
B-131  ￥2100　  ￥1890
品　番　 一般価格　 会員価格

綿100%　  約40×33㎝　
マチなし　持ち手48㎝

■トトロの森バッグ（生成り）
エプロンなどに使われる、しなや

かで軽い生地。肩にかけられるよ

う、持ち手は長めの仕様です。

は会員価格です。会員の方は会員価格でお求めいただけます。ご注文と同時に会員になることもできます。

縦約10.5×横約10㎝
３色　各16枚綴り

品　番　   一般価格　   会員価格

S-601　￥420　　￥378
■ トトロメモパッド
中のメモ用紙はオレンジ、グリ
ーン、ブルーの３色です。

トトロファンドグッズ
収益金はトトロの森を守るための活動資金となります

トトロファンドグッズはホームページからご注文いただけます。
トトロのふるさと基金　http://www.totoro.or.jp

綿100％　高さ約17×横11.5㎝
文庫本サイズ　しおり紐つき

品　番　   一般価格　   会員価格

X-601　￥1260　　￥1134

■ ブックカバー
表紙面にはトトロのプリント,裏表

紙側はワッペンがアクセント。厚め

の文庫本も折り返しでカバー可。

ナルコユリ：便箋　17.5×13㎝
                  封筒　10×14.5㎝
　　　　便箋の絵柄１種類

トトロ ：便箋　 14.8×21㎝  
　　　  封筒　16×11.4㎝
　　　  便箋の絵柄３種類

便せん12枚・封筒５

枚のセットです。

郵便番号欄をつけていませ

ん。ナチュラルな質感でメ

ッセージカードにも素敵。

トトロ：S-205   ナルコユリ：S-204

￥525　　￥472

■レターセット

草
花
：
５
枚
入
り　

再生紙使用　9.5×14.5㎝　
イラスト３種類　各7枚

￥525　　￥472

■ポストカード

１セット３枚組　大１枚（直径５㎝×６）
　　　　　　  小２枚（直径２㎝×28）

S-302 ￥630　　￥567
S-402　￥420　　￥378

■トトロシール
■一筆箋

品　番　　 一般価格　   会員価格

一般価格　   会員価格品　番

品　番

一般価格　 会員価格

一般価格　   会員価格

品　番 一般価格　   会員価格

品　番

トトロ：S-104
草花：S-103

ト
ト
ロ
：
6
枚
入
り

イラスト（エビヅル、ヘクソカズラ）
各１枚　PPシート　A4サイズ

S-501 ￥630　　￥567

■クリアファイル
森の風景にトトロのイラストを

配したクリアファイルです。大きさ、絵柄いろいろで楽しさいっぱい。

ちょっとしたメッセージもトトロ

の一筆箋でもらえるとうれしい！



Ｘ-701　￥1260　　￥1134
携帯電話や名札などを首から下げ

て使えます。両手が空くので屋外

作業や散策にも便利です！

■トトロの森ネックストラップ

■トトロレッスンバッグ
　  （かくれんぼトトロ）

全長約51㎝
首ひも円周約84㎝
紐部分:ナイロン100％

品　番　　一般価格　　会員価格

布製品の多くは障害をもつ人が働く共同作業所で縫製されたものです

４個入り　材質：ホワイトポプラ
トトロ：縦4.5×3.5㎝

品　番　   一般価格　   会員価格

X-801　￥1050　　￥945

■ トトロ木製マグネットセット
ナチュラルな質感と色合い。厚みがあ

るので付けやすく厚い紙もしっかり止

まる強力磁石です。

綿100％　 縦33×横42㎝
マチ７㎝　持ち手38㎝

品　番　　　一般価格　　会員価格

Ｂ-151　￥1890　　￥1701

薄手の帆布なので軽くても丈夫。

内側ポケット付きです。

■トトロの森ポーチ（ブラウン）

綿100％　内側ラミネート加工
高さ約13×横19×マチ6㎝

品　番　　　一般価格　　会員価格

Ｂ-142　￥1680 　　￥1512

広めのマチと大きくとったファスナー

が使いやすく、たっぷり入ります。

B-201　￥1890　　￥1701

￥1890  　￥1701

W-401

B-111　￥1365　　￥1228

￥1155　　￥1039

W-105　￥1365　　￥1228

檜漆塗り箸付　箸の長さ22㎝
綿100％　幅23㎝　
表：ツイル　裏：ブロード

綿100％　ジャガード２色織
ハンドタオル　約34×36㎝
フェイスタオル　約34×80㎝

■タオルセット（オカリナ）

■レッスンバッグ

■バンダナ

綿100％　約53×53㎝

綿100％　薄手帆布使用　
内側ポケット付　折りたたみ可
約32×42×マチ7㎝

X-301　￥1575　　￥1417

■My箸セット　

帆布にスイカズラのイラストが

やさしい人気のバッグです。

大人にも使いやすい線画イラスト。

ペンケースにも便利なサイズです。

モスグリーンを基調とした、大人

っぽいデザイン。ジャガード織り

で落ち着いた雰囲気です。

■ミニタオルセット

￥1050　　￥945

■ポーチ（すいかずら）

厚手帆布使用　約9×19×マチ5㎝
内側ラミネート加工

使いやすい色と大きさ。

お弁当を包んでもかわいい。

木曾檜の箸にはトトロの焼印入り。

刺繍入り箸袋とのセットです。

品　番　　 一般価格　   会員価格

品　番　　 一般価格　   会員価格

品　番　　 一般価格　   会員価格

品　番　　 一般価格　   会員価格

品　番

品　番

一般価格　   会員価格

からし　　　X-202
紺　　　　   X-203
オリーブグリーン　X-205

一般価格　   会員価格

品　番

一般価格　   会員価格

W-301

約34×170㎝
綿100％（二重ガーゼ）　
着抜プリント加工

■タオルマフラー
紺地にベージュの線画が
落ち着いた雰囲気です。

綿100％　約24×24㎝
２枚組（ベージュ・ライトグリーン）

トトロの刺繍がワンポイン

トのミニタオルです。



●ファックスまたはホームページよりお申込みください。
　コンビニ（セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートのいずれか）
　でのお支払い方法を返信にてご案内します。
●入金確認後、商品をお送りします。

商品はできるだけ早く発送するようにしていますが、お届けに
２～３週間かかる場合もあります。ご了承ください。

　 マークは会員価格です。会員の方は会員番号をご記入いた
だき、会員価格でご注文ください。ご注文と同時に会員になら
れる場合も会員価格でお求めいただけます。

１回のお申込み・１カ所のお届けにつき、お申込み金額に応じ
て下記の送料がかかります。（会員の方は会員価格合計）

●不良品以外の返品等は承りかねます。商品に不都合がござ
　いましたら、お届け後１週間以内にご連絡ください。
●ギフト用の包装はお受けできません。ご容赦ください。
●領収書は、特別な事情がない限り発行しておりません。
●「もりのたね」は一つひとつ風合いが異なります。
　ご了承ください。

お申込み方法

お届け

会員割引

送　料

お 願 い

お買い上げ金額

送　料

～2100円

300円

2101～5250円

400円

5251円～

500円

トトロの森の木と暮らそう

木の風合いそのままの、やさしい手触り。
トトロの森６号地、１０号地のコナラ、ハリエンジュでつくられました。
「もりのたね」はストラップ、ペンダント、髪どめの３種類。
一つひとつがすべて手作り。材料木の表情を見ながら、切り出し磨かれてい
ます。ですから、大きさも形も、木目も色味も同じものはありません。

あなただけの「もりのたね」。
身に着けて、ともに暮らして、トトロの森の木と一緒に歩んでくださいね。

ご利用コンビニ名

お 名 前

ご 住 所

ご 連 絡 先

セブンイレブン　　　　　ローソン　　　　ファミリーマート
ふ り が な

〒□□□－□□□□

TEL：　　　（  　　）　　　　　　　　　FAX：　　　（  　　）　　　　　

商品名 個数 合計金額単価商品番号

商品合計金額 総合計

ご要望・メッセージなど

送料

円 円 円

会 員 番 号

事務局記入欄

※お預かりした個人情報は、当法人の寄付行為に掲げる事業を実施する目的達成のために最小限必要な範囲でのみ利用し、原則として第三者に開示しません。
　個人情報に関するお問合せ :（公財）トトロのふるさと基金  プライバシーポリシー担当（FAX：04‐2947‐6057　E‐mail：office@totoro.or.jp）

FAX:０４‐２９４７‐６０５７
トトロのふるさと基金行

トトロファンドグッズ　コンビニ振込み申込書
お申し込み日　　　年　　 月　　 日

メール
アドレス

※左記のいずれかをご指定ください

※右上の送料表を
　参照ください。

購
入
申
込
み

　　受付日　　　　　　　ネット入力日　　　　　　　　返信日　　　　　　　　入金日　　　　　　　　経理処理日

通信販売のご案内
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