
コレクションミニプレート
クリスマス2016
￥1,200＋tax

スノースローライフ
フェアリーふなっしー
￥2,000＋tax

コレクションミニプレート
HARAJUKU2016
￥1,200＋tax

ふなっしーロゼット
HARAJUKU
￥1,000＋tax

11月26日

発売予定

発売中

発売中

2017年

1月

発売予定

原宿先行

11月26日

発売予定

WEB

12月3日

発売予定

12月3日

発売予定

フナッシーハイマッキー
各￥450＋tax

とんすい＆レンゲ
￥1,400＋tax

原宿・WEB限定 原宿・WEB限定

黒色

黄色

水色

ふなっしー土鍋
￥2,400＋tax
サイズ：約φ13.5 × H8cm

サイズ：とんすい：約φ14.5 × H4.5cm
　　　　レンゲ：長さ約 14.5cm

サイズ：長さ約 14cm サイズ：H6.5×W4.5cm

サイズ：約 φ10.5cm サイズ：約 φ10.5cm サイズ：約H15cm

一般

商品

FUNASSYI GOODS
WINTER CATALOG 2016-2017

※発売時期は変更になる場合がございます。写真はサンプルのため実際の商品とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。



ＦＵＮＡＣＯＬＬＥ
ぬいぐるみ （トナカイ）
￥2,200＋tax

11月26日
発売予定

12 月下旬
発売予定

12 月下旬
発売予定

12 月17 日
発売予定

12 月17 日
発売予定

12 月17 日
発売予定

ＦＵＮＡＣＯＬＬＥ
ぬいぐるみマスコット
 （トナカイ）
￥1,400＋tax

11月26日
発売予定

ふなっしーツリー
マスコット
￥1,200＋tax

11月26日
発売予定

ふなっしー雪だるま
マスコット
￥1,000＋tax

11月26日
発売予定

座布団にマグネット入った
マグネットでフタになります。

だるまふなっしー
ぬいぐるみ
￥1,600＋tax

招き猫ふなっしー
はりこーしか
￥4,800＋tax

一般
商品

サイズ：約H18cm

ＦＵＮＡＣＯＬＬＥ
ぬいぐるみ （とり2017）
￥1,800＋tax
サイズ：約H18cm

サイズ：約H12cm

ＦＵＮＡＣＯＬＬＥ
ぬいぐるみマスコット （とり2017）
￥1,200＋tax
サイズ：約H12cmサイズ：約H16cm

サイズ：約H3～12cm

ふなっしーぬいぐるみ
こたつセット
￥2,000＋tax
サイズ :
こたつ /約W20×H10×D15cm
ミニソファ /約W11×H13×D11cm
座布団 /約W10×H10cm
かご / 約 H6cm　お茶 / 約 H4cm

サイズ：約H12cm サイズ：約H12cm



ふなっしールームウェア
￥6,800＋tax

ふなっしーヘアターバン
￥2,400＋tax

ふなっしールームソックス
￥2,500＋tax 総丈：約 26cm、足サイズ約 23～ 25cm

クニャック
￥2,400＋tax

足入れクッション
￥2,600＋tax

（ピンク）

（ピンク）

（ピンク）（イエロー）

アイマスク付

（イエロー）

（イエロー）

ＦＵＮＡＣＯＬＬＥ
ぬいぐるみ
民族ふなっしー
 （チャイナ）
￥1,800＋tax

FUNACOLLE
ぬいぐるみ
民族ふなっしー 
（ポルトガル）
￥2,000＋tax

ちょっと大きな
FUNACOLLE （ルームウェア）
￥2,600＋tax

ＦＵＮＡＣＯＬＬＥ
ぬいぐるみ
民族ふなっしー
 （南極）
￥1,800＋tax

フードには
可愛い刺繍

ルームシューズも
可愛い

一般
商品

一般
商品

FUNACOLLE
ぬいぐるみ
民族ふなっしー
マスコット（ポルトガル）
￥1,400＋tax

WORLD FUNASSYI
３帖用薄掛けこたつ布団
￥7,800＋tax
サイズ：約 W240 × H190cm

足サイズ：約～24.5cm サイズ：約 W35 × H35cm

WORLD FUNASSYI
センターラグマット
￥5,800＋tax
サイズ：約 W190 × H190cm

WORLD FUNASSYI
あったか掛け布団カバー
￥5,000＋tax
サイズ：約 W150 × H200cm

サイズ：約H18cmサイズ：約H18cm

サイズ：約H21cm

ぬいぐるみとお揃いの
ルームウェアでリラックスタイムを。

WORLD FUNASSYI アートから飛び出したぬいぐるみ達がアニバーサリーぬいぐるみとして続々登場。
世界ツアーが始まるなっしー♪

サイズ：約H12cm サイズ：約H18cm

WORLD FUNASSYI
あったか敷パッド
￥3,800＋tax
サイズ：約 W100 × H205cm

着丈：約 75cm 身巾：54ｃｍ 
裾巾：56cm 裄巾：80cm

サイズ：平置き約21cm

12月中旬
発売予定

（ピンク） （イエロー）

12月 23 日
発売予定

船橋
WEB 先行
12月 17 日
発売予定

発売中

発売中

発売中



ふなっしーぬいぐるみタオルハンガー付き
ギフトBOXセット
￥2,800＋tax

12月3 日
発売予定

（with Eggplant）（I'm a pear）

（in the pot）

ふなっしーキッチンウェア
ウッドトレー
￥2,000＋tax

ふなっしーキッチンウェア
カッティングボード
￥1,500＋tax

ふなっしーキッチンウェア
スパイスボックス
￥1,600＋tax

ふなっしーキッチンウェア
パスタメジャー
￥1,200＋tax

ふなっしーキッチンウェア
ウッドピンチ3個セット
￥600＋tax

ふなっしーキッチンウェア
フォーク型フック
￥1,600＋tax

ふなっしーキッチンウェア
キッチンペーパーホルダー
￥1,600＋tax

ふなっしーキッチンウェア
コルクコースター
各￥350＋tax

サイズ：約 30.5×H4.6×D22.2cm

サイズ：約W18.4×H11×D8.8cm

サイズ：約W29.2×H17.5×D1.5cm

サイズ：BOX：約W23.7×H8×D21.5cm
　　　　ハンガー：約H21cm
　　　　タオル：約W34×H87cm

ふなっしーキッチンウェア
鍋しき
￥1,200＋tax
サイズ：約W17.6×H20.3×D1.1cm

サイズ：約φ9.2mm サイズ：1個サイズ：約W2.3×H4.5cm サイズ：約W12×H27.6×D12cm

サイズ：約W7×H19.6×D0.9cm

サイズ：約W22.9×H6.6×D3.9cm

12月10 日
発売予定



発売中

FUNASSYI IN WONDER LAND 
ぬいぐるみバッグチャーム
￥1,500＋tax
サイズ：約 H13cm

FUNASSYI IN WONDER LAND
ジュエリーBOX
￥3,400＋tax
サイズ：約 W11.5 × H7 × D10cm

FUNASSYI IN WONDER LAND
コスメポーチ
￥2,600＋tax
サイズ：約 W21 × H15 × D6.5cm

FUNASSYI IN WONDER LAND
折りたたみミラー
￥2,200＋tax
サイズ：約 W12 ×H10.5cm
使用時：約 W12 × H21.5cm

FUNASSYI IN WONDER LAND
ティッシュポーチ
￥2,200＋tax
サイズ：約 W13.5 × H11cm

FUNASSYI IN WONDER LAND
アクセサリーポーチ
￥2,500＋tax
サイズ：約 W11.5 × H8cm

FUNASSYI IN WONDER LAND
メガネポーチ
￥2,400＋tax
サイズ：約 W20 ×H10cm

FUNASSYI IN WONDER LAND
リボンヘアゴム
￥1,200＋tax
サイズ：リボン /約 W9cm
            ゴム内径 /約 φ6cm
　　　　チャーム /約 W1cm

FUNASSYI IN WONDER LAND
クッション
￥3,600＋tax
サイズ：約 W52 × H43cm

FUNASSYI IN WONDER LAND
カップ＆ソーサー
￥2,400＋tax
サイズ：カップ /約 φ9.5 × H5.5cm
            ソーサー /φ16cm

底面デザイン共通

大きめサイズも
ラクラク入る！

FUNASSYI IN WONDER LAND
ティーポット
￥2,600＋tax
サイズ：約 W17 ( 注ぎ口からハンドル ) 
　　　　× H11 × D11cm

不思議の梨国のふなっしーが
ラブリー＆キュートを届けにやってきました～♡



ふなっしー胸ポケットスウェット
￥3,800＋tax
サイズ：S、M、L

ふなっしー総柄ZIP プルパーカー
￥4,800＋tax
サイズ：S、M、L

ふなっしーボア刺繍スウェット
￥4,200＋tax
サイズ：S、M、L

ふなっしー総柄ロング丈プルパーカー
￥4,800＋tax
サイズ：S、M、L

ふなっしー刺繍プルパーカー
￥4,600＋tax
サイズ：S、M、L

発売中

（グレー） （カーキ） （グレー） （イエロー）

（グレー） （イエロー）

（グレー） （イエロー）

（グレーボーダー） （ネイビーボーダー）

S/ 身丈：約 63 × 身幅：47 × 肩幅：47 × 袖丈 :54cm
M/ 身丈：約 66 × 身幅：50 × 肩幅：50 × 袖丈 :55cm
L/ 身丈：約 69 × 身幅：53 × 肩幅：53 × 袖丈 :56cm

S/ 身丈：約 63 × 身幅：47 × 肩幅：47 × 袖丈 :54cm
M/ 身丈：約 66 × 身幅：50 × 肩幅：50 × 袖丈 :55cm
L/ 身丈：約 69 × 身幅：53 × 肩幅：53 × 袖丈 :56cm

S/ 身丈：約 66 × 身幅：50 × 肩幅：40 × 袖丈：60cm
M/身丈：約 69 × 身幅：53 × 肩幅：43 × 袖丈：61cm
L/ 身丈：約 72 × 身幅：56 × 肩幅：46 × 袖丈：62cm

S/ 身丈：約 63 × 身幅：47× 肩幅：37 × 袖丈：59cm
M/身丈：約 66 × 身幅：50 × 肩幅：40 × 袖丈：60cm
L/ 身丈：約 69 × 身幅：53 × 肩幅：43 × 袖丈：61cm

S/ 身丈：約 81 × 身幅：47 × 肩幅：37 × 袖丈：59cm
M/身丈：約 84 × 身幅：50 × 肩幅：40 × 袖丈：60cm
L/ 身丈：約 87 × 身幅：53 × 肩幅：43 × 袖丈：61cm

ふなっしーワッペンニット帽
￥2,800＋tax

12 月17 日
発売予定

サイズ：約W20×H21cm



ＦＵＮＡＣＯＬＬＥ
ぬいぐるみ （ノルディック）
￥2,200＋tax

ふなっしーノルディックトートバッグ
￥2,800＋tax

ふなっしーノルディック
耳付きニット帽
￥2,900＋tax

発売予定日
11月26日

発売予定日
11月26日

発売予定日
11月26日

発売予定日
12月上旬

発売予定日
12月上旬

12 月3日
発売予定

12 月10 日
発売予定

（レッド） （ネイビー）

ふなっしースカジャン（ブラック）
￥6,800＋tax
サイズ：S、M、L 

ふなっしーノルディック
ポシェット
￥3,200＋tax

ふなっしーノルディック
ネックウォーマー
￥3,200＋tax

front back

原宿先行

S/ 身丈：約 61×身幅：51×裄丈：82㎝
M/身丈：約 64×身幅：54×裄丈：84㎝
L/ 身丈：約 67×身幅：57×裄丈：86㎝

サイズ：約H18cm

サイズ：約H36 × W27cm

サイズ：約W18×H23cm×紐長さ 58～110cm

サイズ：全長約W65×H18cm

サイズ：約W30 × H16 × D12cm 取っ手 31cm



●救急ポーチリスト

●かわいいタグ

●いざという時に使える防災カード付き
オモテ

ウラ Set List
Trianglar
bandage 
size:96×96×136cm

Elastic bandage 

Safety pin

Surgical Tape

Tweezers

Scissors

Disposable
tourniquet

●５年長持ちする備蓄水

はオリジナルボトル！

普段はふなっしーぬいぐるみとして玄関に飾って、いざという時にさっと持ち出す防災ぬいぐるみリュックに変身！備えあれば憂い梨なっしー♪

クリスタルがゴージャスにぎっしり詰まって思わず見とれてしまう！付けてるだけで気分が上がる♪ 毎日使うバッグに♪ 大事なキーに♪ あなたの生活にキラキラふなっしーで彩りを♪

お正月といえばおせち！重箱からおせちの中身まで、全てふなっしー！
可愛いおせちぬいぐるみふなっしー達といっしょに素敵なお正月を過ごそう♪
お重は実際のおせちを入れたり、花見やピクニックにも使えて嬉しい♪

ふなっしー防災ぬいぐるみリュック
￥15,000＋tax

ふなっしー
おせちぬいぐるみお重セット
￥10,000＋tax

12月下旬

発売予定

12月上旬

発売予定

サイズ：リュック：W24×H37×D25cm
リュックの後ろには防災カードが
入るカードケースポケット付

シルバー箔押しのオリジナルボックス

キラキラふなっしージュエリーキーリング
￥12,000＋tax
サイズ本体：約W2.5×H3×D1.8cm（キーリングを除く）
キーリングを含めた長さ：約H9.5cm
パッケージ：オリジナル専用BOX
材質：合金、クリスタルガラス、エポキシ樹脂

サイズ：お重：約 13×13 ×9.5cm
ぬいぐるみ：約 2～10cm

12月下旬

発売予定


