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ダグラス社について
ダグラス社の歴史は、1956 年アメリカのニューハンプシャー州で
家族経営の小さな会社から始まりました。

ユニークなデザインと、高品質の素材
ユニークなデザインと、高品質の素材が特徴のダグラス社の
ぬいぐるみ。ユニークで愛らしいデザインは、経験豊かな
デザイナーたちによって、ニューハンプシャー州で作り出さ
れています。ダグラス社のぬいぐるみは、愛着を感じさせる

以来変わることなく、世界中の子供たちに愛されるハートウォーミングでユニークな

個性的な表情が魅力です。

ぬいぐるみを作り続け、誕生から 60 年を迎えた今日では、
アメリカを代表するぬいぐるみブランドに成長いたしました。
アメリカ本社のデザインチームでは、ユニークで、魅力あふれる商品を
世界にお届けするため、熟練した職人が、日々努力を続けています。
彼らの情熱によって作られる商品は、クラシカルな動物をはじめとして、
様々な表情をもつコレクションがあります。
職人による、他にはない個性あるデザインと、高品質な素材選び
厳格な規格基準で製造する安全性は、ダグラス社の強いこだわりです。
手にとって頂く皆さまに、想像力と遊び心あふれる感動をお届けいたします。
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安全性へのこだわり
ダグラス社のぬいぐるみは、すべての製品が 米国政府及び
独自の玩具安全基準を満たしています。ダグラス社では、60
年以上にわたり、あらゆる年齢の子供たちのために高品質の
ぬいぐるみを作り続けてきました。お客様の安全は常に最優
先事項であり、将来もそうであると考えています。
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Douglas Collection 2019

Dog
01

New!

02

04

03

New!

05

New!

06

New!

01

人懐っこい表情が魅力の犬シリーズ
家族の一員にしたい愛らしさです
チワワ、プードル、ゴールデンレトリバーなど
犬種の豊富なラインナップがダグラスの特徴 。
柔らかな生地と繊細な縫製でお作りしています。

02

03

04

05

ゴールデンレトリバー
（SS）

イエローラブラドール
（SS）

ビーグル（SS）

ハスキー（SS)

グレートデン（S)

品番 /81468
JAN / 4580277354687
体長 15cm / 1,800 円

品番 /81498
JAN / 4580277354984
体長 15cm / 1,800 円

遊んで欲しそうに見つめ
る表情は、本物の犬のよ
う。垂れた耳もキュート。
品番 /81469
JAN / 4580277354694
体長 15cm / 1,800 円

ハスキーらしい凛々しい
雰囲気の中に、可愛さも
併せ持つ表情が魅力です。

小さくても凛々しく力強い
印象です。スマートな容姿
がかっこいい。

つぶらな瞳とお座り姿が
愛らしい。小さめサイズ
でお子様にもピッタリ。

つやつやで優しいイエロー
の毛色に、フワフワの手触
りが心地よい。

品番 /81470
JAN / 4580277354700
体長 15cm / 1,800 円

品番 /81253
JAN / 4580277352539
体長 20cm / 1,600 円

06

ジャーマンシェパード
（S）

本物らしさをリアルに表現。
利口そうな顔つきがいきい
きとしています。
品番 /81174
JAN / 4580277351747
体長 20cm / 1,600 円

03

表記価格は税抜き価格です。

表記価格は税抜き価格です。
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New!
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New!

01

02

03

04

05

06

10

11

12

New!

New!
New!

07

13

08

14 New!

15

New!

16 New!

09

New!

01

ホワイトプードル (M)

02

ブラックプードル（M）

顔まわりと尻尾の付け根の 柔らかくカールした生地で
み毛足の短い生地を使用し 巻き毛を表現。ディテール
愛らしいプードルカットに。 までこだわっています。
品番 /81475
JAN / 4580277354755
体長 20cm / 2,000 円

06

品番 /81474
JAN / 4580277354748
体長 20cm / 2,000 円

07

ダックスフンド(S)

ヨークシャテリア（S）

長い胴と短い足がとっても
キュート。少し光沢のある
毛並みが美しい一品です。

毛足の長いふわふわボディ
が自慢です。柔らかな触り
心地をお楽しみください。

品番 /81473
JAN / 4580277354731
体長 22cm / 2,000 円

05

品番 /81472
JAN / 4580277354724
体長 20cm / 2,000 円

表記価格は税抜き価格です。

03

04

05

ゴールデンレトリバー
（M）

コーギートライカラー
（M）

チワワ（S）

品番 /81476
JAN / 4580577354762
体長 20cm / 2,000 円

品番 /81477
JAN / 4580277354779
体長 20cm / 2,000 円

品番 /81471
JAN / 4580277354717
体長 20cm / 2,000 円

くるくるとした黄金色の柔
らかい毛並みは、いつまで
撫でていても飽きません。

長い胴と短い脚、そして人
小さな顔に大きな目と耳
懐っこい表情まで、コーギー がチャーミング。くるん
の愛らしさは癒し効果絶大。 と立った尻尾も可愛い！

08

09

人懐っこい表情が特徴。愛
くるしい表情は見ているだ
けで癒されます。

タオル生地のようなふわふわ
ボディと茶色の垂れ耳がチャ
ームポイント。

10

12

13

ジャーマンシェパード
（L）

ダックスフンド（L）

ブルドッグ（L）

品番 /81034
JAN / 4580277350344
体長 25cm / 2,800 円

品番 /81042
JAN / 4580277350429
体長 25cm / 2,800 円

ちょこんとついた丸みのあ
る短い脚と、愛嬌たっぷり
の表情が人気者のヒミツ。
品番 /81027
JAN / 4580277350276
体長 30cm / 2,800 円

何かを伝えたげなまんまる
な瞳。思わずぎゅっと抱き
しめてあげたくなります。

バランスの良いスマートな 凛とした佇まいとピンと大
体型にウェーブした毛がた きく立った耳、ふわふわの
っぷりついた垂れ耳が魅力。 毛並みがとてもキュート！

15

チョコレートラブラドール スプリンガースパニエル
（M）
（M）

ビション（L）

品番 /81086
JAN / 4580277350863
体長 22cm / 2,000 円

品番 /81478
JAN / 4580277354786
体長 23cm / 2,800 円

品番 /81035
JAN / 4580277350351
体長 22cm / 2,000 円

11

スプリンガースパニエル
（L）

品番 /81044
JAN / 4580277350443
体長 25cm / 2,800 円

14

ヨークシャーテリア
（L）

子犬のようなくたっとした
柔らかさが魅力。少し光沢
のある長毛生地は高級感◎。
品番 /81480
JAN / 4580277354809
体長 23cm / 2,800 円

16

ゴールデンレトリバー
（L）

もふもふの毛並みと人懐っこ 黄金色に輝くボディは毛足
い表情は、抱き上げた瞬間に の長いふわふわな触り心地
愛おしさが溢れ出します。
で、高級感が漂います。
品番 /81479
JAN / 4580277354793
体長 23cm / 2,800 円

表記価格は税抜き価格です。
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New!

04

01

02

コーギー（2L）

ボクサー（2L）

くったりとした姿勢がた
まりません。いつも近く
で癒してくれそう。

精悍な顔がかっこいい。
今にも走りだしそうな
躍動感が伝わってきます。

品番 /81481
JAN / 4580277354816
体長 32cm / 3,500 円

品番 /81206
JAN / 4580277352065
体長 30cm / 3,900 円

06

03

04

05

07

08

09

10

ホワイトゴールドの毛並み
とブルーのドレスの組み合
わせが爽やかです。

絵本から出てきたような
ホワイトブラックの毛色に
ピンクのドレスがオシャレ！ ポップな色合い。ぐるぐ
るおめめが愛くるしい。

ヨークシャーテリア
（3L）

キャラメルラブラドール
（3L）

イエローラブラドール
（3L）

パグアニマルドレス
(S)

ビションアニマル
ドレス(M)

ホワイトゴールドシーズ
アニマルドレス（M）

品番 /81482
JAN / 4580277354823
体長 32cm / 4,800 円

品番 /81831
JAN / 4580277358319
体長 37cm / 4,800 円

品番 /81832
JAN / 4580277358326
体長 37cm / 4,800 円

品番 /81244
JAN / 4580277352447
体長 18cm / 2,000 円

品番 /81245
JAN / 4580277352454
体長 20cm / 2,200 円

品番 /81246
JAN / 4580277352461
体長 20cm / 2,200 円

本物の犬と見違えるほど
リアル。長くてふわふわ
の毛並みが自慢です。

ダグラスの売れっ子。
愛くるしい表情は見てい
るだけで癒されます。

くたっとした柔らかさが
人気のヒミツ。脱力した
後ろ足もたまりません！

ふわっと広がったアニマ
ル柄のスカートを着てい
ます。

真っ白なふわふわヘアと
ピンクのドレスが可愛さ
を引き立てます。

シェルティー（3L）

ノーサー

トゥース

13

14

ベストセラーの人気者。
長い毛とお利口そうな
表情が魅力です。

オレンジの差し色がおし
ゃれさん。きょとんとし
た目がおちゃめです。

どっしりした体付きとは
裏腹に、ちょっぴり
とぼけた表情が可愛い。

生地に細部までこだわ
ったデザイン。友達と差
を付けたいのならボク！

品番 /81830
JAN / 4580277358302
体長 35cm / 4,800 円

07

表記価格は税抜き価格です。

12

品番 /81812
JAN / 4580277358128
体長 21cm / 2,000 円

品番 /81814
JAN / 4580277358142
体長 21cm / 2,000 円

11

ホワイトブラックシーズ
アニマルドレス(M)

サニーサイド

品番 /81247
JAN / 4580277352478
体長 20cm / 2,200 円

品番 /81811
JAN / 4580277358111
体長 21cm / 2,000 円

スライ

品番 /81813
JAN / 4580277358135
体長 21cm / 2,000 円

表記価格は税抜き価格です。

08

Douglas Collection 2019

Cat
01

02

New!

New!

03

01

もふもふ感がたまらない
上質な毛が自慢の猫たちです
お子様にも持ちやすい小さめサイズと
本物の猫のような存在感のヒマラヤン。
プレゼントとしても大変喜ばれます。

09

表記価格は税抜き価格です。

04

02

03

05 New!

04

05

ヒマラヤンキャット
（L）

ブラウンストライプ
キャット（M）

ミケネコ（M）

クロシロネコ（M）

グレーキャット（M）

品番 /82465
JAN / 4580277354656
体長 26cm / 3,800 円

品番 /82467
JAN / 4580277354670
体長 20cm / 2,200 円

茶色と黒のかわいい三毛
柄が自慢。ピンと立った
しっぽがご機嫌な印象。
品番 /82049
JAN / 4580277353499
体長 20cm / 1,800 円

タキシードのような柄が
シック。手袋のような白
いつま先もキュート！

何かをじっと見つめる表
情とピンと立ったしっぽ
はまるで本物の猫のよう。

クリーム色の長い毛とブ
茶トラ模様とゴールドの瞳
ルーの瞳が上品。大きめ
がポイント。お子様にも持
サイズでプレゼントにも◎。 ちやすいサイズ感です。

品番 /82050
JAN / 4580277353505
体長 20cm / 1,800 円

品番 /82466
JAN / 4580277354663
体長 20cm / 2,200 円

表記価格は税抜き価格です。
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Animal
01

02

04

01

ハリネズミから動物園のアイドルまで
最高にかわいい仲間たちが集合！
ふわふわとした肌ざわりの良い毛並みと
リアルかつ愛らしいデザインが魅力。
ハリネズミはダグラスの人気No.1です！

03

05

02

03

06

04

05

ハリネズミ（L）

ハリネズミ

ハリネズミ（ハート）

ウサギ（グレー）

ウサギ（モカ）

両手にどっしりと乗る存在
感。横から見ても後ろから
見ても真ん丸フォルム。

人気 No.1 商品。手乗り
サイズとふわさらなファー
生地、小さな瞳にキュン♡

ちょこんとハートを持つ姿
が愛らしい。大切な人への
プレゼントにもおすすめ。

手のひらサイズのうさぎの
ぬいぐるみ。丸いフォルム
がなんとも愛おしい。

ふわふわとした触り心地と
丸いフォルムはまるで
綿菓子のようです。

品番 /86419
JAN / 4580277354199
高さ 20cm / 3,500 円

品番 /86339
JAN / 4580277353390
高さ 11cm / 1,300 円

品番 /86396
JAN / 4580277353963
高さ 11cm / 1,500 円

品番 /89452
JAN / 4580277354526
体長 12cm / 1,300 円

品番 /89453
JAN / 4580277354533
体長 12cm / 1,300 円

06

ウサギ（チョコレート）
ピンクの耳がアクセント。
ほかの色と一緒に並べて
飾ると可愛さ倍増！
品番 /89454
JAN / 4580277354540
体長 12cm / 1,300 円

11

表記価格は税抜き価格です。

表記価格は税抜き価格です。
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01

02
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05

08

Animal

03
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06

07

09

10

12

15

New!

13

14

16

17

18
19

01

02

03

ライオン

ゼブラ

百獣の王のたてがみと
凛々しい風貌がこんな
にも可愛くなりました。

縞模様がチャームポイント。 可愛らしさと温厚な雰囲気
洗練された雰囲気がクール
の持ち主。ふわふわボディ
でかっこいい佇まいです。
と優しい目に癒されます。

品番 /86022
JAN / 4580277350221
体長 15cm / 2,000 円

06

品番 /86014
JAN / 4580277350146
体長 23cm / 2,000 円

07

ゾウ

品番 /86020
JAN / 4580277350207
体長 26cm / 2,800 円

08

04

05

11

12

カンガルー

キャメル

ラマ（M）

お腹のポケットから赤ちゃん
がちょこんと顔をのぞかせた
姿が愛らしさ 100%!

気品のあるヒトコブラ
クダ。アラビアをイメー
ジさせる魅力的な色合い。

クルクルとした巻き毛に
小さめサイズのラマ。
おちょぼ口が可愛い。存在 ふわふわの毛並みは
感のある大きいサイズです。 ついつい撫でたくなります。

品番 /86021
JAN / 4580277350214
体長 18cm / 1,600 円

09

品番 /86016
JAN / 4580277350160
体長 22cm / 2,000 円

10

品番 /86012
JAN / 4580277350122
体長 28cm / 2,000 円

16

ラマ（SS）

品番 /86010
JAN / 4580277350108
体長 18cm / 1,300 円

17

13

20

14

15

イエローパフミツバチ

レッドパフテントウムシ

ヒツジ

絵本の中から出てきたよう
なメルヘンな雰囲気。優し
い表情に癒されます。

羽の模様がキュート。手の
ひらサイズで、お子様にも
持ちやすい大きさです。

くるくるとした巻き髪が
チャームポイント。表情も
愛くるしさたっぷりです。

品番 /89348
JAN / 4580277353482
体長 15cm / 1,800 円

18

品番 /89347
JAN / 4580277353475
体長 15cm / 1,800 円

19

品番 /87491
JAN / 4580277354915
体長 20cm / 2,200 円

20

コジカ

ビーバー

シマリス

リス

アライグマ

ヤギ

ハムスター

ニワトリ（ブラック）

ヒヨコ (ブラック）

ヒヨコ（ブラウン）

スリムな脚でも自立する
しっかりした作り。お尻
の斑点模様も可愛らしい。

少し前に出た前歯と大きな
しっぽが特徴。前に手を揃
えて立つ姿が可愛い。

両手を合わせたポーズが
キュート！縞模様とふわ
ふわのしっぽが自慢。

ボリュームたっぷりの
しっぽがゴージャス。
手のひらに入るサイズ感。

質感のあるこげ茶色の毛
並みとつぶらな瞳、大き
な尻尾が可愛さ満点♡

小さな角に優しげな表情が
無垢な赤ちゃんヤギのよう
でなんとも愛らしい。

手のひらサイズ。愛くる
しい姿と滑らかな手触りが
もう手放せない！

本物のニワトリに近いサイ
ズ。尾羽は繊細なファー生
地で、高級感があります。

黒と白のまだら模様がおし
ゃれです。手のひらにおさ
まる可愛らしいサイズ感。

ふわっとした丸いフォルム
が愛おしい。ついなでたく
なる触り心地です。

品番 /86492
JAN / 4580277354922
体長 20cm / 2,200 円

13

品番 /86493
JAN / 4580277354939
体長 20cm / 2,000 円

表記価格は税抜き価格です。

品番 /86344
JAN / 4580277353444
体長 15cm / 2,000 円

品番 /86494
JAN / 4580277354946
体長 18cm / 1,800 円

品番 /86487
JAN / 4580277354878
体長 15cm / 2,200 円

品番 /87176
JAN / 4580277351761
体長 18cm / 1,600 円

品番 /86145
JAN / 4580277351457
体長 13cm / 1,600 円

品番 /86360
JAN / 4580277353604
体長 21cm / 3,000 円

品番 /86353
JAN / 4580277353536
体長 10cm / 1,200 円

品番 /86351
JAN / 4580277353512
体長 10cm / 1,200 円

表記価格は税抜き価格です。
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01
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New!

05
New!
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07

06
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08

New!

09

15

13

New!

14
15

01

02

03

04

05

10

11

イーグル

フクロウホワイト

フクロウブラウン

オウム

フラミンゴ

ポーラベア（M）

鳥の王者らしい大きな爪と
くちばしを持ち、今にも飛
び立ちそうな躍動感です。

魔法の世界から来たような
雰囲気。雪のように白いボ
ディと柔らかい羽が魅力。

まだら模様のボディと愛
嬌のあるまんまるな目が
なんとも愛らしい印象。

大きなくちばしとカラフル
な羽がポイント。オウムの
特徴的な長い尾もリアル！

鮮やかなピンクの羽がおし
ゃれ。羽とボディは毛足の
長いふさふさな生地です。

雪のように真っ白な毛並みに、 優しくてのんびりとした雰
つぶらな瞳と黒くて大きな 囲気。M サイズと並べると
お鼻がチャーミング！
親子のようで可愛さ倍増。

品番 /86815
JAN / 4580277358159
体長 20cm / 2,000 円

06

品番 /86484
JAN / 4580277354847
体長 20cm / 2,500 円

07

品番 /86485
JAN / 4580277354854
体長 18cm / 2,500 円

08

品番 /86385
JAN / 4580277353857
体長 19cm / 2,500 円

09

品番 /86386
JAN / 4580277353864
体長 18cm / 2,500 円

品番 /86439
JAN / 4580277354397
体長 20cm / 2,000 円

ブラウンベア

パンダ

ウルフ

ウミガメ（L）

長くて勇ましい角とは対照
的に、優しい目と大きな
お鼻が可愛らしい。

大きな足とお鼻がチャーム
ポイント。お尻を持ち上げ
た立ち姿が愛くるしい。

遊び盛りの人懐っこい子
パンダのような表情が見
る者をメロメロにします。

滑らかな毛足とつぶらな
瞳がとっても可愛い印象
です！

艶のある甲羅がポイント。
ボディはふわふわな
手触りです。

15

品番 /86018
JAN / 4580277350184
体長 20cm / 1,600 円

表記価格は税抜き価格です。

品番 /86486
JAN / 4580277354861
体長 18cm / 2,200 円

品番 /81041
JAN / 4580277350412
体長 20cm / 2,000 円

品番 /86147
JAN / 4580277351471
体長 45cm / 5,500 円

12

13

14

ペンギン（M）

コウテイペンギン（L）

アザラシ（L）

ヒナ特有のふわふわの産毛
と、ぴょんと横に広がった
羽がとってもキュート！

チャームポイントは今にも
歩き出しそうな大きな足と
鮮やかなオレンジ色。

つぶらな瞳が可愛い。
毛並がよく、
いつまでも
手が離せません！

品番 /89488
JAN / 4580277354885
体長 16cm / 2,500 円

品番 /89489
JAN / 4580277354892
体長 26cm / 2,800 円

品番 /89214
JAN / 4580277352140
体長 30cm / 2,800 円

15

テキサスロングホーン

品番 /87080
JAN / 4580277350801
体長 23cm / 2,000 円

ポーラベア（3L）

品番 /89056
JAN / 4580277350566
体長 25cm / 2,200 円

表記価格は税抜き価格です。
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Handful
01

02

03

New!

04

05

08

06

07

09

10
New!

01

手のひらにすっぽり収まる愛らしさに
子どもも大人もメロメロ♡
手の平サイズで可愛いハンドフルシリーズ。
甘えるように仰向けで寝転ぶ愛らしいポーズと
柔らかなさわり心地に思わず癒されます。

優しい表情が特徴の
ドゥードルはプードルと
ゴールデンレトリバーの仔犬。 ラブラドール・レトリバーの
可愛い肉球にキュン…♡
ミックス犬です。
品番 /89406
JAN / 4580277354069
体長 15cm / 2,000 円

表記価格は税抜き価格です。

03

06

品番 /89408
JAN / 4580277354083
体長 15cm / 2,000 円

07

ピンと立った大きい耳が特
徴のコーギーの子犬。おなか
を見せて甘えているのかな？
品番 /89407
JAN / 4580277354076
体長 15cm / 2,000 円

08

04

05

ハンドフルキャット
（クリーム）

ハンドフルキャット
（クロシロ）

品番 /89412
JAN / 4580277354120
体長 15cm / 2,000 円

品番 /89411
JAN / 4580277354113
体長 15cm / 2,000 円

クリーム色の毛色が優しい
印象。うすピンク色の肉球が
猫好きにはたまりません。

09

白と黒の毛色のハチワレ柄
です。
「遊んで！」とじゃ
れつく本物の子猫のよう♪

10

ハンドフルキャット
（グレー）

ハンドフルホース

ハンドフルパンダ

ハンドフルアライグマ

品番 /89410
JAN / 4580277354106
体長 15cm / 2,000 円

ふさふさのたてがみと
しっぽは、柔らかいファー
生地でできています。
品番 /89497
JAN / 4580277354977
体長 15cm / 2,000 円

白黒模様が愛らしい子パン
ダ。ころんとしたフォルム
は愛さずにはいられない。

じゃれつくような仕草の
ひな特有のグレーの産毛は
赤ちゃんアライグマ。手の
ふわふわな触り心地。思わ
平に乗せて遊んであげよう。 ず撫でたくなります。

ホワイトとグレーがミックス
されたきれいな毛色です。
ピンクのお鼻もかわいい！

17

02

ハンドフルドッグ
ハンドフルドッグ
ハンドフルドッグ
（ゴールデンレトリバー） （チョコレートドゥードル） （コーギー）

品番 /89440
JAN / 4580277354403
体長 15cm / 2,000 円

品番 /89441
JAN / 4580277354410
体長 15cm / 2,000 円

ハンドフルペンギン

品番 /89496
JAN / 4580277354960
体長 15cm / 2,000 円

表記価格は税抜き価格です。
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Horse
01

02

04

05

New!

07

美しいフォルムの馬たちは
贈り物やインテリアとしても大活躍
スタイリッシュでかっこいい馬シリーズに
ブラシ付きで可愛いプリンセスホースが仲間入り！
どれも生地にこだわった上質な仕様です。

03

New!

09

04

ホワイトペイント
ホース（S）

ダップルホース（S）

品番 /83356
JAN / 4580277353567
体長 22cm / 2,200 円

品番 /83458
JAN / 4580277354588
体長 20cm / 2,200 円

品番 /83459
JAN / 4580277354595
体長 20cm / 2,200 円

07

08

エキゾチックな羽飾りがア
クセント。たてがみは一本
三つ編みになっています。

花飾りとピンクのブラシが
優雅なたたずまいが人気の
お姫様のよう。大き目サイズ アイテムです。ブランケット
でプレゼントにもおすすめ。 模様も魅力的。

ブラウンとホワイトの
マーブル模様が可愛い。
ふわふわの毛並みが特徴。

06

オールブラックのボディが
クール。フサフサなたてが
みとしっぽは触り心地◎。
品番 /83462
JAN / 4580277354625
体長 20cm / 2,200 円

表記価格は税抜き価格です。

06

New!

New!

02

New!

ブラウンホワイト
アパルーサ（M)

ブラックホース（S）

19

03

08

New!

01

New!

ナチュラルで優しい色合い。 おしゃれなマーブル模様と
背中のブラウン模様が
触り心地バツグンのなめら
上品な雰囲気です。
かな毛並みが自慢です。

インディアンペイント
ホース（S）

品番 /83460
JAN / 4580277354601
体長 20cm / 2,200 円

品番 /83461
JAN / 4580277354618
体長 20cm / 2,200 円

クラシカルで凛々しい雰
囲気の持ち主。インテリ
アにもおすすめです。

たてがみはブラックとホ
ワイトの 2 色使い。おしゃ
れさが際立ちます。

09

プリンセスホース
プリンセスホース
ブラックホワイト（2L） ブラウン（2L）

ゴールデンアパルーサ
（2L）

品番 /83464
JAN / 4580277354649
体長 27cm / 4,500 円

品番 /83678
JAN / 4580277356780
体長 30cm / 3,500 円

品番 /83463
JAN / 4580277354632
体長 27cm / 4,500 円

05

チェスナットホース
（S）

表記価格は税抜き価格です。
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Fantasy
01

02

03

New!

04

05

06

おとぎの国から来たような
“夢かわいい”デザインが大人気
虹色のたてがみやパステルカラーの模様など、
女の子の心をわしづかみにする可愛さです。
プレゼントとしても喜ばれること間違いなし！

01

02

表記価格は税抜き価格です。

03

パステルピンクのボディと
ゴールドの角と蹄がゴー
ジャスなユニコーン。

おとぎ話から出てきたよう
虹色のたてがみとしっぽ、
なメルヘンなデザイン。女
角が夢可愛い。インテリ
の子へのプレゼントにも◎。 アにもおすすめです。

04

05

ミニプリンセスユニコーン ミニプリンセスユニコーン ミニプリンセスユニコーン ユニコーン（M）
（ピンクゴールド）
（ピンク）
（レインボー）
パープルフラワー

ホワイトユニコーン
（M）

品番 /84457
JAN / 4580277354571
体長 20cm / 2,500 円

品番 /84389
JAN / 4580277353895
体長 18cm / 2,000 円

06

品番 /84434
JAN / 4580277354342
体長 20cm / 2,800 円

品番 /84435
JAN / 4580277354359
体長 20cm / 2,800 円

首元のピンクとパープル
の花の刺繍がチャーム
ポイントの人気商品です！
品番 /84332
JAN / 4580277353321
体長 22cm / 2,500 円

純白のボディとゴールドの
角が美しい。おしりのハー
トの刺繍がアクセント。

07

プリンセスユニコーン
（L）

ペガサス（L）

品番 /84432
JAN / 4580277354328
体長 25cm / 4,000 円

品番 /84431
JAN / 4580277354311
体長 27cm / 4,500 円

純白のボディにカラフルな
たてがみとしっぽが夢可愛
い。ピンクのブラシ付き。

21

07

オーロラカラーの羽にピン
クのラメ入り生地の組み合
わせが美しいペガサス。

表記価格は税抜き価格です。
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Fantasy

Fantasy

01

02

New!

03

04

01

02

03

ピンクスワン
(クラウン)

バレリーナハリネズミ

品番 /82444
JAN / 4580277354441
体長 16cm / 2,800 円

品番 /86483
JAN / 4580277354830
体長 28cm / 3,200 円

品番 /89354
JAN / 4580277353543
体長 15cm / 2,000 円

ピンク色のラメがキラキラ
輝く王冠とハートの首飾り
がゴージャスです。

繊細なファー生地の羽に
ピンクのチュチュが可愛いバ
ゴールドのラメ入り生地の
レリーナのハリネズミ。針は
組み合わせがファンタジック。 ファー生地で表現しました。

表記価格は税抜き価格です。

07
New!

05

ホワイトキャット
（クラウン）

23

06

04

08

05

バレリーナマウス

バレリーナピグ

ピンクのチュチュを着たバレ
リーナのネズミ。チュチュと
同素材の頭飾りもキュート。

ピンクのチュチュとラメが
輝く王冠がポイント。どこと
なく誇らしげな表情です。

品番 /89442
JAN / 4580277354427
体長 11cm / 2,000 円

品番 /89443
JAN / 4580277354434
体長 17cm / 2,800 円

06

09

07

New!

New!

10

08

09

10

レインボーシャーベット
ラビット（M）

コットンキャンディー
ラビットホワイト（M）

コットンキャンディー
ラビットキーチェーン

レインボーシャーベット
ラビットキーチェーン

ウサギ
（パステルレインボー）

品番 /89456
JAN / 4580277354564
体長 25cm / 2,800 円

品番 /89422
JAN / 4580277354229
体長 25cm / 2,800 円

品番 /89426
JAN / 4580277354267
体長 12cm / 1,300 円

品番 /89495
JAN / 4580277354953
体長 12cm / 1,300 円

品番 /86522
JAN / 4580277355226
体長 23cm / 2,500 円

コンペイトウのようなカラフ
ルな色合いと真っ白で丸い
しっぽがキュート。

砂糖菓子のような色合いと
ふわふわで優しい肌触り
が自慢の人気者です。

ふわふわとした触り心地と
丸い姿はまるで綿菓子のよ
う。ピンクの尻尾も可愛い。

大人気のラビットシリーズ
に新色が登場！おしゃれな
虹色はマストバイアイテム。

毛足が長いレインボー生地が
目を引きます。耳の内側は
サテン生地で光沢感◎。

表記価格は税抜き価格です。
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Bear
01

02

03

04

01

時代を越えて愛される存在
優しさあふれるダグラステディ
繊細なつくりのテディベアとして古くから
愛され続けているダグラステディ。
カウボーイ姿も可愛らしさがあります。

25

表記価格は税抜き価格です。

カウボーイベア
ロデオベルトとフリンジ付き
ズボン、バンダナを巻いた
カウボーイ姿のテディです。
品番 /85001
JAN / 4580277350016
体長 19cm / 2,200 円

02

03

04

ダグラステディ
ブラウン（M）

ダグラステディ ブラウン
（M）ピンクリボン

ダグラステディ
チョコレート（M)

品番 /81209
JAN / 4580277352096
体長 17cm / 2,200 円

品番 /85503
JAN / 4580277355035
体長 17cm / 2,200 円

品番 /85504
JAN / 4580277355042
体長 17cm / 2,200 円

クラシカルな雰囲気が魅力。
柔らかい触り心地で、思わず
抱きしめたくなります。

ピンクのチェック柄リボンが
ポイント。上品なテディベア
はプレゼントにもおすすめ。

ふわっと柔らかい肌ざわり。
色違いのブラウンと飾っても
兄弟のようで可愛いです。

表記価格は税抜き価格です。
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Dinosaur

音声入り

01

02
音声入り

音声入り

03

05

クオリティの高いリアルな表現で
恐竜ファンを虜にします
恐竜特有の表皮までとってもリアルに表現。
鳴き声がする音声入りは迫力満点です。
子どもから大人まで恐竜ファンにはたまらない！

27

表記価格は税抜き価格です。

04

音声入り

音声入り

06

01

02

恐竜特有の表皮がリアル。
音声入りで恐竜好きなお子様
に喜ばれること間違いなし！

子どもから大人まで人気の
子どもから大人まで人気の
高いトリケラトプス。足裏を
ステゴサウルス。草食恐竜ら
押すと鳴き声がする音声入り。 しい落ち着きが感じられます。
品番 /88808
品番 /88052
JAN / 4580277358081
JAN / 4580277350528
高さ 70cm / 10,000 円
高さ 26cm / 2,200 円

トリケラトプス（L)

品番 /88804
JAN / 4580277358043
高さ 30cm / 3,800 円

06

トリケラトプス（3L）

03

ステゴサウルス（M）

音声入り

07

04

ステゴサウルス（L）

05

ティラノサウルス（L)

背中の骨板やしっぽのスパ
少し開けているお口の間に見
イクもリアルに表現。お腹を
えるするどい歯がチャーミン
押すと鳴き声がする音声入り。 グ ! 鳴き声がする音声入り。
品番 /88803
JAN / 4580277358036
体長 31cm / 3,800 円

品番 /88805
JAN / 4580277358050
高さ 26cm / 3,800 円

07

ヴェロキラプトル（L）

ブラキオサウルス（L）

鮮やかなカラーと “ちょこ
ん”とした手が可愛らしい。
鳴き声がする音声入り。
品番 /88806
JAN / 4580277358067
高さ 27cm / 3,800 円

キリンのように長い首とリア
ルな表皮が特徴。お腹を押す
と鳴き声がする音声入り。
品番 /88807
JAN / 4580277358074
高さ 35cm / 3,800 円

表記価格は税抜き価格です。
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Fuzzle
01

02

04

01

ポップ＆元気なデザインで
お部屋を一気に明るい雰囲気に
アメリカらしいカラフルでポップな雰囲気が
元気をくれるファズルシリーズ。
生地や配色にもこだわりが感じられます。

03

05

02

03

06

04

05

フラワードッグ

ピンクドッグ

トロピカルドッグ

ピースグリーンドッグ

バタフライドッグ

アメリカらしいポップなフ
ラワードッグ。配色にもこ
だわりが感じられます。

可愛らしい印象のピンクド
ッグ。お子様のお友達として
喜ばれること間違いなし！

ポップな色合いながら落ち
着いた印象のあるトロピカ
ルドッグです。

ふわっとした耳が可愛いピース
グリーンドッグ。異素材の組み
合わせが楽しいデザイン♪

体のあっちこっちに蝶々が
乗っているかのように見える
可愛いバタフライドッグ。

品番 /87121
JAN / 4580277351211
体長 23cm / 2,200 円

品番 /87126
JAN / 4580277351266
体長 23cm / 2,200 円

品番 /87125
JAN / 4580277351259
体長 23cm / 2,200 円

品番 /87225
JAN / 4580277352256
体長 23cm / 2,200 円

品番 /87223
JAN / 4580277352232
体長 23cm / 2,200 円

06

アクアピンクチワワ
左耳のフリルとくりっとした
目がとてもキュートなアクア
ピンクフラワーチワワ。
品番 /87057
JAN / 4580277350573
体長 23cm / 2,200 円

29

表記価格は税抜き価格です。

表記価格は税抜き価格です。
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Fuzzle

Fuzzle

01

02

04

05

04

05

01

02

パープルデイジー
ダックスフンド

ブラックフラワー
ダックスフンド

品番 /87091
JAN / 4580277350917
体長 26cm / 2,200 円

品番 /87098
JAN / 4580277350986
体長 26cm / 2,200 円

右と左の耳がそれぞれ
違ったデザインのパープル
デイジーダックスフンド。

黒を基調とした色合いに、
フリルやドット柄をあしらい
大人可愛いダックスフンド。

03

07

09

06

03

04

08

05

07

12

10

08

09

11

10

11

ピースドッグ

ピンクキャット

ドットキャット

トロピカルベア

フラワーベア

ホワイトフラワーホース

ピンクフィズホース

ピンクバタフライピグ

ピースマークとお花のプリン
トが華やか。異素材の組み合
わせが楽しい雰囲気です。

クルンと上に向いたしっぽと
長い足。ドット柄がとても
キュートなピンクキャット。

甘酸っぱそうなホットピン
クにストライプとドットが
かわいいドットキャット。

ポップなトロピカルベア。
落ち着いたグリーンなので
インテリアとしても〇。

めずらしい配色のフラワー
ベア。他の方と差を付けた
い方におススメです！

お花畑のように鮮やかなフ
ラワープリントが魅力の
ホワイトフラワーホース。

ポップな色の組み合わせの
ピンクフィズホース。うき
うきした表情が可愛い！

愛嬌たっぷりな表情をした
ピンクバタフライピグ。異
素材の組み合わせが◎。

品番 /87234
JAN / 4580277352348
体長 35cm / 2,200 円

品番 /87090
JAN / 4580277350900
体長 23cm / 2,200 円

品番 /87127
JAN / 4580277351273
体長 23cm / 2,200 円

品番 /87120
JAN / 4580277351204
体長 28cm / 2,200 円

品番 /87124
JAN / 4580277351242
体長 28cm / 2,200 円

品番 /87129
JAN / 4580277351297
体長 23cm / 2,200 円

品番 /87128
JAN / 4580277351280
体長 23cm / 2,200 円

品番 /87229
JAN / 4580277352294
体長 33cm / 2,200 円

06

アクアピンクキャット
明るい水色と花柄が、見てい
るだけで爽やかな気分になれ
るアクアピンクキャット。
品番 /87222
JAN / 4580277352225
体長 23cm / 2,200 円
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表記価格は税抜き価格です。

表記価格は税抜き価格です。
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Fuzzle

Fuzzle
07

01

02

03

05

06

08

09

04
04

15

10

01

02

03

アクアピンクタートル

ピースタートル

ピースグリーンタートル

水面に色とりどりの花が浮
かんでいるようなアクアピ
ンクフラワータートル。

平和と反戦のシンボルマー
ク「ピースマーク」をあし
らったピースタートル。

ピースマークと華やかなお
花柄が可愛らしいピースグ
リーンタートル。

品番 /87058
JAN / 4580277350580
体長 30cm / 2,200 円

品番 /87096
JAN / 4580277350962
体長 30cm / 2,200 円

品番 /87227
JAN / 4580277352270
体長 30cm / 2,200 円

04

05

07

11

08

09

ピースグリーン
フクロウ

マルチバタフライ
フクロウ

マルチバタフライ
モンキー

ブラックフラワー
モンキー

ドットモンキー

品番 /87226
JAN / 4580277352263
体長 20cm / 2,200 円

品番 /87233
JAN / 4580277352331
体長 20cm / 2,200 円

品番 /87232
JAN / 4580277352324
高さ 38cm / 2,200 円

品番 /87100
JAN / 4580277351006
高さ 30cm / 2,200 円

品番 /87123
JAN / 4580277351235
体長 30cm / 2,200 円

ピースグリーンと華やかなお
花柄が可愛らしいピースグ
リーンフクロウ。

まんまるの目とカラフルな
蝶々柄が愛らしいマルチバ
タフライフクロウ。

ぽっこりおなかと丸い頬紅
がチャームポイントのマル
チバタフライモンキー。

16

おしゃれなカラーと胸もと
の花柄がポイントのブラッ
クフラワーモンキー。

アメリカらしいポップなド
ットモンキー。ギフトとし
て喜ばれること間違いなし。

10

11

ヌイグルミペンケース
（フラワーモンキー）

ヌイグルミペンケース
（フラワードッグ）

品番 /60242
JAN / 4580277352423
体長 26cm / 1,700 円

品番 /60241
JAN / 4580277352416
体長 26cm / 1,700 円

ふわふわと柔らかい生地の
ぬいぐるみペンケース。た
っぷり入るマチ付きです。

一緒にいるだけで元気にな
るカラフルな色合いが魅力
のぬいぐるみペンケース。

06

マルチバタフライ
フロッグ

カラフルな蝶々とお花のプリ
ントが華やかなマルチバタフ
ライフロッグ。
品番 /87231
JAN / 4580277352317
体長 37cm / 2,200 円
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表記価格は税抜き価格です。

表記価格は税抜き価格です。
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Keychain & Pencase
01

02

05

03

New!

06

New!

08

01

人気者がキーチェーン＆ペンケースに
おでかけにも連れて行ける嬉しいサイズ感
キーチェーンはバッグのチャームにおすすめ。
ペンケースはたっぷり入るマチ付きです。
おでかけ先でも注目を集めること間違いなし！

ハリネズミキーチェーン
大人気のハリネズミがキー
チェーンに！キーリングと
ボールチェーン付きです。
品番 / 86403
JAN / 4580277354038
高さ 9cm / 1,300 円

02

03

04

ハリネズミキーチェーン
（ハート）

レインボーシャーベット
ラビットキーチェーン

コットンキャンディー
ラビットキーチェーン

品番 /86436
JAN / 4580277354366
高さ 9cm / 1,500 円

品番 /89495
JAN / 4580277354953
体長 12cm / 1,300 円

品番 /89426
JAN / 4580277354267
体長 12cm / 1,300 円

鍵につけたり、バッグにつ
けたり。おでかけに連れて
行くのにぴったりサイズ♪

大人気のラビットシリーズ
に新色が登場！おしゃれな
虹色はマストバイアイテム。

06

07

08

まつ毛がフサフサでインパ
クト大。キーリングとキー
フックがついています。

愛らしい顔と触り心地の
よい毛並みが◎。バッグ
のチャームにおすすめ。

ふわふわと柔らかい生地の
ぬいぐるみペンケース。た
っぷり入るマチ付きです。

品番 /86438
JAN / 4580277354380
高さ 10cm / 1,600 円

表記価格は税抜き価格です。

07

09

ファーボールキーチェーン ファーボールキーチェーン ヌイグルミペンケース
(ナマケモノ)
（フラワーモンキー）
（ラマ）
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04

品番 /86437
JAN / 4580277354373
高さ 10cm / 1,600 円

品番 /60242
JAN / 4580277352423
体長 26cm / 1,700 円

ふわふわとした触り心地と
丸い姿はまるで綿菓子のよ
う。ピンクの尻尾も可愛い。

05

ファーボールキーチェーン
（フラミンゴ）
元気の出るビビットピンク
が存在感バツグンのフラミ
ンゴのキーホルダーです。
品番 /86490
JAN / 4580277354908
高さ 10cm / 1,600 円

09

ヌイグルミペンケース
（フラワードッグ）

一緒にいるだけで元気にな
るカラフルな色合いが魅力
のぬいぐるみペンケース。
品番 /60241
JAN / 4580277352416
体長 26cm / 1,700 円

表記価格は税抜き価格です。
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