタオル

約34×75cm

バスタオル
品

（本体価格）
¥600

発注単位：5
発注単位：5
約60×120cm ¥2,500
（本体価格） 発注単位：1

ウォッシュタオル

（本体価格）
¥1,000

質：綿100％  日本製

認定番号：第2018-025号
認定番号：第2018-025号

バスタオル
フェイスタオル

ウォッシュタオル

ウォッシュタオルPI

フェイスタオルBL

WFK-060W-PI
4543479159634

フェイスタオルPI

WFK-100F-BL
4543479159610

WFK-100F-PI
4543479159627

バスタオルBL
WFK-250B-BL
4543479159603

Towel&Gift

可愛らしい小紋柄が
アクセントのふんわりタオル。
日本伝統の小紋柄とラメのラインでさりげなく彩られた
シンプルなタオルで、どんな場にも馴染むので使いやすい
タオルです。一見、白無地に見える面にも模様が施されて
います。

和布小紋
フェイスタオル

約34×75cm

バスタオル

約60×120cm

品

¥800（本体価格）

¥2,000
（本体価格）

発注単位：5
発注単位：1

質：綿100％  日本製

バスタオル
フェイスタオル

ピンク

WFK-080F-PI
4543479121419
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和布小紋

ブルー

WFK-080F-BL
4543479121426

グリーン

WFK-200B-GR
4543479121440

パープル

WFK-200B-PU
4543479121433

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

ふわりと舞う桜を
一 枚 のタオルに 閉じ込 めました

オーガニックコットン
三年以上農薬や化学肥料を使っていない土壌で栽培された
コットンで、人にも環境にも優しい素材です。綿本来が持って

オーガニックコットンの 優しい 風 合 い

いるやさしい風合いを実感していただけます。

Organic Cotton

Organic Cotton

有機肥料を使用

除草作業や腐食昆虫で
葉を守り成長

【栽培土壌】

【除草 & 害虫駆除】

科学肥料を使用

除草剤や殺虫剤を
使用して成長

【栽培土壌】

【除草 & 害虫駆除】

Cotton

有機肥料を使用

除草作業や腐食昆虫で
葉を守り成長

【栽培土壌】

【除草 & 害虫駆除】

自然に葉が落ちる
まで待って収穫

【収穫】

Cotton

自然に葉が落ちる
まで待って収穫

【収穫】

科学肥料を使用

【栽培土壌】

枯れ葉剤を使用

【収穫】

今治さくら織
ウォッシュタオル

約34×35cm

ガーゼフェイスタオル

約34×75cm

フェイスタオル

約34×80cm

バスタオル

約60×120cm

（本体価格）発注単位：5
¥600

（本体価格）発注単位：5
¥1,200
¥1,200
（本体価格）発注単位：5
¥2,800
（本体価格）発注単位：1
品 質：綿100％
日本製

ウォッシュタオル
IOS-060-W
4543479101718

ガーゼフェイスタオル
IOS-1201-GF
4543479159696

フェイスタオル
IOS-120-F
4543479101725

バスタオル

IOS-280-B
4543479101732

Towel&Gift

肌あたりがやさしいふわふわの
無撚糸タオル。
ふわふわ感と柔らかさが特徴のタオルです。
綿を撚らずに糸にした「無撚糸」を使用してお
り綿そのものの風合いをお楽しみいただけます。
赤ちゃんにもおすすめです。

今治ふわふわ手まり
フェイスタオル

約34×75cm

バスタオル

約60×120cm

品

（本体価格）
¥1,500
¥3,500
（本体価格）

発注単位：5
発注単位：1

質：綿100％  日本製

認定番号：第2017-766号

バスタオル

認定番号：第2017-766号

フェイスタオル

グリーン

IFT-150F-GR
4543479145590

イエロー

IFT-150F-YE
4543479145606

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

ブルー

IFT-350B-BL
4543479145613

ピンク

IFT-350B-PI
4543479145620

今治さくら織 organic・今治ふわふわ手まり
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これ一枚で
洗う、拭く

Towel&Gift

昔ながらの温泉タオル
三重県、昭和2年1月25日生まれ。
日本の風呂文化と、日本人ならではの感
性が伝統と匠の技の結晶とも言える逸品
を生み出しました。
この独特の風合いの秘密は、通常のタオ
ルの約半分という細いパイル糸と、それ
を絶妙のバランスで支える細糸の地組織
のため。絞りやすく、乾きが速いのが特
徴です。赤ちゃんや敏感肌の方でも安心
してご使用いただけます。

昔ながらの温泉タオル
¥500
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約34×83cm
品 質：綿100％  日本製

「汗かきクエスト」

汗かき
（白）

MOF-009
4543479144272
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昔ながらの温泉タオル

「コーヒー牛乳を
飲む際のカッコイイ
角度」

コーヒー牛乳（白）
MOF-001
4543479135089

「オトコなら股間を
パシーンッと」

オトコなら
（白）
MOF-002
4543479135096

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

「
“押すタイプ”との
仁義なき戦い」

押すタイプ
（水色）

「うしろー！うしろー！」

うしろー！
（水色）

MOF-011
4543479144296

人がいないと
（水色）

MOF-003
4543479135102

「誰だか分からない件」

「人がいないと
潜水しがち」

MOF-004
4543479135119

「近くて遠い
マイロッカー」

「人の体重を
盗み見」

Towel&Gift

誰
（ピンク）

近くて遠い
（ピンク）

MOF-010
4543479144289

人の体重
（ピンク）

MOF-005
4543479135126

「風を束縛する子ども」

風を束縛（黄色）
MOF-012
4543479144302

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

MOF-006
4543479135133

「本当にリンス
入ってんのか問題」

本当にリンス
（黄色）
MOF-007
4543479135140

「履いてきた
スリッパを見失う」

履いてきた
（黄色）
MOF-008
4543479135157

昔ながらの温泉タオル
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認定番号：第2018-1531号

ふわふわの肌触り
いちごはマグネットに
なっています。

国連WFPとは
国連WFPは、飢餓と貧困をなくすことを使命とする国連唯一の食
糧支援機関です。
災害や紛争時の緊急支援、栄養状態の改善、学校給食の提供など
を活動の柱に、毎年約80ヵ国で女性や子どもなど8,000万人に食
糧支援を行っています。
国連機関であるWFP国連世界食糧計画（WFP）と、それを支援す
る認定NPO法人である国連WFP協会という二団体の総称です。

レッドカップキャンペーンとは
いま、世界には飢餓で多くの命が失われていること、食べるために
働いて学校に行けない子どもたちがまだまだいること、この状況を
多くの人に伝え、1人でも多くの子どもたちに学校給食を届けるため
のキャンペーンです。

Towel&Gift

Triangle Cake
トライアングルケーキ

クリームカップケーキ

¥900
（本体価格）

¥900（本体価格）

発注単位：5 25

サイズ：ウォッシュタオル（約34×35cm）
   
品 質：綿100％ 日本製（今治）

発注単位：5 25

サイズ：ウォッシュタオル
（約34×35cm）
   
（今治）
品 質：綿100％ 日本製

バニラ

ストロベリー

バニラ

ストロベリー

グリーンティー

チョコ

グリーンティー

チョコ

LPSB-9011
4543479169077

LPSB-9013
4543479169091
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Cream Cupcake

ル・パティシエ

LPSB-9012
4543479169084

LPSB-9014
4543479169107

LPSB-9021
4543479169114

LPSB-9023
4543479169138

LPSB-9022
4543479169121

LPSB-9024
4543479169145

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

Cut Rollcake
カットロールケーキ
¥900
（本体価格）

発注単位：5 25

サイズ：ウォッシュタオル（約34×35cm）
   
品 質：綿100％ 日本製（今治）

バニラ

ストロベリー

グリーンティー

チョコ

バニラ

ストロベリー

グリーンティー

チョコ

バニラ

ストロベリー

グリーンティー

チョコ

LPSB-9031
4543479169152

LPSB-9033
4543479169176

LPSB-9032
4543479169169

LPSB-9034
4543479169183

Rollcake
ロールケーキ
¥1,500
（本体価格）

発注単位：1 10

サイズ：フェイスタオル（約34×80cm）
   
品 質：綿100％ 日本製（今治）

LPSB-15001
4543479170912

LPSB-15002
4543479170929

Towel&Gift

LPSB-15003
4543479170936

LPSB-15004
4543479170943

Whole Cake
ホールケーキ
¥2,300
（本体価格）

発注単位：1 4

サイズ：ウォッシュタオル、フェイスタオル
（約34×35cm、約34×80cm）   
品 質：綿100％ 日本製（今治）

LPSB-23001
4543479170950

LPSB-23003
4543479170974

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

LPSB-23002
4543479170967

LPSB-23004
4543479170981

ル・パティシエ
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見ておいしい、使って楽しい、タオルのケーキ♪
カラフル！7色のレインボーカラー。プレゼントする人も貰った人も
元気になれるようなポップでジューシーなシリーズです。
タオルは吸水性が良く、肌触りの良い上質な今治産のタオルを使用しています。
ちょっとした御礼やお返しに、今治タオルのケーキタオルはいかがですか？

いちごはマグネットに
なっています。

シフォンケーキ

¥700
（本体価格）

発注単位：5 25

サイズ：タオルハンカチ（約25×25cm）
品 質：綿100％ 日本製（今治）

サクラ

コーヒー

マンダリン

LPSR-7012
4543479134105

LPSR-7013
4543479134112

ミント

バニラ

クランベリー

LPSR-7011
4543479134099

Towel&Gift

パッケージ

カップケーキ

¥700
（本体価格）

マッチャ

LPSR-7014
4543479134129

発注単位：5 25

サイズ：タオルハンカチ（約25×25cm）
品 質：綿100％ 日本製（今治）

パッケージ
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ル・パティシエ

LPSR-7015
4543479134136

サクラ

コーヒー

ミント

バニラ

LPSR-7031
4543479134235

マッチャ

LPSR-7034
4543479134266

LPSR-7016
4543479134143

LPSR-7035
4543479134273

LPSR-7032
4543479134242

LPSR-7036
4543479134280

LPSR-7017
4543479134150

マンダリン

LPSR-7033
4543479134259

クランベリー

LPSR-7037
4543479134297

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

≪こだわりの今治タオル≫ を使用しています。
素材

織り

加工

今治タオルのブランド＆ロゴは、日本のタ
オル産地、今治のメーカーを取りまとめる
「四国タオル工業組合」が付与します。
独自の品質基準に合格した、高品質のタオ
ル商品であることを証明するものです。

綿花・綿糸からこだわり、柔らかくボリュームの
出るタオルに最適な太さの糸を使用。紡績の過
程でも、特殊紡績で毛羽の出を押さえており、
他の衣類へ毛羽の付着が少なくそのためアレル
ギーの方にも優しいタオルになっています。
最新鋭のスイス製タオル織機を使用しており、パ
イルの出方がきれいに揃って光沢のあるタオル
に仕上がっています。タオルを織る際に綿糸に
使われる糊は通常の科学糊ではなく、食用とし
ても使用できる小麦デンプンを主体とした糊を使
い、かつ綿糸を傷めないように低温で糊付けを
し、製織をしています。

¥700
（本体価格）

発注単位：5 25

バニラ

コーヒー

クランベリー

※写真はイメージとなります。

サクラ

コーヒー

マンダリン

ミント

バニラ

クランベリー

LPSR-7021
4543479134167

サイズ：タオルハンカチ（約25×25cm）
品 質：綿100％ 日本製（今治）

サクラ

マンダリン

ミント

糸を傷めないように必要最低限の薬品を使用し
精錬漂白をしています。白さを引き立てるために
使用されることの多い蛍光増白剤は一切使用し
ていません。四国高縄山系に降る雨水や地下水
などの軟水を使って入念に洗うことで、生地に薬
品を残さないよう、敏感肌にも優しいタオル作り
を目指しています。手間と時間をかけることで、
素材の本来持っている特性を生かし油分をわず
かに残すことで「吸水性」
と
「柔らかさ」
という相反
する二つを満たしています。

トライアングルケーキ

マッチャ

認定番号：第2016-1475号

LPSR-7022
4543479134174

LPSR-7023
4543479134181

Towel&Gift

パッケージ

マッチャ

LPSR-7024
4543479134198

ロールケーキ

¥700
（本体価格）

発注単位：5 25

サイズ：タオルハンカチ（約25×25cm）
品 質：綿100％ 日本製（今治）

パッケージ

LPSR-7025
4543479134204

LPSR-7044
4543479134334

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

LPSR-7027
4543479134228

サクラ

コーヒー

マンダリン

ミント

バニラ

クランベリー

LPSR-7041
4543479134303

マッチャ

LPSR-7026
4543479134211

LPSR-7045
4543479134341

LPSR-7042
4543479134310

LPSR-7046
4543479134358

LPSR-7043
4543479134327

LPSR-7047
4543479134365

ル・パティシエ
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いちごはマグネットに
なっています。

キューブケーキ ¥450（本体価格） 発注単位：5 25
サイズ：タオルハンカチ（約20×20cm）
品 質：綿100％ 中国製

チョコレート

LPSD-4013
4543479124021

カフェオレ
Towel&Gift

LPSD-4015
4543479124045

ストロベリー

LPSD-4012
4543479124014

バニラ

グリーンティ

LPSD-4011
4543479124007

LPSD-4014
4543479124038

トライアングルケーキ ¥450（本体価格） 発注単位：5 25
サイズ：タオルハンカチ（約20×20cm）
品 質：綿100％ 中国製

バニラ

チョコレート

LPSD-4021
4543479124090

LPSD-4023
4543479124113

ストロベリー

LPSD-4022
4543479124106
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ル・パティシエ

グリーンティ

LPSD-4024
4543479124120

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

ショートケーキ

¥500
（本体価格）

発注単位：5 25

サイズ：ウォッシュタオル
（約34×35cm）
品 質：綿100％ 中国製

LPSD-4042
4543479124182

グリーンティ

LPSD-4044
4543479124205

バニラ

LPSD-4041
4543479124175

Towel&Gift

ストロベリー

チョコレート

LPSD-4043
4543479124199

カットロールケーキ ¥500（本体価格） 発注単位：5 25
サイズ：ウォッシュタオル（約34×35cm）
品 質：綿100％ 中国製

グリーンティ

LPSD-4054
4543479124243

ストロベリー

LPSD-4052
4543479124229

チョコレート
バニラ

LPSD-4051
4543479124212

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

LPSD-4053
4543479124236

ル・パティシエ
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GIN
no
FUKIN
銀のふきん

（キッチン）
認定番号：第2019-2062号
（レモン）
認定番号：第2019-2063号
（チェック）
認定番号：第2017-2260号
（ミズタマ）
認定番号：第2018-1725号
（サンカク）
認定番号：第2018-1726号
（フラワー）
認定番号：第2018-1727号

ディスプレイ什器あります。詳細はP115をご覧ください。

Ag +効果で抗菌・防臭！

純銀の糸「ミューファンⓇ」を使用。
細菌の繁殖をおさえ、イヤな臭いの発生を防ぎます。

銀のふきん

¥600（本体価格）

発注単位：5

ふきんサイズ：約34×34cm 箱サイズ：W12×H17.5×D1cm
品 質：綿100% スリット糸（ミューファンⓇ）使用
日本製（今治）

「ミューファンⓇ」とは純銀をポリエステルフィルムで挟んで
細かく切った特殊糸及び、このポリエステルフィルムを細く
裁断したパウダーの登録商標です。

99%
‥‥99%

悪臭の原因（黄色ぶどう球菌）
減菌率
に対する抗菌力
‥‥

・日本一のタオル産地、今治産のキッチンクロスです。
・生地は薄手仕上げ。吸水性と速乾性に優れています。
・毛羽立ちが少なく、食器やガラスのコップなども
きれいに拭くことができます。
・すぐに乾いて、匂いがつきにくく、いつもさらりと
快適に使用できます。

3重ガーゼ

素材は3種類

不衛生の原因（大腸菌）
に対する抗菌力

3重ガーゼ

パイル

減菌率

JIS L 1902法による

プリント

綿 100％のガーゼが三層に重なって薄いのにしっかり吸水！ガーゼは通気性もいいので、速乾性にも優れています！

Kitchen
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キッチン GR

キッチン BL

キッチン YE

GIN-613
4543479165215

GIN-614
4543479165222

GIN-615
4543479165239

レモン GR

レモン PI

レモン GY

GIN-616
4543479165246

GIN-617
4543479165253

GIN-618
4543479165260

GIN no FUKIN

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

パッケージイメージ

17.5cm

12cm

パイル

1cm

(フック掛けにも対応できます)

パッケージの
内側にメッセージが
書けます！

パイル地で圧倒的な吸水力！大きなお皿を拭く時もバッチリ。ふわふわとした手触りも楽しめます

チェック BL/GR

チェック YE/OR

チェック RE/PI

GIN-601
4543479165093

GIN-602
4543479165109

GIN-603
4543479165116

プリント

プリント柄でカラフルに ! キッチンが華やかに彩られます！薄手でサラッと拭けてすぐに乾きます

Kitchen

ミズタマ OR

フラワー PI

サンカク BL

GIN-604
4543479165123

GIN-606
4543479165147

GIN-608
4543479165161

ミズタマ BL

フラワー PU

サンカク YE

GIN-605
4543479165130

GIN-607
4543479165154

GIN-609
4543479165178

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

GIN no FUKIN
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KAYA no Fukin
¥500
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約30×40cm
品 質：表／綿100％
裏／レーヨン100％
日本製

椿の華

お守り富士

だるまドット

野菜小紋

果実小紋

和小紋

白鳥

アボカド

レモン

ブルーガーデン

満開菊

大小絞り

七宝

TYK-876
4543479168889

TYK-879
4543479168919

TYK-880
4543479168926

TYK-877
4543479168896

TYK-873
4543479165390

TYK-878
4543479168902

TYK-874
4543479165406

Kitchen
TYK-875
4543479165413

TYK-864
4543479146436
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KAYA no Fukin

TYK-N521
4543479165420

TYK-865
4543479146443

TYK-871
4543479159047

TYK-866
4543479146450

はのはの

TYK-872
4543479159054

麻の葉

TYK-862
4543479146412

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

◦綿とレーヨンの混紡ですので綿のもつ強さと天然パルプ
繊維からできたレーヨンの柔らかさや吸水性 ・ 吸湿性の
よさが特徴です。
◦毛羽立ちも少ないので食器やガラスのコップなど、とても
きれいに拭くことができます。
※当初は糊が付いていますので、 使用前に十分洗い落として下さい。

桜づくし

たんぽぽと菜の花

花梅

四葉のクローバー

森の小鳥

みにくいアヒルの子

ねこたんぽぽ

トリトリ

トマトドット

アップル

オレンジ

いちご

ハーブ

マイキッチン

TYK-863
4543479146429

TYK-856
4543479134624

TYK-870
4543479153359

TYK-835
4543479121594

TYK-S515
4543479121716

TYK-819
4543479121570

Kitchen

TYK-857
4543479134631

TYK-N504
4543479121679

TYK-851
4543479124816

TYK-N516
4543479134655

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

TYK-852
4543479124823

TYK-N518
4543479134679

TYK-N502
4543479121655

TYK-858
4543479134648

KAYA no Fukin
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PRAIRIEDOG FARM
Let’ s start with the vegetable garden.
家庭菜園を始めましょう！
キッチンファーム 育てて食べる 健康ライフ！

環境にも人にもやさしい

自 然 に 寄 り 添 った 種 の 販 売 ～ 有 機 種 子 ～
１．
主にヨーロッパ有機認証を取得した栽培用の有機種子を販売しています。
２．
食用としてもご利用いただける一部の発芽（スプラウト）用の豆・穀類は
有機JAS認証を取得して販売しています。

Kitchen

KOW-29020701
生産者を直接訪問

しっかり育つタネを厳選

現地を訪問、生産者と直接話し、栽培状況や

綿密な試験栽培を実施した上で、合格品種のみを厳選販売。

管理システムなどを詳しく調査した上で輸入・販売しています。

発芽率・生育共にハイレベルを目指しています。

inspectio
od

食品検査済

99

日 本 国 内 で 精 査・管 理

全てのスプラウト種子に食品検査を実施しています。

n

Fo

とこと ん 安 全 性 を 調 査

もやし型は種ごと食べられますし、かいわれ型は種が口に入る可能性があるため、種を口に
したときの安全を確認するため、全てのスプラウト種子に食品検査を実施しています。
検査項目：O157, E-coli, サルモネラ菌

PRAIRIEDOG FARM（スプラウト）

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

Enjoy sprouting!

EALTH

Y

H

ス プ ラ ウト を 育 て よ う！

ヘルシー

EASY

注目のスーパーフード！

健康生活の強い味方！

カンタン

TASTY

初心者でもできる！

毎日水を替えるだけ！

スプラウトとは、穀類・豆類・
野菜の新芽（しんめ）のこと。成
長に必要な栄養がギュッと詰まっています。例え
ば、肝臓のデトックス作用を高めると期待される
注目の成分「スルフォラファン」。
ブロッコリースプラウトには、成熟ブロッコリーの
約２０倍※１も含まれています。

おいしい

サラダに！つけあわせに！

アレンジ自由自在

栽培期間は７～１０日！
中には１．５日で
収穫できるものも！
P未

室内で
年中栽培できる！

※１ブロッコリースプラウト１００g当り：
発芽３日目 ２５８mg > 成熟ブロッコリー １２mg
米国ＢＰＰ（Brassica Protect Production)社調べ

Let’
s eat beens！

栄養たっぷり！発芽したての豆を食べよう！
発芽豆は

低糖質でギャバや食物繊維が豊富！

8～12時間水に浸け、翌日から1日1～2回水を取替えて水切りするだけ！

Kitchen

生で食べられる！健康の味方！
２、３日でカンタンに栽培できます！
生で食べられるので調理いらず！
ヘルシーなだけでなく、
お料理の幅を広げてくれる
発芽豆シリーズです。

例えば、発芽したレンズ豆とひよこ豆は発芽玄米に比べて

低糖質でギャバや食物繊維が豊富！
発芽レンズ豆

発芽ひよこ豆

発芽玄米

低糖質

100g中

ギャバと食物繊維
が豊富！

サラダにパパっとトッピング！
調理いらずでかんたん！

スープや
カレーにも合う！

欧米で人気！
g

糖質

g

ギャバ（GABA）

ギャバ（GABA）
血圧降下やストレス
軽減作用が期待される。

mg

欧米のスーパーでは
発芽豆がすっかり
メジャーに！
サラダや炒め物で
人気！

食物繊維
コレステロールの排出、
便通をサポート。

発芽ひよこ豆・発芽レンズ豆：グリーンフィールドプロジェクト調べ
発芽玄米のギャバ：コメ 100g中 / 一般社団法人高機能玄米協会
発芽玄米の食物繊維・糖質：コメ 100g中 / 日本食品標準成分表2015

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

食物繊維

イギリスのスーパーに並ぶ発芽シリーズ

PRAIRIEDOG FARM（スプラウト）
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初回導入キット
什器サイズ：H59×W44.5×D26cm
セット内容
スプラウト全12種： S1 ～

S12 ×各5

豆全４種：B1 ～ B4 ×各2
おうちでベジ
（かいわれ型）
3色タイプ： J1 ～ J3 ×各10
栽培専用ジャー（もやし型）
： J4 ×4
※詳細は担当営業までお問い合わせください。

おうちでベジ
（かいわれ型）
で栽培OK
栽培専用ジャー（もやし型）
で栽培OK

J1

J3

J2

おうちでベジ（かいわれ型）ホワイト
OGS-B052 4543479147969

オープン価格

リピート発注単位：①
B1

おうちでベジ（かいわれ型）ベージュ
OGS-B053 4543479147976

J4

おうちでベジ（かいわれ型）
ブラック

栽培専用ジャー
（もやし型）

OGS-B054 4543479147983

OGS-B007 4543479146221

オープン価格

オープン価格

オープン価格

リピート発注単位：①

リピート発注単位：①
B2

リピート発注単位：①
B4

有機 レンズ豆

Kitchen

B3

有機 ひよこ豆/ガルバンゾ

有機 フェヌグリーク

有機 クリムゾンレッドレンズ豆

¥680
（本体価格）

¥680
（本体価格）

¥680（本体価格）

OGS-A316B 4543479146184

OGS-A272B 4543479146191

OGS-A359B 4543479146207

OGS-A317B 4543479146214
¥680
（本体価格）

リピート発注単位：⑤
内容量：120ｇ

リピート発注単位：⑤
内容量：120ｇ

リピート発注単位：⑤
内容量：120ｇ

リピート発注単位：⑤
内容量：120ｇ

特徴：フムスペースト、煮物、
スープ、
サラダ、
カ
レーなどで楽しめます。発芽豆を生でサラダ
のトッピングにも。

特徴：カレーのスパイスや、肉、野菜の炒め物
の風味づけ、炊き込みご飯にもぴったりです。
発芽豆を生でサラダのトッピングにも。

特徴：じっくり煮込んでスープに入れたり、炒
め物にもぴったりです。発芽豆を生でサラダの
トッピングにも。

特徴：じっくり煮込んでスープに入れたり、炒
め物にもぴったりです。発芽豆を生でサラダの
トッピングにも。

・発送条件はアソート40個以上となります。

ん！
んた
か
け！
水だ

1

2
8～12時間水に浸ける。

101

栽培専用ジャー（もやし型） ジャーで栽培するタイプ。発芽豆を栽培します。

PRAIRIEDOG FARM（スプラウト）

ラダに混ぜる
だけ
ものサ
いつ
ワーサラダ！ ！

3
1.の後、毎日水洗い
して水を切って置く。

パ

栽培期間2～3日で
発芽豆を収穫！

スープやカレーにも！

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

S2

S1

アルファルファ
（スプラウト）

S3

赤キャベツ
（スプラウト）

OGS-A013
4543479146061

OGS-A341
4543479146085

OGS-A164
4543479146078

¥314
（本体価格）

¥314
（本体価格）

¥314（本体価格）

リピート発注単位：⑤
内容量：12g（約4700粒）

リピート発注単位：⑤
内容量：12g
（約3500粒）

特徴：アルファルファはス
プラウトの品種で最も人
気の種類です。料理のつけ
あわせやチーズのお供に
もよくあいます。

特徴：栄養豊富な、赤い色
合いが楽しいマイルドな味
わいのスプラウトです。

S5

S4

ケール
（スプラウト)

リピート発注単位：⑤
内容量：12g（約5800粒）
特徴：ケールをスプラウト
（幼芽）
で食べるとマイルド
な風味が楽しめます。青汁
の元としても使われるケー
ルは栄養のバランスもよい
ので、毎日の健康づくりに
も便利なスプラウトです。

S6

チアシード
(スプラウト)

バジル
(スプラウト)

OGS-A302
4543479146092

豆苗 /ピーシュート
(スプラウト)

OGS-A163
4543479146108

¥314（本体価格）

OGS-A315
4543479146115

¥314（本体価格）

¥314
（本体価格）

リピート発注単位：⑤
内容量：20g（約16000粒）

リピート発注単位：⑤
内容量：8g
（約4800粒）

リピート発注単位：⑤
内容量：30g（約220粒）

特徴：チアシードの栄養
素(必須脂肪酸、抗酸化物
質やミネラルが豊富)にク
ロロフィルが加わり、栄養
価に優れた健康スプラウ
トです。

特徴：バジルの風味がしっ
かり楽しめる背丈の低い
スプラウトです。

特徴：食物繊維やビタミン
B群を豊富に含むスプラウ
トです。

S8

S7

S9

ヘルシーミックス
（スプラウト）

ブロッコリー
（スプラウト）
OGS-A014
4543479146122

ラディッシュ
（スプラウト）

OGS-A059
4543479146139

OGS-A016
4543479146153

¥314
（本体価格）

¥314
（本体価格）

¥314（本体価格）

リピート発注単位：⑤
内容量：14g（約3900粒）

リピート発注単位：⑤
内容量：9g
（約3100粒）

リピート発注単位：⑤
内容量：15g（約1100粒）

特徴：ブロッコリーのスプ
ラウトは、
マイルドな味わ
いで栄養価が非常に高い
です。

特徴：ビタミンとミネラル
をバランスよく取り込ん
だ、健康志向の方にお勧め
のスプラウトミックスです。
ブロッコリー・ロケット・ク
レス等のミックスです。

特徴：ラディッシュスプラ
ウトは、スパイシーな味で
多くのビタミンを含む栄養
野菜です。

S10

S12

S11

ロケット／ルッコラ
（スプラウト）

OGS-A015
4543479146177

OGS-A042
4543479146160

OGS-A017
4543479147181

¥314
（本体価格）

¥314（本体価格）

¥314
（本体価格）

リピート発注単位：⑤
内容量：15g
（約2300粒）

リピート発注単位：⑤
内容量：15g（約1100粒）

リピート発注単位：⑤
内容量：15g（約8100粒）

特徴：ホワイトマスタードの
発芽初期は、ピリッとした
味。
葉が育ってくればスパイ
シーな風味を楽しめます。
アルファルファスプラウト等
を混ぜて、サラダ・サンド
イッチ・スープにそのまま入
れておいしくいただけます。

特徴：ビタミンA・Cが豊富
な、赤い色合いが楽しい
スパイシーなスプラウト
です。

Kitchen

マスタード
（スプラウト）

赤ラディッシュ
（スプラウト）

特 徴：スパイシー な 味 わ
い、ゴマのような香りがお
料理のアクセントになりま
す。解毒機能をもつグルコ
シノレート含有で注目の野
菜です。

・発送条件はアソート40個以上となります。

ん！
んた
か
け！
水だ

1

おうちでベジ
（かいわれ型）日本では一般的な、茎がまっすぐ育つ栽培方法です。

3

2
透明容器に水を張る。
メッシュ皿に種をまく。

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

シピにトッピ
ものレ
ング
いつ
！ヘ

1日1回水替え。

しい
おい

栽培期間7～14日、
お好みの長さで収穫！

ルシー
！

お料理の幅広がる！

PRAIRIEDOG FARM（スプラウト）
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育てて食べるスプラウト栽培キット
¥900
（本体価格）

発注単位：5

箱サイズ：H76×W145×D108mm
（折りたたみ時）
おうちでベジ1個、スプラウト1種セット

アルファルファ

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-901
4543479152383

赤キャベツ

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-902
4543479152390

ケール

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-903
4543479152406

チアシード

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-904
4543479152413

Kitchen

バジル

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-905
4543479152420

ラディッシュ

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-909
4543479152468
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PRAIRIEDOG FARM（スプラウト）

豆苗/ピーシュート

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-906
4543479152437

赤ラディッシュ

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-910
4543479152475

ブロッコリー

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-907
4543479152444

マスタード

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-911
4543479152482

ヘルシーミックス

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-908
4543479152451

ルッコラ

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-912
4543479152499

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

育てて食べるスプラウト栽培キット
（2品種）
¥1,200
（本体価格）

発注単位：5

箱サイズ：H76×W145×D108mm
（折りたたみ時）
おうちでベジ1個、スプラウト2種セット

アルファルファ・赤キャベツ

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-1201
4543479152505

OGSG-1202
4543479152512

豆苗・ヘルシーミックス

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-1204
4543479152536

育成イメージ

ケール・チアシード

（おうちでベジ：ホワイト）

ラディッシュ・マスタード

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-1205
4543479152543

バジル・ブロッコリー

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-1203
4543479152529

赤ラディッシュ・ルッコラ

（おうちでベジ：ホワイト）

OGSG-1206
4543479152550

※約2週間栽培したイメージです。季節や室温・環境によって生育速度は異なります。約7〜14日、お好みの長さで収穫してください。

赤キャベツ

ケール

チアシード

バジル

豆苗/ピーシュート

ブロッコリー

ヘルシーミックス

ラディッシュ

赤ラディッシュ

マスタード

ルッコラ

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

PRAIRIEDOG FARM（スプラウト）

Kitchen

アルファルファ

104

種からお家で育てるハーブ
風味豊かで食事に彩りを添えるハーブ。

栽培方法が比較的簡単で手もかからないため、
家庭菜園初心者の方にも人気です。

●ECOポット
天然素材のみでつくられ、使用後は砕いて土に埋めると数年
かけて自然へ還るエコな鉢。竹やモミガラなど、天然素材を
細かくしたエコチップから成形されています。
耐久年数は環境や使用状況により異なりますが、植物を植え
た状態で室内で約2～3年、屋外で約1～2年が目安です。

Kitchen

栽培キットには有機種子・ECOポット(ソーサー付)・培養土が各1個セットになっています。種のみのリピートもご注文可能です。
※セットのECOポットのカラー(レッド・ベージュ・グリーン)は商品によって異なります。

×1

×1

×1

● How to grow ●
1. 鉢に土を入れ、たっぷりの水で土を湿らせます。
2. 種を撒き、上から薄く土をかぶせます。
3. 発芽までは明るい日陰 ※1 に置き、霧吹きで水やりしながら、
種を乾燥させないよう育てます。
4. 芽が出たら、日当たりの良い場所に移動させ、表土が乾いたら
静かに水をやります。
5. 食べごろのタイミングで収穫。
種撒きから収穫までの期間は約 1 ～ 2 ヶ月ほどです。
※1 暗所で発芽をさせる品種がございます。
※育て方の詳細は各品種の説明書をご確認ください。
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PRAIRIEDOG FARM

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

お家で育てるハーブ栽培キット
￥1,200(本体価格)

発注単位：5

箱サイズ：H107×W110×D110mm(折りたたみ時)
鉢：直径10.5×H9.5cm
内容：ECOポット
（鉢）、培養土、
種 各1個

163mm

110mm

110mm

おうち型のボックスは
折りたたんで箱型にもなります！
※納品時は折りたたんだ状態

カレンジュラ

Edible ﬂower

草丈35cm程に育つ。観賞用としても食用花としても良いオレ
ンジ色の花。
サラダやハーブティー、
ハーブ石鹸に。

エディブルフラワーは直訳すると
「edible= 食べられる」「ﬂower= 花 」。
観賞用の中でも食べられる種類の花を食用に
育てたもののことを総じてそう呼びます。

【栽培キット】発注単位：5
OGSH-1201
4543479170622

￥1,200(本体価格)

エコポット：

【種のみ】発注単位：5
A092
4560496701097

￥314(本体価格)

内容量：1.2g 約150粒

キンギョソウ

白・ピンク・黄・ミックスで中高製(草丈約70cm)のエディブル
フラワー。
ケーキやサラダに。花壇や切り花にしてもきれい。

【栽培キット】
発注単位：5
OGSH-1202
4543479170639

コーンフラワー

観賞用でも食用としてもよいブルーの花。
サラダやスイーツ、
カクテルに。

ダリア/ビショップズチルドレン

花びらを食べることができる。主に赤の花が多く、
ピンクや黄
色の花も咲き、
ブロンズ色の葉が特徴的。背丈は70～90cm。

【栽培キット】
発注単位：5

【栽培キット】発注単位：5

OGSH-1203
4543479170646

OGSH-1204
4543479170653

￥1,200(本体価格)

￥1,200(本体価格)

エコポット：

エコポット：

エコポット：

【種のみ】発注単位：5
A463
4560496704869

￥314(本体価格)
内容量：0.2g

【種のみ】
発注単位：5

￥314(本体価格)

内容量：150粒

ビオラ/3色スミレトリコロール

花はやわらかく、葉はスパイシーな味わいのエディブルフラ
ワー。観賞用としてもきれい。
ビタミンＣ、
ルテイン豊富。

花や若葉を食べることができる。紫・黄・白色の3色。
草丈は10～30cm。

OGSH-1205
4543479170660

A372
4560496703602

￥314(本体価格)

ナスタチウム/キンレンカ
【栽培キット】発注単位：5

【種のみ】発注単位：5

A169
4560496702346

【栽培キット】
発注単位：5
OGSH-1206
4543479170677

内容量：40粒

ボリジ

花・茎・葉すべて食べられる。背丈50～100cm程に育つ。
青い花びらを白ワインに入れるとピンク色に変わる。

【栽培キット】
発注単位：5
OGSH-1207
4543479170684

￥1,200(本体価格)

￥1,200(本体価格)

￥1,200(本体価格)

エコポット：

エコポット：

エコポット：

【種のみ】発注単位：5
A074
4560496700885

￥314(本体価格)

内容量：15粒

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

【種のみ】
発注単位：5
A373
4560496703619

￥314(本体価格)

内容量：200粒

Kitchen

￥1,200(本体価格)

【種のみ】
発注単位：5
A037
4560496700403

￥314(本体価格)

内容量：0.6g(約35粒)

PRAIRIEDOG FARM
（エディブルフラワー）
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Baby leaf
ベビーリーフはサラダに入る野菜として今や
お馴染みですが、直訳すると「赤ん坊の葉」。
葉野菜の若葉のことをベビーリーフと
いいます。

サラダミックス
便利なベビーリーフ。緑と赤が折り合った、
スパイシーリーフと
マイルドリーフのミックス。

ロケット/ルッコラ
ゴマのような独特な香りとほのかな苦味が特徴の葉野菜。
ベビーリーフ用として最適。
サラダ・サンドウィッチに。

【栽培キット】
発注単位：5

【栽培キット】発注単位：5

OGSH-1208
4543479170691

OGSH-1209
4543479170707

￥1,200(本体価格)

￥1,200(本体価格)

エコポット：

エコポット：

【種のみ】発注単位：5

【種のみ】発注単位：5

A245
4560496702476

A065
4560496700793

￥314(本体価格)

￥314(本体価格)

内容量：3.3g 約800粒

Herb

料理の香り付けや保存料、
薬、
香料、
防虫などに
利用されるハーブ。
様々な種類があり、食卓に彩りを
添えてくれます。

内容量：5g 約2800粒

イタリアンパセリ

オレガノワイルドマジョラム

やわらかく平たい葉。
トマトを使ったイタリア料理と高相性。
生でサラダや肉・魚料理にも合う。

最も一般的なオレガノ品種。
コショウに似たスパイシーな香り
とミント系の香りが爽やか。
トマトを使った料理に合う。

【栽培キット】発注単位：5

【栽培キット】発注単位：5

OGSH-1210
4543479170714

OGSH-1211
4543479170721

￥1,200(本体価格)

￥1,200(本体価格)

エコポット：

エコポット：

【種のみ】発注単位：5

【種のみ】発注単位：5

A006
45604967000069

A003
4560496700038

￥314(本体価格)

￥314(本体価格)

内容量：1g 約600粒

オレガノ/グリークオレガノ

コリアンダー

ガーリックチャイブ

生育旺盛で強い品種。
コショウに似たスパイシーな香りとミン
ト系の香りが爽やか。
トマトを使ったイタリア料理に合う。

寒さに強く、育てやすい。
マイルドなガーリックの香り。葉は炒
め物や薬味に、花はおひたしに。

独特の風味がクセになるエスニックな香りづけに相性抜群の
ハーブ。
ベトナム風スープやメキシカンタコスに。

【栽培キット】
発注単位：5

【栽培キット】発注単位：5

【栽培キット】発注単位：5

OGSH-1212
4543479170738

OGSH-1214
4543479170752

OGSH-1213
4543479170745

Kitchen

￥1,200(本体価格)

￥1,200(本体価格)

￥1,200(本体価格)

エコポット：

エコポット：

エコポット：

【種のみ】発注単位：5
A079
4560496700960

【種のみ】発注単位：5

【種のみ】発注単位：5

A002
4560496700021

A152
4560496701158

￥314(本体価格)

￥314(本体価格)

￥314(本体価格)

内容量：0.2g 約260粒

内容量：4g 約350粒

内容量：0.5g 約100粒

ハーブセロリ

コーンサラダ

セージ/コモンセージ

柔らかい食感で、
ナッツのような風味が楽しい。寒さに強く生
育旺盛。栽培期間も短くベランダ菜園に最適。

肉料理の臭み消し、殺菌作用で薬用としても重宝されている
伝統ハーブ。育てやすく家庭菜園に最適。

葉は香りを生かしてスープや肉料理に、茎部はサラダとして使
える野菜。根元を3～5cm残して収穫すると、
また葉は生えてく
るので長く収穫を楽しめる。

【栽培キット】
発注単位：5

【栽培キット】発注単位：5

【栽培キット】発注単位：5

OGSH-1215
4543479170769

OGSH-1216
4543479170776

OGSH-1217
4543479170783

￥1,200(本体価格)

￥1,200(本体価格)

￥1,200(本体価格)

エコポット：

エコポット：

エコポット：

【種のみ】発注単位：5
A008
4560496700083

￥314(本体価格)

内容量：0.7g 約350粒
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内容量：0.06g 約320粒

PRAIRIEDOG FARM（ベビーリーフ・ハーブ）

【種のみ】発注単位：5
A021
4560496700205

￥314(本体価格)

内容量：0.3g 約35粒

【種のみ】発注単位：5
A043
4560496700441

￥314(本体価格)

内容量：1g 約1300粒

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

チャイブ

タイム/コモンタイム

タラゴン/ロシアンタラゴン

小さな緑色の葉。
プランターでも育てやすく家庭菜園に最適。
肉・魚の臭み消し、料理の風味付けに。
ティーにしても爽やか。

鳥料理・卵料理に多用されるフランス料理の定番ハーブ。素朴
なやわらかな甘みとほろ苦い香り。
ワインビネガーに漬け込ん
で料理の香り付けに。

育ちが早く、多収の葉ネギのようなハーブ。
白身魚や鶏肉料理
に最適。種まきから2～3ヶ月、高さ20cm程度で収穫。

【栽培キット】
発注単位：5

【栽培キット】発注単位：5

【栽培キット】
発注単位：5

OGSH-1220
4543479170813

OGSH-1219
4543479170806

OGSH-1218
4543479170790

￥1,200(本体価格)

￥1,200(本体価格)

￥1,200(本体価格)

エコポット：

エコポット：

エコポット：

【種のみ】発注単位：5

【種のみ】発注単位：5

【種のみ】発注単位：5

A005
4560496700052

A025
4560496700250

A004
4560496700045

￥314(本体価格)

￥314(本体価格)

￥314(本体価格)

内容量：0.2g 約470粒

内容量：0.2g 約160粒

内容量：0.05g 約220粒

バジル/赤バジル

チャービル/セルフィーユ

ディル

レースのような細かい葉、
アニスに似た甘い風味。オムレツ等
の卵料理、海鮮料理、
スープなどの風味付けに。

細長い緑色の葉。収穫量に優れた品種。種まきから50～60日
で収穫。
サラダやマリネ、魚料理、
ピクルスに。

日が経つにつれ赤みが深くなる。
ピザやパスタにトッピングし
て赤い色を楽しめる。

【栽培キット】
発注単位：5

【栽培キット】
発注単位：5

【栽培キット】発注単位：5

OGSH-1221
4543479170820

OGSH-1223
4543479170844

OGSH-1222
4543479170837

￥1,200(本体価格)

￥1,200(本体価格)

￥1,200(本体価格)

エコポット：

エコポット：

エコポット：

【種のみ】発注単位：5

【種のみ】発注単位：5

【種のみ】発注単位：5

A007
4560496700076

A077
4560496700915

A024
4560496700212

￥314(本体価格)

￥314(本体価格)

￥314(本体価格)

内容量：0.5g 約380粒

内容量：1.0g 約770粒

内容量：2g 約830粒

バジル/シナモンバジル

バジル/スイートバジル

葉が厚めなので、
ティー・蜂蜜・シロップ等に葉を入れて香りを
移すと、
シナモンとバジルの甘い風味が楽しめる。

トマトソースを使ったイタリア料理に相性ぴったり。バジルの
定番品種。

【栽培キット】
発注単位：5

【栽培キット】
発注単位：5

OGSH-1224
4543479170851

バジル/ブッシュバジル
葉の大きさは一般的なバジルの半分程。草丈15cm程でプラ
ンター栽培に最適。小さな葉をピザやパスタにトッピング。

【栽培キット】発注単位：5
OGSH-1226
4543479170875

OGSH-1225
4543479170868

￥1,200(本体価格)

￥1,200(本体価格)

エコポット：

エコポット：

エコポット：

【種のみ】発注単位：5

【種のみ】発注単位：5

【種のみ】発注単位：5

A018
4560496700182

A287
4560496702834

A001
4560496700014

￥314(本体価格)

￥314(本体価格)

￥314(本体価格)

内容量：0.3g 約220粒

内容量：700粒

内容量：0.6g 約330粒

レモンバーム

パセリ/カールドパセリ

ヒソップ

縮れた葉のポピュラーなパセリ。
肉料理、
ポテトサラダ、
スープに。

肉魚の臭み消しに。若葉はサラダに、夏に咲く穂状の花は観賞
用にも。

レモンの香りが爽やか。
ティー･コスメ・虫よけ等、幅広い用と
に使える。
サラダや魚料理にも最適。

【栽培キット】
発注単位：5

【栽培キット】
発注単位：5

【栽培キット】
発注単位：5
OGSH-1227
4543479170882

OGSH-1228
4543479170899

OGSH-1229
4543479170905

￥1,200(本体価格)

￥1,200(本体価格)

￥1,200(本体価格)

エコポット：

エコポット：

エコポット：

【種のみ】発注単位：5
A020
4560496700229

￥314(本体価格)

内容量：0.6g 約440粒

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

Kitchen

￥1,200(本体価格)

【種のみ】発注単位：5
A038
4560496700281

￥314(本体価格)

内容量：0.8g 約820粒

【種のみ】発注単位：5
A026
4560496700243

￥314(本体価格)

内容量：0.2g 約300粒

PRAIRIEDOG FARM
（ハーブ）
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LES TOILES DU SOLEIL
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LES TOILES DU SOLEIL

LES TOILES DU SOLEIL

LES TOILES DU SOLEIL
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2way Shopping Bag
日常生活のいろいろな場面に合わせて使える
たっぷり大容量のエコバッグ。
畳んでポケットに収納すれば、鞄の中に
入れても邪魔にならないコンパクトサイズに。
サイドのスナップボタンを留めると
マチ付の小さめバッグになる 2way 仕様です。

買い物をする時のエコバッグや
ふらりと寄り道した先で、つい荷物が
増えてしまった時のお助けバッグとして
活躍してくれます。
LES TOILES DU SOLEIL
111

レ・トワール・デュ・ソレイユに息づく
爽やかなマルチストライプの色彩が
普段の生活に新しい風を運んでくれます。

LES TOILES DU SOLEIL 2way Shopping Bag

2way Shopping Bag
¥1,400
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約W53×H40cm 持ち手の長さ：約20cm
（ポケット：約W16×H14cm）
品 質：ポリエステル100％
中国製

Bottle ＆ Glass

ボルドーやブルゴーニュ、シャンパーニュなど
ワインで有名な産地が多数あるフランスをイメージしたボトルとグラスのデザインです。

Pocket Design

CAPRI（カプリ）

Pocket Design

CITRONNELLE
（シトロネル）

LTDS-DJQ-14001
4543479166311

Pocket Design

DA SILVA
（ダ シルヴァ）

LTDS-DJQ-14002
4543479166328

LTDS-DJQ-14003
4543479166335

Bubble Dot

ワインに合うおつまみとしてポピュラーなチーズ。
そんなチーズの気泡をドットのように表現したデザインです。

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

LES TOILES DU SOLEIL

SANTORIN（サントラン）
LTDS-DJQ-14004
4543479166342

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

SAKURA
（サクラ）
LTDS-DJQ-14005
4543479166359

ZINNIA
（ジニア）
LTDS-DJQ-14006
4543479166366

LES TOILES DU SOLEIL 2way Shopping Bag
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×
×

今治タオル
今治タオル

Pile Handkerchief
Pile Handkerchief
チーズの気泡をイメージしたドット模様に

ストライプを掛け合わせました。
チーズの気泡をイメージした
ドット模様に
チーズの気泡をイメージしたドット模様に
表と裏で柄の見え方・印象が変わるので
ス
トライプを掛け合わせました。
ストライプを掛け合わせました。

表と裏で柄の見え方・印象が変わるので
違った雰囲気を楽しめます。
表と裏で柄の見え方・印象が変わるので
違った雰囲気を楽しめます。
違った雰囲気を楽しめます。

両面パイルハンカチ
¥800
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約25×25cm
品 質：綿100％
日本製（今治）

ディスプレイ什器あります。詳細はP115をご覧ください。

Package Image

CAPRI
（カプリ）

Package Image

CITRONNELLE
（シトロネル）

LTDS-JH801
4543479166250
認定番号：第2019-1879号

Package Image

DA SILVA
（ダ シルヴァ）

LTDS-JH802
4543479166267
認定番号：第2019-1875号

LTDS-JH803
4543479166274
認定番号：第2019-1877号

LES TOILES DU SOLEIL
Package Image

SANTORIN
（サントラン）

LTDS-JH804
4543479166281
認定番号：第2019-1878号
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LES TOILES DU SOLEIL パイルハンカチ

Package Image

SAKURA
（サクラ）

LTDS-JH805
4543479166298
認定番号：第2019-1880号

Package Image

ZINNIA
（ジニア）

LTDS-JH806
4543479166304
認定番号：第2019-1876号

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

蚊帳生地たおる・ふきん・はんかち
綿とレーヨンの混紡なので綿のもつ強さと天然パルプ繊維から

サイズ比較

たおる

できたレーヨンの柔らかさや吸水性の良さが特徴です。
毛羽立ちも少なく、食器やグラスなど、とてもきれいに拭くこと

ふきん

ができます。

はんかち

たおる

約30×80cm

ふきん

約30×40cm

はんかち

約30×26cm

品

質：表/綿100％

¥900（本体価格）
¥600（本体価格）

¥500（本体価格）

裏/レーヨン100％

CAPRI（カプリ）

たおる
LTDS-TY-901
4543479166076

発注単位：3
発注単位：5
発注単位：5

日本製

30cm

30cm

30cm

CITRONNELLE
（シトロネル）

たおる
LTDS-TY-902
4543479166083

ふきん
LTDS-TY-603
4543479166151

はんかち
LTDS-TY-503
4543479166212

たおる
LTDS-TY-904
4543479166106

ふきん
LTDS-TY-605
4543479166175

はんかち
LTDS-TY-505
4543479166236

たおる
LTDS-TY-906
4543479166120

DA SILVA
（ダ シルヴァ）

たおる
LTDS-TY-903
4543479166090

40cm

26cm

はんかち
LTDS-TY-501
4543479166199

ふきん
LTDS-TY-601
4543479166137

80cm

ふきん
LTDS-TY-602
4543479166144

SANTORIN
（サントラン）

はんかち
LTDS-TY-502
4543479166205

はんかち
LTDS-TY-504
4543479166229

ふきん
LTDS-TY-606
4543479166182

はんかち
LTDS-TY-506
4543479166243

LES TOILES DU SOLEIL

ふきん
LTDS-TY-604
4543479166168

SAKURA（サクラ）

たおる
LTDS-TY-905
4543479166113

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

ZINNIA
（ジニア）

LES TOILES DU SOLEIL 蚊帳生地たおる・ふきん・はんかち

114

ディスプレイ什器

W88DJ

販促POP例

¥8,000
（本体価格）
ハンカチやエコバッグに対応できます！
ぴったりサイズの販促POPをお付けできます！
※詳細は担当営業までお問い合わせ下さい。

20cm

14cm

30cm

販促POP

88cm
27.5cm
ぴったりサイズの販促POPを
セットすることができます。

Happy Handkerchief Half

ハッピーハンカチ ハーフ ¥500
（本体価格）
12柄×各5個=計60個陳列可能
販促POP

LES TOILES SOLEIL

Zootto

両面パイルハンカチ ¥800
（本体価格）
6柄×各10個=計60個陳列可能

ハンカチ ¥500
（本体価格）
12柄×各5個=計60個陳列可能
販促POP

販促POP

GIN no FUKIN

Floral sisters

銀のふきん ¥600
（本体価格）
12柄×各5個=計60個陳列可能

3重ガーゼハンカチギフト ¥800
（本体価格）
12柄×各5個=計60個陳列可能
販促POP

販促POP

エコバッグにもご利用可能！

ディズニー
2way!! Shopping Bag ¥1,400
（本体価格）
12柄×各5個=計60個陳列可能

デザイナーズジャパン

2way!! Shopping Bag ¥1,100
（本体価格）
12柄×各5個=計60個陳列可能
販促POP
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販促POP

什器の天地と仕切りを変えるだけで、
様々な商品に対応できます！

ディスプレイ什器 ( 紙製 )

TIO-DIS

60

￥2,500（本体価格）

※詳細は担当営業までお問い合わせください。

30cm

30cm

40cm

アクリル製ディスプレイ什器

TIO-ACJ

+imaハンカチ

KAYAnoFukin

12柄×各5枚＝計60枚
陳列可能

8柄×各5枚＝計40枚
陳列可能

木製ディスプレイ什器

120

￥10,000（本体価格）

TIO-KIDIS

※詳細は担当営業までお問い合わせください。

90

￥4,000（本体価格）

※詳細は担当営業までお問い合わせください。

木製ディスプレイ什器。
木のぬくもりが温かく
商品に優しい印象を
与えてくれます。

アクリル素材のディスプレイ什器。
コンパクトなサイズで紙製よりも
耐久性に優れています。

25cm
23cm
シュシュフルーフ
プリントハンカチ

44cm

30cm

12柄×各5枚＝計60枚
陳列可能

44cm

35cm

+imaハンカチ

9柄×各3枚＝計27枚
陳列可能

2WAY Shopping Bag
スチール什器セット

300

※詳細は担当営業までお問い合わせください。

ハンガーには
15 柄 × 各 1 個かかります

エコバッグを広げて
デザインを見せることができる専用什器。
アクリルにストックもできて便利です。

ハイタイプ

H160-175cm
※高さは調整
できます。

アクリルボックスには
15個入ります！

15柄×各20個＝合計300個のご注文で什器１台貸し出し
※柄 P14 ～ 22 はアソートでお選びいただけます。

内

容

・専用什器×１台
・アクリルボックス：15台
・S字フック×15個
・台紙×15枚
・POP×1枚
・商品シール×各柄2柄

サイズ
専用什器：W72×D35×H160-175cm
アクリルボックス：W13.5×D27.2×H15.5cm

W72cm
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2020 GOODS COLLECTION

DISNEY
（P.118〜P.124）
本誌掲載商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、許諾された著作権を使用して株式会社ニュートラルコーポレーションが発売するものです。（P.02〜P.07、P.13〜P.14）
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本誌掲載商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、許諾された著作権を使用して丸眞株式会社が発売するものです
。（P.08〜P.12）
丸眞株式会社の契約により、許諾された著作権を使用して株式会社プレーリードッグが発売するものです。
（P.125〜P.130）

レジかごにすっぽりはまる！
たっぷりとマチのあるショッピングバッグです。
開口部が巾着タイプのなので、中の物がこぼれることも無く、
目隠しにもなります。内側のポケットに畳んで収納もできて、
持ち運びにも便利です！

開口部は巾着になっています

ショッピングバスケットバッグ
（レジかごバッグ）
¥2,800
（本体価格）

発注単位：3

サイズ：本体／約W64×H30×D25cm、
（ポケット：約W22×H19cm）
品 質：ポリエステル100％
中国製

30cm

40cm

25cm

可愛いお花

フレンズ

シーグラス/アリス

ミッキー/モチーフ

DSN-DJRK-008
4543479169671

DSN-DJRK-009
4543479169688

DISNEY

DSN-DJRK-010
4543479169695

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

DSN-DJRK-012
4543479169718

DISNEY Shopping basket Bag
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2way!! Shopping Bag
ディズニーキャラクターと
一緒に出かけよう！

2way Shopping Bag
¥1,400
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約W53×H40cm
（ポケット：約W16×H14cm）
品 質：ポリエステル100％
中国製

Pocket Design

Pocket Design

Pocket Design

DISNEY

市松/ミニー

DSN-DJQ-4520
4543479169596
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DISNEY 2way Shopping Bag

亀甲/ミッキー
DSN-DJQ-4620
4543479169602

菊紋/ミッキー＆ミニー
DSN-DJQ-4720
4543479169619

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

Pocket Design

ミニー/HANA

Pocket Design

ファッション ミニー

DSN-DJQ-4119
4543479163174

DSN-DJQ-3518
4543479151416

Pocket Design

フローラルミニー

Pocket Design

ミニーの持ち物

DSN-DJQ-2117
4543479136406

◆DSN-DJQ-1816
4543479124335

Pocket Design

Pocket Design

DISNEY

ミニー小花

◆DSN-DJQ-0414
4543479100766

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

花畑

DSN-DJQ-0213
4543479087920

DISNEY 2way Shopping Bag
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2way Shopping Bag
¥1,400
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約W53×H40cm
（ポケット：約W16×H14cm）
品 質：ポリエステル100％
中国製

Pocket Design

デート

DSN-DJQ-4219
4543479163181

Pocket Design

Pocket Design

プレゼント

トライアングル ミッキー

DSN-DJQ-3618
4543479151423

DSN-DJQ-3418
4543479151409

Pocket Design

Pocket Design

DISNEY

フラワーガーデン
DSN-DJQ-4319
4543479163198
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DISNEY 2way Shopping Bag

クラシックアリス
DSN-DJQ-2217
4543479136413

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

Pocket Design

TOY STORY4
DSN-DJQ-4019
4543479163167

Pocket Design

Pocket Design

あじさいとティンカー・ベル

ボタニカルバンビ

DSN-DJQ-3718
4543479151430

DSN-DJQ-2317
4543479136420

Pocket Design

くまのプーさん/お花

Pocket Design

風船とプーさん

DSN-DJQ-4419
4543479163204

DSN-DJQ-3818
4543479151447

Pocket Design

Pocket Design

DISNEY

くまのプーさん
DSN-DJQ-1015
4543479114381

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

カラフルプー

DSN-DJQ-2817
4543479142704

DISNEY 2way Shopping Bag
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内側抗菌加工のマスク収納ケース
 ポケット仕様で
3
使用中のマスクと予備マスクを
分けて収納可能
 型なので持ち運びにも
薄
とっても便利

抗菌マスクケース
（3ポケットタイプ）
¥500
（本体価格）

※ケースのみの商品です。
マスクは入っておりません。

ミニー/HANA

デート

ファッション ミニー

ミニーの持ち物

ミニーへのプレゼント

トライアングル ミッキー

DSN-MSK3P-024
4543479163228

DSN-MSK3P-018
4543479151478

発注単位：5

マスクケース1枚入り
サイズ：22×11.5cm
品 質：ポリプロピレン(抗菌剤/無機系抗菌剤)

日本製

DSN-MSK3P-025
4543479163235

DSN-MSK3P-002
4543479124267

DISNEY
DSN-MSK3P-019
4543479151485
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DISNEY 抗菌マスクケース 3 ポケットタイプ

DSN-MSK3P-017
4543479151461

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

フラワーガーデン
DSN-MSK3P-026
4543479163242

TOY STORY4

リトルグリーンメン

くまのプーさん/お花

風船とプーさん

お散歩

あじさいとティンカー・ベル

DSN-MSK3P-023
4543479163211

DSN-MSK3P-027
4543479163259

DSN-MSK3P-005
4543479124298

DSN-MSK3P-021
4543479151782

DISNEY

DSN-MSK3P-014
4543479142407

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

DSN-MSK3P-020
4543479151492

DISNEY 抗菌マスクケース 3 ポケットタイプ
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今治うまれの
ガーゼパイルハンカチ
今の生活にこだわりのデザインと品質をプラスする
ブランド

よりディズニーシリーズが登場。

表面はお肌にやさしいガーゼ、裏面は吸水性の高い
パイル地のガーゼパイルハンカチ。
パイルの色はピンク、ブルー、ベージュ、グレーの
4カラー。
あなたにぴったりのデザインがきっとあるはず。
贈り物にも最適です！

今治うまれのガーゼパイルハンカチ
¥650
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約24×24㎝
品 質：綿100％ 日本製(今治)

ディスプレイ什器あります。詳細はP116をご覧ください。

菊紋/ミッキー＆ミニー

小紋/ミッキー＆ミニー

亀甲/ミッキー

青海波/ミニー

DSN-TIO-1820
4543479169626

DSN-TIO-1920
4543479169633

DISNEY
DSN-TIO-2020
4543479169640
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DISNEY 今治うまれのガーゼパイルハンカチ

DSN-TIO-2120
4543479169657

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

デート

DSN-TIO-1519
4543479163280

ミニーへのプレゼント

ヴィンテージ ミッキー

トライアングル ミッキー

ミニー/HANA

ファッション ミニー
DSN-TIO-0818
4543479151522

スイート ミニー

DSN-TIO-1419
4543479163273

くまのプーさん/お花

風船とプーさん

カラフル プー

DSN-TIO-0918
4543479151539

◆DSN-TIO-0118
4543479147082

◆DSN-TIO-0718
4543479151515

DSN-TIO-0218
4543479147099

DISNEY

DSN-TIO-1719
4543479163303

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

DSN-TIO-1118
4543479151553

DSN-TIO-1218
4543479151560

DISNEY 今治うまれのガーゼパイルハンカチ
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今治うまれのガーゼパイルハンカチ
¥650
（本体価格）

発注単位：5

サイズ：約24×24㎝
品 質：綿100％ 日本製(今治)

フラワーガーデン

アリス

ティンカー・ベル

リトル・マーメイド

ラプンツェル

白雪姫

DSN-TIO-1619
4543479163297

DSN-TIO-0318
4543479147105

DSN-TIO-1018
4543479151546

DISNEY
DSN-TIO-0518
4543479147129
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DISNEY 今治うまれのガーゼパイルハンカチ

DSN-TIO-0618
4543479147136

◆DSN-TIO-0418
4543479147112

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

たおる・ふきん・はんかち
奈良県産蚊帳生地使用
天然パルプ繊維から生まれたレーヨンなら
ではの柔らかさや吸水性・吸湿性の良さが
特徴です。さっと洗い流すだけで簡単に汚
れが落ち、生地の白さが持続します。毛羽
立ちも少なく、食器やガラスのコップなど
もきれいに拭くことができます。天然由来
の繊維なのでお肌にもやさしく、化粧落と
しや赤ちゃんの肌ふきにも適しています。

たおる

約30×80cm

ふきん

約30×40cm

はんかち

約30×26cm

サイズ比較

（本体価格）発注単位：3
¥1,000

ふきん
はんかち

¥700
（本体価格）発注単位：3
¥600
（本体価格）発注単位：3
質：表／綿100％
裏／レーヨン100％
日本製

たおる

80cm

40cm

26cm

品

デート

たおる
DSN-TY-136
4543479163334

30cm

はんかち
DSN-TY-336
4543479163433

ふきん
DSN-TY-225
4543479138417

はんかち
DSN-TY-325
4543479138448

30cm

ファッション ミニー
たおる
DSN-TY-133
4543479151607

ふきん
DSN-TY-233
4543479151614

はんかち
DSN-TY-333
4543479151621

ふきん
◆DSN-TY-217
4543479113568

はんかち
◆DSN-TY-317
4543479113629

DISNEY

ふきん
DSN-TY-236
4543479163389

30cm

ミニー フラワー
たおる
DSN-TY-125
4543479138387

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

ミニー デート
たおる

◆DSN-TY-117
4543479113506

DISNEY たおる・ふきん・はんかち 奈良県産蚊帳生地使用

128

奈良の蚊帳生地の特長
天然パルプ繊維から生まれたレーヨンならではの柔らかさや吸水性・吸湿性の良さが特徴です。さっと洗い流すだけで簡
単に汚れが落ち、
生地の白さが持続します。毛羽立ちも少なく、食器やガラスのコップなどもきれいに拭くことができます。
天然由来の繊維なのでお肌にもやさしく、化粧落としや赤ちゃんの肌ふきにも適しています。

ミニーへのプレゼント
たおる
DSN-TY-134
4543479151638

音符ステップ

たおる
DSN-TY-116
4543479113490

はんかち
DSN-TY-334
4543479151652

ふきん
DSN-TY-216
4543479113551

はんかち
DSN-TY-316
4543479113612

ふきん
DSN-TY-238
4543479163402

はんかち
DSN-TY-338
4543479163457

コミックスター
たおる
DSN-TY-131
4543479144210

ふきん
DSN-TY-231
4543479144227

トライアングル ミッキー
たおる
DSN-TY-132
4543479151577

はんかち
DSN-TY-331
4543479144234

ふきん
DSN-TY-232
4543479151584

はんかち
DSN-TY-332
4543479151591

ふきん
DSN-TY-227
4543479143497

はんかち
DSN-TY-327
4543479143503

DISNEY

ふきん
DSN-TY-234
4543479151645

くまのプーさん/お花
たおる
DSN-TY-138
4543479163358
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DISNEY たおる・ふきん・はんかち 奈良県産蚊帳生地使用

プーさんとはちみつ
たおる
DSN-TY-127
4543479143480

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

たおる

約30×80cm

ふきん

約30×40cm

はんかち

約30×26cm

（本体価格）発注単位：3
¥1,000
（本体価格）発注単位：3
¥700
¥600
（本体価格）発注単位：3
品

質：表／綿100％
裏／レーヨン100％
日本製

フラワーガーデン
たおる
DSN-TY-137
4543479163341

アリエル

たおる
◆DSN-TY-121
4543479121242

はんかち
DSN-TY-337
4543479163440

ふきん
◆DSN-TY-221
4543479121273

はんかち
◆DSN-TY-321
4543479121303

ふきん
DSN-TY-218
4543479113575

はんかち
DSN-TY-318
4543479113636

アリス ティータイム
たおる
DSN-TY-126
4543479138394

ラプンツェル

たおる
◆DSN-TY-122
4543479121259

ふきん
DSN-TY-226
4543479138424

はんかち
DSN-TY-326
4543479138455

ふきん
◆DSN-TY-222
4543479121280

はんかち
◆DSN-TY-322
4543479121310

DISNEY

ふきん
DSN-TY-237
4543479163396

サーカス ダンボ
たおる
DSN-TY-118
4543479113513

表示価格は税抜きです。
別途消費税が課税されます。

DISNEY たおる・ふきん・はんかち 奈良県産蚊帳生地使用
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