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MOOMIN
「暮らしにとけ込む雑貨」



ムーミンシリーズ ラウンドバスケット シェイプス
price：2,500円 (税抜)

size：φ33×H37cm
materials：綿、レーヨン、ポリエステル、スチール

package：W34×D2.5×H34cm

ムーミンシリーズ インナーバスケット シェイプス
price：2,400円 (税抜)

size：W38×D25×H25cm
materials：綿、レーヨン、ポリエステル、スチール

package：W28×D2×H39cm

ムーミンシリーズ ティッシュケース シェイプス
price：1,200円 (税抜)
size：W19.5×H34cm

materials：綿、レーヨン、ポリエステル
package：W19.5×D0.8×H34cm

グレー / MMN-IBS-GY

グレー / MMN-TCS-GY

イエロー / MMN-IBS-YE 

イエロー / MMN-TCS-YE 

インテリアにやさしくなじむ北欧カラーと
あじわいある小説挿絵のイラスト
ナチュラルな印象の TC 生地を使用した
ムーミンたちの収納シリーズ  

Fablic Storage
ファブリックストレージ

グレー / MMN-BKS-GY イエロー / MMN-BKS-YE 

「ラウンドバスケット」
ぽんと入れるだけでおへやスッキリ

バスタオルが約 15 枚入る容量

「インナーバスケット」
巾着付きで中身を隠せる

シャツが約 12 枚入る容量

「ティッシュケース」
引っ掛け穴付きでスペースの狭い

キッチンやランドリーでも使いやすい



チェアソックス　ムーミンシリーズ
price：700円 (税抜)
size：W5×D1×H9.5cm、周囲約10～18cmの椅子脚に対応
materials：ポリエステル、ポリウレタン
package：W10×D2×H12.8cm

ムーミンシリーズ ティッシュケース
price：2,400円 (税抜)

size：W25×D13×H8cm
materials：綿、ポリエステル、紙、ポリウレタン

package：W26×D2×H26cm

ムーミンシリーズ リモコンラック
price：2,300円 (税抜)

size：W12×D10×H13.5cm
materials：綿、ポリエステル、紙、ポリウレタン

package：W13×D5×H15cm

ムーミン / CSK-MMN-01 ニョロニョロ / CSK-MMN-04リトルミイ / CSK-MMN-02 スナフキン / CSK-MMN-03 アイボリー / MMN-TC-IV レッド / MMN-TC-REアイボリー / MMN-RR-IV レッド / MMN-RR-RE

Tissue Case/Remocon Rack
ティッシュケース / リモコンラック

Chair Socks
チェアソックス

「立体的なデザイン」
アイテム全体に刺繍を施すことで

奥行のあるイラストを表現

「カラーバリエーション」
ベーシックなアイボリーと

リトルミイのカラー、レッドの 2 色

「落ち着いたデザイン」
キャラクターシルエットで

お部屋にさりげないかわいさを

「キズ防止、防音対策」
丈夫な二重構造でフローリングを

傷から守り防音対策としても

「すべり止め付き」
内側のすべり止めで

ソックスのズレを軽減

「物語を再現」
ティッシュケース /「彗星が降ってくる日」

リモコンラック/「ジャングルになったムーミン谷」



ムーミン ( 手紙 )/MH-MMN-05 ムーミンママ(編み物)/MH-MMN-07リトルミイ( チーズ )/MH-MMN-06 ムーミンパパ ( 釣り) / MH-MMN-08

ムーミンシリーズ アクリスタ
price： 3,700 円 ( 税抜 )

size： W10.4 × D8.5 × H16.3~19.8cm
materials ： アクリル、ABS 樹脂

package ： W10.7 × D8.8 × H26cm ( ヘッダー込 )
マグネットフック ムーミンシリーズ
price： 1,000円 (税抜)
size： W8.5~9×D0.8×H9.1~10cm
materials ： 塩化ビニル樹脂、磁石、スチール
package： W12×D1.1×H14cm

ムーミン / ART-MMN-01 リトルミイ / ART-MMN-02 ニョロニョロ / ART-MMN-03ムーミン / MH-MMN-01 リトルミイ / MH-MMN-02 ニョロニョロ / MH-MMN-03 スナフキン / MH-MMN-04

ムーミンシリーズ ウォールライト
price： 3,200 円 ( 税抜 )

size ： W12.2~17 × D2.3 × H18~19cm
materials ： フェルト、ABS 樹脂

package ： W21 × D2.5 × H24cm ( ヘッダー込 )

TL-MMN-01 / ムーミン TL-MMN-02 / リトルミイ スナフキン / TL-MMN-03

マグネットフック ムーミンシリーズ
price：1,000円 (税抜)
size：W6.7-8.5×D0.8×H9.6-11.1cm
materials：塩化ビニル樹脂、磁石、スチール
package： W12×D1.1×H14cm

「磁石でペタッ」
裏面の磁石で玄関や冷蔵庫に

カンタンに取り付け可能

「曲げるとフックに」
鉄板の入ったフックは

曲げ伸ばし自由に使用可能

「カラフルなデザイン」
色鮮やかなキャラークターたちで

お部屋を華やかに

Magnet Hook
マグネットフック

WALL LIGHT
ウォールライト

LED Accessory stand 
LED アクセサリースタンド

「音感センサー」
ちょっとした物音や

手を叩いた振動でライトが点灯

「音感センサー」
ちょっとした物音や

手を叩いた振動でライトが点灯

「照度センサー」
明るい時は光らない

無駄な電力消費の少ない省エネ設計

「タイマー設定」
1 分で自動消灯 or 常時点灯を

スイッチで切り替え

「簡単取り付け可能」
付属の押しピンと両面テープで

簡単に壁面へ取り付け可能

「選べる点灯方法」
単４電池 ( 別売 )or USB ケーブル ( 付属 )

どちらでも使用可能


