drape

FLOWER POT New
フラワーポット
可愛いフラワーベースと
植物を楽しむボタニカルデザイン。
V1344（BE）
/ V1345（GR）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級（V1344）3級（V1345）
形状記憶加工
［日本製］

sheer

NAMINAMI VOILE New
ナミナミボイル
フラワーベースの模様を
リンクさせた北欧デザイン。
V1346
（W）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
［日本製］

A

A

JESSICA New

JESSICA VOILE New

ジェシカ

ジェシカボイル

ビーチガールをリズミカルな
ドッドパターンでデザイン。
V1347
（PBE）/ V1348
（B）/ V1349（Y）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級 形状記憶加工
［日本製］

A

A

FRUITS TORI New

SING BIRD VOILE New

フルーツトリ

シングバードボイル

小鳥がついばむ果実や植物を
透明感の美しい水彩タッチで表現。
V1351（G）
/ V1352（GR）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級 形状記憶加工
［日本製］

A

窓辺から小鳥のさえずりが
聞こえそうなシアーカーテン。
V1353
（W）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
［日本製］

A

YUKIYAMA New

YETI VOILE New

ユキヤマ

イエティボイル

雪山で暮らす人やイエティが
かくれている楽しいデザイン。
V1354（Y）
/ V1355（G）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光3級 形状記憶加工
［日本製］

A

ユキヤマで暮らすイエティと
針葉樹を刺繍したシアー。
V1356
（LBE）
ポリエステル100%（刺繍糸を含む）
ウォッシャブル
［日本製（生地 中国製）］

A

HANGING New

ARGYLE VOILE New

ハンギング

アーガイルボイル

人気のハンギングをリズミカルに
構成した大胆なデザイン。
V1357（OR）
/ V1358（BE）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級 形状記憶加工
［日本製］

A

透けると手描きのラインが
華やかなアーガイル柄。
V1359
（MX）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
［日本製］

A

MICHIKUSA New

MICHIKUSA VOILE New

ミチクサ

ミチクサボイル

道ばたに咲く小さな植物や
蝶を大胆に構成したボーダー柄。
V1360（B）
/ V1361（BE）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級 形状記憶加工
［日本製］

A

01

ビーチガールが、
ヒダの波間に
たゆたうカラーボイル。
V1350
（B）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
［日本製］

道ばたに咲く小さな草花と
蝶を4色の刺繍糸で表現。
V1362
（Y）
ポリエステル100%
刺繍:（上糸）
レーヨン100％
（下糸）
ポリエステル100％
ウォッシャブル
［日本製（生地 中国製）］

A

A 既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り） ドレープ〈共生地タッセル付き〉 ●100×135cm ¥4,180（税抜価格¥3,800） ●100×178cm ¥4,400（税抜価格¥4,000） ●100×200cm ¥4,840（税抜価格¥4,400）
既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り） シアー

●100×133cm ¥4,180（税抜価格¥3,800） ●100×176cm ¥4,400（税抜価格¥4,000） ●100×198cm ¥4,840（税抜価格¥4,400）

drape
KASANE

OHANA BATAKE

カサネ

オハナバタケ

ガーベラの花が交差した
エレガントな北欧デザイン。
V1333
（P）/ V1334（LB）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級 形状記憶加工
［日本製］

水彩画の色の移り変わりが
奥行き感のある繊細なデザイン。
V1321（MX）
/ V1322（LG）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級 形状記憶加工
［日本製］

A

A

POPOLO

MIX BOUQUET

ポポロ

ミックスブーケ

ドットの花が連なって
大きな円を描く北欧パターン。
V1335（Y）/ V1336
（PU）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級 形状記憶加工
［日本製］

ブーケの花びらや葉の色の
移ろいを1枚1枚繊細に表現。
V1323
（Y）/ V1324（B）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級 形状記憶加工
［日本製］

A

A

sheer
GLASSE

POPOLO VOILE

グラッセ

ポポロボイル

繊細なラインで描いた
品のあるフラワー柄。
V1331（B）
/ V1332（Y）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級 形状記憶加工
［日本製］

A

COLLET

A

RICO VOILE

コレット

リコボイル

水彩タッチの小さな花々を
大胆な広がりのある構成に。
V1325（R）
/ V1326（B）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光3級 形状記憶加工
［日本製］

A

（デザインの特性上、巾継ぎの際は柄のない部分ができます）

ミックスカラーが可愛い
北欧テイストのサークルパターン。
V1337
（MX）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
［日本製］

コクリコの花を立体感ある
刺繍を施したシアーカーテン。
V1338
（MX）
ポリエステル100%
刺繍：
（上糸）
レーヨン100％
（下糸）
ポリエステル100％
ウォッシャブル
［日本製（生地 中国製）］

A

PIZZI VOILE
ピッツィボイル

巾なりリピート図

縦ストライプのレース柄で
コーディネート性抜群。
V1339
（BG）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
［日本製］

V1325（R）

A

BACK PRINT CURTAIN
drape
CHILALA
チララ
印象派の絵画のような小花を
生地の裏面にあしらいました。
V1327（BE）
/ V1328（I）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級 形状記憶加工
［日本製］

A

SIFFLET
シフレ
生地の裏面にレトロな雰囲気の
小花をあしらいました。
V1329（I）
/ V1330（BE）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光1級 形状記憶加工
［日本製］

A

A 既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り） ドレープ〈共生地タッセル付き〉 ●100×135cm ¥4,180（税抜価格¥3,800） ●100×178cm ¥4,400（税抜価格¥4,000） ●100×200cm ¥4,840（税抜価格¥4,400）
既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り） シアー

●100×133cm ¥4,180（税抜価格¥3,800） ●100×176cm ¥4,400（税抜価格¥4,000） ●100×198cm ¥4,840（税抜価格¥4,400）

02

drape
LEHTIA

HATSUNAGI

レヒティア

ハツナギ

葉脈を一本一本丁寧に描いた
リーフデザイン。
V1313（BE）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光3級 形状記憶加工
［日本製］

A

一つ一つ形が異なる愛らしい
植物のボーダーデザイン。
V1280（W）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光3級 形状記憶加工
［日本製］

A

SHIRAKABA

TORI NO SANPO

シラカバ

トリノサンポ

生地を木肌に見立てたシンプルで
使いやすいカーテンです。
V1294（GR）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光3級 形状記憶加工
［日本製］

A

木々の間をトリが飛んでいる様子を
顔料プリントで表現。
V1283（W）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光3級 形状記憶加工
［日本製］

A

drape
KUKKA

KEIRANSASU

クッカ

ケイランサス

綺麗なシルエットの植物を
大胆かつ繊細に並べたデザイン。
V1284（BG）
/ V1285（Y）
ポリエステル100% ウォッシャブル
遮光2級 形状記憶加工 ［日本製］

ケイランサスとストライプを
組合せたレトロなデザイン。
V1234（Y）/ V1235
（P）
ポリエステル100% ウォッシャブル
遮光2級 形状記憶加工 ［日本製］

A

DAIRIN

A

HANAKAZARI

ダイリン

ハナカザリ

お花をダイナミックに
構成したデザイン。
V1245
（DB）/ V1246（BE）
ポリエステル100% ウォッシャブル
遮光2級 形状記憶加工 ［日本製］

リースを大らかに構成した
ナチュラルなデザイン。
V1251（OR）
/ V1252（GR）
ポリエステル100% ウォッシャブル
遮光2級 形状記憶加工 ［日本製］

A

A

SUN FLOWER

IHANA

サンフラワー

イハナ

ひまわりをモチーフにした
元気いっぱいのデザイン。
V1210
（I）/ V1211（P）
ポリエステル100% ウォッシャブル
遮光2級 形状記憶加工 ［日本製］

手描きの花を
パールプリントで表現。
V1309（Y）
/ V1310（GR）
ポリエステル100% ウォッシャブル
遮光 3級（V1309）2級（V1310）
形状記憶加工 ［日本製］

A

A

PRIME 2

MOCTURNE

プライム 2

モクターン

プレーンタイプの１級遮光カーテン。
V1813（I）/ V1814（C）/ V1815（Y）
V1816（LG）/ V1817（YG）/ V1818（PU）
V1819（P）/ V1820（LB）/ V1821（B）
V1822（BK）
ポリエステル100% ウォッシャブル
遮光1級 形状記憶加工 ［日本製］

抗菌・抗ウイルス機能付きの
合わせやすい無地調。
V1340（BE）/ V1341（BR）
V1342（B）/ V1343（YG）
ポリエステル100% ウォッシャブル
遮光2級 形状記憶加工 ［日本製］

A

A

抗菌・抗ウイルス加工

NOCHE
ノーチェ
コーティング加工を施し
遮音性、遮光性を持たせました。
V1126（I）/ V1127（BE）
V1128（DBR）/ V1129（PBE）
ポリエステル100%
（アクリルコーティング加工）
ウォッシャブル 遮光1級 遮音
形状記憶加工 ［中国製］

A

03

A 既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り） ドレープ〈共生地タッセル付き〉 ●100×135cm ¥4,180（税抜価格¥3,800） ●100×178cm ¥4,400（税抜価格¥4,000） ●100×200cm ¥4,840（税抜価格¥4,400）

sheer
KUKKA VOILE

IHANA VOILE

クッカボイル

イハナボイル

綺麗なシルエットの植物を
大胆かつ繊細に並べたデザイン。
V1292（W）
ポリエステル100%
ウォッシャブル ［日本製］

A

繊細な手描きの花々を一面に
デザインしたシアーカーテン。
V1312
（W）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
［日本製］

A

LOIRE

SORBET

ロワール

ソルベ

コーディネートし易い
ストライプ柄の遮熱レース。
V1811（NW）
ポリエステル100%
ウォッシャブル ［日本製］

スギ花粉やダニに含まれる
アレルゲンを不活性化します。
V1132（NW）
ポリエステル100%
［日本製］

C

C

MOUSSE

GLACE

ムース

グラース

プライバシーを守るミラーレースに
遮熱機能をプラス。
V1130
（NW）
ポリエステル100%
ウォッシャブル ［日本製］

C

抗菌・抗ウイルス機能付きの
合わせやすいミラーレース。
V1131（NW）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
［日本製］

C

抗菌・抗ウイルス加工

A 既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り） シアー

●100×133cm ¥4,180（税抜価格¥3,800） ●100×176cm ¥4,400（税抜価格¥4,000） ●100×198cm ¥4,840（税抜価格¥4,400）

C 既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り） シアー

●100×133cm ¥2,530（税抜価格¥2,300） ●100×176cm ¥2,860（税抜価格¥2,600） ●100×198cm ¥3,080（税抜価格¥2,800）

cushion cover
JESSICA New

ジェシカ

V347C（PBE）
V348C（B）
V349C（Y）
組成 ポリエステル100%
［日本製］

FRUITS TORI New
フルーツトリ
V351C（G）
V352C（GR）
組成 ポリエステル100%
［日本製］

POPOLO
ポポロ
V335C（Y）
V336C（PU）
組成 ポリエステル100%
［日本製］

OHANA BATAKE
オハナバタケ
V321C（MX）
V322C（LG）
組成 ポリエステル100%
［日本製］

MIX BOUQUET
ミックスブーケ
V323C（Y）
V324C（B）
組成 ポリエステル100%
［日本製］

KASANE
カサネ
V333C（P）
V334C（LB）
組成 ポリエステル100%
［日本製］

HANAKAZARI
ハナカザリ
V251C（OR）
V252C（GR）
組成 ポリエステル100%
［日本製］

IHANA
イハナ
V309C（Y）
V310C（GR）
組成 ポリエステル100%
［日本製］

HATSUNAGI
ハツナギ
V280C（W）
組成 ポリエステル100%
［日本製］

TORI NO SANPO
トリノサンポ
V283C（W）
組成 ポリエステル100%
［日本製］

クッションカバー

●45×45cm ¥1,760（税抜価格¥1,600）

※カバーのみの販売です。中材は付いていません。※サイズ表記は若干異なる場合があります。※柄の入り方が1点ずつ異なります。
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rug
New

KABOCHAKUMO RUG

w
SOYPOOL RUG Ne

カボチャクモラグ

ソイプールラグ

カボチャにも雲にもみえる面白い形の変形ラグ。
柔らかい印象に。
Code NO.134-76076 12 YELLOW
130×185cm ¥16,500
（税抜価格¥15,000）
組成 ポリエステル100% パイル長 14／4mm
遊び毛防止 HOT床暖対応
FIF☆☆☆☆ ［日本製］
［タフテッド］

豆にもプールにもみえる面白い形のラグ。
リラックス感を与えます。
Code NO.134-76084 3 BLUE
130×185cm ¥16,500
（税抜価格¥15,000）
組成 ポリエステル100% パイル長 14／4mm
遊び毛防止 HOT床暖対応
FIF☆☆☆☆ ［日本製］
［タフテッド］

ARGYLE RUG New
アーガイルラグ

CLAYBUM RUG New

RICEBUM RUG New

クレイバムラグ

ライスバムラグ

Code NO.134-76092
9 GRAY

Code NO.134-76106
1 IVORY

華やかなラインのアーガイル柄。
手描き感がぬくもりを感じるデザイン。
Code NO.134-76114 1 IVORY
130×185cm ¥16,500
（税抜価格¥15,000）
組成 ポリエステル100% パイル長 23／6mm
遊び毛防止 HOT床暖対応
FIF☆☆☆☆ ［日本製］
［タフテッド］

サークルから少し飛び出た、
有機的な面白い形のデザインラグ。
175×185cm
¥22,000
（税抜価格¥20,000）
組成 ポリエステル100%
パイル長 14／4mm
遊び毛防止 HOT床暖対応
FIF☆☆☆☆ ［日本製］
［タフテッド］

CUCO RUG

IHANA RUG

クコラグ

イハナラグ

手描きの鳥と花をあしらった
カーテンと同モチーフのラグ。
Code NO.134-72291 3 BLUE
130×185cm ¥19,580
（税抜価格¥17,800）
185×185cm ¥27,500
（税抜価格¥25,000）
185×240cm ¥35,200
（税抜価格¥32,000）
組成 ポリエステル100% パイル長 12／6.5／3mm
遊び毛防止 HOT床暖対応
FIF☆☆☆☆ ［日本製］
［タフテッド］

緻密な線描と色糸を組み合わせた
ほっこりするデザイン。
Code NO.134-72305 2 BEIGE
130×185cm ¥19,580
（税抜価格¥17,800）
185×185cm ¥27,500
（税抜価格¥25,000）
185×240cm ¥35,640
（税抜価格¥32,400）
組成 ポリエステル100% パイル長 12／3mm
遊び毛防止 HOT床暖対応
FIF☆☆☆☆ ［日本製］
［タフテッド］

（画像は185×185cmの一部になります）

（画像は185×185cmの一部になります）

TALLINN RUG

HANAKAZARI RUG

タリンラグ

ハナカザリラグ

エストニアの地図を高密度で
表現した触感も楽しいラグ。
Code NO.134-62865 4 YELLOW GREEN
90×130cm
¥9,240
（税抜価格 ¥8,400）
130×190cm ¥17,380
（税抜価格¥15,800）
190×190cm ¥24,200
（税抜価格¥22,000）
190×240cm ¥30,800
（税抜価格¥28,000）
組成 ポリエステル100% パイル長 15／5mm
遊び毛防止 HOT床暖対応
FIF☆☆☆☆ ［日本製］
［タフテッド］

リースの一部である花柄を
大胆に落とし込んだラグ。
Code NO.134-60609 4 BLUE GREEN
90×130cm
¥8,140
（税抜価格 ¥7,400）
130×190cm ¥12,760
（税抜価格¥11,600）
190×190cm ¥18,480
（税抜価格¥16,800）
190×240cm ¥24,200
（税抜価格¥22,000）
組成 ポリエステル100% パイル長 13／7.5／2.5mm
遊び毛防止 HOT床暖対応
FIF☆☆☆☆ ［日本製］
［タフテッド］

kitchen mat

ODANGO MAT New

WOOD
ウッド

オダンゴマット
お団子が並んでいる、
シンプルで
飽きのこない大胆なデザイン。
Code NO.134-76122
1 IVORY 12 YELLOW 3 BLUE

05

bath mat

45×180cm ¥5,500
（税抜価格¥5,000）
45×240cm ¥7,700
（税抜価格¥7,000）
組成 ポリエステル100%
パイル長 14／4mm
遊び毛防止 HOT床暖対応
FIF☆☆☆☆ ［日本製］
［タフテッド］

樹皮をイメージした
手軽に洗濯できるタオルマット。
35×50cm ¥3,960
（税抜価格¥3,600）
Code NO.117-42917
組成 綿100% ウォッシャブル ［日本製］
2 BEIGE 4 MOSS GREEN
［タオル］
8 BROWN 9 GRAY

※サイズによって柄の入り方が異なります。※サイズ表記は若干異なる場合があります。※アクリルなどの紡績糸を使用した商品は繊維の特性上、多少遊び毛のでることがあります。

Package

KABOCHAKUMO MAT New

mat

カボチャクモマット

シンプルなデザインで、
優しい素材にこだわった変形マット。
Code NO.143-01962 12 YELLOW
45×70cm ¥8,800
（税抜価格¥8,000）
組成 ウール54% アクリル26% 綿10% ポリエステル10%
パイル長 18／10mm ［日本製］
［フック］

SOYPOOL MAT New

シラタママット

色と素材にこだわった
アートのような変形マット。
Code NO.143-01970 5 ORANGE
45×70cm ¥8,250（税抜価格¥7,500）
組成 アクリル67% ウール22% ナイロン11%
パイル長 15／10mm ［日本製］
［フック］

踏み心地にこだわった素材感のある
北欧モダンな変形マット。
Code NO.143-01989 38 LIGHT GRAY
45×70cm ¥9,350
（税抜価格¥8,500）
組成 アクリル63% ウール37%
パイル長 12／10mm ［日本製］
［フック］

MAIHA MAT

OHANA BATAKE MAT

マイハマット

オハナバタケマット

落ち着いたカラーリングの
北欧デザインマット。
Code NO.143-46346 38 OLIVE 3 BLUE
45×75cm ¥4,620（税抜価格¥4,200）
組成 アクリル100% パイル長 15／10mm
［日本製］
［フック］

お花畑の中に足を踏み入れた
ような可愛い変形マット。
Code NO.143-00877 4 GREEN
45×70cm ¥5,720
（税抜価格¥5,200）
組成 アクリル90% ナイロン10% パイル長 10mm
［日本製］
［フック］

HACHI MAT

RICO MAT

ハチマット

リコマット

四角い鉢の中の世界を
描いたデザイン。
Code NO.143-40798
38 LIGHT BLUE 12 YELLOW
45×75cm ¥4,620
（税抜価格¥4,200）
組成 アクリル80% ナイロン20% パイル長 10mm
［日本製］
［フック］

レースとお揃いのコクリコの花を
切り取った変形マット。
Code NO.143-00885
3 BLUE 16 RED 18 PINK
50×50cm ¥5,390
（税抜価格¥4,900）
組成 ナイロン60% アクリル40%
パイル長 15／12／10mm ［日本製］
［フック］

YUKARI MAT

POPOLO MAT

ユーカリマット

ポポロマット

ユーカリの葉にナイロン糸を
使用したシンプルなマット。
Code NO.143-42448 18 PINK 4 GREEN
45×75cm ¥4,950
（税抜価格¥4,500）
組成 アクリル85% ナイロン15% パイル長 10mm
［日本製］
［フック］

カラフルな色合いが
玄関を明るくするデザイン。
Code NO.143-00893 12 YELLOW
45×75cm ¥6,270
（税抜価格¥5,700）
組成 アクリル100% パイル長 10mm
［日本製］
［フック］

KUKKA MAT

CUCO MAT

クッカマット

クコマット

優しい北欧カラーに、
アクセントを効かせたマット。
Code NO.143-46338 3 BLUE 12 YELLOW
45×75cm ¥4,620
（税抜価格¥4,200）
組成 アクリル90% ナイロン10% パイル長 10mm
［日本製］
［フック］

鳥と花の手描きの表情を
糸の組み合わせで表現。
Code NO.143-49655 3 BLUE
45×75cm ¥7,480
（税抜価格¥6,800）
組成 アクリル100% パイル長 10mm
［日本製］
［フック］

IHANA MAT

KOTORI MAT

イハナマット

コトリマット

ゆったりしたラインで描いた花を
大胆に構成したデザイン。
Code NO.143-49663 12 YELLOW
45×75cm ¥7,480
（税抜価格¥6,800）
組成 アクリル80% ナイロン20%
パイル長 10mm［日本製］
［フック］

カーテンと同モチーフのコトリ。
テーマは「出会い」です。
Code NO.143-36189 12 YELLOW 16 RED
50×80cm ¥4,950
（税抜価格¥4,500）
組成 アクリル85% ナイロン15% パイル長 10mm
［日本製］
［フック］

KAJYUEN MAT

SUN FLOWER MAT

カジュエンマット

サンフラワーマット

みずみずしい果実が実っている
木々がモチーフのデザイン。
Code NO.143-42421 4 GREEN 2 BEIGE
45×75cm ¥4,620（税抜価格¥4,200）
組成 アクリル75% ナイロン25%
パイル長 10mm［日本製］
［フック］

※マット商品の機能性は全て

SHIRATAMA MAT New

ソイプールマット

ひまわりをモチーフにした
明るく元気なデザイン。
Code NO.143-40780 1 IVORY 18 PINK
45×75cm ¥4,950
（税抜価格¥4,500）
組成 アクリル80% ナイロン20% パイル長 10mm
［日本製］
［フック］

滑り止め です。

※サイズ表記は若干異なる場合があります。※アクリルなどの紡績糸を使用した商品は繊維の特性上、多少遊び毛のでることがあります。
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umbrella
FLOWER POT New

JESSICA New

フラワーポット

ジェシカ

傘の1コマごとにフラワーベースと
植物を大胆に組み合わせたデザイン。
VU001
（BE）
¥7,000
（税抜価格¥6,364）
かさ生地組成 ポリエステル100%
［中国製］

ポップな描写のビーチガールが
ユーモラスなデザイン。
VU002
（B）
¥7,000
（税抜価格¥6,364）
かさ生地組成 ポリエステル100%
［中国製］

YUKIYAMA New

SUN FLOWER New

ユキヤマ

サンフラワー

雪山で暮らす人やイエティが
かくれている楽しいデザイン。
VU003
（Y）
¥7,000
（税抜価格¥6,364）
かさ生地組成 ポリエステル100%
［中国製］

ハンドル

傘の1コマごとに異なるひまわりを
大胆に構成したシックなデザイン。
VU004
（I）
¥7,000
（税抜価格¥6,364）
かさ生地組成 ポリエステル100%
［中国製］
石づき

KEIRANSASU New

DAIRIN New

ケイランサス

ダイリン

ケイランサスとストライプを組合せた
レトロなデザイン。
VU005（Y）
¥7,000
（税抜価格¥6,364）
かさ生地組成 ポリエステル100%
［中国製］

大輪のお花をレースのように
構成したインパクトデザイン。
VU006
（DB）
¥7,000
（税抜価格¥6,364）
かさ生地組成 ポリエステル100%
［中国製］

ネーム

内側
●雨傘（長傘） ●手開き ●ベルト：スナップボタン止め ●親骨の長さ：60cm ●全長：87cm ●直径：103cm

mug
FLOWER POT New

JESSICA New

フラワーポット

ジェシカ

可愛いフラワーベースと植物を
楽しむボタニカルデザイン。
VM001（BE）
¥1,500
（税抜価格¥1,364）
［日本製］

ドットパターンでデザインした、
アクロバティックなビーチガール。
VM002（PBE）
¥1,500
（税抜価格¥1,364）
［日本製］

YUKIYAMA New

SUN FLOWER New

ユキヤマ

サンフラワー

雪山で暮らす人やイエティが
かくれている楽しいデザイン。
VM003（Y）
¥1,500
（税抜価格¥1,364）
［日本製］

ひまわりをモチーフにした
シックなデザイン。
VM004（I）
¥1,500
（税抜価格¥1,364）
［日本製］
裏面

●約φ8.5×高さ9.0cm ●容量350ml ●電子レンジ可 オーブン不可 ※食器洗浄機は機器の定められた方法でご使用ください。

※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。 ※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。
※掲載商品の価格および仕様は本見本帳発行時（2022年7月）のものです。 ※掲載されている写真は無断複製・転載禁止です。
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